平成31年2月28日外交記録公開 概要
分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-BM000-000101

日本国とビルマとの間の貿易取極 調印書

1953年12月8日，日本国とビルマとの間の貿易取極の調印書。

1953/12/8

1953/12/8

戦後-BM000-000102

日本国とビルマとの間の貿易取極 入国滞在等に関
する交換公文

1953年12月8日，日本国とビルマとの間の貿易取極の入国滞在等に関
する交換公文。

1953/12/8

1953/12/8

戦後-BM000-000103

日本国とビルマとの間の貿易取極 両国間貿易促進
に関する交換公文

1953年12月8日，日本国とビルマとの間の貿易取極の両国間貿易促進
に関する交換公文。

1953/12/8

1953/12/8

戦後-BM000-000104

日本国とビルマとの間の貿易取極 ビルマ米長期買い 1953年12月8日，日本国とビルマとの間の貿易取極のビルマ米長期買い
付け取極に関する交換公文
付け取極に関する交換公文。

1953/12/8

1953/12/8

戦後-BM000-000105

日本国とビルマとの間の貿易取極 米の価格に関する 1953年12月8日，日本国とビルマとの間の貿易取極の米の価格に関する
交換公文
交換公文。

1953/12/8

1953/12/8

戦後-BM000-000106

日本国とビルマとの間の貿易取極 政府配給機構に
関する交換公文

1953年12月8日，日本国とビルマとの間の貿易取極の政府配給機構に
関する交換公文。

1953/12/8

1953/12/8

戦後-BM000-000107

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1957年12月20日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関
る交換公文 来簡
する交換公文の来簡。

1957/12/20

1957/12/20

戦後-BM000-000108

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1959年2月25日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関す
る交換公文
る交換公文。

1959/2/25

1959/2/25
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平成31年2月28日外交記録公開 概要
分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-BM000-000109

日本国とビルマとの間の貿易取極 効力の一ヵ年延長 1960年4月5日，日本国とビルマとの間の貿易取極の効力の一ヵ年延長
に関する交換公文
に関する交換公文。

1960/4/5

1960/4/5

戦後-BM000-000110

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1961年5月9日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関す
る交換公文 来簡
る交換公文の来簡。

1961/5/9

1961/5/9

戦後-BM000-000111

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1961年5月9日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関す
る交換公文 往簡写
る交換公文の往簡写。

1961/5/9

1961/5/9

戦後-BM000-000112

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1962年4月20日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関す
る交換公文 来簡
る交換公文の来簡。

1962/4/20

1962/4/20

戦後-BM000-000113

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1962年4月20日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関す
る交換公文 往簡写
る交換公文の往簡写。

1962/4/20

1962/4/20

戦後-BM000-000114

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1963年2月20日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関す
る交換公文
る交換公文。

1963/2/20

1963/2/20

戦後-BM000-000115

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1963年12月27日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関
る交換公文
する交換公文。

1963/12/27

1963/12/27

戦後-BM000-000116

日本国とビルマとの間の貿易取極 一ヵ年延長に関す 1964年12月28日，日本国とビルマとの間の貿易取極の一ヵ年延長に関
る交換公文
する交換公文。

1964/12/28

1964/12/28
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平成31年2月28日外交記録公開 概要
分類番号

史料件名

戦後-C(N)0-000101

中華民国と占領下の日本国との間の貿易のための金
融取極によって設定されたオープン勘定における権利
及び利益の移譲及び引受に関する連合軍最高司令
官、日本政府及び中華民国間の協定 調印書

戦後-C(N)0-000201

史料概要

開始年月日

終了年月日

1952年2月25日，中華民国と占領下の日本国との間の貿易のための金
融取極によって設定されたオープン勘定における権利及び利益の移譲
及び引受に関する連合軍最高司令官、日本政府及び中華民国間の協
定の調印書。

1952/2/25

1952/2/25

日本、中華民国間貿易に関する交換公文 来簡

1952年4月24日，日本、中華民国間貿易に関する交換公文の来簡。

1952/4/24

1952/4/24

戦後-C(N)0-000202

日本、中華民国間貿易に関する交換公文 往簡写

1952年4月24日，日本、中華民国間貿易に関する交換公文の往簡写。

1952/4/24

1952/4/24

戦後-C(N)0-000301

日華（中華民国）貿易計画の更新に関する交換公文
来簡

1954年3月31日，日華（中華民国）貿易計画の更新に関する交換公文の
来簡。

1954/3/31

1954/3/31

戦後-C(N)0-000302

日華（中華民国）貿易計画の更新に関する交換公文
往簡写

1954年3月31日，日華（中華民国）貿易計画の更新に関する交換公文の
往簡写。

1954/3/31

1954/3/31

戦後-C(N)0-000401

日華（中華民国）海運会議覚書 本書

1955年1月7日，日華（中華民国）海運会議覚書の本書。

1955/1/7

1955/1/7

戦後-C(N)0-000501

日華（中華民国）航空取極（交換公文） 来簡

1955年3月15日，日華（中華民国）航空取極（交換公文）の来簡。

1955/3/15

1955/3/15

戦後-C(N)0-000502

日華（中華民国）航空取極（交換公文） 往簡写

1955年3月15日，日華（中華民国）航空取極（交換公文）の往簡写。

1955/3/15

1955/3/15
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平成31年2月28日外交記録公開 概要
分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-C(N)0-000503

日華（中華民国）航空取極（交換公文） 一部修正交
換公文

1960年5月18日，日華（中華民国）航空取極（交換公文）の一部修正交換
公文。

1960/5/18

1960/5/18

戦後-C(N)0-000504

日華（中華民国）航空取極（交換公文） 一部修正交
換公文

1960年6月18日，日華（中華民国）航空取極（交換公文）の一部修正交換
公文。

1960/6/18

1960/6/18

戦後-C(N)0-000505

日華（中華民国）航空取極（交換公文） 一部修正交
換公文

1966年3月30日，日華（中華民国）航空取極（交換公文）の一部修正交換
公文。

1966/3/30

1966/3/30

戦後-C(N)0-000506

日華（中華民国）航空取極（交換公文） 路線の修正
交換公文 来簡

1969年4月23日，日華（中華民国）航空取極（交換公文）の路線の修正交
換公文の来簡。

1969/4/23

1969/4/23

戦後-C(N)0-000507

日華（中華民国）航空取極（交換公文） 路線の修正
交換公文 往簡写

1969年4月23日，日華（中華民国）航空取極（交換公文）の路線の修正交
換公文の往簡写。

1969/4/23

1969/4/23

戦後-CL000-000101

日本・セイロン間貿易協定 調印書

1952年9月6日，日本・セイロン間貿易協定の調印書。

1952/9/6

1952/9/6

戦後-CL000-000102

日本・セイロン間貿易協定 輸出，輸入品目表

1952年9月6日，日本・セイロン間貿易協定の輸出，輸入品目表。

1952/9/6

1952/9/6

戦後-CL000-000103

日本・セイロン間貿易協定 交換公文（三種類）

1952年9月6日，日本・セイロン間貿易協定の交換公文（三種類）。

1952/9/6

1952/9/6
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平成31年2月28日外交記録公開 概要
分類番号

史料件名

史料概要

1952年9月6日，日本・セイロン間貿易協定の新聞発表。

開始年月日

終了年月日

1952/9/6

1952/9/6

戦後-CL000-000104

日本・セイロン間貿易協定 新聞発表

戦後-CL000-000201

日本・セイロン・エジプト間三角貿易に関する日本・セイ 1957年5月27日，日本・セイロン・エジプト間三角貿易に関する日本・セイ
ロン間の貿易取極 仮署名本書
ロン間の貿易取極の仮署名本書。

1957/5/27

1957/5/27

戦後-CL000-000301

ガット第十八条十八項に関する日本国とセイロンとの
間の合意本書 合意本書

1960年7月14日，ガット第十八条十八項に関する日本国とセイロンとの間
の合意本書の合意本書。

1960/7/14

1960/7/14

戦後-CL000-000401

セイロンに対する円借款の供与に関する交換公文 来 1967年9月22日，セイロンに対する円借款の供与に関する交換公文の来
簡
簡。

1967/9/22

1967/9/22

戦後-CL000-000402

セイロンに対する円借款の供与に関する交換公文 往 1967年9月22日，セイロンに対する円借款の供与に関する交換公文の往
簡写
簡写。

1967/9/22

1967/9/22

戦後-CM000-000101

日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
1966年9月30日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の農
関する交換公文 農業技術センター及び畜産センター
業技術センター及び畜産センターの運営に関する交換公文の来簡。
の運営に関する交換公文 来簡

1966/9/30

1966/9/30

戦後-CM000-000102

日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
1966年9月30日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の農
関する交換公文 農業技術センター及び畜産センター
業技術センター及び畜産センターの運営に関する交換公文の往簡写。
の運営に関する交換公文 往簡写

1966/9/30

1966/9/30

戦後-CM000-000103

日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
1966年9月30日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の医
関する交換公文 医療センターの運営に関する交換公
療センターの運営に関する交換公文の来簡。
文 来簡

1966/9/30

1966/9/30
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分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-CM000-000104

日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
1966年9月30日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の医
関する交換公文 医療センターの運営に関する交換公
療センターの運営に関する交換公文の往簡写。
文 往簡写

1966/9/30

1966/9/30

戦後-CM000-000105

日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
1966年10月2日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の
関する交換公文 1966年10月2日付A．K．P通信掲載
1966年10月2日付A．K．P通信掲載記事。
記事

1966/10/2

1966/10/2

戦後-CM000-000106

日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
関する交換公文 医療センターの運営に関する取極の
改正及び有効期間の延長に関する交換公文 来簡

1969年9月30日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の医
療センターの運営に関する取極の改正及び有効期間の延長に関する交
換公文の来簡。

1969/9/30

1969/9/30

戦後-CM000-000107

日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
関する交換公文 医療センターの運営に関する取極の
改正及び有効期間の延長に関する交換公文 往簡写

1969年9月30日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の医
療センターの運営に関する取極の改正及び有効期間の延長に関する交
換公文の往簡写。

1969/9/30

1969/9/30

1969年9月30日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の農
業技術センター及び畜産センターの運営に関する取極の有効期間の延
長に関する交換公文の来簡。

1969/9/30

1969/9/30

1969年9月30日，日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定に
基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に関する交換公文の農
業技術センター及び畜産センターの運営に関する取極の有効期間の延
長に関する交換公文の往簡写。

1969/9/30

1969/9/30

戦後-CM000-000108

戦後-CM000-000109

日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
関する交換公文 農業技術センター及び畜産センター
の運営に関する取極の有効期間の延長に関する交換
公文 来簡
日本国とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定
に基づいてカンボジアに設置されたセンターの運営に
関する交換公文 農業技術センター及び畜産センター
の運営に関する取極の有効期間の延長に関する交換
公文 往簡写

戦後-CM000-000201

日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す 1968年11月2日，日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
る交換公文 往簡写
る交換公文の往簡写。

1968/11/2

1968/11/2

戦後-CM000-000202

日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す 1968年11月2日，日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
る交換公文 来簡
る交換公文の来簡。

1968/11/2

1968/11/2
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分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-CM000-000203

日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
1971年11月1日，日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
る交換公文 有効期間の延長に関する交換公文 来
る交換公文の有効期間の延長に関する交換公文の来簡。
簡

1971/11/1

1971/11/1

戦後-CM000-000204

日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
1971年11月1日，日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
る交換公文 有効期間の延長に関する交換公文 口
る交換公文の有効期間の延長に関する交換公文の口上書。
上書

1971/11/1

1971/11/1

戦後-CM000-000205

日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
1971年11月1日，日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
る交換公文 有効期間の延長に関する交換公文 往
る交換公文の有効期間の延長に関する交換公文の往簡写。
簡写

1971/11/1

1971/11/1

戦後-CM000-000206

日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
1974年11月1日，日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
る交換公文 有効期間の延長に関する交換公文 来
る交換公文の有効期間の延長に関する交換公文の来簡。
簡

1974/11/1

1974/11/1

戦後-CM000-000207

日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
1974年11月1日，日本国とカンボジアとの間のとうもろこしの開発に関す
る交換公文 有効期間の延長に関する交換公文 往
る交換公文の有効期間の延長に関する交換公文の往簡写。
簡写

1974/11/1

1974/11/1

戦後-CM000-000301

河川用フェリーボートの贈与に関する日本国政府とカ
ンボジア王国政府との間の交換公文 来簡

1970年12月19日，河川用フェリーボートの贈与に関する日本国政府とカ
ンボジア王国政府との間の交換公文の来簡。

1970/12/19

1970/12/19

戦後-CM000-000302

河川用フェリーボートの贈与に関する日本国政府とカ
ンボジア王国政府との間の交換公文 往簡写

1970年12月19日，河川用フェリーボートの贈与に関する日本国政府とカ
ンボジア王国政府との間の交換公文の往簡写。

1970/12/19

1970/12/19

戦後-CM000-000401

カンボジアに対する食糧の援助に関する日本国政府と 1971年11月18日，カンボジアに対する食糧の援助に関する日本国政府
カンボジア共和国政府との間の交換公文 来簡
とカンボジア共和国政府との間の交換公文の来簡。

1971/11/18

1971/11/18
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分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-CM000-000402

カンボジアに対する食糧の援助に関する日本国政府と 1971年11月18日，カンボジアに対する食糧の援助に関する日本国政府
カンボジア共和国政府との間の交換公文 往簡写
とカンボジア共和国政府との間の交換公文の往簡写。

1971/11/18

1971/11/18

戦後-IN000-000101

1956年度インドネシア糖の輸入に関する日本・インドネ 1956年9月20日，１９５６年度インドネシア糖の輸入に関する日本・インド
シア間交換公文 来簡
ネシア間交換公文の来簡。

1956/9/20

1956/9/20

戦後-IN000-000102

1956年度インドネシア糖の輸入に関する日本・インドネ 1956年9月20日，１９５６年度インドネシア糖の輸入に関する日本・インド
シア間交換公文 往簡写
ネシア間交換公文の往簡写。

1956/9/20

1956/9/20

戦後-IN000-000103

1956年度インドネシア糖の輸入に関する日本・インドネ 1956年9月20日，１９５６年度インドネシア糖の輸入に関する日本・インド
シア間交換公文 附属交換公文
ネシア間交換公文の附属交換公文。

1956/9/20

1956/9/20

戦後-K(S)0-000101

大韓民国と占領下の日本国との間の貿易のための金
融協定によって設定されたオープン勘定における権利
及び利益の移譲及び引受に関する連合国最高司令
官、日本国政府及び大韓民国政府間の協定 署名本
書

1951/11/7

1951/11/7

戦後-K(S)0-000201

日本国と大韓民国との間の現行の貿易、金融協定の 1952年4月28日，日本国と大韓民国との間の現行の貿易、金融協定の
条項を対日平和条約発効後新協定の締結まで事実上 条項を対日平和条約発効後新協定の締結まで事実上適用することに関
適用することに関する交換公文 来簡
する交換公文の来簡。

1952/4/28

1952/4/28

戦後-K(S)0-000202

日本国と大韓民国との間の現行の貿易、金融協定の 1952年4月28日，日本国と大韓民国との間の現行の貿易、金融協定の
条項を対日平和条約発効後新協定の締結まで事実上 条項を対日平和条約発効後新協定の締結まで事実上適用することに関
適用することに関する交換公文 往簡写
する交換公文の往簡写。

1952/4/28

1952/4/28

戦後-K(S)0-000203

日本国と大韓民国との間の現行の貿易、金融協定の
1952年4月28日，日本国と大韓民国との間の現行の貿易、金融協定の
条項を対日平和条約発効後新協定の締結まで事実上
条項を対日平和条約発効後新協定の締結まで事実上適用することに関
適用することに関する交換公文 右公文の字句の説明
する交換公文の右公文の字句の説明に関する交換公文。
に関する交換公文

1952/4/28

1952/4/28

1951年11月7日，大韓民国と占領下の日本国との間の貿易のための金
融協定によって設定されたオープン勘定における権利及び利益の移譲
及び引受に関する連合国最高司令官、日本国政府及び大韓民国政府
間の協定の署名本書。
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平成31年2月28日外交記録公開 概要
分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-K(S)0-000301

日本国と大韓民国との間の暫定海運協定の条項を対 1952年4月28日，日本国と大韓民国との間の暫定海運協定の条項を対
日平和条約発効後通商航海条約の締結まで事実上適 日平和条約発効後通商航海条約の締結まで事実上適用することに関す
用することに関する交換公文 来簡
る交換公文の来簡。

1952/4/28

1952/4/28

戦後-K(S)0-000302

日本国と大韓民国との間の暫定海運協定の条項を対 1952年4月28日，日本国と大韓民国との間の暫定海運協定の条項を対
日平和条約発効後通商航海条約の締結まで事実上適 日平和条約発効後通商航海条約の締結まで事実上適用することに関す
用することに関する交換公文 往簡写
る交換公文の往簡写。

1952/4/28

1952/4/28

戦後-K(S)0-000401

日韓暫定海運協定の条項の適用を延長することに関 1953年4月27日，日韓暫定海運協定の条項の適用を延長することに関
する交換公文 第1次延長に関する来往簡
する交換公文の第１次延長に関する来往簡。

1953/4/27

1953/4/27

戦後-K(S)0-000402

日韓暫定海運協定の条項の適用を延長することに関 1954年4月27日，日韓暫定海運協定の条項の適用を延長することに関
する交換公文 第2次延長に関する来往簡
する交換公文の第２次延長に関する来往簡。

1954/4/27

1954/4/27

戦後-K(S)0-000501

日韓オープン勘定残高の決済等に関する交換公文
来簡

1961年4月22日，日韓オープン勘定残高の決済等に関する交換公文の
来簡。

1961/4/22

1961/4/22

戦後-K(S)0-000502

日韓オープン勘定残高の決済等に関する交換公文
往簡写

1961年4月22日，日韓オープン勘定残高の決済等に関する交換公文の
往簡写。

1961/4/22

1961/4/22

戦後-LA000-000101

ラオスに対する食糧の援助の供与期間の延長に関す 1970年2月27日，ラオスに対する食糧の援助の供与期間の延長に関す
る交換公文 来簡
る交換公文の来簡。

1970/2/27

1970/2/27

戦後-LA000-000102

ラオスに対する食糧の援助の供与期間の延長に関す 1970年2月27日，ラオスに対する食糧の援助の供与期間の延長に関す
る交換公文 往簡写
る交換公文の往簡写。

1970/2/27

1970/2/27
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平成31年2月28日外交記録公開 概要
分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-LA000-000103

ラオスに対する食糧の援助の供与期間の延長に関す
1970年2月27日，ラオスに対する食糧の援助の供与期間の延長に関す
る交換公文 1970年1月13日付交換公文に関する交換
る交換公文の1970年1月13日付交換公文に関する交換書簡の来簡。
書簡 来簡

1970/2/27

1970/2/27

戦後-LA000-000104

ラオスに対する食糧の援助の供与期間の延長に関す
1970年2月27日，ラオスに対する食糧の援助の供与期間の延長に関す
る交換公文 1970年1月13日付交換公文に関する交換
る交換公文の1970年1月13日付交換公文に関する交換書簡の往簡写。
書簡 往簡写

1970/2/27

1970/2/27

戦後-NE000-000101

日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とネ 1970年2月2日，日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とネ
パール王国政府との交換公文 来簡
パール王国政府との交換公文の来簡。

1970/2/2

1970/2/2

戦後-NE000-000102

日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とネ 1970年2月1日，日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とネ
パール王国政府との交換公文 署名委任状
パール王国政府との交換公文の署名委任状。

1970/2/1

1970/2/1

戦後-NE000-000103

日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とネ 1970年2月2日，日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とネ
パール王国政府との交換公文 往簡写
パール王国政府との交換公文の往簡写。

1970/2/2

1970/2/2

戦後-PH000-000101

フィリピン国と占領下日本との間の貿易のための金融
取極によって設定されたオープン勘定における権利及
び利益の移譲及び引受に関する連合国最高司令官と
日本政府及びフィリピン共和国政府間協定 調印書

1952年3月19日，フィリピン国と占領下日本との間の貿易のための金融
取極によって設定されたオープン勘定における権利及び利益の移譲及
び引受に関する連合国最高司令官と日本政府及びフィリピン共和国政
府間協定の調印書。

1952/3/19

1952/3/19

戦後-PH000-000201

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1952年6月30日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1952.9.30まで延長に関するもの
の1952年9月30日まで延長に関するもの。

1952/6/30

1952/6/30

戦後-PH000-000202

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1952年9月16日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1953.1.31まで延長に関するもの
の1953年1月31日まで延長に関するもの。

1952/9/16

1952/9/16
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分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-PH000-000203

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1953年1月20日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1953.5.31まで延長に関するもの
の1953年5月31日まで延長に関するもの。

1953/1/20

1953/1/20

戦後-PH000-000204

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1953年5月27日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1953.9.30まで延長に関するもの
の1953年9月30日まで延長に関するもの。

1953/5/27

1953/5/27

戦後-PH000-000205

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1953年9月19日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1954.1.31まで延長に関するもの
の1954年1月31日まで延長に関するもの。

1953/9/19

1953/9/19

戦後-PH000-000206

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1954年1月29日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1954.3.17まで延長に関するもの
の1954年3月17日まで延長に関するもの。

1954/1/29

1954/1/29

戦後-PH000-000207

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1954年3月15日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1954.5.20まで延長に関するもの
の1954年5月20日まで延長に関するもの。

1954/3/15

1954/3/15

戦後-PH000-000208

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1954年5月19日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1954.9.17まで延長に関するもの
の1954年9月17日まで延長に関するもの。

1954/5/19

1954/5/19

戦後-PH000-000209

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1954年9月16日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1955.1.31まで延長に関するもの
の1955年1月31日まで延長に関するもの。

1954/9/16

1954/9/16

戦後-PH000-000210

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1955年1月31日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1955.5.31まで延長に関するもの
の1955年5月31日まで延長に関するもの。

1955/1/31

1955/1/31
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分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-PH000-000211

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1955年5月31日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1955.9.30まで延長に関するもの
の1955年9月30日まで延長に関するもの。

1955/5/31

1955/5/31

戦後-PH000-000212

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1955年9月30日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1956.1.31まで延長に関するもの
の1956年1月31日まで延長に関するもの。

1955/9/30

1955/9/30

戦後-PH000-000213

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1956年1月31日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1956.5.31まで延長に関するもの
の1956年5月31日まで延長に関するもの。

1956/1/31

1956/1/31

戦後-PH000-000214

日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文 1956年5月31日，日本・フィリピン間貿易協定の延長に関する交換公文
1956.8.31まで延長に関するもの
の1956年8月31日まで延長に関するもの。

1956/5/31

1956/5/31

戦後-PH000-000301

マリキナ河多目的計画及び電気通信施設拡張改善計 1959年9月7日，マリキナ河多目的計画及び電気通信施設拡張改善計画
画のための信用の供与に関する日本国政府とフィリピ のための信用の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間
ン共和国政府との間の交換公文 来簡 四種
の交換公文の来簡の四種。

1959/9/7

1959/9/7

戦後-PH000-000302

マリキナ河多目的計画及び電気通信施設拡張改善計 1959年9月7日，マリキナ河多目的計画及び電気通信施設拡張改善計画
画のための信用の供与に関する日本国政府とフィリピ のための信用の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間
ン共和国政府との間の交換公文 往簡写 四種
の交換公文の往簡写の四種。

1959/9/7

1959/9/7

戦後-PK000-000101

1950年9月14日署名の占領下の日本国とパキスタンと
1952年4月26日，（1950年9月14日署名の）占領下の日本国とパキスタン
の間の貿易協定の延長に関する交換公文 来簡（協
との間の貿易協定の延長に関する交換公文の来簡（協定文付）。
定文付）

1952/4/26

1952/4/26

戦後-PK000-000102

1950年9月14日署名の占領下の日本国とパキスタンと 1952年4月26日，（1950年9月14日署名の）占領下の日本国とパキスタン
の間の貿易協定の延長に関する交換公文 協定文中 との間の貿易協定の延長に関する交換公文の協定文中の読みかえ個
の読みかえ個所に関する来簡
所に関する来簡。

1952/4/26

1952/4/26
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分類番号

史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-SP000-000101

日・マ（マレーシア）航空協定の効力に関するシンガ
ポール政府との間の交換公文 来簡

1965年11月4日，日・マ（マレーシア）航空協定の効力に関するシンガ
ポール政府との間の交換公文の来簡。

1965/11/4

1965/11/4

戦後-SP000-000102

日・マ（マレーシア）航空協定の効力に関するシンガ
ポール政府との間の交換公文 往簡写

1965年11月4日，日・マ（マレーシア）航空協定の効力に関するシンガ
ポール政府との間の交換公文の往簡写。

1965/11/4

1965/11/4

戦後-SP000-000201

シンガポールに対する円借款の供与に関する交換公
文 来簡

1970年10月9日，シンガポールに対する円借款の供与に関する交換公
文の来簡。

1970/10/9

1970/10/9

戦後-SP000-000202

シンガポールに対する円借款の供与に関する交換公
文 往簡写

1970年10月9日，シンガポールに対する円借款の供与に関する交換公
文の往簡写。

1970/10/9

1970/10/9

戦後-SP000-000203

シンガポールに対する円借款の供与に関する交換公
文 署名委任状（シンガポール側）

1970年10月7日，シンガポールに対する円借款の供与に関する交換公
文の署名委任状（シンガポール側）。

1970/10/7

1970/10/7

戦後-SP000-000301

シンガポールとの査証免除取極 口上書 日本側

1971年12月1日，シンガポールとの査証免除取極の口上書の日本側。

1971/12/1

1971/12/1

戦後-SP000-000302

シンガポールとの査証免除取極 口上書 シンガポー 1971年12月1日，シンガポールとの査証免除取極の口上書のシンガポー
ル側
ル側。

1971/12/1

1971/12/1

戦後-TH000-000101

日本国とタイとの間の貿易取極 署名本書

1956/4/9

1956/4/9

1956年4月9日，日本国とタイとの間の貿易取極の署名本書。
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史料件名

史料概要

開始年月日

終了年月日

戦後-TH000-000102

日本国とタイとの間の貿易取極 米買付に関する交換 1956年4月9日，日本国とタイとの間の貿易取極の米買付に関する交換
公文
公文。

1956/4/9

1956/4/9

戦後-TH000-000103

日本国とタイとの間の貿易取極 オープン勘定残高処 1956年4月9日，日本国とタイとの間の貿易取極のオープン勘定残高処
理に関する交換公文
理に関する交換公文。

1956/4/9

1956/4/9

戦後-TH000-000104

日本国とタイとの間の貿易取極 合意された議事録

1956年4月9日，日本国とタイとの間の貿易取極の合意された議事録。

1956/4/9

1956/4/9

戦後-TH000-000105

日本国とタイとの間の貿易取極 繰延払L/Aに基く支
払に関する来簡

1956年4月9日，日本国とタイとの間の貿易取極の繰延払L/Aに基く支払
に関する来簡。

1956/4/9

1956/4/9

戦後-TH000-000201

電気通信訓練センターの設立に関する日本国とタイと 1960年8月24日，電気通信訓練センターの設立に関する日本国とタイと
の間の協定 署名本書（合意議事録）
の間の協定の署名本書（合意議事録）。

1960/8/24

1960/8/24

戦後-TH000-000202

電気通信訓練センターの設立に関する日本国とタイと 1964年1月30日，電気通信訓練センターの設立に関する日本国とタイと
の間の協定 協定改正に関する交換公文
の間の協定の協定改正に関する交換公文。

1964/1/30

1964/1/30

戦後-TH000-000301

ヴィールス研究所の設置に関する日本国とタイとの間 1961年11月25日，ヴィールス研究所の設置に関する日本国とタイとの間
の協定 署名本書
の協定の署名本書。

1961/11/25

1961/11/25

戦後-TH000-000302

ヴィールス研究所の設置に関する日本国とタイとの間 1961年11月25日，ヴィールス研究所の設置に関する日本国とタイとの間
の協定 付属合意議事録
の協定の付属合意議事録。

1961/11/25

1961/11/25
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戦後-VT000-000101

日本国政府とベトナム共和国政府との間の医療協力
に関する交換公文 来簡

1967年6月10日，日本国政府とベトナム共和国政府との間の医療協力に
関する交換公文の来簡。

1967/6/10

1967/6/10

戦後-VT000-000102

日本国政府とベトナム共和国政府との間の医療協力
に関する交換公文 往簡写

1967年6月10日，日本国政府とベトナム共和国政府との間の医療協力に
関する交換公文の往簡写。

1967/6/10

1967/6/10

戦後-VT000-000201

カントー大学農学部に対する技術協力に関する日本国
1970年3月7日，カントー大学農学部に対する技術協力に関する日本国
政府とベトナム共和国政府との間の協定 協定本書
政府とベトナム共和国政府との間の協定の協定本書（日本側所持分）。
（日本側所持分）

1970/3/7

1970/3/7

戦後-VT000-000202

カントー大学農学部に対する技術協力に関する日本国
1970年3月7日，カントー大学農学部に対する技術協力に関する日本国
政府とベトナム共和国政府との間の協定 ステートメン
政府とベトナム共和国政府との間の協定のステートメント写（日本側）。
ト写（日本側）

1970/3/7

1970/3/7

戦後-VT000-000203

カントー大学農学部に対する技術協力に関する日本国 1970年3月7日，カントー大学農学部に対する技術協力に関する日本国
政府とベトナム共和国政府との間の協定 ステートメン 政府とベトナム共和国政府との間の協定のステートメント写（ベトナム
ト写（ベトナム側）
側）。

1970/3/7

1970/3/7

戦後-VT000-000301

難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と 1970年4月18日，難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と
ベトナム共和国政府との間の交換公文 来簡
ベトナム共和国政府との間の交換公文の来簡。

1970/4/18

1970/4/18

戦後-VT000-000302

難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と 1970年4月18日，難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と
ベトナム共和国政府との間の交換公文 往簡写
ベトナム共和国政府との間の交換公文の往簡写。

1970/4/18

1970/4/18

戦後-VT000-000303

難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と 1970年5月20日，難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と
ベトナム共和国政府との間の交換公文 第7項訂正に ベトナム共和国政府との間の交換公文の第7項訂正に関する口上書の
関する口上書 来簡
来簡。

1970/5/20

1970/5/20
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戦後-VT000-000304

難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と 1970年5月20日，難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と
ベトナム共和国政府との間の交換公文 第7項訂正に ベトナム共和国政府との間の交換公文の第7項訂正に関する口上書の
関する口上書 往簡写
往簡写。

1970/5/20

1970/5/20

戦後-VT000-000305

難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と 1971年3月20日，難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と
ベトナム共和国政府との間の交換公文 援助の供与 ベトナム共和国政府との間の交換公文の援助の供与期間の延長に関す
期間の延長に関する交換書簡 来簡
る交換書簡の来簡。

1971/3/20

1971/3/20

戦後-VT000-000306

難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と 1971年3月20日，難民用住宅建設のための贈与に関する日本国政府と
ベトナム共和国政府との間の交換公文 援助の供与 ベトナム共和国政府との間の交換公文の援助の供与期間の延長に関す
期間の延長に関する交換書簡 往簡写
る交換書簡の往簡写。

1971/3/20

1971/3/20

戦後-VT000-000401

ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政
1970年6月9日，ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政府
府とベトナム共和国政府との間の交換公文 交換公文
とベトナム共和国政府との間の交換公文の交換公文の往簡写。
往簡写

1970/6/9

1970/6/9

戦後-VT000-000402

ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政
1970年6月9日，ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政府
府とベトナム共和国政府との間の交換公文 交換公文
とベトナム共和国政府との間の交換公文の交換公文の来簡。
来簡

1970/6/9

1970/6/9

戦後-VT000-000403

ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政 1970年6月9日，ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政府
府とベトナム共和国政府との間の交換公文 交換公文 とベトナム共和国政府との間の交換公文の交換公文第１１項に関する交
第11項に関する交換公文 往簡写
換公文の往簡写。

1970/6/9

1970/6/9

戦後-VT000-000404

ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政 1970年6月9日，ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政府
府とベトナム共和国政府との間の交換公文 交換公文 とベトナム共和国政府との間の交換公文の交換公文第１１項に関する交
第11項に関する交換公文 来簡
換公文の来簡。

1970/6/9

1970/6/9

戦後-VT000-000405

ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政
府とベトナム共和国政府との間の交換公文 会談録
（日本側所持分）

1970/6/9

1970/6/9

1970年6月9日，ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政府
とベトナム共和国政府との間の交換公文の会談録（日本側所持分）。
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1970年6月9日，ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政府
とベトナム共和国政府との間の交換公文の会談録の会談録写（ベトナム
側所持分）。

1970/6/9

1970/6/9

戦後-VT000-000406

ベトナムに対する農業物資の援助に関する日本国政
府とベトナム共和国政府との間の交換公文 会談録
会談録写（ベトナム側所持分）

戦後-VT000-000501

ダニム発電所修復工事のための贈与に関する日本国 1970年10月17日，ダニム発電所修復工事のための贈与に関する日本国
政府とベトナム共和国政府との間の交換公文 来簡 政府とベトナム共和国政府との間の交換公文の来簡。

1970/10/17

1970/10/17

戦後-VT000-000502

ダニム発電所修復工事のための贈与に関する日本国 1970年10月17日，ダニム発電所修復工事のための贈与に関する日本国
政府とベトナム共和国政府との間の交換公文 往簡写 政府とベトナム共和国政府との間の交換公文の往簡写。

1970/10/17

1970/10/17

戦後-VT000-000601

ディーゼル発電所計画のための円借款供与に関する
1970年12月16日，ディーゼル発電所計画のための円借款供与に関する
日本国政府とベトナム共和国政府との間の交換公文
日本国政府とベトナム共和国政府との間の交換公文の来簡。
来簡

1970/12/16

1970/12/16

戦後-VT000-000602

ディーゼル発電所計画のための円借款供与に関する
1970年12月16日，ディーゼル発電所計画のための円借款供与に関する
日本国政府とベトナム共和国政府との間の交換公文
日本国政府とベトナム共和国政府との間の交換公文の往簡写。
往簡写

1970/12/16

1970/12/16

戦後-VT000-000701

カントー火力発電所計画のためのベトナム共和国に対 1971年9月18日，カントー火力発電所計画のためのベトナム共和国に対
する円借款供与に関する日本国政府とベトナム共和 する円借款供与に関する日本国政府とベトナム共和国政府との間の交
国政府との間の交換公文 往簡写
換公文の往簡写。

1971/9/18

1971/9/18

戦後-VT000-000702

カントー火力発電所計画のためのベトナム共和国に対 1971年9月18日，カントー火力発電所計画のためのベトナム共和国に対
する円借款供与に関する日本国政府とベトナム共和 する円借款供与に関する日本国政府とベトナム共和国政府との間の交
国政府との間の交換公文 来簡
換公文の来簡。

1971/9/18

1971/9/18

戦後-VT000-000801

ダニム発電所の完全な復旧工事のための贈与に関す
1971年10月2日，ダニム発電所の完全な復旧工事のための贈与に関す
る日本国政府とベトナム共和国政府との間の交換公
る日本国政府とベトナム共和国政府との間の交換公文の往簡写。
文 往簡写

1971/10/2

1971/10/2
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ダニム発電所の完全な復旧工事のための贈与に関す
1971年10月2日，ダニム発電所の完全な復旧工事のための贈与に関す
る日本国政府とベトナム共和国政府との間の交換公
る日本国政府とベトナム共和国政府との間の交換公文の来簡。
文 来簡

18

開始年月日

終了年月日

1971/10/2

1971/10/2

