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ヨーロッパ 1 アイスランド レイキャビク アイスランド語 福音ルーテル教 74 あり
ヨーロッパ 2 アイルランド ダブリン ケルト語・英語 カトリック教 926 あり
ヨーロッパ 3 アンドラ公国 アンドララベリャ カタルニア語 カトリック教 ー
ヨーロッパ 4 イタリア共和国 ローマ イタリア語 カトリック教 10,489 あり あり
ヨーロッパ 5 英国 (グレートブリテン

及び北アイルランド連合王国)
ロンドン 英語 英国国教 163 あり あり

ヨーロッパ 6 オランダ王国 アムステルダム オランダ語 キリスト教 7,150 あり あり
ヨーロッパ 7 キプロス共和国 ニコシア 現代ギリシャ語 ギリシャ正教 24 あり
ヨーロッパ 8 ギリシャ共和国 アテネ 現代ギリシャ語 ギリシャ正教 667 あり あり
ヨーロッパ 9 サンマリノ共和国 サンマリノ イタリア語 カトリック教 5 あり
ヨーロッパ 10 スイス連邦 ベルリン 独語・仏語・伊語 カトリック、プロテスタント 6,887 あり
ヨーロッパ 11 スウェーデン王国 ストックホルム スウェーデン語 福音ルーテル教 2,925 あり あり
ヨーロッパ 12 スペイン マドリード スペイン語 カトリック教 6,187 あり あり
ヨーロッパ 13 デンマーク王国 コペンハーゲン デンマーク語 福音ルーテル教 1,399 あり あり
ヨーロッパ 14 ドイツ連邦共和国 ベルリン ドイツ語 カトリック、プロテスタント 32,011 あり あり
ヨーロッパ 15 ノルウェー王国 オスロ ノルウェー語 福音ルーテル教 738 あり あり
ヨーロッパ 16 バチカン市国 ー ラテン語 カトリック教 3
ヨーロッパ 17 フィンランド共和国 ヘルシンキ フィンランド語 福音ルーテル教 978 あり
ヨーロッパ 18 フランス共和国 パリ フランス語 カトリック教 30,863
ヨーロッパ 19 ベルギー王国 ブリュッセル 蘭語・仏語・伊語 カトリック教 6,658 あり あり
ヨーロッパ 20 ボスニア・ヘルツｴゴビナ サラエボ ボスニア語・他 イスラム教、セルビア正教 26
ヨーロッパ 21 ポルトガル共和国 リスボン ポルトガル語 カトリック教 560 あり
ヨーロッパ 22 マルタ共和国 バレッタ マルタ語・英語 カトリック教 40 あり あり
ヨーロッパ 23 モナコ公国 モナコ フランス語 カトリック教 83
ヨーロッパ 24 リヒテンシュタイン公国 ファドーツ ドイツ語 カトリック教 13 あり あり
ヨーロッパ 25 ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク ルクセンブルク語・他 カトリック教 360 あり あり
東ヨーロッパ 26 アルバニア共和国 ティラナ アルバニア語 イスラム教 3 あり
東ヨーロッパ 27 オーストリア共和国 ウィーン ドイツ語 カトリック教 1,859 あり あり
東ヨーロッパ 28 クロアチア共和国 ザグレブ クロアチア語 イスラム教、セルビア正教 100 あり
東ヨーロッパ 29 スロバキア共和国 ブラチスラバ スロバキア語 ローマカトリック教 159 あり
東ヨーロッパ 30 スロベニア共和国 リュブリャナ スロベニア語 カトリック教 95 あり
東ヨーロッパ 31 セルビア共和国 ベオグラード セルビア語 セルビア正教・カトリック 112 あり
東ヨーロッパ 32 チェコ共和国 プラハ チェコ語 カトリック教 112 あり あり
東ヨーロッパ 33 ハンガリー共和国 ブダペスト ハンガリー語 カトリック教・他 1,173 あり あり
東ヨーロッパ 34 ブルガリア共和国 ソフィア ブルガリア語 ブルガリア正教 30,863 あり
東ヨーロッパ 35 ポーランド共和国 ワルシャワ ポーランド語 カトリック教 1,000 あり あり
東ヨーロッパ 36 マケドニア スコピエ マケドニア語 マケドニア正教 12
東ヨーロッパ 37 モンテネグロ ポドゴリツァ モンテネグロ語・他 キリスト教、イスラム教等 6
東ヨーロッパ 38 ルーマニア ブカレスト ルーマニア語・他 ルーマニア正教 289 あり
ＣＩＳカントリー 39 アゼルバイジャン共和国 バクー アゼルバイジャン語 イスラム教シーア派 37
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ＣＩＳカントリー 40 アルメニア共和国 エレバン アルメニア語 キリスト教（アルメニア教会） 1
ＣＩＳカントリー 41 ウクライナ キエフ ウクライナ語 ウクライナ正教・他 163
ＣＩＳカントリー 42 ウズベキスタン共和国 タシケント ウズベク語 イスラム教スンニー派 123
ＣＩＳカントリー 43 エストニア共和国 タリン エストニア語 プロテスタント 34
ＣＩＳカントリー 44 カザフスタン共和国 アスタナ カザフ語・ロシア語 イスラム教スンニー派 117
ＣＩＳカントリー 45 キルギス ビシュケク キルギス語・ロシア語 イスラム教スンニー派 94
ＣＩＳカントリー 46 グルジア トビリシ グルジア語 キリスト教（グルジア正教） 10
ＣＩＳカントリー 47 タジキスタン共和国 ドゥシャンベ タジク語 イスラム教スンニー派 112
ＣＩＳカントリー 48 トルクメニスタン アシガバット トルクメン語・ロシア語 イスラム教スンニー派 9
ＣＩＳカントリー 49 ベルラーシ共和国 ミンスク ベラルーシ語・ロシア語 ロシア正教 22
ＣＩＳカントリー 50 モルドバ共和国 キシニョフ モルドバ語・ロシア語 キリスト教（正教） 6
ＣＩＳカントリー 51 ラトビア共和国 リガ ラトビア語 プロテスタント、カトリック 22
ＣＩＳカントリー 52 リトアニア共和国 ビリニュス リトアニア語 カトリック教 51
ＣＩＳカントリー 53 ロシア連邦 モスクワ ロシア語 ロシア正教・他 ー
中東 54 ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ･ｲｽﾗﾑ共和国 カブール ダリー語、パシュトゥーン語 イスラム教 165
中東 55 アラブ首長国連邦 アブダビ アラビア語 イスラム教 2,300
中東 56 イエメン共和国 サヌア アラビア語 イスラム教 59
中東 57 イスラエル国 エルサレム ヘブライ語、アラビア語 ユダヤ教、イスラム教 700 あり
中東 58 イラク共和国 バグダッド アラビア語、クルド語 イスラム教（スンニー派、シー

ア派）
ー

中東 59 イラン・イスラム共和国 テヘラン ペルシャ語、トルコ語、クルド イスラム教（シーア派）・他 781 停止
中東 60 オマーン国 マスカット アラビア語、英語 イスラム教（イバード派） 198
中東 61 カタール国 ドーハ アラビア語 イスラム教 652
中東 62 クウェート国 クウェート アラビア語 イスラム教 180
中東 63 サウジアラビア王国 リヤド アラビア語、英語 イスラム教 1,092
中東 64 シリア・アラブ共和国 ダマスカス アラビア語・英語・仏語 イスラム教（スンニー派・他） 236 あり
中東 65 トルコ共和国 アンカラ トルコ語 イスラム教（スンニ派、アレ

ヴィー派）
1,328 あり あり

中東 66 バーレーン王国 マナーマ アラビア語 イスラム教（シーア派・他） 202
中東 67 ヨルダン・ハシェミット王国 アンマン アラビア語・英語 イスラム教 232 あり
中東 68 レバノン共和国 ベイルート アラビア語・仏語・英語 キリスト教、イスラム教等 66
アジア 69 インド ニューデリー ヒンディー語、他 ヒンドゥー教・他 2,098 あり
アジア 70 インドネシア共和国 ジャカルタ インドネシア語 イスラム教・他 24,858
アジア 71 カンボジア王国 プノンペン カンボジア語 仏教 878
アジア 72 シンガポール共和国 ー マレー語 仏教・他 26,370
アジア 73 スリランカ民主社会主義共和国 スリ・ジャヤワルダ

ナプラ・コッテ
シンハラ語、タミル語 仏教・他 778 あり

アジア 74 タイ王国 バンコク タイ語 仏教 38,031 あり
アジア 75 大韓民国 ソウル 韓国語 仏教・他 21,968 あり
アジア 76 中華人民共和国 北京 漢語（中国語） 仏教・イスラム教・他 125,417 あり
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アジア 77 ネパール カトマンズ ネパール語 ヒンドゥー教（国教） 450
アジア 78 パキスタン・イスラム共和国 イスラマバード ウルドゥー語 イスラム教（国教） 769
アジア 79 バングラデシュ人民共和国 ダッカ ベンガル語 イスラム教 459
アジア 80 東ティモール民主共和国 ディリ テトゥン語・ポルトガル語 キリスト教 91
アジア 81 ブータン王国 ティンプー ゾンカ語・等 チベット系仏教 121
アジア 82 フィリピン共和国 メトロ・マニラ フィリピノ語・英語 カトリック 12,913 あり
アジア 83 ブルネイ・ダルサラーム国 バンダルスリブガワン マレー語 イスラム教 102 あり
アジア 84 ベトナム社会主義共和国 ハノイ ベトナム語 仏教・他 4,754
アジア 85 マレーシア クアラルンプール マレー語 イスラム教 9,928 あり あり
アジア 86 ミャンマー連邦 ネーピードー ミャンマー語 仏教 618
アジア 87 モルヂィブ共和国 マレ ディベヒ語 イスラム教 154
アジア 88 モンゴル国 ウランバートル モンゴル語 チベット仏教等 618 あり
アジア 89 ラオス人民民主共和国 ビエンチャン ラオス語 仏教 453
オセアニア 90 オーストラリア連邦 キャンベラ 英語 キリスト教（カトリック、英国国

教会）
59,285 あり あり

オセアニア 91 キリバス共和国 タラワ キリバス語・英語 ローマ・カトリック、プロテスタン 25
オセアニア 92 サモア独立国 アピア サモア語、英語 カトリック・他 105
オセアニア 93 ソロモン諸島 ホニアラ 英語、ビジン英語 キリスト教 48
オセアニア 94 ツバル フナフティ 英語、ツバル語 キリスト教（プロテスタント） 13
オセアニア 95 トンガ王国 ヌクアロファ 英語、トンガ語 キリスト教 48
オセアニア 96 ナウル共和国 ヤレン 英語、ナウル語 キリスト教 0
オセアニア 97 ニュージーランド ウェリントン 英語 キリスト教 12,219 あり あり
オセアニア 98 バヌアツ共和国 ポートビラ ビシュラマ語・英語・仏語 キリスト教 59
オセアニア 99 パプア・ニューギニア独立国 ポートモレスビー 英語、ピジン英語、モツ語等 キリスト教・祖先崇拝・等 188
オセアニア 100 パラオ共和国 マルキョク パラオ語、英語 キリスト教 301
オセアニア 101 フィジー諸島共和国 スバ 英語、フィジー語、他 キリスト教 468
オセアニア 102 マーシャル諸島共和国 マジュロ マーシャル語、英語 キリスト教（プロテスタント） 55
オセアニア 103 ミクロネシア連邦 パリキール 英語、原地の8言語 キリスト教（プロテスタント、カト

リック）
114 あり

北アメリカ 104 アメリカ合衆国（ＵＳＡ） ワシントンD.C 主として英語 主にキリスト教 370,386 あり あり
北アメリカ 105 カナダ オタワ 英語、仏語 ローマン・カトリック教・他 44,158 ？ ？
中央アメリカ 106 エルサルバドル共和国 サンサルバドル スペイン語 カトリック教 170 あり あり
中央アメリカ 107 グアテマラ共和国 グアテマラ・シティ スペイン語 カトリック教 288 あり あり
中央アメリカ 108 コスタリカ共和国 サンホセ スペイン語 カトリック教 436 あり
中央アメリカ 109 コロンビア共和国 ボゴタ スペイン語 カトリック教 2,991 あり
中央アメリカ 110 ニカラグア共和国 マナグア スペイン語 カトリック教 36
中央アメリカ 111 パナマ共和国 パナマ市 スペイン語 カトリック教 281
中央アメリカ 112 ベリーズ ベルモパン 英語、スペイン語、他 カトリック、英国国教会、他 46
中央アメリカ 113 ホンジュラス共和国 テグシガルパ スペイン語 カトリック教 241 あり
中央アメリカ 114 メキシコ合衆国 メキシコ・シティー スペイン語 カトリック教 5,722 あり あり
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中米カリブ海 115 アンティグア・バーブーダ セントジョンズ 英語 カトリック、英国国教会 3
中米カリブ海 116 キューバ共和国 ハバナ スペイン語 宗教は原則として自由 203 あり
中米カリブ海 117 グレナダ セントジョージズ 英語 カトリック、プロテスタント 1
中米カリブ海 118 ジャマイカ キングストン 英語 プロテスタント・他 183
中米カリブ海 119 セントビンセントおよびグレナ

ディーン諸島
キングスタウン 英語 英国国教会、カトリック等 15

中米カリブ海 120 セント・クリストファーネーヴィ バセテール 英語 カトリック、英国国教会、等 5
中米カリブ海 121 セントルシア カストリーズ 英語 英国国教会、カトリック 30
中米カリブ海 122 ドミニカ国 ロゾー 英語、クレオール語 英国国教会、カトリック 13
中米カリブ海 123 ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ スペイン語 カトリック教 766 あり
中米カリブ海 124 トリニダード・トバゴ共和国 ポート・オブ・スペイン 英語 カトリック、英国国教会、等 36
中米カリブ海 125 ハイチ共和国 ポルトープランス 仏語、クレオール語 カトリック、ブードゥー、他 16 あり
中米カリブ海 126 バハマ国 ナッソー 英語 カトリック、英国国教会 34 あり
中米カリブ海 127 バルバドス ブリッジタウン 英語 英国国教会、カトリック 7 あり
南アメリカ 128 アルゼンチン共和国 ブエノスアイレス スペイン語 カトリック教 11,692 あり あり
南アメリカ 129 ウルグアイ東方共和国 モンテビデオ スペイン語 カトリック教 360 あり あり
南アメリカ 130 エクアドル共和国 キト スペイン語 カトリック教 442
南アメリカ 131 ガイアナ共和国 ジョージタウン 英語、クレオール語 キリスト教、ヒンドゥ教、イスラ

ム教
3

南アメリカ 132 スリナム共和国 パラマリボ オランダ語、他 ヒンズー教、回教、他 11 あり
南アメリカ 133 チリ共和国 サンティアゴ スペイン語 カトリック教 1,152 あり
南アメリカ 134 パラグアイ共和国 アスンシオン スペイン語、グァラニー語 カトリック教 3,631
南アメリカ 135 ブラジル連邦共和国 ブラジリア ポルトガル語 カトリック教 64,802 あり
南アメリカ 136 ベネズエラ・ボリバル共和国 カラカス スペイン語 カトリック教 588
南アメリカ 137 ペルー共和国 リマ スペイン語、他 カトリック教 1,734 あり あり
南アメリカ 138 ボリビア共和国 ラパス スペイン語、他 カトリック教 2,883
北アフリカ 139 アルジェリア民主人民共和国 アルジェ アラビア語、ベルベル語 イスラム教（スンニー派） 577
北アフリカ 142 エジプト・アラブ共和国 カイロ アラビア語 イスラム教、キリスト教 904 ？ ？
北アフリカ 143 エチオピア連邦民主共和国 アディスアベバ アムハラ語、英語 キリスト教、イスラム教他 163 あり
北アフリカ 144 エリトリア国 アスマラ ティグリニャ語、アラビア語、他 キリスト教、イスラム教他 9
北アフリカ 145 ガーナ共和国 アクラ 英語 キリスト教、他 295 あり
北アフリカ 146 カーボヴェルデ共和国 プライア ポルトガル語、クレオール語 キリスト教（カトリック） 7
北アフリカ 147 ガンビア共和国 バンジュール 英語、マンディンゴ語、他 キリスト教、他 15
北アフリカ 148 ギニア共和国 コナクリ フランス語、各民族語 イスラム教、伝統的宗教 36 あり
北アフリカ 149 ギニアビサウ共和国 ビサウ ポルトガル語 原始宗教、イスラム教、他 2
北アフリカ 150 コートジボワール共和国 ヤムスクロ 仏語、各部族語 伝統宗教、イスラム教、他 28 あり
北アフリカ 151 シエラレオネ共和国 フリータウン 英語、メンデ語、他 イスラム教、アニミズム信仰、 13
北アフリカ 152 ジブチ共和国 ジブチ アラビア語、仏語 イスラム教 11
北アフリカ 153 スーダン共和国 ハルツーム アラビア語、英語 イスラム教（北部）、キリスト教

（南部）、土着宗教
92
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北アフリカ 154 セネガル共和国 ダカール 仏語、ウォロフ語、他 イスラム教 194 あり
北アフリカ 155 ソマリア民主共和国 モガディシュ ソマリ語、英語、他 イスラム教 0
北アフリカ 156 チャド共和国 ンジャメナ 仏語、アラビア語 イスラム教、カトリック、他 7 あり
北アフリカ 157 チュニジア共和国 チュニス アラビア語、仏語 イスラム教スンニ派 193 あり あり
北アフリカ 158 トーゴ共和国 ロメ 仏語、エヴェ語、カブレ語他 伝統的宗教、カトリック 0 あり
北アフリカ 159 ナイジェリア連邦共和国 アブジャ 英語、各民族語 イスラム教－北部中心、キリス

ト教－南東部中心、
125

北アフリカ 160 ニジェール共和国 ニアメ フランス語、ハウサ語等 イスラム教、キリスト教、原始
宗教

95 あり

北アフリカ 161 ブルキナファン ワガドゥグー フランス語、モシ語、他 伝統的宗教、イスラム教、他 57
北アフリカ 162 ベナン共和国 ポルトノボ フランス語 伝統的宗教、キリスト教、他 45
北アフリカ 163 マリ共和国 バマコ 仏語、バンバラ語等 イスラム教、伝統的宗教、他 11 あり
北アフリカ 164 モーリタニア・イスラム共和国 ヌアクショット アラビア語、仏語 イスラム教（国教） 12
北アフリカ 165 モロッコ王国 ラバト アラビア語、フランス語 イスラム教スンニ派 323 あり
北アフリカ 166 大リビア・アラブ社会主義人民

ジャマーヒリーヤ国
トリポリ アラビア語 イスラム教（スンニ派） 113

北アフリカ 167 リベリア共和国 モンロビア 英語、各部族語 伝統宗教、その他 12
中央アフリカ 168 ウガンダ共和国 カンパラ 英語、スワヒリ語、ルガンダ語 キリスト教、伝統宗教 162
中央アフリカ 169 ガボン共和国 リーブルビル 仏語 キリスト教、伝統宗教 43
中央アフリカ 170 カメルーン共和国 ヤウンデ フランス語、英語、他 キリスト教、イスラム教他 38 あり
中央アフリカ 171 ケニア共和国 ナイロビ スワヒリ語、英語 伝統宗教、キリスト教、他 691
中央アフリカ 172 コンゴ共和国 ブラザビル 仏語、リンガラ語、他 伝統的宗教、キリスト教 1 あり
中央アフリカ 173 コンゴ民主共和国 キンシャサ 仏語 キリスト教（カトリック）、他 32 あり
中央アフリカ 174 サントメ・プリンシペ民主共和国 サントメ ポルトガル語 キリスト教 0
中央アフリカ 175 セーシェル共和国 ビクトリア（マヘ島） 英語、仏語、クレオール語 キリスト教 8
中央アフリカ 176 赤道ギニア共和国 マラボ（ビオコ島） スペイン語、仏語、他 キリスト教 2
中央アフリカ 177 タンザニア連合共和国 ドドマ スワヒリ語、英語 イスラム教、キリスト教、他 310
中央アフリカ 178 中央アフリカ共和国 バンギ サンゴ語、フランス語 カトリック、プロテスタント 5 あり
中央アフリカ 179 ブルンジ共和国 ブジュンブラ 仏語、キルンジ語 カトリック、伝統的宗教、他 1
中央アフリカ 180 マラウイ共和国 リロングウェ チェワ語、英語、他 キリスト教、イスラム教、伝統

宗教
115 あり あり

中央アフリカ 181 ルワンダ共和国 キガリ 仏語、キニアルワンダ語、英語 カトリック、プロテスタント、アド
ヴェンティスト、

15

南アフリカ 182 アンゴラ共和国 ルアンダ ポルトガル語 キリスト教、伝来の宗教 25
南アフリカ 183 コモロ連合 モロニ 仏語・アラビア語、コモロ語 イスラム教 0
南アフリカ 184 ザンビア共和国 ルサカ 英語、ベンバ語、他 キリスト教、他 232 あり
南アフリカ 185 ジンバブエ共和国 ハラレ 英語、ショナ語、ンデベレ語 部族宗教、キリスト教 115
南アフリカ 186 スワジランド王国 ムババーネ 英語、シスワティ語 原始宗教、キリスト教 11
南アフリカ 187 ナミビア共和国 ウィントフック 英語、アフリカーンス、他 キリスト教、伝統宗教 25
南アフリカ 188 ボツワナ共和国 ハボローネ 英語、ツワナ語 キリスト教、伝統宗教 36
南アフリカ 189 マダガスカル共和国 アンタナナリボ マダガスカル語、仏語 キリスト教、伝統宗教、他 129 あり

編集　テクニカルデザイン 国別情報管理表 5／6



国別情報一覧表（ディレクトリー２）
地域区分 No. 国　　名 首　　都 主な言語 主な宗教 在留邦人

（約 人）
査証
免除

貿易
協定

南アフリカ 190 南アフリカ共和国 プレトリア 英語、アフリカーンス語、他 キリスト教、ヒンズー教、他 1,238
南アフリカ 191 モザンビーク共和国 マプト ポルトガル語 キリスト教、イスラム教、原始

宗教
110

南アフリカ 192 モーリシャス共和国 ポートルイス 英語、仏語、クレオール語 ヒンズー教、キリスト教、他 29 あり
南アフリカ 193 レソト王国 マセル 英語、ソト語 キリスト教 0 あり
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