
平成30年9月28日外交記録公開　概要

管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始
ファイル期間

終了

A'.1.0.0.1-7
ポツダム宣言受諾関係一件　参考文書（他省庁　そ
の他）　第1巻

終戦直後の時期の様々な事務処理案件を少量ずつ収録した雑件ファイル。具体的
には，赤十字国際委員会より外務省終連事務局に照会があった一般人及び外務省
職員の安否調査依頼及び右回答ぶり，引揚げ軍人に対する俘虜労銀支払に関する
事務手続き関連書類，在留外国人（外交官，一般人）の預金引き出し許可関連書
類，在日外交団関係（物資配給，ホテル留保・配給停止，引揚げ関係等）等を含む。

1943/7 1958/9

A'.1.0.0.1-7
ポツダム宣言受諾関係一件　参考文書（他省庁　そ
の他）　第2巻

旧枢軸国の外交官，軍人の帰国直前における日本での生活，および日本政府によ
る外国公館員の接遇の状況を示す文書が収められている。具体的には，駐日大使
館員の疎開先として使用された箱根富士屋ホテル，熱海観光ホテルに対する外務
省儀典課からの宿泊料支払，および食糧支給に関する文書の他，箱根芦之湯の純
日本旅館松坂屋が終戦とともにドイツ人捕虜収容所として使用されたため，旅館とし
ての営業再開に向けた補修費請求関係の書類を含む。

1946/1 1948/5

A'.1.0.0.1-7
ポツダム宣言受諾関係一件　参考文書（他省庁　そ
の他）　第4巻

終戦直後の時期の様々な事務処理案件を少量ずつ収録した雑件ファイルの1つ。具
体的には，駐日する独等の旧枢軸国外交官他に対する対応ぶり（救済費の支給，
食料・物資等の配給，滞在先ホテルの移転支援，帰国支援等）を収録。

1945/8 1949/4

A'.1.0.0.1-7
ポツダム宣言受諾関係一件　参考文書（他省庁　そ
の他）　第5巻

終戦直後の時期の様々な事務処理案件を少量ずつ収録した雑件ファイルの１つ。具
体的には，①駐日する独等の旧枢軸国外交官他の窮状ぶり及び右に対する対応ぶ
り（救済金の支給，食料・物資等の配給，滞在先ホテルの移転支援），②終戦後の海
外における利益保護及び，通信体制の確保に関する文書等を収録。

1945/8 1952/12

A'.1.0.0.1-7
ポツダム宣言受諾関係一件　参考文書（他省庁　そ
の他）　第7巻

在外公館職員の動静安否および引揚関係，館員の引渡私有金の受領書写関係，在
外公館財産及び文書引渡に関する文書等が収められている。具体的には，在外職
員の帰朝情報（大部分を占める），留守宅リスト，留守宅・外務省間の安否照会及び
連絡関係，一部館員の引渡私有金関連（バランスシート，支出明細書，所有品目録）
等が綴られている。

1945/8 1950/2

A'.1.0.0.1-7
ポツダム宣言受諾関係一件　参考文書（他省庁　そ
の他）　第9巻

ポツダム受諾宣言受諾直後の諸問題が散発的に多岐に渡って収録されている。具
体的には，ポツダム宣言受諾に伴う対日管理政策（在外公館立ち上げを含む），在
京外国ミッションに対する便宜供与・救済関連，対日賠償問題（日本経済に及ぼす
影響，賠償指定工場等）等を雑件的に収録。

1945/8 1953/3

A'.2.1.0.R1-2-1
ソ連邦の対外政策関係　ブルガーニン書簡関係　対
日関係

ソ連邦の対外政策ブルガーニン書簡（対日関係）に関する文書を収録。具体的に
は，ソ連政府の日本政府に対する国際問題に関する見解を述べた文書，国際緊張
緩和問題に関するソ連政府の提案（和文，露文），国際問題に関するソ連政府の文
書に対する日本政府回答等を含む。

1957/12 1958/2
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A'.3.0.0.1
終戦に伴う各種法令撤廃並びにポツダム宣言受諾
に伴い発する命令に関する件に基づく法令関係雑
件

ポツダム宣言受諾に伴い発する命令及びGHQより公布された覚書等により，発動・
廃止・改正された各種国内法令関係雑件を収録。具体的には，国家総動員法・戦時
緊急措置法・戦時行政職権特例等の廃止の通達，他各省が執った措置（関係省令
の廃止，廃止部局・委員会の職員の罷免等），その他各種発動・廃止・改正された国
内法令のリスト等を含む。

1944/2 1952/6

A'.6.2.0.3 ソ連船「ラズエズドノイ」号日本領海侵犯事件

ソ連船「ラズエズドノイ」号日本領海侵犯事件に関する文書を収録。具体的には，ソ
連船並びにソ連人の逮捕に関する文書，抑留ソ連人釈放方陳情に関する件（陳情
書），ソ連船員送還経過報告，ソ連人船長の起訴に関する文書，密入国ソ連船人裁
判用参考資料を含む。

1953/8 1954/10

A'.7.2.0.1-8
第二次世界大戦関係雑件　マカオに於ける福井領
事暗殺事件

太平洋戦争中，ポルトガル領マカオで発生した福井領事の暗殺事件に関する文書を
収録。具体的には，事件経緯，ポルトガル政府に対する弔慰金請求を含む。

1945/5 1960/12

B'.4.1.2.3-1 日華平和条約関係一件　調書「日華条約交渉」関係

1952年4月に調印，同年8月に発効した日華平和条約の交渉過程を記録した文書を
収録。日本側出席者が作成した交渉日誌，交渉経緯，外務省倭島アジア局長名で
作成された交渉記録原稿（交渉経緯，交渉日誌，双方代表者氏名，第1回から第３
回までの公式会談記録，条約本文・議定書・交換公文・合意議事録，付属文書），交
渉経緯に関する後宮事務官講演速記録等を含む。

1952/3 1953/6

B'.4.1.2.3-2 日華平和条約関係一件　人事関係

中華民国との平和条約交渉のため日本から派遣した交渉チームの人選について記
した文書を収録。具体的には，河田烈交渉団団長の先方への通報と了解取得，団
員を含めた一行のリスト確定，履歴書，日程延長願い，帰国後の全権委任状の返却
を含む。

1952/1 1952/5

B'.4.1.2.3-3
日華平和条約関係一件　付属議定書第二項関係
（1953年の延長関係）　第1巻

1952年4月に調印，同年8月に発効した日華平和条約の議定書第二項通商航海取
極が有効期間１年間であったため，1953年5月からその延長のための協議を実施。
その交渉に関する文書を収録。主として，形式及び内容に関する日本国内の検討過
程と中国側との交渉経過，合意文書，閣議決定，擬問擬答を含む。

1953/5 1953/8

B'.6.1.0.1
政治関係及びその他特殊の国際会議、機関条約、
協定雑件　第6巻

ソ連による東西不可侵条約の提案及び領土紛争に際しての武力不行使に関する動
きと各国の反応に関する文書を収録。

1958/2 1973/10

D'.1.3.0.2-8 本邦戦犯裁判関係雑件　「戦犯裁判の実相」
巣鴨プリズン（平和条約発効以降，「巣鴨刑務所」）の戦犯受刑者が立ち上げた巣鴨
法務委員会の編集によるガリ版刷りの書籍そのもの。

1952/5 1952/5

2



平成30年9月28日外交記録公開　概要

管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始
ファイル期間

終了

D'.1.3.0.3-1-5-1
講和条約発効後における本邦人戦犯取扱関係雑件
各国の態度並びに措置関係　米国の部　仮釈放者
リスト（昭和28年10月31日現在）

仮釈放が認められた，巣鴨プリズン（平和条約発効以降，「巣鴨刑務所」）収監中の
BC級戦犯者リスト及び，地方更正保護委員会発給の証明書の束が綴じられてい
る。360名分収録。すべて，アメリカ裁判関係となる。

1958/10 1958/12

D'.1.3.0.3-4
講和条約発効後における本邦人戦犯取扱関係雑件
満期出所者関係

巣鴨プリズン（平和条約発効以降，「巣鴨刑務所」）に収監されたＢＣ級戦犯者が仮
出所を申請する過程で作成された文書群のうち，アメリカ裁判で訴追された「九州大
学生体解剖事件」（米捕虜に対する生体解剖）関係者であり，満期出所者である鳥
巣太郎の仮出所申請書関係文書を収録。

1952/3 1953/1

D'.1.3.0.3-5
講和条約発効後における本邦人戦犯取扱関係雑件
減刑者関係（英）(米）　第1巻

英や米での裁判を経て，ビルマやグアムから巣鴨プリズン（平和条約発効以降，「巣
鴨刑務所」）に還送された戦犯関係者のうち，減刑を受けた者に関する文書を収録。

1950/5 1954/9

D'.1.3.0.3-6
講和条約発効後における本邦人戦犯取扱関係雑件
行状報告書関係

在京オランダ大使館より，巣鴨プリズン（平和条約発効以降，「巣鴨刑務所」）収監中
のBC級戦犯者の釈放・減刑も見越して，彼らの行状報告を拡充するよう求めてきた
ため，日本政府が作成した報告書。具体的には，対象となった戦犯者の氏名，刑
期，刑務所での作業内容，行状成績，健康状態他が記載されている（収録されてい
る報告書は1954年10月～1956年7月分のみ。ただし，1955年4～6月分を除く）。

1949/10 1956/7

H'.4.0.0.1-1
連合軍経費関係雑件　予算額、経費送金関係　第1
巻

太平洋戦争後，日本に進駐した連合国軍の占領経費に関する文書を収録。具体的
には，各都道府県から接到した進駐軍の経費稟請電報，終戦連絡中央事務局から
発信された経費送金通知等を含む。

1945/10 1946/9

H'.4.0.0.1-1
連合軍経費関係雑件　予算額、経費送金関係　第2
巻

太平洋戦争後，日本各地に進駐した連合国軍の経費に関する文書を収録。具体的
には，各都道府県から接到した進駐軍の経費稟請電報，終戦連絡中央事務局より
発信された経費送金通知電報を含む。

1946/10 1949/3

K'.8.1.0.1-2
本邦における連合国財産返還及び補償関係雑件
印度の部　第1巻

太平洋戦争中，敵性国財産として凍結されたインド人財産の日印平和条約第5条に
基づく返還・補償に関する文書を収録。具体的には，敵性外国人資産の取り扱いを
定めた敵産管理法，補償請求の根拠となった「インドとの平和条約及び交換公文」，
在日インド財産の補償に関するインド側申入れ，「在日インド財産の返還及び補償の
現況について」テキストを含む。

1952/5 1958/7
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K'.8.1.0.1-2-3
本邦における連合国財産返還及び補償関係雑件
印度の部　特殊財産管理勘定資金の払戻し関係

サンフランシスコ平和条約に定められた期間内に返還が申請されなかったインド国
籍財産の処分に関する文書を収録。具体的には，日印平和条約第4条（在印日本資
産の返還）と第5条（在日インド資産の返還乃至補償）の関係を説明した文書，在京
インド大使館によるインド国籍財産のインド大使館移管要請文書，特殊財産管理勘
定資金所有者リストを含む。

1953/2 1958/12

K'.8.1.0.1-3-2
本邦における連合国財産返還及び補償関係雑件
カナダの部　返還請求書

太平洋戦争中に，日本で損害を被ったカナダ国籍財産の補償に関する文書を収録。
具体的には，外務省発大蔵省宛対応依頼信，在京カナダ大使館から送付された現
状調査請求書，返還請求書を含む。

1950/8 1953/8

K'.9.0.0.3
イタリアに於ける連合国財産の返還補償請求事案
の紛争処理に関する調停委員会関係一件

第2次世界大戦中，イタリアに存在しており，戦争の被害を受けたイギリス財産の補
償及び返還に関する紛争調停委員会関係の文書を収録。具体的には（1）米伊，英
伊，仏伊調停委員会 条約・覚え書き・規則等，（2）英伊調停委員会審決書入手電
報，（3）英伊調停委員会審決書などを含む。

1954/7 1957/10

M'.3.1.7.8-9-7
在外公館長会議関係　在米公館長会議　昭和45、
46年度会議関係　第1巻

1970年と1971年に米国で行われた在米公館長会議に関する文書を収録。具体的に
は，会議運営改善要望，会議議事要旨を含む。

1970/6 1971/7

M'.3.1.7.8-9-7
在外公館長会議関係　在米公館長会議　昭和45、
46年度会議関係　第2巻

1971年に米国で行われた第9回米国貿易合同会議において使用された文書を収
録。具体的には，第9回米国貿易合同会議議事日程，米国各地の日本国領事館作
成による米国経済情勢報告，第9回米国貿易合同会議各種資料を含む。

1971/6 1971/6

N'.1.3.0.3 本省記録のマイクロ・フィルム撮影関係　第1巻

占領下の1951年までに米国国務省が行った外務省記録文書のマイクロフィルム化
作業に関する文書（米側文書の翻訳），また1958年以降，外務省が行った保存のた
めのマイクロフィルム化作業に関する文書を収録。具体的には作業経過報告，必要
機器の導入に関する文書を含む。

1949/6 1958/6

N'.1.3.0.11-1
在外公館記録関係　在外公館記録事務処理要領
（調書）

在外公館における文書の整理方法を記した「在外公館記録事務処理要領」の原稿と
印刷版を収録。

1955/10 1955/10

2018-0857
国会答弁資料／サミット第12回東京会議（テロ声
明）

国会答弁資料/サミット第12回東京会議(テロ声明)に関する資料を収録。具体的に
は，1986年5月に開催された東京サミットでテロ声明が採択されたところ，これを受け
て直後の国会でサミットの議論の詳細に関する質疑が行われた際の外務省作成の
答弁用資料を含む。

1986/5 1986/5
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2018-0858 第104回国会
国会関係資料。具体的には国会答弁用に作成された各種資料が含まれる。第104
回国会用の国会答弁用資料を収録。北米第一課が作成した日米関係の外相用答
弁資料を含む。

1986/3 1986/4

2018-0859 在外公館長帰朝報告 標記期間内に帰朝，または転任となった大使及び総領事の帰朝報告を収録。 1985/5 1986/7

2018-0860 ソ連漁船拿捕
ソ連漁船拿捕に関する文書を収録。具体的には，1984年～89年におけるソ連漁船
の拿捕事件関連文書，拿捕の内容に関する文書，海上保安庁から入手した情報を
含む。

1986/2 1989/1

2018-0861 ラテンアメリカに関する日米協議（第11回）
1985年7月，東京で開催された第11回日米ラテンアメリカ協議に関する文書を収録。
主として，議題・出席者，日米両国の対中南米政策（国別を含む），中南米の経済情
勢（債務，経済協力を含む），協議議事録を含む。

1984/9 1985/8

2018-0862 ラテンアメリカに関する日米協議（第12回）
1986年6月，ワシントンで開催された第12回日米ラテンアメリカ協議に関する文書を
収録。主として，米国の対中南米政策，議題，発言要領，在外公館作成資料を含
む。

1986/4 1986/7

2018-0863 第3回，第4回日・エジプト合同委員会
日本･エジプト合同委員会の関連文書を収録。具体的には，第3回（1960年12月，カ
イロ）および第4回会合（1986年10月，東京）の開催経緯，発言応答要領，記事資
料，会議報告，要人との会談発言要領・概要報告，報道ぶり等を含む。

1985/4 1986/11

2018-0864 第5回日・サウジアラビア合同委員会
1986年4月にリヤドで開催された日・サウジアラビア合同委員会第5回会合に関する
文書を収録。具体的には，会議の進め方に関する両国間の調整，議題案，個別案
件関連情報を含む。

1985/4 1986/4

2018-0865 第5回日・サウジアラビア合同委員会
1986年4月にリヤドで開催された日・サウジアラビア合同委員会第5回会合に関する
文書を収録。具体的には，双方代表挨拶，分科会概要記録，日程，基礎資料，日本
側発言･応答要領及び資料，事前勉強会用資料を含む。

1986/4 1986/8

2018-0866 第5回日・サウジアラビア合同委員会

1986年4月に開催された日・サウジアラビア合同委員会第5回会合に関する文書を収
録。具体的には，対処方針，議事日程，議題案，通産大臣発言テキスト，討議概要，
討議の記録（R／D），サウジアラビア要人との会談，在サウジアラビア日本大使所
感，現地報道ぶりを含む。

1986/4 1986/10
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2018-0867 日・イスラエル関係

イスラエル要人の訪日関連文書等を収録。具体的には，デニッツ国会議員の浦野政
務次官表敬資料及び会談概要報告，アレンス無任所大臣の安倍外相表敬参考資
料・会談概要及び加藤防衛庁長官・河野科技庁長官・江崎総務庁長官表敬概要を
含む。

1986/3 1986/9

2018-0868 日・イスラエル関係

イスラエルと日本との間の人的交流に関する文書を収録。具体的には，日本・イスラ
エル友好議員連盟議員団のエジプト・イスラエル訪問，メロン・イスラエル外務省アジ
ア・オセアニア局長訪日の際の外務省幹部との会談概要，コーヘン・イスラエル駐日
大使の外務省幹部への表敬概要，角田駐イスラエル大使離任挨拶を含む。

1986/3 1986/9

2018-0869 日・エジプト関係

日本とエジプトの要人往来等に関する文書を収録。主として，エジプト政府からの西
岸･ガザに対する援助要請，藤尾特派大使携行用中曽根総理発ムバラク大統領宛
親書，駐日エジプト大使の日本外務省幹部との各種会談用資料，国連総会の際の
安倍外務大臣とムバラク大統領との会談の際の発言･応答要領及び資料，駐エジプ
ト日本大使のエジプト要人との面談概要等を含む。

1985/2 1986/5

2018-0870 日・キューバ関係
桜内衆議院議員（元外相）及び稲葉議員のベネズエラ・キューバ訪問に関する文書
を収録。訪問の通報，要人との会談概要を含む。

1985/12 1986/1

2018-0871 日・コスタリカ関係

コスタリカと日本との関係に関する文書を収録。具体的には，バルガス国会議長訪
日の際の玉置日・コスタリカ議員連盟会長への表敬概要，コスタリカ公共事業・運輸
次官訪日及び経済局アジア局長訪日の際の山口中南米局長訪問参考資料，アリア
ス大統領就任式に出席の石原慎太郎特派大使参考資料，コーガン駐日大使離任の
際の安倍外相表敬資料を含む。

1986/3 1986/7

2018-0872 日・スーダン関係

日本とスーダンとの関係に関する文書を収録。具体的には両国間の要人往来（ニメ
イリ大統領の訪日希望，治安局国務大臣の訪日希望，農業大臣の訪日と森山政務
次官との会談概要，スーダン新総理，外相に対する日本大使の表敬概要等），外相
就任時の祝辞･謝辞交換，中曽根総理のムバラク大統領宛親書，ダファーラ首相宛
祝辞及び謝辞，中近東大使会議への在スーダン大使参加等を含む。

1984/1 1986/11

2018-0873 日・トルコ関係（要人往来関連）

日本とトルコの関係で要人往来に関連した文書を収録。具体的には，1983年の安倍
外務大臣のトルコ訪問の際に約束した桜の苗木の寄贈及び1985年4月のトルコ議会
開設65周年記念式典参加を目的とした小林衆議院議員のトルコ訪問に関する文書
を含む。

1984/9 1986/3
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2018-0874 日・ニカラグア関係

日本とニカラグアとの関係に関する文書を収録。具体的には，堂ノ脇外務省中南米
局長とラミレス副大統領等との会談概要，ニカラグア中立構想に関する駐ニカラグア
大使の意見具申及び関連資料・報告，クエバス電力長次官訪日時の外務省幹部と
の会談概要，観光庁長官と堂ノ脇局長との会談概要，ブランドン対外協力次官と堂
ノ脇局長等との会談資料・概要，バレンスエラ建設大臣訪日時の木部建設大臣との
会談概要を含む。

1985/6 1985/10

2018-0875 日・ホンジュラス関係

ホンジュラスと日本との関係についての文書を収録。具体的にはマルティネス通信
運輸次官の訪日，在ホンジュラス中曽根大使離任時のヌアソ大統領への挨拶概要，
色摩大使に対する訓達，着任時のアスコナ次期大統領表敬概要，キニョーネス駐日
大使着任時の安倍外相表敬資料，フレフィル大使離任時の安倍外相表敬参考資料
を含む。

1985/3 1985/11

2018-0876 日・ヨルダン関係
日本・ヨルダン関係資料を収録。具体的には，藤尾特使とフセイン国王の会見，在京
ヨルダン大使の中東アフリカ局長との会談，二国間儀礼，アンマン市への桜の苗木
の贈呈を含む。

1985/5 1985/12

2018-0877 日・中華民国関係
1972年9月の日中国交正常化に先立ち，日本政府が中華民国に派遣した椎名特派
大使に関する文書を収録。具体的には特使任命手続き，一行名簿，報道振りを含
む。会談録は含まれていない。

1972/8 1972/9

2018-0878 日・東独関係（要人往来・重要会談）

日本と東独間の要人往来及び重要会談に関する文書を収録。具体的には，ヘルマ
ン科学技術次官の愛知政務次官表敬，安倍外務大臣のホネカー国家評議会議長
及びフィッシャー外相との会談記録，ニーア外務次官の訪日と梁井外務審議官との
間の次官級協議記録，ホフマン文化大臣の訪日と森山政務次官への表敬記録に関
する文書を含む。

1981/11 1986/3

2018-0879 日ソ円卓会議（第5回）
第5回日ソ円卓会議に関する文書を収録。具体的には，同会議参加者氏名，日程，
ソ連側基調報告，日本側基調報告，柳谷外務次官の対総理，官房長官ブリーフ用
資料を含む。

1985/12 1986/12

2018-0880 日ソ専門家会議（第9、10回）
日ソ専門家会議（第9回，10回）に関する文書を収録。具体的には各会議における日
程調整，開催概要，審議概要の報告を含む。

1985/9 1987/9

2018-0881 日英2000年委員会（第1回及び第2回）

日英2000年委員会第1回会合（1985年2月）及び第2回会合（1986年1月）に関する文
書を収録。具体的には第1回会合開催に至るまでの検討文書，第1回会合の議事録
及び評価，第2回会合に至るまでの日・英それぞれの準備会合の記録及び日英間の
やりとり，日本側メンバーの中曽根総理表敬における総理発言要領及び柳谷外務
事務次官との懇談夕食会における事務次官発言要領を含む。第2回会合の議事録
は含まない。

1984/1 1986/1
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2018-0882 日英2000年委員会（第2回）
1986年1月に開催された第2回日英2000年委員会会合に向けての準備に関する文
書を収録。具体的には予定される各議題に関する日本側及び英国側それぞれの討
議用ペーパーを含む。

1985/9 1986/1

2018-0883 日英2000年委員会（第3回への準備作業）

1987年に開催された第3回日英2000年委員会会合に向けての準備に関する文書を
収録。具体的には日本側第5回打合せ会合席上配布資料・議事録，チャールズ皇太
子殿下と委員会メンバーとの懇談に関する文書，ＰＲ用パンフレット及び第2回会合
議事要録を含む。

1986/2 1986/6

2018-0884 日英政治協議

日英各種政治協議に関する文書を収録。具体的には，1983年9月に行われた中島
外務審議官とプラード外務省第二次官との協議に関する資料及び議事録，1983年
11月に行われた平原駐英大使とハウ外相との会談記録，同じく11月の松永外務事
務次官とプラード第二次官との会談記録，1984年1月のコータッツィ在京英国大使の
中曽根総理への離任表敬の際の会談記録，及び1984年9月に行われた衆議院ＥＣ
各国派遣議員団とハウ外相との会談記録を含む。

1983/9 1985/2

2018-0885 日加首脳会談（中曽根総理・マルルーニ首相）

中曽根総理とカナダ・マルルーニ首相との首脳会談に関する文書を収録。具体的に
は，1984年6月の日・加首脳会談用資料，1985年3月のチェルネンコ前ソ連共産党書
記長国葬参列の際の日・加首脳会談発言ポイント，会談概要報告，ブリーフィング及
び報道ぶり，1985年5月のボン・サミットに関する日・加首脳間の書簡交換，1985年
10月の国連総会の際の日・加首脳会談用資料，会談概要，記者ブリーフを含む。

1984/6 1985/10

2018-0886 日中関係・日中国交正常化関連資料
日中関係及び日中国交正常化に向けて作成された資料を収録。主として，日中関係
の問題点，日本の対中政策，日中正常化と他の外交問題との関係及び国交正常化
の段取り，日中首脳会談発言要領等を含む。

1972/10 1972/10

2018-0887 竹入公明党委員長一行の訪米

1986年3月の竹入公明党委員長一行の訪米に関する文書を収録。主として，外務省
作成訪米メモ，米国要人との会談概要（デクエヤール国連事務総長，アーミテージ国
防次官補，ワインバーガー国防長官，ヤイター通商代表，ブッシュ副大統領，シュル
ツ国務長官，シグール国務次官補，フォーレー下院民主党院内幹事，マコウスキー
議員，バード民主党上院院内総務，ボルドリッジ商務長官，キッシンジャー元国務長
官）及び記者会見記録を含む。

1986/1 1986/4

2018-0888 日・チュニジア要人往来
日・チュニジア要人往来に関する資料を収録。具体的には，1986年5月の三宅中近
東アフリカ局長のチュニジア訪問及び同年11月のブルギバ大統領特使の訪日時の
会談用資料及び会談録を含む。

1983/8 1986/12
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2018-0889 日・パナマ要人往来
日・パナマ要人往来に関する資料を収録。具体的には当時の実力者と目されていた
ノリエガ将軍が1985年5月に訪日し中曽根総理及び安倍外相と会談した際の会談
録，1986年7月のリー労働社会福祉大臣の訪日の記録を含む。

1983/4 1987/2

2018-0890 安倍外務大臣ソ連訪問

1986年の安倍外務大臣のソ連訪問に関する文書を収録。具体的には，北方墓参問
題及び科学技術協力委員会問題，手島外審・カーピッツア外務次官会談（大臣訪ソ・
墓参・文化協定），駐ソ鹿取大使・カーピッツア次官会談，大臣訪ソの対米通報等に
関する文書を含む。なお，大臣訪ソ時の会談記録は含まれておらず，事前の準備協
議の記録のみ収録されている。

1986/3 1986/5

2018-0891 安倍外務大臣ソ連訪問

安倍外務大臣のソ連訪問の準備に関する文書を収録。具体的には，大臣訪ソにつ
いての事前の対プレス対応のためのガイドライン，日ソ共同コミュニケ（案），大臣の
発言･応答要領案，ソ連側主催午餐における安倍外務大臣挨拶案を含む。なお，会
談録は含まない。

1986/4 1986/5

2018-0892 安倍外務大臣ソ連訪問

1986年5月に行われた安倍外務大臣のソ連訪問に関する文書を収録。具体的には，
安倍大臣とゴルバチョフ書記長及びシェヴァルナッゼ外相との各会談記録，各会談
に関する記者ブリーフ，日ソ共同コミュニケの策定交渉と合意文書及び報道ぶりを含
む。

1986/5 1986/6

2018-0893
稲葉特派大使ドミニカ共和国訪問（バラゲル・ドミニ
カ共和国大統領就任式出席）

稲葉特派大使のドミニカ共和国訪問関係の資料を収録。具体的には1986年8月のド
ミニカ共和国におけるバラゲル大統領就任式への稲葉特派大使の出席に関する国
の出席状況調査，特派大使派遣の新聞発表，日程調整を含む。

1988/2 1986/8

2018-0894
大統領就任式への特派大使派遣／グアテマラ，ホ
ンジュラス

グアテマラ及びホンジュラスの大統領就任式典に日本から派遣された特派大使に関
する文書を収録。具体的には1986年1月のグアテマラ大統領就任式典への長谷川
特派大使及び1986年1月のホンジュラス大統領就任式典への奥田特派大使につい
て，それぞれ日程調整，派遣のための閣議決定，対外発表，発言応答要領，報告等
を含む。

1985/11 1986/2

2018-0895 中曽根総理カナダ訪問

1986年1月の中曽根総理のカナダ訪問に関する文書を収録。具体的には，日程・議
題の調整，トロント空港到着時のステートメント，第1回首脳会談概要，ピーターソン・
オンタリオ州首相表敬概要，マルルーニー首相晩餐会スピーチ及び記録，中曽根総
理のカナダ議会における演説，第2回首脳会談及び首脳会談全体のとりまとめ資
料，ソヴェー総督表敬概要，中曽根総理主催答礼宴における「マ」首相スピーチ，
「マ」首相主催朝食会概要，カナダ野党党首の中曽根総理表敬概要を含む。

1985/12 1986/1
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2018-0896 中曽根総理カナダ訪問
1986年1月の中曽根総理カナダ訪問及び日加外相定期協議に関する文書を収録。
具体的には，総理訪問に関する藤波官房長官の発表，議題案に関する調整，日・加
外相定期協議の日程，双方関心事項と発言要領・資料，協議概要を含む。

1985/12 1986/1

2018-0897 中曽根総理カナダ訪問

1986年1月の中曽根総理カナダ訪問に関する文書を収録。具体的には，日程，意義
づけ，訪問国の資料，発言・応答要領，空港到着時のステートメント，会談概要報
告，議会演説テキスト及び報告，ソヴェー総督表敬概要，マルルーニ首相主催朝食
会概要，ピーターソン・オンタリオ州首相との会談概要，その他要人との会見概要，
マルルーニ首相の各種スピーチ原稿，内外記者会見概要，帰国後の閣議報告，総
理訪加の意義と成果，報道ぶりを含む。

1985/12 1986/2

2018-0898 藤尾自民党政務調査会長の中東諸国訪問

1986年1月の藤尾自民党政調会長の中東（イラン，カタール，エジプト，サウジアラビ
ア）訪問に関する文書を収録。具体的には，中曽根総理からムバラク大統領宛親
書，安倍外務大臣からメギード･エジプト外相宛書簡，要人との会談概要，フォロー
アップ事項，報道ぶり，発言･応答要領及び資料，訪問記録等を含む。

1985/12 1986/4

2018-0899 日・エクアドル要人往来

エクアドルからの要人訪日及び駐日エクアドル大使関連文書を収録。具体的には，
駐日大使離着任時の外相表敬及び外務省幹部との会談概要，バラガン国会副議長
訪日時の鈴木総理表敬，アルシバル商工総合大臣訪日時の桜内外相表敬，タバロ
ス元国会議員訪日時の安倍外相表敬，西宮駐エクアドル日本大使に対する訓達案
を含む。

1979/12 1985/12

2018-0900 日本・エジプト親善使節団エジプト訪問

1986年10月のエジプト日本週間に併せて派遣された「日本エジプト親善使節団」（団
長：石原俊・日本エジプト友好協会理事長，経済同友会代表幹事）に関する文書を収
録。具体的には，使節団派遣の経緯，代表団，日程，宿舎などの決定，派遣に関わ
る決裁書，中曽根総理発ムバラク大統領宛書簡を含む。

1986/3 1986/10

2018-0901 浜野外務政務次官エジプト、モロッコ訪問

浜野外務政務次官のエジプト，モロッコ訪問に関する資料を収録。具体的には日本
の円借款で完成したデキーラ製鉄所の開所式が行われ，右式典へのエジプト政府
からの出席招請を受けて浜野外務政務次官が出席。その際，モロッコ訪問に加え，
ニューヨークでは国連事務総長と会談を行ったところ，各地での会談録及び報道ぶ
りを含む。

1986/9 1986/12

2018-0902 本邦要人エジプト訪問

日本からエジプトへの要人訪問に関する文書を収録。主として，伊東元外相のエジ
プト（及びアルジェリア）要人との会談概要及び報道ぶり，ダミエッタ港竣工式への日
本関係閣僚の招請，中谷日本アラブ協会会長の要人との会談における先方発言，
和田石油公団総裁のカンディール石油大臣との会談，日本･イスラエル友好議員連
盟とエジプト要人との会談概要を含む。

1984/7 1986/7
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平成30年9月28日外交記録公開　概要

管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始
ファイル期間

終了

2018-0903 アルフォンシン・アルゼンティン大統領訪日（国賓）

1986年7月のアルフォンシン・アルゼンチン大統領の訪日関連文書を収録。訪日招
待決裁書，閣議決定，日程の調整，中曽根総理との首脳会談概要，ブリーフ資料，
首脳会談発言応答要領，日・アルゼンティン外相会談概要・資料，総理主催歓迎午
餐会における双方挨拶，経済協力案件を含む。

1984/11 1986/7

2018-0904
オタイバ・アラブ首長国連邦石油・鉱物資源大臣訪
日

アラブ首長国連邦オタイバ石油･鉱物資源大臣の訪日に関する文書を収録。具体的
には，1984年3月，1986年9月，1988年2月の各訪日時の日本側要人（総理，外相等）
との会談録・表敬概要を含む。

1984/1 1988/3

2018-0905 カーメンツェフ・ソ連漁業大臣訪日

カーメンツェフ・ソ連漁業大臣訪日に関する文書を収録。具体的には，第2回佐藤農
水相・カーメンツェフ・漁業大臣会談発言要領，カーメンツェフ・ソ連邦漁業大臣の来
日について（記事資料），ソ連漁業公団「ソブルイブフルート」代表の常駐問題関連文
書，カーメンツェフ・漁業大臣訪日（記者会見）等を含む。

1985/10 1986/3

2018-0906 クウェート要人の訪日

クウェート要人の訪日に関する文書を収録。具体的には，ナーセル情報大臣の招聘
稟請，ハリーファ石油･大蔵大臣の中曽根総理表敬記録，安倍外務大臣との会談
録，村田通産大臣との会談録，叙勲，アダサーニ国会議長の総理表敬記録，フセイ
ン官房長官の大来外務大臣表敬記録を含む。

1980/2 1986/5

2018-0907 シェヴァルナッゼ・ソ連外務大臣訪日
1986年1月のシェヴァルナッゼ・ソ連外相の訪日に関する報道関係文書を収録。具
体的には二国間外相協議に関する記者ブリーフの概要報告，世界各国の関係報道
振りを含む。

1986/1 1986/3

2018-0908 スハルト・インドネシア大統領訪日
1979年6月に行われたスハルト・インドネシア大統領の訪日に関する文書を収録。具
体的には，大平総理との首脳会談記録，訪日準備，日程，議題調整に関する来往
電を含む。

1978/7 1979/6

2018-0909 スハルト・インドネシア大統領訪日
スハルト・インドネシア大統領訪日に関する文書を収録。具体的には，日本・インドネ
シアエネルギー協力協定，首脳会談参考資料，大平・スハルト会談記録，概要と成
果を含む。

1979/5 1979/6

2018-0910 チェンバース・トリニダードトバゴ首相訪日
1985年7月に訪日したチェンバーズ・トリニダード・トバゴ首相一行の訪日に関する文
書を収録。訪日の日程調整，中曽根総理との首脳会談の記録，民間投資等経済案
件を含む。

1985/2 1985/11
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平成30年9月28日外交記録公開　概要

管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始
ファイル期間

終了

2018-0911 マルルーニ・カナダ首相訪日
1986年5月，東京サミットに続けて行われたマルルーニ・カナダ首相の訪日準備に関
する文書を収録。公賓招待の決定，カナダ側との訪日日程調整を含む。なお，日本
側要人との会談録等は含まれていない。

1984/3 1986/4

2018-0912 マルルーニ・カナダ首相訪日
1986年5月，東京サミットに続けて行われたマルルーニ・カナダ首相の訪日に関する
文書を収録。具体的には，会談日程，日加首脳会談・外相会談発言応答要領，両首
脳スピーチを含む。

1986/4 1986/5

2018-0913 マルルーニ・カナダ首相訪日

1986年5月，東京サミットに続けて行われたマルルーニ・カナダ首相の訪日に関する
文書を収録。主としてカナダ内政・外交関連資料，議題に関する調整，日・加首脳及
び外相会談概要，記者ブリーフィング，日・加租税条約の署名，国会演説，中曽根総
理主催晩餐会における総理挨拶を含む。

1986/4 1986/6

2018-0914 アンティグァ・バーブーダ独立
1981年のアンティグア・バーブーダの独立に関する資料を収録。具体的には同国の
内政の動きとともに日本政府による同国の承認及び外交関係開設に関する文書を
含む。

1981/10 1986/8

2018-0915 ウガンダ政治

ウガンダ政治情勢に関する文書を収録。具体的には，1986年1月の軍事クーデター
によるオケロ政権の打倒とムセベニ大統領の就任，同2月の日本による新政府承
認，周辺国・リビア・スーダン・英・仏・米等の新政権への立場と西側諸国による経済
支援の動きに係る文書を含む。

1985/12 1986/3

2018-0916 ソ連内政・国情

ゴルバチョフ政権下のソ連内政・国情に関する文書を収録。具体的には，ゴルバチョ
フ体制下の人事異動，ソ連外務省幹部，ソ連共産党中央委員会組織に関する文
書，第26回ソ連邦共産党大会選出中央機関名簿（1981年3月選出），連邦最高裁判
所幹部名簿，ゴルバチョフ書記長のウラジオストック訪問関連文書を含む。

1985/6 1986/8

2018-0917 ソ連内政・国情

ゴルバチョフ政権下のソ連内政・国情に関する文書を収録。具体的には，大臣等の
人事異動に関する報道，ソ連内政に関する情報，ソ連経済に関する情報，ソ連共産
党新党綱領案，ソ連共産党規約改正案，各国のゴルバチョフ政権に対する見方を含
む。

1985/10 1986/2

2018-0918 ソ連内政・国情

ゴルバチョフ政権下のソ連の内政・国情に関する文書を収録。具体的には，ソ連外
務省の機構改革に関する文書，共産党中央委員会総会のゴルバチョフ報告，ソ連
外務省，大使の人事異動情報，ソ連の外交日程，要人の地方視察に関する文書を
含む。

1985/12 1986/6
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平成30年9月28日外交記録公開　概要

管理番号
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ファイル名 概要
ファイル期間

開始
ファイル期間
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2018-0919 ソ連内政・国情
ソ連内政・国情に関する文書を収録。具体的には，第27回ソ連共産党大会に対する
各国の反応，第27回党大会の概要，第27回党大会（党幹部演説），第27回党大会
（ゴルバチョフ書記長と東欧等首脳との会談），ソ連党大会の各国の評価を含む。

1986/2 1986/3

2018-0920 ソ連内政・国情

ゴルバチョフ政権下のソ連内政・国情に関する文書を収録。具体的には，ゴルバチョ
フ書記長の訪印，ゴルバチョフ書記長のクラスノダール市民との対話，全ソ社会科学
講座主任会議におけるゴルバチョフ演説，ゴルバチョフ書記長のウラジオストク演
説，要人の動向，人事等に関する文書を含む。

1986/7 1986/11

2018-0921 ソ連内政・国情

ゴルバチョフ政権下のソ連内政・国情に関する文書を収録。具体的には，クナーエ
フ・カザフ党第一書記の解任，ソ連における選挙の民主化，ソ連の住宅問題，共産
党中央委総会開催時期，ゴルバチョフの動向，アルマ・アタ市における暴動に関する
文書を含む。

1986/9 1987/12

2018-0922 ソ連共産党大会（第27回）

1986年の第27回ソ連共産党大会に関する文書を収録。具体的には，党大会関係資
料，ゴルバチョフ演説，ゴルバチョフ結語演説，ソ連共産党新指導部リスト，最終日
記者ブリーフ，新党綱領の主要修正点，新指導部人事に関する都甲審議官記者ブ
リーフ，共産党大会についての各国の評価を含む。

1986/2 1986/3

2018-0923 ソ連法律・法令
ソ連の法律・法令に関する文書を収録。具体的には，最高会議選挙に関する法律，
国際条約の締結，執行及び廃棄の手続きに関する法律，ソ連邦における外国国民
の法的地位に関する法律，ロシア共和国刑法への追加を含む。

1978/9 1982/2

2018-0924 ハイチ情勢（1986年のクーデター発生）
1986年にハイチで発生したクーデターに関する資料を収録。具体的には同年2月の
デュバリエ大統領の出国後の現地情勢，6月のゼネスト発生に関する情勢を含む。

1986/3 1986/7

2018-0925 日ソ関係参考資料（日中平和友好条約）
日中平和友好条約締結後の日ソ関係に関する文書を収録。具体的には日中条約締
結に関する日本政府とソ連政府の間のやりとり，関連の応答要領，日中条約締結後
の日ソ関係に関する講演資料を含む。

1972/10 1978/10

2018-0926 米国・ソ連関係

レーガン政権成立後の米ソ関係に関する文書を収録。具体的には，第26回ソ連邦
共産党大会ブレジネフ演説の対外関係に関するコメント，レーガン大統領宛ブレジネ
フ親書（米側通報概要）（仮訳），第36回国連総会におけるグロムイコ外相の演説に
ついてのコメント，レーガン大統領発ブレジネフ書記長宛親書についてのコメント，戦
略兵器削減交渉等に関するブレジネフ演説，報道振りを含む。

1980/11 1982/10
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2018-0927 米国・ソ連関係

米国・ソ連関係に関する文書を収録。具体的には，1984年のソ連のロサンゼルス・オ
リンピック不参加問題，1985年の米ソ外相会談，ゴルバチョフ書記長タイム誌インタ
ビュー，米ソ首脳会談，ゴルバチョフ書記長の訪仏，米ソ両首脳新年メッセージ交換
に関する文書を含む。

1984/5 1986/9

2018-0928 ソ連外交政策／対アジア

ソ連のアジア諸国に対する外交政策に関する文書を収録。具体的には，ソ連の極東
における信頼醸成措置，海上交通路安全保障問題（シーレーン），ソ連のアジア安全
保障会議構想，アジア・太平洋地域に関するソ連政府声明，第８回環太平洋平和問
題国際セミナー等に関する文書を含む。

1985/5 1986/9

2018-0929 セントクリストファー・ネーヴィス独立
1983年9月に独立したセントクリストファー・ネーヴィスに対する日本政府による承認
及び外交関係開設に関する文書を収録。

1982/4 1986/7

2018-0930 イラン・イラク問題
イラン･イラク紛争に関する文書を収録。具体的には，関係在外公館からの情報分
析・報告，在留邦人の引き上げ，外務大臣談話，国連の動き，石油動向等を含む。

1980/9 1986/8

2018-0931 中東問題／PLOの動向
中東問題の内PLOの動向に関する文書を収録。具体的には，PLO第三回及び第4回
和解会議（アデン合意），パレスチナの主導権争い，アラファト議長の諸外国訪問，ア
ブ・ニダル派の動き，イスラエル軍のPLO軍事基地爆撃などに関する文書を含む。

1984/2 1986/7

2018-0932 中東問題／PLOの動向
中東問題の内PLOの動向に関する文書を収録。具体的には，PLOと諸外国との関
係，在ヨルダン・ファタハ事務所の閉鎖，アブ・ニダル派の動きに関する文書を含む。

1985/11 1986/7

2018-0933 中東問題／東京サミットにおけるリビア問題
中東問題/東京サミットにおけるリビア問題に関する資料を収録。具体的には，東京
サミット直前に米国によるリビア攻撃が行われており，かかる状況下で開催される東
京サミットの対応について検討した文書を含む。

1986/4 1986/5

2018-0934 米国・リビア紛争／米国の対リビア制裁措置

米国の対リビア制裁措置に関する資料を収録。1985年12月，ローマとウィーン国際
空港が襲撃され，多数の犠牲者が発生した。米国はこれをテロ行為であり，リビア政
府が支援していると断定し，対リビア制裁措置を発表し，更に対リビア攻撃も視野に
入れた動きを示すと共に，国際社会に対し支持を強く要請したことを含む。

1985/12 1986/1
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2018-0935
米国・リビア紛争／米国の対リビア制裁措置（日本
及び諸外国の反応）

米国・リビア紛争/米国の対リビア制裁措置に関する資料を収録。具体的には，1985
年12月末に発生したローマ，ウィーン空港襲撃事件を受けて米国がリビアを非難し，
制裁措置を取ると発表し，これに対する西側諸国の反応及び報道振り，我が国が
取った対リビア措置に関する文書等を含む。

1986/1 1986/4

2018-0936 米国・リビア紛争／米国空軍機リビア爆撃

米国とリビアの間の紛争に関する文書を収録。具体的には，1986年4月に起こった
米国空軍機によるリビア攻撃に関し，日本政府の統一見解及び対外応答要領，リビ
アのテロ関与に関する日本政府の見解，日本政府の立場に対する各国の報道に関
する文書を含む。

1986/4 1986/5

2018-0937 米国の対リビア制裁措置（日本の対応）

米国の対リビア制裁措置に関する日本の対応関係文書を収録。具体的には，1985
年12月に起こったウィーン・ローマ両空港におけるテロ事件に関連し，米国がリビア
に対する制裁措置を発表し，西側諸国に同調を呼びかけたことに対し，安倍外務大
臣談話の発表等，日本が取った一連の措置に関する文書を含む。

1986/1 1986/2

2018-0938 日・ギルバート諸島漁業協定
日本とギルバート諸島との漁業協定に関する文書を収録。具体的には，英国政府の
同意文書，閣議請議書と配布資料，条約文案（邦文及び英文）を含む。

1978/6 1978/6

2018-0939 日・モロッコ漁業協定 日・モロッコ漁業協定締結に関する閣議関係資料を収録。 1985/9 1985/9

2018-0940 日ソ、ソ日漁業暫定協定／延長議定書（第5次）

日本の地先沖合における日ソ漁業暫定協定及び北西太平洋のソ連の地先沖合に
おけるソ日漁業暫定協定それぞれの有効期間延長に関わる議定書の締結に関わる
文書を収録。具体的には，第5次の延長議定書に関わる署名委任状，署名に関する
閣議請議，議定書締結の国会承認を求める閣議請議及び議決通知，議定書の交付
に関する文書を含む。

1981/12 1981/12

2018-0941 日ソ、ソ日漁業暫定協定／延長議定書（第6次）

日本の地先沖合における日ソ漁業暫定協定及び北西太平洋のソ連の地先沖合に
おけるソ日漁業暫定協定それぞれの有効期間延長に関わる議定書の締結に関わる
文書を収録。具体的には，第6次の延長議定書の署名に関する閣議請議，署名に関
する次官発言，議定書締結の国会承認を求める閣議請議，議定書の説明資料，議
定書の交付に関する文書を含む。

1982/12 1982/12

2018-0942 日ソ漁業協力協定

日ソ漁業協力協定に関する文書を収録。具体的には，日ソ漁業協力協定締結交渉
に関する文書，日ソ漁業協力協定に関する第6回協議の開催について（記事資料），
外務次官の記者懇談用メモ，国会答弁用資料（想定問答），日ソ漁業協力協定（案）
（和文，露文）等を含む。

1985/2 1986/12
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2018-0943 日ソ租税（所得）条約
日ソ租税（所得）条約に関する文書を収録。具体的には，同条約関連擬問擬答，ソ
連邦地方税法，陳情書を含む。

1980/1 1982/7

2018-0944 日仏漁業取極
日本がフランスと締結した漁業協定に関する文書を収録。具体的には，閣議請議書
と配布資料，条約文案（邦文及び仏文），署名委任状を含む。

1979/7 1979/7

2018-0945 日米鉄鋼貿易取極
日米鉄鋼貿易取極に関する文書を収録。具体的には，関税法751条照会，日米鉄鋼
協議における発言要領，第3国経由輸出問題を含む。

1985/7 1986/6

2018-0946 日米鉄鋼貿易取極
日米鉄鋼貿易取極に関する文書を収録。具体的には，同取極の運用，日米鉄鋼問
題四半期協議日程，ダンピング調査，日米鉄鋼四半期協議を含む。

1986/2 1986/4

2018-0947 日・コスタリカ技術協力協定

日本とコスタリカとの間の技術協力協定に関する文書を収録。具体的には，締結交
渉を開始することについての日本側基本的考え方，交渉開始の決裁書，協定案文
についての両国間の調整・確認，案文の提示，コスタリカと第三国との技術協力協
定，コスタリア側からの修正提案とそれに対する日本側の回答，合意と署名アレン
ジ，協定本文，　閣議決定を含む。

1984/10 1986/8

2018-0948 日米海上捜査救助協定 日米海上捜査救助協定締結のための閣議手続に関する資料を収録。 1986/12 1986/12

2018-0949 日・インドネシア科学技術協力協定 日・インドネシア科学技術協力協定締結に関する閣議手続関係資料を収録。 1981/1 1981/5

2018-0950
環境改変技術敵対的使用禁止条約／第1回再検討
会議

1978年に発効した環境改変技術敵対的使用禁止（ENMOD）条約の再検討会議に関
する文書を収録。具体的には，日本政府対処方針，日本代表団リスト，再検討会議
における今井代表演説案，再検討会議準備委員会及び西側協議関係文書，枯葉剤
シンポジウムを含む。

1967/11 1984/8

2018-0951
海洋法／国連海洋法条約準備委員会第4会期（春
会期）

国連海洋法条約準備委員会第4会期に関する文書を収録。具体的には，非公式本
会議，第1～4特別委員会，プレスリリースを含む。

1985/2 1986/4
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2018-0952 大西洋まぐろ類保存条約及び議定書

大西洋まぐろ類保存条約及び議定書に関する資料を収録。具体的には，1969年3月
に発効した条約と，その後に改正議定書により，条約の一部改正を行っているとこ
ろ，そのいずれの場合においても，条約(議定書)の採択，署名，批准のための国会
承認手続き，批准書の寄託，発効というプロセスを経ており，これらプロセスについ
ての資料を含む。

1966/10 1985/6

2018-0953 国際電気通信衛星機構及び国際海事衛星機構
国際海事衛星機構と国際電気通信衛星機構に関する資料を収録。具体的には右２
機構の設立に関する各条約について日本の署名のための閣議請議，国会承認およ
び受諾に至る各過程での所要の手続きを含む。

1977/3 1981/9

2018-0954 船舶汚染防止国際条約

船舶汚染防止国際条約に関する資料を収録。具体的には，1973年協定の1978年改
正議定書(日本については，1983年に発効)に関する1985年改正議定書の国内的発
効に向けた邦語仮訳の作成，協定で言及されている各種薬品等の性質等に関する
整理，法制局における条約審査の過程と見られる案文ごとの訳の訂正，加除筆等
の作業を含む。

1983/2 1987/3

2018-0955
すべての移住労働者及びその家族の権利の保護に
関する条約／国連移住労働者の人権作業部会

国連移住労働者の人権作業部会に関する文書を収録。具体的には，国連総会，移
住労働者の人権に関するワーキンググループ報告書，移住労働者及びその家族の
権利の保護に関する条約前文和訳を含む。

1973/9 1986/9

2018-0956 国際人権規約
国際人権規約の署名，受諾状況等に関する資料を収録。具体的には右規約の寄託
先である国連事務局から各国の署名，受諾書の寄託について加盟国に通知が届け
られており，右を受けて外務省から国内関係省庁に対して行われた通知を含む。

1968/4 1986/11

2018-0957
国際労働機関（ILO）家族的責任を有する労働者条
約（第１５６号）

国会に於けるILO家族的責任を有する労働者条約（第156号条約）批准議論に関す
る文書を収録。具体的には，国会報告資料，擬問擬答，第66，67回ILO総会議事録
を含む。

1980/6 1986/5

2018-0958 国際平和年
国連総会において決議された国際平和年の国内行事に関する文書を収録。具体的
には，国内行事取進め振り，ブリーフ資料，専門家会議を含む。

1985/11 1986/1

2018-0959 国連40周年記念／国連アフリカ・シンポジウム

国連創設40周年に際し世界各地で行われた記念行事の最後として，1985年12月に
日本で開催されたアフリカシンポジウムに関する文書を収録。具体的には，国連局
長スピーチ，外相挨拶原稿のほか，日本側作成のプロジェクト案，OEOA（国連アフリ
カ緊急活動）事務局長との調整連絡を主体とし，事務局作成のシンポジウム報告書
を含む。

1985/5 1986/8
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2018-0960 本邦国連加盟／30周年記念式典
日本の国連加盟30周年を記念する式典準備に関する文書を収録。具体的には，応
答要領，ブリーフィング資料，行事案一覧を含む。

1985/1 1986/7

2018-0961 本邦国連加盟／30周年記念式典
日本の国際連合加盟30周年記念式典挙行に関する文書を収録。具体的には，各省
説明，企画案，式次第などを含む。

1986/1 1986/11

2018-0962 本邦国連加盟／30周年記念式典
日本の国連加盟30周年記念式典の準備に関する文書を収録。具体的には，総理・
外相式辞，プログラム作成，閣議に於ける大臣発言を含む。

1986/4 1986/11

2018-0963 本邦国連加盟／30周年記念式典
日本の国連加盟30周年記念式典の準備に関する文書を収録。具体的には開催案，
実施要領，中学生･高校生コンクールの外務大臣賞賞状案文を含む。

1986/9 1986/11

2018-0964 国連アジア・グループ会合
国連アジア・グループ会合に関する文書を収録。具体的には，1985，86年アジア・グ
ループ会合，韓国のアジア・グループ参加問題，「国連効率化のための賢人会議」を
含む。

1985/1 1986/11

2018-0965 国連に関する日・諸外国協議

国連に関する日本と諸外国の間の協議に関する文書を収録。具体的には，日本と
英国，ポーランド，韓国，バングラデシュ，フランス，西独，中国，ネパール，ソ連との
間で行われた，国連の行財政問題，アフリカ経済危機・途上国開発問題等に関する
二国間協議のための発言要領及び参考資料を含む。

1985/7 1986/8

2018-0966 米国国連外交・政策
米国の国連政策に関する文書を収録。具体的には，第40～42回国連総会に於ける
米国の対処方針を含む。

1985/9 1987/10

2018-0967 アフガニスタン問題
アフガニスタン問題に関するアフガニスタン-パキスタン間接交渉と第41回国連総会
に関する文書を収録。具体的には，ジュネーブ第7回間接交渉（中断），再開第7回
ジュネーブ間接交渉，国連総会（本会議：アフガニスタン情勢）を含む。

1985/9 1986/12

2018-0968 イラン・イラク問題
イラン・イラク戦争における国連及び日本の対応に関する文書を収録。具体的には，
安保理決議588に関係する安保理の動き，イラン外務省国際機関局長の来日を含
む。

1986/4 1986/12
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2018-0969 朝鮮問題（第40回総会等）
国連に関する韓国・北朝鮮関連の諸問題に対する文書を収録。具体的には，国連ア
ジア・グループへの韓国の参加問題，国連第40回総会における韓国国務総理記念
演説要旨，北朝鮮のESCAP加盟の動きを含む。

1985/7 1987/12

2018-0970 東ティモール問題
東ティモール問題に関する文書を収録。具体的には，東ティモール概況，国連にお
けるティモール問題，擬問擬答を含む。

1983/8 1986/12

2018-0971 第2回国際連合軍縮特別総会

第2回国際連合軍縮特別総会における核不使用決議関連文書及び核不使用に関す
る文書を収録。具体的には，核不使用決議及び日本側対応，インドによる核不使用
条約案，国連において採択された核不使用決議（仮訳），資料：「核不使用決議に対
する主要各国投票理由説明要旨」「核不使用関係国会決議一覧」「国連における核
兵器使用禁止問題の審議概要」を含む。

1962/6 1982/7

2018-0972 第2回国際連合軍縮特別総会

第2回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。具体的には，準備委員会会合文書，
準備委員会報告書，第2回国際連合軍縮特別総会対処方針，鈴木総理一般演説，
ブレジネフ・メッセージ及びシュミット演説，第2回国際連合軍縮特別総会報告書（仮
訳）を含む。

1981/5 1982/10

2018-0973 国連第40回総会

国連第40回総会に関する文書を収録。具体的には，総会におけるイスラエルの地中
海ー死海運河計画，イスラエルによるイラク原子炉攻撃，イスラエル占領地における
人権問題，国連とアラブ連盟との協力に関する協議について，国連代表部からの報
告電と付随する事務局作成の議題案および議事録，採択結果報告を主体とし，決議
案の表決報告を含む。

1984/11 1986/1

2018-0974 国連第40回総会

国連第40回総会に関する文書を収録。具体的には，議題審議に関する所感，植民
地独立付与宣言の履行，中米問題，第4委員会西サハラ問題および南部アフリカ教
育訓練計画関係など，事務局作成の議事録，本省からの回訓を主体とし，中米問題
に関する外務大臣ステートメント(案)を含む。

1985/8 1986/1

2018-0975 国連第40回総会再開会期／財政危機問題
国連の財政危機を扱った第40回国連総会再開会期に関する文書を収録。具体的に
は，再開会期フォローアップ，国連財政危機に関するラジブ・ガンジー首相の中曽根
首相宛メッセージ，事務総長レポートを含む。

1986/4 1986/9

2018-0976 国連第41回総会
第41回国連総会第4委員会に関する文書を収録。具体的には，本会議，第4委員会
（植民地独立付与宣言の付与，南ア教育訓練計画，外国経済権益活動等）における
文書を含む。

1985/10 1986/12
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2018-0977 国連第41回総会
国連第41回総会に関する文書を収録。具体的には，総会本会議における米国の対
リビア軍事措置に対する決議案の審議過程記録，事務局作成の議事録，採択結果
報告を主体とし，日本側の対外応答要領を含む。

1986/4 1987/5

2018-0978 国連第41回総会

国連第41回総会に関する文書を収録。具体的には，本会議における中東情勢，パ
レスチナ問題，イスラエル占領地域における人権，イスラエルの核武装に関し，国連
代表部より進行状況報告（請訓）と本省からの回訓，事務局作成の議事録，表決結
果報告を主体とし，日本および主要国の発言概要報告を含む。

1986/6 1987/2

2018-0979 国連第41回総会／ニューカレドニア問題
第41回国連総会に於けるニューカレドニア問題の審議に関する文書を収録。具体的
には，南太平洋フォーラム（SPF）働きかけ，フランス働きかけ，表決結果，応答要
領，日本投票振りに関する双方の反応を含む。

1971/12 1986/12

2018-0980 第40，41回国連総会／朝鮮問題
第40，41回国連総会における南北朝鮮問題の審議に関する文書を収録。具体的に
は，韓国の国連加盟，南北朝鮮の国連総会招請問題，南北朝鮮の国連総会招請問
題応答要領を含む。

1985/7 1986/12

2018-0981 第40回国連総会第6委員会
第40回国連総会第6委員会に関する文書を収録。具体的には（1）武力不行使原則
特別委員会，（2）傭兵禁止条約アド・ホック委員会，（3）外交使節団等の保護強化を
含む。

1985/7 1986/6

2018-0982 第41回国連総会／安保理（中米情勢）
第41回国連総会・国連安全保障理事会に於ける中南米情勢の審議に関する文書を
収録。具体的には，対処方針，ホンジュラス・ニカラグア国境紛争，ICJによるニカラ
グア対米国事件判決，中米情勢を含む。

1986/6 1987/8

2018-0983 第41回国連総会第6委員会
第41回国連総会第6委員会に関する文書を収録。具体的には，憲章特別委員会報
告，武力不行使原則特別委員会，ジュネーブ追加議定書を含む。

1986/8 1987/1

2018-0984 国連第13回特別総会／アフリカ問題

国連アフリカ特別総会関係文書を収録。具体的には，総会前在京セネガル大使館よ
り外務省宛，総会及びアフリカ債務に関する国際会議の招集に関する口上書，及び
総会後のOAU議長(ディウフ・セネガル大統領)と中曽根総理間の書簡，日本代表大
来佐武郎によるレポート，アフリカ大使会議資料を含む。

1985/9 1986/9
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2018-0985 国連第13回特別総会／アフリカ問題
1986年5月末開催の国連アフリカ特別総会に関する文書を収録。具体的には，議題
案，OAU(アフリカ統一機構)作成の「アフリカ・ペーパー」，86年1月開催の第１回特別
会合の結果報告書，速報を含む。

1985/11 1986/6

2018-0986 国連第13回特別総会／アフリカ問題

1986年5月に開催された特別総会に関する文書を収録。具体的には，アフリカの復
興，中長期的開発についての討議を目的とした同会議の設置決定から，第1回から
第4回の準備委員会における日本側対処方針，経過報告を主体とし，対外応答要
領，大来首席代表の演説原稿，各国の意見に関する報告を含む。

1985/12 1986/5

2018-0987 国連第13回特別総会／アフリカ問題

1986年開催の国連アフリカ特別総会関係文書を収録。具体的には総会速報原稿，
関係省庁との協議記録，アフリカ・ペーパーの結論と提案に対する評価，アフリカ経
済危機に関する報告書，各国報道振り，OAUによる会議評価の他，UNICEFスポー
ツエイド案に関する報告を含む。

1985/12 1986/6

2018-0988 国連第13回特別総会／アフリカ問題
1986年5月に開催された国連アフリカ特別総会に関する文書を収録。具体的には，
「アフリカ・ペーパー」に対する欧米諸国，国連，ECの反応ぶり，東京サミットとの関
係を含む。

1986/2 1986/5

2018-0989 国連第13回特別総会／アフリカ問題

国連アフリカ特別総会関係文書を収録。具体的には，「国連行動計画」の策定(セネ
ガル・ペーパー，ファリード・ペーパーの大幅改訂)過程を主体とし，各国代表による
評価，国連代表部より本省宛議事状況の報告，総会準備のための関係各省からの
意見集約，日本側対処方針，代表演説原稿を含む。

1986/3 1986/8

2018-0990
国連憲章及び国連の役割強化に関する特別委員
会

国連憲章及び国連の役割強化に関する特別委員会第11会期における審議に関す
る文書を収録。具体的には，対処方針，紛争の予防ペーパー，紛争の平和的解決
ハンドブック，手続き合理化賢人会議を含む。

1984/10 1986/5

2018-0991 国連大学理事会（第24～28回）

国連大学理事会議事に関する文書を収録。具体的には，創立から10周年を迎え大
学の恒久本部設置が進む第24回から28回までの事前打ち合わせ会議録，理事会
記録，新理事ブリーフィング資料・報告，日本側コメント案のほか，理事会事務局作
成の配布資料，英文議事録を含む。

1973/6 1986/12

2018-0992 国連安保理
中東問題を中心とした国連安全保障理事会審議に関する文書を収録。具体的に
は，南レバノン情勢，パレスチナ占領地問題決議，中東に関する国際和平会議，南
イエメン問題を含む。

1985/5 1987/1
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2018-0993
国連安保理緊急特別会合／フォークランド諸島紛
争問題

フォークランド諸島紛争問題を扱った国連安全保障理事会緊急特別会合に関する
文書を収録。具体的には，安全保障理事会審議状況，報道，安全保障理事会文書
を含む。

1982/5 1982/5

2018-0994
国連経済社会理事会計画調整委員会（第22～26
回）

国連経済社会理事会計画調整委員会に関する文書を収録。具体的には第22～26
回計画調整委員会会合対処方針を含む。

1982/4 1986/5

2018-0995
第11回国連経済社会理事会国連アジア太平洋地図
会議

国際連合経済社会理事会アジア太平洋地図会議において使用された文書を収録。
具体的には，対処方針，各省会議，カントリー・レポートを含む。

1986/7 1987/1

2018-0996 国連高齢者問題世界会議
国連高齢者問題世界会議に関する文書を収録。具体的には，会議開催要領，対処
方針，日本政府代表一般演説，会議報告を含む。

1982/3 1986/1

2018-0997 第5回アジア・太平洋郵便連合大会議
第5回アジア・太平洋郵便連合大会議に関する文書を収録。具体的には，同大会議
の議題，対処方針，審議概要を含む。

1985/5 1986/9

2018-0998 万国郵便連合第19回大会議／国会関係
万国郵便連合憲章第三追加議定書の批准書寄託等に関する文書を収録。具体的
には，批准書，承認書寄託，参議院及び衆議院答弁資料などを含む。

1985/4 1986/4

2018-0999
国際電気通信連合／国際電気通信条約憲章化問
題

国際電気通信連合第40回管理理事会で使用された文書を収録。具体的には，第40
回管理理事会，条約憲章化のための専門家グループ会合，対処方針を含む。

1985/1 1986/1

2018-1000 国際電気通信連合国際無線通信諮問委員会
国際電気通信連合国際無線通信諮問委員会に関する文書を収録。具体的には，第
15，16回総会報告，委員長選挙，国際無線障害特別委員会を含む。

1980/9 1986/6

2018-1001 第52～56回国際海事機関（IMO）理事会
第52回～56回国際海事機関（IMO）理事会に関する文書を収録。具体的には，会合
記録，対処方針，決議概要ドラフトなどを含む。

1983/11 1986/7

2018-1002 第52～57回国際海事機関（IMO）法律委員会
第52回～57回国際海事機関（IMO）法律委員会で使用された文書を収録。具体的に
は，対処方針，各回レポートを含む。

1987/1 1984/6
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2018-1003 第52回国際海事機関（IMO）海上安全委員会
第52回国際海事機関（IMO）海上安全委員会に関する文書を収録。具体的には，同
委員会への対処方針，審議概要報告，シージャック防止に関する米国提案を含む。

1985/6 1986/2

2018-1004 第30，31回国際海事機関（IMO）無線通信小委員会
第30，31回国際海事機関（IMO）無線通信小委員会において使用された文書を収
録。具体的には，アドホックグループ報告書，無線通信小委員会及び特別作業部会
対策資料，海洋安全委員会報告書等を含む。

1985/5 1986/4

2018-1005 航空行政一般（ICAOを含む）
ICAO関係の航空行政に関する文書を収録。具体的には，イラン・イラク紛争関係，
ICAO理事会におけるイラン提案，イスラエル機のチュニジア領空侵犯事件を含む。

1984/9 1986/1

2018-1006 国際民間航空機関（ICAO）
国際民間航空機関（ICAO）運営に関する文書を収録。具体的には，モントリオール
議定書，航空保安，ICAOモデル条項を含む。

1985/5 1986/9

2018-1007 国際民間航空機関（ICAO）文書
国際民間航空機関における会議に関する文書を収録。具体的には，国際連合局専
門機関課作成の調書「航空法に関する国際会議報告書」（1971年1月）を含む。

1971/1 1971/1

2018-1008 第26回国際民間航空機関（ICAO）総会
第26回国際民間航空機関（ICAO）総会に関する文書を収録。具体的には対処方
針，代表団所感，総会報告，航空保安問題を含む。

1986/6 1986/12

2018-1009 国際労働機関（ILO）理事会（第121回）
ILOの業務災害給付（第121号）条約批准に関する文書を収録。具体的にはILOへの
各国の批准状況の照会，各国の関係法令の整備状況の調査を含む。

1973/12 1986/3

2018-1010
国際労働機関（ILO）／国連教育科学文化機関
（UNESCO）教員の地位勧告適用専門家合同委員
会

ILO委員会に関する文書を収録。具体的には，教員の地位に関する勧告の適用につ
いてのILO・ユネスコ合同専門家委員会，第9回化学産業委員会に関する文書を含
む。

1980/5 1989/10

2018-1011 世界保健機関総会
WHO総会に関する文書を収録。具体的には，日本政府代表の演説テキスト，政府代
表団報告書，対処方針，西側協議を含む。

1985/7 1986/6
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2018-1012 第8回日・ASEANフォーラム

1986年7月23日～24日に東京で開催された第8回日・ASEANフォーラムの開催前後
における一連の文書を収録。具体的には，同フォーラムの開催日程，議題等に関す
る関係国との電報でのやりとり，同フォーラム開催に当たって第7回フォーラムのフォ
ローアップ状況資料（各項目別），同フォーラム準備会合，開催時の外務大臣等の挨
拶文，共同新聞発表・関連報道を含む。

1985/10 1986/10

2018-1013
太平洋ハイテクノロジー調査研究国際センター（太
平洋ハイテク・センター）

太平洋ハイテクセンター（PICHTR）設立構想に関する文書を収録。具体的には，ハ
ワイ・ハイテク・センター第2次調査報告書，調査関心事項，PICHTR第2回理事会資
料，南太平洋協力を含む。

1984/7 1986/3

2018-1014
太平洋ハイテクノロジー調査研究国際センター（太
平洋ハイテク・センター）

太平洋ハイテクノロジー調査研究国際センター設立に関する文書を収録。具体的に
は，アリヨシ知事書簡，第2次調査報告，タービン・ワークショップを含む。

1984/9 1986/11

2018-1015
太平洋ハイテクノロジー調査研究国際センター（太
平洋ハイテク・センター）

太平洋ハイテクノロジー調査研究国際センター（PICHTR）に関する文書を収録。具
体的には，PICHTR支援，中曽根総理訪米，オープン・サイクル海洋温度差発電
（OC-OTEC）を含む。

1985/11 1986/6

2018-1016 国際冷凍協会
国際冷凍協会（IIR）に関する文書を収録。具体的には，分科会の本邦開催，執行委
員会会議報告，冷凍協会に関する条約の照会，シンポジウムを含む。

1960/7 1986/9

2018-1017 サミット第12回東京会議
サミット第12回東京会議における一般宣言作成に関する文書を収録。具体的には，
日本案及び各国修正案，案文変遷，原義を含む。

1985/9 1986/5

2018-1018 サミット第12回東京会議
サミット第12回東京会議に向けた各種準備会合に関する文書を収録。具体的にはカ
ナダとの首脳会談，米，英，仏，独との各外相会談の際の発言応答要領を含む。

1985/11 1986/4

2018-1019 サミット第12回東京会議
サミット第12回東京会議のために作成された各種ブリーフ資料を収録。具体的には，
総理大臣，官房長官，政務次官向けブリーフ資料，PR会合資料を含む。

1985/11 1986/4

2018-1020 サミット第12回東京会議
第12回先進国首脳会議（東京）で出されたサミット一般宣言などを収録。具体的に
は，東京サミット各種宣言案，各国コメント，PR会合文書，大臣記者会見用資料を含
む。

1985/11 1986/5

2018-1021 サミット第12回東京会議
サミット第12回東京会議に備える参加国政務局長会議に関する文書を収録。具体的
には，会議概要，各課作成資料，各国カウンターパート会談議事録を含む。

1986/1 1986/4
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2018-1022 サミット第12回東京会議
1986年5月の東京サミットの中東関連事項に関する文書を収録。具体的には政務局
長会合用応答要領，中東開発基金構想についての応答要領，クリビ・アラブ連盟事
務局長からの中曽根総理宛親書及び返書を含む。

1986/4 1986/5

2018-1023 サミット第12回東京会議
東京サミットの記録・評価に関する文書を収録。具体的には，宣言テキスト各種，外
務省による評価，サミット参加各国評価，その他の国によるサミット評価を含む。

1986/4 1986/6

2018-1024
サミット第12回東京会議／国際テロリズムに関する
声明（リビア及び各国の反応）

サミット第12回東京会議で採択された国際テロリズムに関する声明に関する文書を
収録。具体的には，声明に対する各国の反応，リビアの反応（対日を含む），西側主
要国とリビア間の外交官追放などの措置に関する文書を含む。

1986/5 1986/7

2018-1025
サミット第12回東京会議／二国間会談におけるリビ
ア問題

1986年5月に東京で開催された第12回サミットの際の二国間会談におけるリビア問
題に関する文書を収録。具体的には，米国及びカナダ首脳との二国間会談用のリビ
ア問題関係の発言・応答要領案及び中曽根総理とクラクシ伊首相とのリビア問題に
関する会談記録を含む。

1986/4 1986/5

2018-1026 サミット第12回東京会議における日英会談

1986年5月に行われたサミット第12回東京会議における日英二国間協議に関する文
書を収録。具体的には日英首脳会談，日英外相会談及び外務次官レベル協議の日
程及び議題に関する日英間のやりとり，発言応答要領，参考資料及び議事録を含
む。但し，外務次官レベル協議の議事録は含まない。

1986/4 1986/5

2018-1027 サミット第6，8～12回会議

先進国首脳会議の第6回及び第8回から第12回までの各サミット開催準備の調整に
関する文書を収録。具体的には，日程，行事次第，日本側会議出席者星取表，総理
勉強会式次第，一部の政務局長会議の報告，大臣記者会見，主管課長の所感を含
む。

1980/6 1986/5

2018-1028 東京サミット（国際テロ問題／準備その1）
1986年5月の東京サミットに向けた国際テロ問題の諸協議に関する文書を収録。具
体的には，日米外相会談および日加首脳・外相会談の発言要領および結果概要，
PR会合の根回しおよび会合の結果概要を含む。

1985/11 1986/2

2018-1029 東京サミット（国際テロ問題／準備その2）

1986年5月の東京サミットに向けた国際テロ問題の諸協議，検討に関する文書を収
録。具体的には，日米首脳・外相会談，日仏外相協議の発言要領および結果概要，
PR・政務局長合同会議の発言要領および結果概要，総理勉強会用資料，対外応答
要領を含む。

1986/2 1986/5
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2018-1030 東京サミット（国際テロ問題／準備その3）
1986年5月の東京サミットに向けた国際テロ問題への対処準備に関する文書を収
録。具体的には，各国の立場に関する関係公館からの報告を含む。

1986/3 1986/5

2018-1031 ソ連国防・軍事

ソ連国防・軍事に関する文書を収録。具体的には，極東における主要な軍事演習・
訓練の概要，最近の日本周辺の軍事情勢（発言要領），太平洋における軍事情勢，
KAL事件（防空軍総司令官論文），ウスチノフ国防省論文（戦勝記念日・防衛情報）
等に関する文書を含む

1984/2 1986/12

2018-1032 日・英関係（英国艦船の本邦寄港）
英国艦船の本邦寄港に関する文書を収録。具体的には本件に関する英国側との協
議，他国の事例及び本件に関する想定問答集を含む。

1983/11 1986/11

2018-1033 大韓航空機サハリン沖撃墜事件
大韓航空機サハリン沖撃墜事件に関する質問主意書，来日した米国人記者による
総務庁長官および防衛庁次官に対するインタビュー，関連報道振りを収録。

1985/7 1985/10

2018-1034 大韓航空機事件／国会関係

大韓航空機サハリン沖撃墜撃墜事件に関して国会議員より提出された質問主意書
に対する政府側の答弁書に関する文書を収録。具体的には，秦豊参議院議員の質
問主意書および答弁書，大出俊衆議院議員の質問主意書，梶原敬義参議院議員の
質問主意書および答弁書を含む。

1985/2 1985/7

2018-1035 日・イラン経済
日本企業のイランに於ける輸出用製油所及び石油化学プラント建設プロジェクト参
加に関する文書を収録。具体的には，日・イラン経済関係，製油所及び化学石油プ
ラント建設に関する関係者協議を含む。

1974/7 1976/11

2018-1036 日韓経済案件（韓国経済報告）

1980年代半ばの韓国経済状況およびその後の展望等に関する各分野の報告・資料
を収録。具体的には，韓国経済企画院作成の「（84年）上半期経済動向の点検と下
半期の経済運用方向」，｢‘85下半期経済展望と対策｣，「1986年度主要業務計画」資
料，韓国経済各分野の現状・見通し報告，関連報道を含む。

1983/10 1986/1

2018-1037
本邦対外経済政策／対アフリカ（市場開放行動計
画）

日本市場へのアクセス改善を目的として1985年7月に策定された市場開放行動計画
（アクション・プログラム）に関する文書を収録。具体的には，基準認証・輸入プロセ
ス，検疫，関税分野における，アフリカ諸国を対象とした行動計画掲載候補事案に
関する関係アフリカ諸国・国内省庁との連絡文書を含む。

1982/2 1985/7

2018-1038 日・カナダ菜種協議
日本・カナダ間で行われた菜種協議に関する文書を収録。具体的には，第7回～第9
回協議，第10回予備協議，第10回協議において使用された文書（報告書，フォロー
アップ，関連資料）を含む。

1983/3 1986/11
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2018-1039 日ソ漁業委員会

1986年にモスクワで開催された日ソ漁業委員会に関する文書を収録。具体的には，
同協議の記録，協議に関する日本側代表団からの請訓及びその回訓，日本側対処
方針，日本側代表団名簿，同漁業交渉に関する鹿取駐ソ大使とソ連側要人との会
談記録及び関係の記者ブリーフを含む。

1985/1 1986/3

2018-1040 日ソ漁業委員会

1985年～86年にモスクワで開催された第二回日ソ漁業委員会に関する文書を収
録。具体的には，1986年の日本水域におけるソ側操業条件改善に関するソ側提案，
日ソ漁業委員会第二回会議の対処方針，日本水域におけるソ連漁船の祖業条件の
緩和に関する回訓，日本側代表団リスト，日ソ漁業委員会再開会議の記録を含む。

1985/10 1986/2

2018-1041 日ソ漁業委員会

1986年開催の日ソ漁業委員会に関する文書を収録。具体的には，日ソ漁業委員会
（請訓），同（回訓），同（日本漁船の操業条件に関するソ側提案），日ソ漁業委員会
第三次協議の概要，日ソ漁業委員会（北方四島周辺水域における小水域細分化問
題）の概要，羽田農水大臣の訪ソに関する文書を含む。

1986/3 1986/4

2018-1042 日ソ漁業委員会

日ソ漁業委員会に関する文書を収録。具体的には，日ソ漁業交渉に関する浦野政
務次官への陳情，外務大臣閣議発言要旨，同委員会における協議の妥結に関する
農水大臣談話，議事録等作成文書，羽田農水大臣訪ソに関する文書，安倍外務大
臣・アブラシモフ在京ソ連大使会談用資料を含む。

1986/4 1986/6

2018-1043 日ソ漁業委員会（第2回）
第二回日ソ漁業委員会に関する文書を収録。具体的には，200海里内漁業科学調
査に関する文書，同委員会に関する対処方針，交渉の経緯及び現状と問題点，日
本側代表団報告を含む。

1985/6 1986/1

2018-1044 日ソ漁業委員会（第2回）
第2回日ソ漁業委員会に関する文書を収録。具体的には，日ソ漁業委員会再開会議
に関する文書，日ソ漁業委員会に関する陳情書，日ソ漁業交渉についてのブリーフ
用資料，交渉の概要を含む。

1986/1 1986/4

2018-1045 日ソ漁業委員会（第3回）

第3回日ソ漁業委員会に関する文書を収録。具体的には，日ソ漁業委員会第3回会
議の開催について（記事資料），同ソ側代表団名簿，日ソ漁業委員会政府代表の任
免に関する文書，同政府代表顧問及び随員の任命，同予備的折衝に関する文書を
含む。

1986/2 1986/11

2018-1046 日ソ漁業交渉／かに、つぶ、えび

日ソ漁業交渉（かに，つぶ，えび）に関する文書を収録。具体的には，1985年の共同
事業（かに，つぶ，えび）に関する民間契約案，日ソ漁業協同事業（民間主導）の日
ソ協議記録，共同事業の方針案（大日本水産会作成），日本漁民によるかに，つぶ
及びえびの漁獲に関する大日本水産会とソ連漁業省との間の協定案，1986年の共
同事業に関する日ソ協議記録を含む。

1985/1 1986/7
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2018-1047 日ソ漁業合同委員会（第1回）
日ソ漁業合同委員会第１回会議に関する文書を収録。具体的には右会議の議事
録，日ソ漁業専門家科学者会議の議事録，日ソ漁業協力協定（実態問題）に関する
文書，日本漁船の違反操業に対する文書，さけ・ますの統計資料を含む。

1985/4 1986/2

2018-1048 日ソ漁業合同委員会（第2回）
日ソ漁業合同委員会第2回会議に関する文書を収録。委員会議事録に関する日ソ
間の口上書の交換，委員会での日ソ双方代表の挨拶，日本側対処方針，協議報
告，実質合意内容，さけ・ます科学調査に関する文書を含む。

1986/2 1986/7

2018-1049 日ソ漁業損害賠償請求処理委員会

日ソ漁業損害賠償請求処理委員会に関する文書を収録。具体的には，漁業損害賠
償処理委員会東京委員会年次報告書（1981年），日本側委員の任命について，ソ側
による損害補償金の支払い関係文書，東京委員会におけるS-1案件の取扱いに関
する文書，Aカテゴリーソ側反論資料等を含む。

1980/3 1982/10

2018-1050 日ソ漁業損害賠償請求処理委員会
日ソ漁業損害賠償請求処理委員会に関する文書を収録。具体的には，同委員会の
東京委員会議長の選出に関する覚書き，日ソ漁業操業協定の改正提案，1985年10
月のモスクワ委員会議事録，東京委員会の専門家の任命に関する文書等を収録。

1983/1 1986/2

2018-1051 日米繊維協議
ジュネーブ，パリ，東京で行われた日米繊維協議に関する文書を収録。具体的に
は，VISA取極案，国際捜査共助案，日米繊維協議東京及びパリ会合，日米繊維協
議ブリュッセル及びジュネーブ非公式協議を含む。

1985/4 1986/1

2018-1052 日米繊維協議
日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，日米非公式協議（ジュネーブ），大
統領繊維レポート，日米繊維協議ワシントン会合（中止），日米繊維VISA取極対処方
針を含む。

1986/1 1986/5

2018-1053 日米繊維協議
日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，第3回東京協議，対処方針，米国
上下両院議員の大統領宛書簡を含む。

1986/1 1986/8

2018-1054 日米繊維協議
日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，同協議の概要，対処方針，中南
米向け繊維調査を含む。

1986/7 1987/1
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2018-1055 日米林産物ハイ・レベル協議
日米間の林産物協議に関する文書を収録。具体的には，日米モス（MOSS)会合（個
別市場重視型協議），紙製品専門家会合，デモンストレーション・ホーム，林産物専
門家会合，関税引き下げ問題を含む。

1985/9 1986/3

2018-1056 日米林産物ハイ・レベル協議

日米間の林産物ハイ･レベル協議に関する文書を収録。具体的には，日米林産物ハ
イ・レベル会合（含，医薬品，エレクトロニクス）の実務者会合，スタンダード専門家会
合，日米モス(MOSS）会合（個別市場重視型協議）の全体会合，林産物専門家会合
及び非公式会合，紙製品の商業規格専門家会合及び紙製品専門家会合，安倍外
務大臣・シュルツ米国国務長官共同記者会見（日米共同報告）を含む。

1985/9 1986/3

2018-1057 関西国際空港建設入札問題／対米国
関西国際空港建設入札問題のうち，主として米国への対応に関する文書を収録。具
体的には，関係省庁と米国側とのやりとり，ヤイター米国通商代表書簡，米国上院
議会の動き，本邦の公共事業制度を含む。

1985/7 1986/7

2018-1058 関西国際空港建設入札問題／対米国

関西国際空港建設入札問題のうち，主として，米国への対応に関する文書を収録。
具体的には，松永在米国大使ウォリス米国国務次官訪問，書簡（橋本運輸大臣発
ボルドリッチ米国商務省長官宛，ボルドリッチ米国商務省長官発江崎総務庁長官
宛），日米協議，要人訪日（フィリップス米国商務次官補代理，ボルドリッチ米国商務
長官），中曽根総理の閣議発言，倉成外務大臣ブリーフを含む。

1986/6 1986/8

2018-1059 関西国際空港建設入札問題／対米国

関西国際空港建設入札問題のうち，主として米国への対応に関する文書を収録。具
体的には，倉成外務大臣・シュルツ米国国務長官会談，親書（レーガン米国大統領・
中曽根総理大臣），日米協議，日米貿易委員会，建設業界要望，米国企業の売込，
米国下院議会の動き，松永駐米大使による講演，倉成外務大臣による講演を含む。

1986/7 1986/10

2018-1060 関西国際空港建設入札問題／対米国
関西国際空港建設入札問題のうち，主として米国への対応に関する文書を収録。具
体的には，大統領通商使節団（PTD)の訪日，関西国際空港プロジェクト入札手絵続
きなどに関するセミナー，報道振りを含む。

1986/8 1986/11

2018-1061 関西国際空港建設入札問題／対米国

関西国際空港建設入札問題のうち，米国への対応に関する文書及び韓国及び欧州
への対応に関する文書を収録。具体的には，マーコウスキー米国上院議員の声明，
日米高級事務レベル協議，ゴールドフィールド米国商務次官補訪日，ダンカン米国
課員議員発言，東京湾横断道路，中部空港，米国における日本の建設業の受注状
況を含む。

1986/8 1986/12
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2018-1062 日米工作機械協議
日米間の工作機械貿易に関する政府間協議関連文書を収録。特に，協議の経緯と
問題の所在をまとめた参考資料，第3回協議（1986年10月，東京），第４回協議（1986
年10月，ワシントン）の概要報告，日米間の合意案文調整過程を示した文書を含む。

1986/9 1986/11

2018-1063 日米貿易／工作機械
日米工作機械取極協議に関する文書を収録。具体的には，専門家会合最終協議，
日米工作機械交渉決着，取極作成作業，書簡交換を含む。

1986/11 1986/12

2018-1064 日米貿易／自動車問題

日系自動車企業の米国進出及び日本車の対米輸出規制など，日米自動車問題に
関する文書を収録。具体的には，自動車部品問題，対米自動車自主規制延長問
題，対米自動車輸出自主規制に関する渡辺美智雄通産大臣発リーガン補佐官宛文
書を含む。

1979/11 1986/3

2018-1065 日米貿易／自動車問題
自動車問題を扱った日米交渉に関する文書を収録。具体的には，日本製自動車対
米輸出自主規制撤廃問題及び日系自動車企業の米国進出に対する報道ぶりを含
む。

1985/1 1986/1

2018-1066 日米貿易／自動車問題
日本車規制，自動車物品税などの自動車問題を扱った日米交渉に関する文書を収
録。具体的には，輸送機器MOSS専門家会合，同専門家会合における日本側議題
案，日本自動車企業の対米進出，日本の自動車物品税問題を含む。

1985/9 1986/12

2018-1067 日米貿易／自動車問題
日米貿易における自動車問題に関する文書を収録。具体的には，MOSS新分野問
題，自動車部品調達問題，日系自動車企業の対米進出，対米自動車輸出自主規制
を含む。

1986/2 1986/8

2018-1068 日米貿易／自動車問題
自動車問題を扱った日米交渉に関する文書を収録。具体的には，輸送機器モス（自
動車部品ワーキング・グループ，ジョイント・コミッティー概要），日系企業の米国進出
問題，自動車対米輸出自主規制を含む。

1986/7 1986/11

2018-1069 日米貿易／米国反トラスト法違反問題

日米貿易における米国反トラスト法違反問題に関する文書を収録。具体的には，日
本の景品規制応答要領，米国連邦取引委員会の報告，ダンピング認定方式の変
更，米国反トラスト法改正案，公正取引委員会調査，米国輸出管理法，独占禁止懇
話会の発表，第9～10回日米独占禁止当局間意見交換を含む。

1985/3 1987/8

2018-1070 日米貿易／米問題（米国通商法第301条提訴）
日米貿易における米問題に関する文書を収録。具体的には，米の301条提訴に関す
る米国議会動向，対米国説明，日本側対応，米の301条提訴却下を含む。

1985/4 1986/11
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2018-1071 日米貿易／米問題（米国通商法第301条提訴）
日米貿易における米問題に関する文書を収録。具体的には，米国精米業者協会の
提訴，対外応答要領，米国下院公聴会，穀物輸入制度調査を含む。

1986/9 1986/10

2018-1072 日・カナダ漁業

日本とカナダとの間の漁業に関する政府間協議，関連資料等の文書を収録。具体
的には1985年4月の日・カナダ漁業協議のフォローアップ，関連報道，ワーキング・グ
ループ会合の申し入れ，カナダの漁業水域における漁獲量割当に関する資料，1981
年対日割当に係る要請，カナダの漁業に関する報告書を含む。

1984/7 1985/12

2018-1073 日・カナダ漁業

日本とカナダとの間の漁業に関する政府間協議，関連資料等の文書を収録。具体
的には1986年5月にオタワで開催された日・カナダ漁業協議の発言応答要領・関連
資料及び協議の概要・結果報告，日本漁船による割当量超過漁獲と入漁差し止め
問題に関する日本とカナダ政府当局間のやりとりを含む。

1985/10 1986/5

2018-1074 日・ポルトガル漁業

日本とポルトガルの漁業関係の文書を収録。具体的には，ポルトガルの200海里経
済水域内での日本の鮪漁船操業に係わる日・ポルトガル漁業協定，ポルトガルのＥ
Ｕ加盟による同漁業協定破棄，新たな漁業協定締結問題，日本による対ポルトガル
漁業協力等に関する文書を含む。

1984/11 1986/4

2018-1075 日米水産物貿易協議

日米間の水産物貿易に関する政府間協議関連文書を収録。具体的には，1984年2
月（東京），1984年8月（ワシントン），1985年3月（東京），1986年6月（東京，非公式）
に開催された各協議の議題等に関する事前調整，対処方針，協議の概要報告及び
米国のマグロ缶詰輸入規制に関する情報，洋上買付事業（ＪＶ）に関する協議を含
む。

1980/11 1986/8

2018-1076 経済使節団カナダ訪問
外務省委託による経済使節団のカナダ派遣に関する文書を収録。具体的には，派
遣経緯，在カナダ日本公館との来往電，勉強会，倉成外務大臣メッセージ，対外発
表を含む。なお，使節団と先方要人の会談録は含まれていない。

1986/2 1986/9

2018-1077 投資環境調査団カリブ・中米諸国訪問
1986年2月に日本から派遣されたカリブ･中米諸国に対する投資環境調査団に関す
る文書を収録。主として事前勉強会資料，調査団の各国における日程，調査結果報
告等を含む。

1985/10 1986/6

2018-1078 投資環境調査団カリブ・中米諸国訪問
1986年2月に日本から派遣されたカリブ･中米諸国に対する投資環境調査団の派遣
準備に関する文書を収録。主として，調査団の概要，関連資料等を含む。なお，調査
報告は含まれていない。

1985/11 1986/4

31



平成30年9月28日外交記録公開　概要

管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始
ファイル期間

終了

2018-1079 米国農業法（1985年）
1985年に制定された米国農業法に関する文書を収録。具体的には，諸外国の反
応，影響，報道振り，米国の輸出ボーナス計画の評価報告書を含む。

1985/10 1986/8

2018-1080 米国税制改革
米国レーガン政権が実施した税制改革に関する文書を収録。具体的には，上院税
制委員会，下院歳入委員会，税制改革法，財務長官・大統領会見を含む。

1984/8 1986/6

2018-1081 キューバ対外債務問題
キューバの対外債務繰延に関する要請とこれに対する日本を初めとする各国の対
応に関する文書を収録。具体的には，要請内容，パリクラブ合意との関連，とりまと
め資料，商業ベースの借款支払い停止・遅延，債権国会議等を含む。

1986/1 1986/12

2018-1082 ジャマイカ対外債務問題

ジャマイカの対外債務問題に関する資料を収録。具体的にはパリクラブ(債権国会
議)における対ジャマイカ債権の取り扱いに関する議論と右会議に臨む日本の対処
方針，ジャマイカとの間に存する債権の繰延問題の処理に関する日本・ジャマイカ間
の交渉を含む。

1985/4 1985/12

2018-1083 ソ連・自由圏諸国貿易

ソ連・自由圏諸国（西欧諸国等）貿易に関する文書を収録。具体的には，西側諸国と
ソ連との経済関係，ブレジネフ書記長の西独訪問（独ソ首脳会談）関連文書，日ソ経
済関係（ヤンブルク天然ガスプロジェクト），米ソ経済関係，独ソ経済関係（独ソ合同
経済委員会），ソ・仏常設混合経済委員会等を含む。

1980/10 1982/1

2018-1084 ソ連・自由圏諸国貿易
ソ連・自由圏諸国貿易，ポーランド情勢/対ソ連措置に関する文書を収録。具体的に
は，ECの対ソ経済制裁，ポーランド情勢，米の対ソ制裁措置，欧州諸国の対ソ制裁
措置に関する文書等を含む。

1982/1 1982/2

2018-1085 ソ連対外貿易

ソ連対外貿易に関する文書を収録。具体的には，ヤンブルク・プロジェクト，ポーラン
ド問題，ソ連天然ガス供給契約（報道），ソ連・仏経済関係（報道），米国の対ソ経済
措置（ヤンブルク・パイプライン問題），ＮＡＴＯサミット（共同宣言），米国の対ソ措置
強化問題に関する文書等を含む。

1982/2 1982/10

2018-1086 ソ連対外貿易
ソ連対外貿易に関する文書を収録。具体的には，バックリー米国務次官の訪欧，対
ソ信用供与問題に関する西側諸国会合，ソ連の米銀からの借り入れの報道振りを
含む。

1982/3 1982/10

2018-1087
メキシコ対外債務問題／メキシコ債務危機（1986
年）

メキシコ対外債務問題との関連でメキシコから日本への要人訪問に関する文書を収
録。具体的には，1986年4月のシルバ・ヘルソフ大蔵大臣訪日とその際の各種表敬・
会談（中曽根総理表敬，安倍外相表敬等），及び同年9月のペトリチオリ大蔵大臣の
訪日とその際の各種表敬・会談（中曽根総理表敬，宮沢蔵相，田村通産相との会談
概要等）を含む。

1986/3 1986/9
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2018-1088 日本の対エジプト経済協力政策
エジプトに対する経済協力の関連で，交換公文のアラビア語正文化の検討過程に関
する文書を収録。

1984/5 1986/5

2018-1089
債務救済／対ブラジル・リスケ（輸出保険、付保債
権）

ブラジルの債務問題に関する文書を収録。具体的には，日本の輸出保険引受停止・
同再開，債務救済措置についての日・ブラジル二国間協定（民間付保債権分）合
意，日本ウジミナス（株）の債権等の資料を含む。

1983/5 1986/6

2018-1090 OECD環境委員会／都市問題アド・ホック・グループ
OECD環境委員会の都市問題アド・ホック・グループに関する文書を登録。具体的に
は1986年10月に開催された都市グループ大臣会合（日本からは建設事務次官が出
席）の日程・代表団，代表ステートメント，プレス・コミュニケ，報告を含む。

1984/5 1986/12

2018-1091
GATT閣僚会議に際する倉成大臣と南米要人の会
談

1986年9月，ウルグアイ・プンタデルエステで開催されたＧＡＴＴ閣僚会議における倉
成外相とサンギネッティ・ウルグアイ大統領との会見他，ブラジル，チリ要人との会談
の記録を収録。

1986/9 1986/9

2018-1092
GATT多国間繊維取極第3条協議／日米繊維（HS
導入）

米国による「繊維製品の国際貿易に関する取極」（MFA）第3条発動によって行われ
た日米間交渉に関する文書を収録。具体的には，米国によるMFA3条発動品リスト，
米国からの協議要請口上書を含む。

1986/4 1986/10

2018-1093 日ソ航空
日ソ航空に関する文書を収録。具体的には，特別機乗り入れに関するソ側よりの照
会，日ソ航空当局間協議，日ソ航空企業間協議，航空当局代表団間の合意議事
録，モスクワ・大阪定期便開設問題等に関する文書を含む。

1984/9 1986/3

2018-1094 日ソ航空
日ソ航空に関する文書を収録。具体的には，札幌航空管制局とハバロフスク航空管
制局の協議及びソ連と米国との間の定期航空路交渉に関する文書を含む。

1985/10 1986/11

2018-1095 日米航空
日米航空協議に関する文書を収録。主として1986年1月の交渉に至る経緯，交渉概
要，日本側の対応方針，結果等の文書を含む。

1985/2 1986/1

2018-1096 日米航空
日米航空協議に関する文書を収録。主として1986年3月及び7月の交渉内容，日本
側の対応方針，結果等の文書を含む。

1986/1 1986/12
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2018-1097 日米航空協議
日米航空協議に関する文書を収録。主として，1984年3月（於 東京），1984年9月（於
サンディエゴ）の協議の記録及び資料，コンチネンタル・エア・ミクロネシア航空問題
資料を含む。

1984/4 1986/5

2018-1098 日・トルコ親善使節団トルコ訪問

1986年5月から6月にかけて行われた日・トルコ親善使節団のトルコ訪問に関する文
書を収録。具体的には，日・トルコ親善使節団のトルコ訪問の経緯と団員の決定,日
程調整及び行事参加，中曽根総理からオザール・トルコ首相宛親書，訪問に関わる
報告を含む。

1986/2 1986/6

2018-1099 三笠宮同妃両殿下のトルコ訪問／トルコ日本週間

1986年5月から6月にかけて行われた三笠宮同妃両殿下のトルコ御訪問と同時期に
開催されたトルコ日本週間に関する文書を収録。具体的には，三笠宮同妃両殿下の
トルコ御訪問の経緯と日程調整，トルコ日本週間の行事と日程調整，これらに関す
る報道振り，結果報告と所感を含む。

1985/10 1986/8

2018-1100 スウェーデン交流センター
（財)スウェーデン交流協会のセンター建設に関する文書を収録。具体的には，外務
省と北海道開発庁（当時）の認可団体であるスウェーデン交流協会のセンター建設
に係わる外務省補助金支出，建設契約の承認等に関する文書を含む。

1984/1 1986/8

2018-1101 日墨学院／国際交流基金を通じた建設費援助

メキシコにおける日墨学院建設の経緯に関わる文書を収録。具体的には，1974年9
月に田中総理とエシエヴェリア・メキシコ大統領との共同声明に基づいて，日本語教
育などを目的とした日墨学院建設のために国際交流基金を通じて総額3億円を贈与
するに至った経緯として，日本政府に対する補助金申請，対外的な募金問題，学院
の建設計画及び経営問題，国際交流基金との書簡交換に関する文書を含む。

1974/7 1979/1

2018-1102 コロンビア・ネバド・デル・ルイス火山噴火

1985年11月に発生したコロンビア・ネバド・デル・ルイス火山の噴火に関する文書を
収録。主として，噴火及びその被害に関する情報，コロンビア政府の対応，日本から
の見舞電，日本の緊急援助，援助のあり方に関する駐コロンビア大使所感，各国の
反応，官房長官へのブリーフィング資料，国会答弁資料，対議員説明，とりまとめ資
料を含む。

1985/11 1986/6

2018-1103 コロンビア・ネバド・デル・ルイス火山噴火
1985年11月に発生したコロンビア・ネバド・デル・ルイス火山の噴火に対する援助関
連文書を収録。主として，各国の援助状況，民間募金・義援金，災害復興援助，緊
急災害援助，医療チームの派遣，日本の援助，調査団報告書等の文書を含む。

1985/11 1986/6

2018-1104 日米保健・衛生／医事、薬事
日米間の保健・衛生に関する問題のうち，主として医事及び薬事に関する文書を収
録。具体的には，日米ハイ・レベル協議第1～4回医薬品，医療機器会合，まぐろ缶
詰停留措置，食品添加物問題を含む。

1985/2 1986/4
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2018-1105 日英医療協力
日英医療協力に関する文書を収録。具体的には，日英医師相互開業取極に関する
交渉経緯及び合意後の口上書の交換，並びに日英医療協力協議の対処方針及び
議事録を含む。

1964/3 1986/6

2018-1106 日本赤軍メンバーの強制送還
日本赤軍メンバーがスウェーデンから強制送還され，旅券法違反により起訴された
事件（一人は黙秘釈放）に関する文書を収録。具体的には，警察庁からの資料提供
依頼，外務省回答及び外務省提出の供述調書，スウェーデン報道ぶりを含む。

1975/9 1985/4

2018-1107 本邦移住政策／移住政策問題1

日本および各国の移民政策に関する一連の文書類を収録。具体的には，事業団ベ
レーン支部会議に関する報告書，岩手県知事他による外務省に対する要望書，米
国の移民国籍法一部改正案に対する関係各国の見解，韓国政府の対南米移民送
出停止措置，移民政策に関する種々調書類，報道を含む。

1967/3 1973/4

2018-1108 日・ブラジル移住混合委員会（第4～8回）
ブラジルで開催された日・ブラジル移住混合委員会開催に関する文書を収録，具体
的には，第4回から第8回委員会に関する開催報告，運営方針を含む。

1967/4 1973/5

2018-1109 日・ブラジル移住混合委員会（第9～12回）

ブラジルで開催された日・ブラジル移住混合委員会開催に関連する文書を収録。具
体的には，第9回～第12回までの同移住混合委員会の開催状況，各委員会での議
題（年度毎の移住者導入枠，入植後の具体的事項）の決定や委員の任命等の取り
纏め，および各回の議事録を含む。

1971/4 1975/3

2018-1110 昭和61年三笠宮同妃両殿下トルコ御訪問
昭和61年5月～6月に三笠宮同妃両殿下がトルコを御訪問された際の文書を収録。
具体的には，御訪問の日程，ロジブック，閣議了解及びブルガリアからの両殿下に
対する招待に関する文書を含む。

1986/4 1986/6

2018-1111 昭和61年徳仁親王殿下英国御訪問
昭和61年7月に徳仁親王殿下がアンドリュー皇子の結婚式出席のために英国を御
訪問された際の文書を収録。具体的には，殿下の御動静，御訪問日程及び日程調
整，閣議了解，対外発表，報道記事，随行員などに関する文書を含む。

1986/3 1986/8

2018-1112 常陸宮正仁親王同妃両殿下パラグアイ御訪問
1986年10月の「パラグアイ国日本人移住五十周年記念式典」出席のためパラグアイ
を御訪問された常陸宮・同妃両殿下の御訪問関連文書を収録。御訪問の経緯，日
程，御一行名簿，御動静報告を含む。

1985/7 1986/10
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2018-1113 常陸宮正仁親王同妃両殿下パラグアイ御訪問
1986年10月の「パラグアイ国日本人移住五十周年記念式典」出席のためパラグアイ
を御訪問された常陸宮・同妃両殿下の御訪問関連文書を収録。閣議了解，お言葉，
米国及びブラジル立ち寄りの報告を含む。

1986/7 1986/10

2018-1114 日ソ儀礼親善
日ソ儀礼親善に関する文書を収録。具体的には，閣僚等就任に対する祝意，天皇
誕生日への祝電，ルイシコフ新首相就任に際する中曽根総理からの祝電，日航機
事故に関するソ連からの弔辞，シェワルナッゼ外相就任祝電等を含む。

1984/1 1986/10

2018-1115 外国人叙勲／フランス
外国人叙勲に関する文書を収録。具体的には，フランスの在本邦大使館の特命全
権大使及び元館員（外交官，駐在武官），元原子力庁長官，仏科学アカデミー会員
などに対する叙勲に関する文書を含む。

1983/10 1986/12

2018-1116
外国人叙勲／ローマ法王庁、ホンジュラス、ハイチ、
イタリア

外国人叙勲に関する文書を収録。具体的には，ローマ法王庁の在本邦大使館の特
命全権大使（故人）及び元館員（外交官），ホンジュラスの特命全権大使，ハイチの
日本名誉領事，イタリアの特命全権大使及び元館員（外交官）に対する叙勲に関す
る文書を含む。

1964/7 1986/4

2018-1117 在米国日本大使一時帰国

松永駐米大使の一時帰国時に行われた日本側要人への表敬・会談の概要を記した
文書を収録。具体的には，1985年7月（首相，関係閣僚，自民党幹事長・政調会長，
経団連会長，日商会長等），1985年11月（関係閣僚，経団連会長等），1986年3月
（首相，関係閣僚，前川前日銀総裁，経団連会長，日経連会長等）を含む。

1985/7 1986/3

2018-1118 在本邦諸外国大公使接受／ペルー

在本邦諸外国大公使接受に関する文書を収録。具体的には，ペルーのフリオ・ダ
ヴィラ公使からルイス・マキャベロ大使までの歴代駐日大公使の接受に関し，アグレ
マンの要請及び付与，閣議請議，信任状奉呈に関する口上書及び関係文書を含
む。

1955/3 1986/4

2018-1119 在本邦諸外国大使接受／アルゼンチン、豪州

在本邦諸外国大使接受に関する文書を収録。具体的には，アルゼンチンのホルヘ・
オリア大使からエンリケ・ロス大使までの6代に亘る駐日大使，並びに豪州のキース・
シャン大使からウォルター・ミラー大使までの5代に亘る駐日大使の接受に関し，ア
グレマンの要請及び付与，閣議請議，信任状奉呈に関する口上書及び関係文書を
含む。

1971/9 1986/10

2018-1120 外国公館の特権免除（現地職員の解雇を巡る問題）
外国公館の特権免除の解釈・適用に関する文書を収録。具体的には，在日EC代表
部の現地職員（日本人）が試用期間終了後に解雇された問題を巡る訴訟と和解に至
る経緯に関する文書を含む。

1981/5 1986/5
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2018-1121 日本スペイン協会

（財)日本スペイン協会の日・スペイン会館建設に関する文書を収録。具体的には，
外務省の認可団体である日本スペイン協会の日・スペイン会館建設に係わる外務
省援助金支出，協会の各年度の事業・予算計画書と事業・収支報告書等に関する
文書を含む。

1979/5 1986/9

2018-1122 在レニングラード日本総領事館

在レニングラード日本国総領事館（1991年に在サンクトペテルブルク日本国総領事
館に改称）に関する文書を収録。具体的には，1986年の合志前総領事の帰朝報告，
同総領事館の建物の歴史文書（ロシア語），現地の在留邦人数および実態調査を含
む。

1971/5 1986/6

2018-1123 中近東大使会議（昭和61年度）
昭和61年度中近東大使会議に関する資料を収録。具体的には，右大使会議におけ
る大臣訓示，議題案，議事録を含む。

1986/7 1986/11

2018-1124 中南米大使会議（昭和61年度）
1986年8月，サンパウロで開催された中南米大使会議関連文書を収録。主として，議
題案，議事次第，会議資料，開催に関する記事資料，倉成大臣訓示案，提言案，対
外応答要領，報道ぶり，中南米局長報告等を含む。

1986/7 1986/8

2018-1125 中南米大使会議（昭和61年度）
1986年8月，サンパウロで開催された中南米大使会議関連文書を収録。主として，議
事録，幹部会用資料，倉成外相訓示，提言案，中南米局長発言ポイント等を含む。

1986/8 1986/9

2018-1126 在アフガニスタン日本大使館館員行方不明事件
1984年にカブールで発生した在アフガニスタン日本大使館館員の行方不明と解放関
係資料を収録。同館員の帰国後の記者会見，報道振りを含む。

1984/6 1984/8
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