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国名，地域，国際機関等 発出者（敬称略） 宛先 メッセージ（抜粋部分）
アイスランド グリムソン大統領 天皇陛下

アイスランド シグルザルドッティル首相 総理
アイスランド人の思いはこの大災害により生命を失った日本国民
と共にあります。

アイスランド スカルプヘイジンソン外相 外相 痛ましい大震災に対し，深い悲しみを表明します。
アイルランド マッカリース大統領 天皇陛下

アイルランド ケニー首相 総理
日本国民がこの災害から早く、完全に立ち直ることを心から願
い，アイルランドは可能な限り日本の友人たちを支援する用意が

アイルランド ギルモア副首相兼外務貿易大臣 外相

アイルランド国民の思いは、日本の国とともにある。日本国民が
早く完全にこの災害から立ち直られることを心より強く信じ、アイ
ルランドは日本の友人達をいかなる手段でも支援する用意があ
る。

アゼルバイジャン アリエフ大統領 天皇陛下
アフガニスタン カルザイ大統領 天皇陛下

アフガニスタン カルザイ大統領 総理
アフガニスタン国民は常に日本からの支援と好意に感謝してお
り，親愛なる日本国民が困難な時期に我々の側にいたことを決
して忘れることはありません。

アフガニスタン ラス-ル外相 外相
アラブ首長国連邦 ハリーファ大統領 天皇陛下
アラブ首長国連邦 ムハンマド副大統領兼首相 天皇陛下
アルジェリア ブーテフリカ大統領 総理 日本に対する連帯の表明。あらゆる支援をする用意がある。

アルゼンチン フェルナンデス大統領 総理

総理大臣及び日本国民に対するアルゼンチン政府とアルゼンチ
ン国民の親愛と連帯の意を表します。この不運な時，アルゼンチ
ン国民のみならず世界中が，総理，そして日本国民と共にありま
す。

アルバニア ハジナスト外相 外相
アルメニア サングシャン大統領 天皇陛下
アルメニア サングシャン首相 総理

アンティグア・バーブーダ スペンサー首相 総理
日本国民，特に北東地域の方々に対し，希望及び連帯感をお伝
え申し上げます。

イエメン サーレハ大統領 天皇陛下
イエメン ムジャッワル首相 総理
イスラエル ペレス大統領 日本政府 できることがあれば何なりと申し入れていただきたい。
イタリア ナポリターノ大統領 天皇陛下
イタリア ベルルスコーニ首相 プレスリリース 友好国日本国民に対して連帯感を表明した。
イタリア フラッティーニ外相 プレスリリース

イラン サーレヒ外相 外相
お見舞い申し上げると共に，我々は被災者に対するあらゆる支
援及び救援を行う用意を有しています。

インド シン首相 総理
インドはこの困難な時に，日本政府及び日本国民と完全にともに
ある。必要とされるあらゆる形での支援を行う用意がある。

インド クリシュナ外相 外相
日本がこの惨事に不屈の精神を持って対処し、より強靱になるこ
とを確信。インド政府及び国民の想いは日本と共にある。

インドネシア ユドヨノ大統領 総理
深甚なるお見舞いとお悔やみを申し上げます。この悲劇を乗り越
えるための日本政府の努力をいつでも支援する用意がありま
す。ウクライナ ヤヌコーヴィチ大統領 総理

ウクライナ グリシチェンコ外相 外相

ウズベキスタン カリモフ大統領 総理
自然災害の最も深刻な結果につき深い同情の念を表するととも
に，友好的な全日本国民に対して励ましの言葉を伝達いただき

ウズベキスタン ガニエフ副首相兼外相 外相

ウルグアイ ムヒカ大統領 総理
自然災害が招く恐ろしい結果を克服するという困難な活動を，過
去の経験同様遂行できるよう，激励致したく存じます。

英国 エリザベス２世女王陛下 天皇陛下
英国 チャールズ皇太子殿下 天皇陛下

英国 ヘーグ外相 外相
自分の気持ちは日本国民のみなさんと共にある。全ての可能な
支援を提供するよう在京大使に指示。緊急派遣チームを派遣す

エクアドル コレア大統領 天皇陛下
エクアドル コレア大統領 総理 日本のために出来ることがあれば，何でもお知らせ頂きたい。
エクアドル コレア大統領 天皇陛下
エジプト タンターウィ国軍最高会議議長 天皇陛下

エジプト タンターウィ国軍最高会議議長 総理
痛ましい大震災に対し，最も深い悲しみを表明するとともに，友
好国である日本国民の皆様の安全を願っております。

エジプト エルアラビー外相 外相
心からの弔意を表明。日本政府及び国民の皆様が今次災害の
克服に成功することを願っている。

エストニア イルヴェス大統領 天皇陛下
エストニア パエト外相 ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 20万ユーロを拠出決定。日本とエストニアは親密な同盟国。

エチオピア ギルマ大統領 総理
大地震及び津波により、犠牲及び損害が出たことに対し、弔意を
表明する。国家規模の悲劇に際し、貴国国民、政府及び遺族の
方々に対し、心から御見舞申し上げる。

エルサルバドル フネス大統領 総理
今回の悲劇から立ち上がるために日本が必要とする出来る限り
の協力を提供いたします。

オーストリア フィッシャー連邦大統領 天皇陛下
オマーン カブース国王殿下 天皇陛下
オマーン アラウィ外務大臣 外相

オランダ ルッテ首相 総理
この悲惨な事故で犠牲になった方、そのご家族、そして被災され
た全ての方のご心痛を心よりお察し致します。

オランダ ローゼンタール外務大臣 プレスリリース
ガイアナ ジャグデオ大統領 総理 日本が壊滅的な打撃から早期に立ち直ることができるよう望み

カザフスタン ナザルバエフ大統領 総理
可能な限り早期に日本国民が通常の生活に戻ることをお祈り申
し上げます。

カザフスタン サウダバエフ国務長官兼外相 外相
カタール ハマド首長殿下 天皇陛下
カタール タミーム・ビン・ハマド皇太子殿下 天皇陛下
カタール ハマド・ビン・ジャーシム首相兼外相 天皇陛下
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カタール ハマド・ビン・ジャーシム首相兼外相 総理 震災の被害者に対する弔意を表明
ガーナ ミルズ大統領 天皇陛下
カナダ ジャン前総督 天皇陛下

カナダ ジョンストン総督 プレスリリース
日本人の強靱な精神と情け深さ，器用さはこの災厄から脱出す
るよすがとなるであろう。負傷者の救出と生活再建が上手くいく
ようお祈りする。

カナダ ハーパー首相 プレスリリース
妻とともに日本国民，特に被害を受けた全ての方々に心よりお
見舞い申し上げる。自分は駐加日本大使に対し，カナダが今次
被災対応のため，日本を支援する用意がある旨申し出た。

ガボン オンディンバ大統領 天皇陛下

ガボン オンディンバ大統領 総理
友好なる日本国民に対し，今回の悲惨な災害被害に，衷心から
最大限のお悔やみを申し上げます。

韓国 李明博（イ・ミョンバク）大統領 総理
一日も早く復旧を遂げられることを祈念し，我が政府と国民も最
大限協力してまいります。

韓国 金星煥（キム・ソンファン）外交通商部長 外相

ガンビア アイサトゥ・ンジャイ・セイディ副大統領 総理
ガンビアは国を挙げて，この脅威に立ち向かう貴国の取り組みを
支えるため，貴国と共にあります。

カンボジア シハモニ国王殿下 天皇陛下

カンボジア フン・セン首相 総理
カンボジア王国政府は、犠牲者の救済のために、非常にささや
かな貢献をさせて頂きます。

カンボジア ハオ・ナムホン副首相兼外相 外相 震災の被害者に対する弔意を表明

ギニアビサウ ゴメス首相 総理
私達の心からのお悔やみを被災された方々にお伝えいただけれ
ば幸いです。

キューバ
ラウル・カストロ国家評議会兼閣僚評議
会議長

総理
地震と津波によって引き起こされた人命の損失と甚大な被害に
対し，心からの哀悼の意を表する。

キューバ アラルコン人民権力全国議会議長 衆参両院議長
ギリシャ パプーリアス大統領 天皇陛下
ギリシャ パパンドレウ首相 総理
ギリシャ ドゥルツァス外相 外相
キプロス キプリアヌー外相 プレスリリース
キルギス アタムバエフ首相 総理
キルギス カザクバエフ外相 外相
クウェート サバーハ首長殿下 天皇陛下

クウェート ムハンマド副首相兼外相 外相
貴国政府及び行政機関がこの危機を乗り越える能力を有するこ
とを確信しています。

グルジア サーカシヴィリ大統領 総理
この辛い悲しみの時に，我々の思いと祈りは，愛する者を失った
家族と全ての友好的な日本国民とともにあります。

グルジア ヴァシャッゼ外相 外相
クロアチア ヨシボビッチ大統領 大統領
クロアチア コソル首相 総理

クロアチア
ヤンドロコビッチ副首相兼外務・欧州統
合相

外相

ケニア サイトティ外相代行 政府 この悲しみのときに、最も深い同情の念をお伝えします。
クック諸島 プナ首相 総理 震災の被害者に対する弔意を表明
豪州 ギラード首相 総理 日本に対していかなる支援も行う用意がある。
豪州 ラッド外相 外相 可能な限り支援を提供する用意がある。
コスタリカ チンチージャ大統領 天皇陛下

コスタリカ チンチージャ大統領 総理
この悲劇に際し，長年に亘って両国民を結びつけてきた有効と愛
情のきずなを再確認し，コスタリカ政府及び国民からの親愛の情
と連帯を表明申し上げます。

コソボ クラスニーチー大統領 天皇陛下
コソボ パツォーリ大統領 総理
コソボ ホジャイ外相 外相

コートジボワール ウワタラ大統領 総理 総理及び日本国民に対し、心からの同情の念と弔意をお伝えし
ます。コロンビア サントス大統領 総理 日本で何か必要なことがあれば，いつでもご連絡頂きたい。

コンゴ民 ジョセフ・カビラ大統領 天皇陛下
サウジアラビア アブドッラー国王陛下 天皇陛下
サウジアラビア スルタン皇太子殿下 天皇陛下

サモア トゥイラエパ首相 総理
サモア政府と国民の思いは，被災地の復旧と安定という極めて
大変で心痛な作業に直面されている貴国政府及び国民の皆様
とともにあります。

シエラレオネ コロマ大統領 総理
この悲しみの時に皆様が精神力と勇気を持って立ち向かうことを
強く期待いたします。

ジブチ ゲレ大統領 天皇陛下

ジブチ ゲレ大統領 総理
この困難な災害より，貴国国民が早く回復されることを祈念致し
ます。

ジブチ ユスフ外務国際協力大臣 外相
この悲惨な試練の結果に立ち向かうために，日本国民と日本国
政府が，これまでのように，多くの勇気と尊厳をもって対応できる
ことを確信しております。

ジャマイカ ボー首相 総理
日本政府の強いリーダーシップと国民の回復力でこの逆境を乗
り越えることを信じています。

シリア アサド大統領 天皇陛下
シンガポール ナザン大統領 天皇陛下

シンガポール リー・シェンロン首相 総理
日本は迅速にかつ決然とこの災害に対処されており，災害から
復旧されると確信しています。いかなる形であれ支援する用意が
あります。

ジンバブエ チャンギライ首相 総理
貴国に対して、ジンバブエが支援できることがあれば、何なりと
実施する用意があります。

スーダン バシール大統領 総理
この機会に，過去数十年にわたりスーダンに支援を実施してきた
日本政府の重要な役割に感謝したい。

スーダン ケルティ外相 外相

私達の気持ちは，スーダンが危機の時にあっても私達を支持し
てくれた国という日本に対するスーダン人の好意的印象と同様
に，恐ろしい災害によって被害を受けた全ての人々と共にありま
す。

スウェーデン カール１６世グスタフ国王 天皇陛下
スウェーデン ラインフェルト首相 総理



スペイン サパテロ首相 首相
スペイン政府及びその国民の完全なる連帯と情愛を当てにして
いただきたい。

スリナム ボータッセ大統領 天皇陛下
スリランカ ラージャパクサ大統領 天皇陛下
スロバキア ガシュパロヴィチ大統領 天皇陛下
スロバキア ラディチョヴァー首相 総理
スロバキア ズリンダ外相 外相
スロベニア トゥルク大統領 天皇陛下
スロベニア パホル首相 総理
スロベニア ジョボガル外相 外相
セーシェル ミッシェル大統領 天皇陛下
セルビア タディッチ大統領 天皇陛下
セルビア タディッチ大統領 総理
セントクリストファー・ネービス コンドァー外相 外相
セントルシア ブースケイ外相 外相
ソロモン カブイ総督 天皇陛下

ソロモン フィリップ首相 総理
ソロモンもまた，そのような自然災害を受けやすい環境にあり，２
００７年には悲劇的な被害を受けた経緯があることから，心から
ご胸中お察しいたします。

タイ プミボン国王陛下 天皇陛下

タイ アピシット首相 総理
自然災害による被害を救済するために，日本を支援する用意が
あります。

タイ ヤシット外相 外相 日本に対する支援の用意があります。
タジキスタン ラフモン大統領 天皇陛下
タジキスタン ザリフィ外相 プレスリリース

タンザニア キクウェテ大統領 総理
我々の深甚なる弔意と同情の念を総理、日本政府、国民、特に
家族を亡くされた方々に伝達したい

チェコ ネチャス首相 首相
全てのチェコ国民は，日本国民の皆様、特に今回の地震でお亡
くなりになった方々のご家族の皆様とともにあります。

中国 胡錦濤国家主席 天皇陛下

中国 温家宝総理 総理
中国側は，災害状況の推移を密に注視し，日本側に必要な援助
を提供することを望む。

中国 楊潔篪外交部長 外相
チュニジア ムバッザア臨時大統領 天皇陛下
チュニジア カイド・エセブシ首相 日本政府
チリ ピニェラ大統領 天皇陛下
チリ ピニェラ大統領 総理 お見舞い及び連帯の表明あり。
チリ モレノ外相 外相 お見舞い及び連帯の表明あり。
デンマーク マルグレーテ２世女王陛下 天皇陛下

デンマーク ラスムセン首相 総理
深刻な災害に対応するために支援が必要な場合には，デンマー
クは支援する用意があります。

デンマーク エスパーセン外相 外相 要請があれば支援の用意がある。
ドイツ ヴルフ大統領 天皇陛下
ドイツ メルケル首相 総理 日本に対する支援の用意がある。
ドイツ ヴェスターヴェレ外相 外相
ドミニカ リバプール大統領 総理

ドミニカ共和国 フェルナンデス大統領 総理
お見舞い，連帯及び支援の表明あり。日本がこの壊滅的な被害
から復旧し，こうした状況を乗り越えるものと確信する。

トルクメニスタン ベルディムハメドフ大統領 天皇陛下
トルクメニスタン ベルディムハメドフ大統領 総理
トルコ ギュル大統領 天皇陛下

トンガ トゥイバカノ首相 総理
我々はこの悲劇及び困難を共有するとともに，貴総理大臣の
リーダーシップの下で日本政府が迅速な救護活動を行っている
ことに敬服の意を表します。

ナイジェリア グッドラック・ジョナサン大統領 総理
我が国は，現在貴国が困難を乗り越えるに当たって必要な如何
なる支援及び援助も惜しみません。

南部スーダン サルヴァ・キール大統領 総理

南部スーダン人及び南部スーダン政府を代表して，今次地震及
び津波による惨事に深い哀悼の意を表する。今般の，甚大な人
的，物的損失にも関わらず，貴国がこの惨事を耐え，早期に立ち
直り，正常化及び繁栄に向けた復興を進めることを確信してい
る。

ナウル スティーブン首相 総理 震災の被害者に対する弔意を表明
ニュージーランド キー首相 総理
ニュージーランド マカリー外相 外相 日本に対していかなる支援でも行う用意がある。
ネパール ヤダブ大統領 天皇陛下

ネパール カナル首相 総理
ご遺族，日本政府及び国民に対し心より弔意。我々は日本の悲
しみを共有。

ノルウェー ハラルド国王陛下 天皇陛下
ノルウェー ストルテンベルグ首相 総理 日本政府が必要とすればいかなる形でも支援する用意がある。
バーレーン ハマド国王陛下 天皇陛下

バーレーン ハリーファ首相
天皇陛下，皇太
子，総理

バーレーン サルマン皇太子殿下
天皇陛下，皇太
子，総理

ハイチ ベルリーヴ首相 政府
被災者の方々にハイチとして何ができるかわからないが，力にな
れることがあれば遠慮無く申し出ていただきたい。

ハイチ マリー・ミシェル・レ外相 外相
パキスタン ザルダリ大統領 天皇陛下

パキスタン ギラーニ首相 総理
パキスタン国民と政府は日本国民と日本政府と完全に共にあり
ます。愛する人たちを失われた皆様に深甚なる哀悼の意を表し
ます。あらゆる支援を行う用意があります。

パキスタン カル外務担当国務大臣 外相
今回の惨状に深い悲しみと衝撃を覚えます。あらゆる支援を行う
用意があります。ご遺族及び被災者に衷心よりお悔やみと哀悼
の意を表します。

パナマ マルティネリ大統領 総理



パナマ バレーラ副大統領兼外相 外相
日本国民の逆境に立ち向かう精神と連帯感で、今次自然災害か
ら早期に復興を遂げ、安定と経済発展へと向かわれることを信じ
ております。

パプアニューギニア ソマレ首相 総理

継続する余震や福島第一原発の損傷，公共安全に対する潜在
的な危険性の結果により，日本政府及び日本国民が厳しい環境
の下で耐えており，我々は，非常に心配しており，畏怖の念を
持っています。

パラオ トリビオン大統領 総理
貴国が前代未聞のこの国家的大惨事から復興すべく努めておら
れるに際し，パラオは持てる能力の限りを支援する意向でありま
す。

パラグアイ ルゴ大統領 総理 何か出来ることがあれば頼りにしていただきたい。
パラグアイ カセレス外相代行 外相 お見舞い及び連帯の表明あり。
ハンガリー シュミット大統領 天皇陛下
ハンガリー オルバーン首相 総理
ハンガリー マルトニ外相 外相

バングラデシュ ハシナ首相 総理
バングラデシュは，貴国の今次悲嘆と悲しみの危機にあって，常
に貴国と共にあることをお伝えします。

バングラデシュ モニ外相 外相
貴国民が不屈の精神でこの喪失に耐え，生活の再建に取り組ま
れることを心より祈念。

フィリピン アキノ３世大統領 天皇陛下

フィリピン アキノ３世大統領 総理
日本が悲劇の余波に対処するに当たり、フィリピン政府は背着る
限りの支援と協力を行う用意があることを閣下にお伝えします。

フィンランド ハロネン大統領 天皇陛下

フィンランド キヴィニエミ首相 総理
被害者の家族と酷い悲劇に胸を痛める全ての人々に対して心か
らのお悔やみを申し上げます。

フィンランド ストゥブ外相 外相
ブータン ジグメ・ケサル国王陛下 天皇陛下

ブータン ティンレー首相 総理
日本国民の方々へ心よりの哀悼の意をお伝えする。ご家族を
失った方々，被災された方々に勇気と忍耐のご加護を祈念。

ブラジル ルセーフ大統領 総理
ブラジルは日本に対する国際支援に貢献するための用意があり
ます。

ブラジル パトリオッタ外相 外相
甚大な人的損失と破壊がもたらされた事に，ブラジルの哀悼と共
感を申し上げます。日本を兄弟国と看做すブラジル国民は日本
国民の皆様の上に降りかかる痛みを共有する次第であります。

フランス サルコジ大統領 総理 貴国から寄せられる要請に応じられるよう体制を整えています。

フランス ジュッペ外務・欧州問題大臣 外相
日本が必要とする全ての支援を行う用意があります。
我々のチームはいつでも加わりお役にたつ用意があります。

ブルガリア パルヴァノフ大統領 天皇陛下
ブルガリア ボリソフ首相 総理
ブルガリア ムラデノフ外相 外相
ブルキナファソ ブレーズ・コンパオレ大統領 天皇陛下
ブルキナファソ ブレーズ・コンパオレ大統領 総理 心からのお悔やみと連帯の意を強く表明いたします。
ブルネイ ボルキア国王陛下 天皇陛下
ブルネイ ボルキア国王陛下 総理 日本政府及び日本国民へ深い哀悼の意を表します。

ブルネイ モハメッド・ボルキア外貿相 外相
日本の方々，特に親しい人を失った多くのご家族に対し深い哀
悼の意とお悔やみを申し上げます。

米 オバマ大統領 演説

全ての米国人と同様，日本における破壊の映像に心を痛めてい
る。自分は，直接菅総理に対し，日本の災害からの回復にあた
り，米国は出来る限りの支援を継続すると述べた。我々は今後
の困難な日々において，最も親しい友人であり同盟国である日
本の人々を支持していく。

米 クリントン国務長官 外相
このような困難にあたって,日本を支援することは米国としても光
栄である,米国政府は,在日米軍や専門家派遣も含め,必要ない
かなる支援も惜しまない。

ベトナム チエット国家主席 天皇陛下
ベトナム ズン首相 総理 震災の被害者に対する弔意を表明
ベトナム キエム外相兼副首相 外相
ベトナム フック首相府主任・大臣 官房長官 震災の被害者に対する弔意を表明

ベネズエラ チャベス大統領 総理
被災者の家族及び親類を始めとする日本国民に対し、心よりお
悔やみの意を表明する。副大統領に指示し、犠牲者の救出及び
復興支援に当たり必要な緊急援助物資を供与する用意がある

ベラルーシ ルカシェンコ大統領 天皇陛下

ベリーズ バロウ首相 総理
自然災害を被った日本政府及び国民の方々にベリーズ政府及
びベリーズ国民に代わって深い悲しみと同情をお伝えします。

ペルー ガルシア大統領 総理 連帯と可能な限りの支援を提供する意思
ベルギー ファンアッケレ外相 外相
ポーランド コモロフスキ大統領 天皇陛下
ポーランド トゥスク首相 総理
ポーランド シコルスキ外相 外相
ボスニア・ヘルツェゴビナ シュピリッチ首相 総理
ボリビア モラレス大統領 総理 政府として出来る限り協力
ポルトガル カヴァコ・シルヴァ大統領 天皇陛下
ポルトガル アマード外相 外相 国際救助活動にいつでも参加する用意がある。
ホンジュラス ロボ大統領 天皇陛下

ホンジュラス ロボ大統領 総理
日本国民の伝統である価値観と決断により，可能な範囲で被害
を乗り越えることを希望いたします。

マーシャル ゼドケア大統領 総理
私はマーシャル共和国の国民及び政府に代わり，深い悲しみと
ともに，深甚なる弔意を日本国民及び犠牲者の家族・友人に表
したく思います。

マレーシア ナジブ首相 総理
マレーシアは日本政府が被られている膨大な損害を理解してお
り，この困難なときにいかなる支援も提供する用意があります。

マレーシア アニファ外相 外相
貴大臣と日本国民，とりわけ今回の大災害の被害者のご家族に
対し，衷心よりお悔やみと哀悼の意を表したいと考えます。

ミクロネシア モリ大統領 総理
一刻も早い荒廃からの復興及び再建と国際社会への正常復帰
を私どもは，支援するとともにお祈り致しております。

ミクロネシア ロバート外相 プレスリリース
南アフリカ ズマ大統領 天皇陛下



南アフリカ ズマ大統領
声明
（国際関係・協
力省）

声明において，ズマ大統領から日本政府及び国民に対し弔意を
伝えると共に，南ア政府は救助・復旧隊の成功を祈るとともに，
南アの限りあるリソースを最大限提供する用意がある旨記載。

ミャンマー ティンセイン首相 総理 震災の被害者に対する弔意を表明
ミャンマー ニャン・ウィン外相 外相 震災の被害者に対する弔意を表明
メキシコ カルデロン大統領 総理 お見舞いの言葉と支援提供の表明
メキシコ エスピノサ外相 外相

モザンビーク ゲブーザ大統領 総理
貴国国民が心痛，深い悲しみ，苦痛に瀕している際に，総理大
臣閣下，貴国国民及び日本政府に対して，我々の連帯感をお伝
え致します。

モナコ アルベール２世公殿下 天皇陛下
モナコ アルベール２世公殿下 総理 モナコ公国国民の哀悼の意，連帯を表明

モーリシャス ナヴィンチャンドラ・ラングーラム首相 総理
私達は、貴国がこの試練を勇気と不屈の精神をもって乗り越え
ることをお祈り申し上げます。

モーリタニア アブデル・アジズ大統領 天皇陛下

モルディブ ナシード大統領 総理
日本政府と日本国民，特にこの悲劇により直接被害を受けた
方々に哀心よりお見舞い申し上げます。

モルディブ アスラム外相代理 外相
貴大臣，貴国政府及び貴国民に衷心より哀悼の意を表します。
ご遺族に衷心よりお悔やみ申し上げます。

モルドバ フィラト首相 メッセージ
モロッコ モハメッド６世国王陛下 天皇陛下
モンゴル エルベグドルジ大統領 天皇陛下

モンゴル バトボルド首相 総理
勤勉であり，研鑽を重ねておられる日本国民の皆様が，この自
然災害による被害を一刻も早く克服されることを確信しておりま
す。

ヨルダン アブドッラー国王陛下 天皇陛下
ヨルダン ジュデ外相 外相
ラオス チュンマリー国家主席 天皇陛下
ラオス トンシン首相 総理 震災の被害者に対する弔意を表明
リトアニア グリボウスカイテ大統領 天皇陛下

リトアニア クビリウス首相 総理
この災害の被害の復興するにあたって日本への支援を約束。災
害被害の復興に協力する。

リトアニア アジュバリス外相 外相

リベリア サーリーフ大統領 総理
私たちは日本国民の皆様が精神力，勇気，回復力をもって，この
悲しい試練の時を乗り越えられることをお祈り申し上げます。

ルクセンブルク ユンカー首相 総理
ルクセンブルク アンリ大公 天皇陛下
ルーマニア バセスク大統領 天皇陛下
ルーマニア ボック首相 総理
ルーマニア バコンスキ外相 外相
レバノン ナジーブ・ミカーティー次期首相候補 総理

ロシア メドヴェージェフ大統領 総理
犠牲者のご遺族に対する心からの哀悼の意と，被害者に対する
支援の言葉を転達して頂けるようお願いします。発生した悲劇の
被害を克服するために必要な支援を行う用意があります。

欧州連合(EU)
ファン=ロンパイ欧州理事会議長及びバ
ローゾ欧州委員会委員長

共同声明
連帯とお見舞いを表明する。必要であれば，如何なる支援も惜し
まない。

アフリカ連合（ＡＵ） ジャン・ピンＡＵ委員長 総理
このような困難な局面に際し，貴国の真のパートナーであるＡＵ
委員会は，日本国民の皆様を全面的に支援し，共感しておりま

アフリカ連合（ＡＵ） ジャン・ピンＡＵ委員長 外相
アラブ・マグレブ連合(AMU) ベン・ヤヒア事務局長 政府

東南アジア諸国連合(ASEAN) スリン事務総長 政府
今次自然災害後の日本の復興を支援したい。
今次災害の被災者に対するあらゆる支援及び民間からの協力
の調整を行う用意がある。

ASEAN議長国 ASEAN議長国 議長声明
ASEAN加盟国は、日本政府及び日本国民に心からの哀悼と深
いお悔やみをお伝えする。ASEAN加盟国は可能なあらゆる方法
によって、迅速な復興のための支援を行う用意がある。

アジア開発銀行（ADB） 黒田総裁 総理 日本からの要請があれば復興支援の用意がある。
黒海経済協力機構（ＢＳＥＣ） フリサンソプロス事務局長 外相
ワシントン条約（CITES）事務局 スキャンロン事務局長 寿府代大使

包括的核実験禁止条約機関
（CTBTO）

トートＣＴＢＴＯ準備委員会事務局長 ウィーン代大使
お見舞い申し上げる。ＣＴＢＴＯは，放射能検出のためのモニタリ
ング・ネットワークを有しているところ，何かお役に立てることがあ
れば言って頂きたい。

エネルギー憲章条約（ＥＣＴ） メルニエ事務局長 プレスリリース 被災者及び日本政府にお悔やみ申し上げます。
世界エイズ・結核マラリア対策
基金（GFATM）

カザチュキン事務局長 寿府代大使

国際民間航空機関（ICAO） コーベ理事会議長及びベンジャミン事務
局長

外相

赤十字国際委員会（ICRC） クレヘンビュール事業総局長 寿府代大使
哀悼の意を表する。
必要があれば，何でも協力する態勢にある。

国際エネルギー機関(IEA) 田中伸男事務局長 外相 ＩＥＡを代表して、心からのお見舞いを申し上げます。
国際赤十字・赤新月社連盟
（IFRC）

IFRC事務局（ゲレタ事務局長代理） 寿府代大使
お悔やみ申し上げる。
できることがあれば何でも行う用意がある。

国際労働機関（ILO） ソマビア事務局長 総理
貴総理がこの危機に立ち向かうのを支援するのに、どのようなこ
とでも行う用意があります。

国際通貨基金（IMF） ドミニク・ストロスカーン専務理事 プレスリリース
予定されていた公務のため地震の直後に日本に到着した私は、
数多い尊い命が失われたことに深い悲しみを覚えています。

国際海事機関（IMO） ミトロプロス事務局長 在英大使

国際移住機関(IOM) スウィング事務局長 寿府代大使
哀悼の意を表する。
どのような支援でも行う用意がある。

国際電気通信連合（ITU） トゥーレ事務総局長 寿府代大使 ITUは日本の迅速な復興に協力していきたい。具体的には，イン
マルサットシステムによる移動衛星電話と携帯電話基地局を提
供する用意がある。

北大西洋条約機構（ＮATO） ラスムセン事務総長 プレスリリース NATO加盟国を代表して，被害者の方に心から追悼の意を表明

国連人道問題調整部（OCHAC）エイモス人道問題担当国連事務次長 国連代大使
哀悼の意を表する。
国連はいつでも支援の用意がある。

経済協力開発機構(OECD) グリア事務局長 総理
心からのお見舞い申し上げるとともに，諸々の困難への支援を
お伝えします。



国連人権高等弁務官事務所
（ＯＨＣＨＲ）

ピレー国連人権高等弁務官 寿府代大使

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ） エル・バドリ事務局長 外相 ＯＰＥＣ加盟国及び職員を代表して、心よりお見舞い申しあげま
す。

化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ） ウズムジュ化学兵器禁止機関事務局長 オランダ大使
ＯＰＣＷを代表して，尊い人命の甚大な損失，人々の負傷，及び
家屋・社会基盤の消失に対し，日本政府及び日本国民に心より
お悔やみ申し上げると共に，お見舞いの気持ちをお伝えする。

欧州安全保障協力機構（ＯＳＣＥ）
ＯＳＣＥ議長国：リトアニア（議長：アジュ
バリス(Audronius Azubalis)リトアニア外

プレスリリース
犠牲者への深い哀悼の意を表すると共に、日本国民及び日本
政府に対しお悔やみを申し上げます。

国連(UN) 潘基文事務総長 総理
国連エイズ合同計画（UNAIDS）シディベ事務局長 総理

国連教育科学文化機関
（UNESCO)

ボコバ事務局長 総理

ユネスコの全組織を挙げて，状況を綿密に監視するとともに，お
手伝いできる分野において支援を行う用意がいつでもできており
ます。
（世界遺産センターからも必要な場合は支援を行う用意がある旨
通報あり。）

国連開発計画（UNDP） クラーク総裁
総理

日本が，危機的事案が発生した際にUNDP及び世界に対し寛大
に対応してきたように，UNDPも日本の人々がこの緊急事態を乗
り越えるためにできる限りの支援を行っていきます。

国連環境計画（UNEP） アヒム・シュタイナー事務局長 総理 復興努力において最大限の支援を提供する用意がある。
国連環境計画（UNEP）オゾン
事務局

ゴンザレス事務局長 外相
オゾン事務局を代表して、特に、遺族となった方々、行方不明者
の家族の方々のために、お祈り申し上げます。

国連気候変動枠組条約事務
局（UNFCCC）

フィゲレス事務局長 地球規模課題
審議官

私自身，つい先日日本を訪問したところ。心からお見舞い申し上
げるとともに，日本が今後災害を乗り越えることを祈念する。

国連人口基金（UNFPA） ババトゥンデ・オソティメイン事務局長 国連代大使
国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）

アントニオ・グテーレス高等弁務官 総理
駐日事務所を通じ可能な限り日本政府を支援する用意がありま
す。

国連児童基金（UNICEF） アンソニー・レーク事務局長 外相
必要とする支援をする用意があります。
我々の想いと祈りは日本国民と共にあります。

国連工業開発機関（UNIDO） ユムケラー事務局長 ウィーン代大使

ジェンダー平等と女性のエン
パワーメントのための国連機
関（UN Women）

バチェレ事務局長
国連代大使及
び日本政府

UN Womenを代表してまた個人として，今回の地震・津波の犠牲
者と家族の皆様に弔意を表したい。自分は昨年のチリ大震災当
時大統領を務めた経験からも，今回の事に非常に心を痛めてい
る。

国連世界食糧計画（WFP） ジョゼット・シーラン事務局長 総理
深い同情と心よりの連帯の念を表する。
どのような支援でも行う用意があります。

世界保健機関（WHO） チャン事務局長
総理

幾重にも渡る災害により被害を受けた方々に対し，心からのお
悔やみを申し上げます。ＷＨＯは今回の緊急事態への対応に協
力する用意があります。

世界保健機関（WHO） シン西太平洋地域事務局長 外相 何らかの援助が必要な際には，躊躇なく連絡いただきたい。
世界銀行(the World Bank) ゼーリック総裁

総理
世銀グループとしてはいつでも日本の政府及び国民の復興努力
を支援する用意があります。

台湾 馬英九総統 総理
台湾 呉敦義行政院長 総理
台湾 楊進添外交部長 外相
パレスチナ自治政府 アッバース大統領 総理
香港 ドナルド・ツァン行政長官 総理

＊上記の他にも，数多くのお見舞いの表明を受けております。


