
令和元年9月30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

D'.1.3.0.3-3

講和条約発効後における本邦人戦犯取扱

関係雑件　仮出所者関係（勧告書）　第

11巻（第37回）

巣鴨刑務所服役中のBC級戦犯（米国裁判関係

者）の仮出所を求めるために，法務省から外務

省へ送付された関係書類一式を収録。中央更正

保護審査会作成の「赦免勧告に関する決定書」

もしくは「仮出所勧告に関する決定書」及び右

添付書類（「赦免の処分に関する意見書」，

「仮出所証書案」，「仮出所申請書」，「行状

成績報告書」，「判決執行経過概要報告書」，

「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」）

を含む。

1945/8/1 1955/2/28

D'.1.3.0.3-3

講和条約発効後における本邦人戦犯取扱

関係雑件　仮出所者関係（勧告書）　第

12巻（第37回）

巣鴨刑務所服役中のBC級戦犯（米国裁判関係

者）の仮出所を求めるために，法務省から外務

省へ送付された関係書類一式を収録。中央更正

保護審査会作成の「赦免勧告に関する決定書」

もしくは「仮出所勧告に関する決定書」及び右

添付書類（「赦免の処分に関する意見書」，

「仮出所証書案」，「仮出所申請書」，「行状

成績報告書」，「判決執行経過概要報告書」，

「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」）

を含む。

1946/3/1 1955/5/31
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令和元年9月30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

D'.1.3.0.3-3

講和条約発効後における本邦人戦犯取扱

関係雑件　仮出所者関係（勧告書）　第

13巻（第37回）

巣鴨刑務所服役中のBC級戦犯（米国裁判関係

者）の仮出所を求めるために，法務省から外務

省へ送付された関係書類一式を収録。中央更正

保護審査会作成の「赦免勧告に関する決定書」

もしくは「仮出所勧告に関する決定書」及び右

添付書類（「赦免の処分に関する意見書」，

「仮出所証書案」，「仮出所申請書」，「行状

成績報告書」，「判決執行経過概要報告書」，

「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」）

を含む。

1945/9/1 1955/3/31

D'.1.3.0.3-3

講和条約発効後における本邦人戦犯取扱

関係雑件　仮出所者関係（勧告書）　第

14巻（第38～43回）

巣鴨刑務所服役中のBC級戦犯（米国裁判関係

者）の仮出所を求めるために，法務省から外務

省へ送付された関係書類一式を収録。中央更正

保護審査会作成の「赦免勧告に関する決定書」

もしくは「仮出所勧告に関する決定書」及び右

添付書類（「赦免の処分に関する意見書」，

「仮出所証書案」，「仮出所申請書」，「行状

成績報告書」，「判決執行経過概要報告書」，

「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」）

を含む。

1946/4/1 1955/6/30

2019-1224 国連安全保障理事会（チャド情勢）

国連安保理におけるチャド情勢の審議に関する

文書を収録。具体的には，審議状況，事務局文

書等を含む。

1983/8/1 1984/10/31
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令和元年9月30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

2019-1225 ウィリアムズバーグ・サミット

ウィリアムズバーグ・サミット及び中曽根総理

のニュー・ヨーク立ち寄りに関する文書を収

録。具体的には，記者会見，記者ブリーフィン

グ等，及び中曽根総理と諸外国との首脳会談，

デ・クエヤル事務総長との会談等を含む。

1983/5/1 1983/6/30

2019-1226 拷問等禁止条約（国連人権委報告等）

拷問等禁止条約起草に関する文書等を収録。具

体的には，国連人権委員会の経済社会理事会へ

の作業状況報告（英文）等を含む。

1978/2/1 1984/12/31

2019-1227 女子差別撤廃条約　擬問擬答決裁書
女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准に関する擬問擬答等を含む。
1984/1/1 1985/2/28

2019-1228 生物兵器禁止条約（国内施行法）

生物兵器禁止条約に関する文書を収録。具体的

には，同条約の批准に伴う国内立法措置等に関

する検討を含む。

1971/7/1 1978/10/31

2019-1229 生物兵器禁止条約（国内施行法）

生物兵器禁止条約に関する文書を収録。具体的

には，同条約の批准に伴う国内立法措置等に関

する検討を含む。

1982/8/1 1983/1/31

2019-1230 生物兵器禁止条約（国内措置）

生物兵器禁止条約に関する文書を収録。具体的

には，同条約の批准に伴う国内措置等に関する

検討を含む。

1977/1/1 1977/10/31

2019-1231 生物兵器禁止条約（政令）

生物兵器禁止条約に関する文書を収録。具体的

には，生物兵器禁止条約実施法に関する政令案

に関する関係省庁の意見交換等を含む。

1982/2/1 1984/12/31

2019-1232 化学兵器禁止条約　（'80軍縮会議）
化学兵器禁止条約に関する文書を収録。具体的

には，軍縮委員会における審議等を含む。
1979/8/1 1980/7/31
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令和元年9月30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

2019-1233 化学兵器禁止条約　資料

化学兵器禁止条約に関する文書を収録。具体的

には，同条約に関する審議の経緯及び問題点等

を含む。

1974/4/1 1987/8/31

2019-1234 化学兵器禁止条約（軍縮委員会）
化学兵器禁止条約に関する文書を収録。具体的

には，軍縮委員会における審議等を含む。
1979/12/1 1980/6/30

2019-1235 化学兵器禁止条約（軍縮会議）
化学兵器禁止条約に関する文書を収録。具体的

には，軍縮委員会における審議等を含む。
1976/12/1 1978/12/31

2019-1236 日豪科学技術協力

日豪科学技術協力に関する文書を収録。具体的

には日豪科学技術協定の延長手続きに関する文

書を含む。

1985/5/1 1985/11/30

2019-1237 カンボジア難民援助

カンボジアに関する資料。カンボジア難民に関

する情報・各国の対応・日本の対応に関する公

電・決裁文書・資料等。

1979/6/1 1980/5/31

2019-1238 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電・資料等。

1979/1/1 1984/2/28

2019-1239 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電等。

1982/11/1 1983/2/28

2019-1240 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電・資料等。

1983/1/1 1985/5/31
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令和元年9月30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

2019-1241 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電等。

1983/5/1 1983/8/31

2019-1242 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電・資料・調書等。

1983/11/1 1984/9/30

2019-1243 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電・資料等。

1984/3/1 1984/5/31

2019-1244 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電・資料等。

1984/7/1 1984/9/30

2019-1245 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電・資料等。

1984/8/1 1984/11/30

2019-1246 カンボジア問題

カンボジアに関する資料。カンボジア紛争に関

する情勢・各国の対応・日本の対応に関する公

電・資料等。

1985/2/1 1985/10/31

2019-1247 ワチラロンコン・タイ皇太子殿下の訪日

1971年11月のタイ・ワチラロンコン皇太子殿下

の訪日資料。日程，フライト，宿舎，タイ側と

の連絡に関する資料。

1971/10/1 1971/11/30

2019-1248 中曽根総理訪タイ1(1983年)

1983年5月の中曽根総理のタイ訪問に関する資

料。首脳会談，外相会談等のサブ資料，共同コ

ミュニケ，報道振り，日程，経費等。

1983/4/1 1983/5/31
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令和元年9月30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

2019-1249 中曽根総理訪タイ2(1983年)

1983年5月の中曽根総理のタイ訪問に関する資

料。各種スピーチ，ステートメント，プレス対

応，接遇要領等。

1983/4/1 1983/5/31

2019-1250 日タイ経済協議（第1回）
日本とタイの関係に関する資料。経済協議に関

する公電・資料・報道等。
1984/11/1 1985/12/31

2019-1251 日タイ構造調整小委員会
日本とタイの関係に関する資料。構造調整小委

員会に関する公電・資料・報道等。
1984/7/1 1985/11/30

2019-1252 日タイ航空協定
日本とタイの関係に関する資料。航空協定交渉

に関する公電・テキスト・資料・報道等。
1975/3/1 1982/8/31

2019-1253 日タイ合同貿易経済委員会（第11回）

日本とタイの関係に関する資料。日タイ合同貿

易経済委員会に関する公電，サブ資料，ロジ関

係文書，プレス関係等。

1984/6/1 1984/8/31

2019-1254 日タイ貿易合同委員会（第11回）

日本とタイの関係に関する資料。日タイ貿易合

同委員会に関する公電，サブ資料，ロジ関係文

書，プレス関係等。

1984/7/1 1984/9/30

2019-1255 ミャンマー軍事情勢1

1980年から1984年にかけてのビルマの軍事情勢

に関する資料。防衛情報，報道，関係国からの

情報電，報告供覧等。

1980/1/1 1984/12/31

2019-1256
ミャンマー内政1（ラングーン爆弾テロ事

件）

1983年10月のビルマにおける爆発テロ事件に関

する資料。韓国，中国，米国の反応，国連での

やりとり，日本政府の対応等。

1983/10/1 1983/11/30

2019-1257
ミャンマー要人の訪日4（サンユ大統領訪

日1）

1984年7月のサンユ大統領の訪日に関する資料。

日程，随員，配車，招聘手続き等のロジ資料。
1984/5/1 1984/7/31
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令和元年9月30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

2019-1258
ミャンマー要人の訪日5（サンユ大統領訪

日2）

1984年7月のサンユ大統領の訪日に関する資料。

各種会談，スピーチ等のサブ資料。
1984/5/1 1984/7/31

2019-1259
第一次藤尾正行自由民主党政調会長ミッ

ション

日本とシンガポール・ビルマとの関係に関する

資料。藤尾正行自民党政調会長の訪問に関する

サブ資料，親書等。

1985/3/1 1985/5/31

2019-1260
第二次藤尾正行自由民主党政調会長ミッ

ション

日本とシンガポール・ビルマとの関係に関する

資料。藤尾正行自民党政調会長の訪問に関する

ロジ・サブ資料，会談報告等。

1985/5/1 1985/9/30

2019-1261 日・インドネシア科学技術協力

日本とインドネシアの関係に関する資料。科学

技術分野の協力に関する原研とBATAN間の取決

め等。

1980/12/1 1984/10/31

2019-1262 日・スリランカ投資保護協定，司法共助

日スリランカ関係に関する資料。投資保護協定

条文・擬問擬答，司法共助に関する交換公文

等。

1982/4/1 1982/10/31

2019-1263
200海里漁業問題（ナウル協定関係資

料）

200海里漁業問題に関する資料。ミクロネシア，

マーシャル，キリバス，ナウル，パラオ，パプ

アニューギニア，ソロモンが締結したナウル協

定と我が国との関係に関する公電・資料等。

1983/6/1 1986/3/31

2019-1264 豪州カウラ日本人墓地
オーストラリアのカウラ日本人墓地に関する資

料。整備経緯，維持費，各種式典，契約等。
1965/6/1 1983/1/31
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令和元年9月30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

2019-1265
モンデール米国副大統領欧州訪問，ホノ

ルル演説

1977年のモンデール米国副大統領の欧州訪問，

1978年5月にホノルルで行われた演説に関する報

告・分析・報道等の公電。ホノルル演説で米国

のアジア重視が強く表明された。

1977/1/1 1978/5/31

2019-1266 パナマ外交

パナマを中心とした中米情勢の資料。外交

（米，中米，コンタドーラグループ，アジア

等），防衛（米等）に関する様々な問題につい

ての情報・報道振り等。

1983/1/1 1985/12/31

2019-1267 パナマ運河

パナマ運河に関する資料。パナマ運河代替案調

査委員会，外交取極交渉に関する動き，関連文

書，日本の対応等に関する資料・公電。

1985/7/1 1985/10/31

2019-1268 パナマ運河　外交取極及び署名式

パナマ運河に関する資料。パナマ運河代替案調

査委員会，外交取極交渉に関する日本の対応に

関する公電・資料，署名式関係の文書等。

1985/7/1 1985/10/31

2019-1269 パナマ運河代替案

パナマ運河に関する資料。パナマ運河代替案に

関する調査・報告書，非公式会合関係の対処方

針等の資料，パナマ・米国内での動きの公電

等。

1985/7/1 1985/12/31

2019-1270 第15回日・メキシコ交流計画

日・メキシコ交流に関する資料。第15回交流計

画に関する参加者募集，人選，説明会，日程等

の調整及び各種関連資料。

1985/1/1 1985/12/31
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令和元年9月30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

2019-1271 第二パナマ運河

パナマ運河に関する資料。第2パナマ運河に関す

るFS準備委員会に関する日本の対応に関する対

処方針，公電，予算関係資料，文書，参考資料

等。

1984/5/1 1984/8/31

2019-1272 第二パナマ運河建設構想

パナマ運河に関する資料。第2パナマ運河構想に

関するパナマ・米国等の動き，日本の対応，日

パナマ共同コミュニケ，日本要人のパナマ訪問

等。

1980/1/1 1980/8/31

2019-1273 在ソ連日本大使館建設

在ソ連日本大使館建設問題。1977年1月の基本合

意後の大蔵省との折衝，ソ連側との包括的文

書，大使館の規模に関する交渉，地質調査，設

計図書，建設工事，日本側技術指導者・専門家

の派遣，費用支払い，引渡しに関する文書のや

りとり等。

1977/1/1 1978/5/31

2019-1274 在ソ連日本大使館建設

在ソ連日本大使館建設問題。1977年1月の基本合

意後の対処方針，大蔵省との協議，ソ連側への

口上書案提示，ソ連側との交渉。交渉内容は地

質調査，設計図書，建設工事，日本側技術指導

者・専門家の派遣，費用支払い，引渡し等。

1978/5/1 1978/8/31
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令和元年9月30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

2019-1275 在ソ連日本大使館建設

在ソ連日本大使館建設問題。1977年1月の基本合

意後の対処方針，大蔵省との協議，ソ連側への

口上書案提示，ソ連側との口上書・議定書交

渉，各種案文。交渉内容は地質調査，設計図

書，建設工事，日本側技術指導者・専門家の派

遣，費用支払い，引渡し等。

1978/9/1 1978/10/31

2019-1276 在ソ連日本大使館建設

在ソ連日本大使館建設問題。1977年1月の基本合

意後のソ連側との口上書・議定書交渉，各種案

文。右に関する各種分析・調書。口上書は大使

館建設に係わる手順・手続き等を規定した包括

文書，議定書は1978年度の支払いの為の契約

書。

1978/10/1 1979/1/31

2019-1277 在ソ連日本大使館建設

在ソ連日本大使館建設問題。1978年12月の口上

書交換，口上書に基づく契約書，エスキーズ

（デザイン・設計の為のスケッチ）案作成等に

関するソ連側との交渉等の文書・調書・資料。

1978/12/1 1979/9/30

2019-1278 在ソ連日本大使館建設

在ソ連日本大使館建設問題。1978年12月の口上

書交換に基づくエスキーズ（デザイン・設計の

為のスケッチ）案，設計契約案，議定書等に関

する最終案文についてのソ連側との交渉関係の

公電・調書・案文・資料。

1983/2/1 1983/5/31
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令和元年9月30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

2019-1279 在ソ連日本大使館建設

在ソ連日本大使館建設問題。1978年12月の口上

書交換に基づく技術設計契約案に関するソ連側

との交渉，合意，署名関係の公電・調書・案

文・資料。

1983/9/1 1984/1/31

2019-1280 欧州安全保障（資料）

欧州の安全保障に関する資料。NATO，CSCE，

軍縮，非核構想に関する外務省作成調書，管内

情勢報告。

1980/6/1 1983/12/31

2019-1281
エレマンイエンセン・デンマーク外相訪

日

1984年12月のデンマーク外相の訪日関係資料。

日程，経費等のロジ資料，外相会談報告，プレ

ス関係，評価等に関する文書。

1984/10/1 1985/1/31

2019-1282
安倍外務大臣デンマーク・スウェーデン

訪問(1985年)

1985年6月の安倍外務大臣のデンマーク訪問に関

する資料。日程・配車等各種ロジ資料，外相会

談報告，スピーチ等に関する文書。

1985/3/1 1985/6/30

2019-1283
管内情勢報告(1972年-1983年)／エジプ

ト

エジプトに関する管内情勢報告。1972年から

1983年に作成された外交・軍事・政治・経済・

社会情勢に関する資料。

1972/12/1 1983/2/28

2019-1284 イラン（調書・資料）

イラン関係の調書・資料。イランの外交・軍

事・内政・経済・社会情勢，日本との外交・経

済関係，日本との要人往来等。

1985/5/1 1987/6/30

2019-1285 クウェート外交

1983年12月の在クウェート米大使館爆破事件，

1984年12月のクウェート機ハイジャック事件の

資料。両事件の事実関係に関する情報，調書，

各国の反応・対応，日本の対応・対外発表，各

種報道振り等。

1983/12/1 1985/1/31
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令和元年9月30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

2019-1286 イラン・イラク紛争（戦乱地家族引揚）

イラン・イラク紛争による外務省による戦乱地

指定に関する資料。指定関係の手続き・経費，

館員・家族の一時帰国手続き，保険等。

1985/3/1 1985/12/31

2019-1287
日・イラン合同委員会（日・イラン閣僚

レベル定期協議）

1985年7月に設置が合意された日･イラン合同委

員会（日・イラン閣僚レベル定期協議）に関す

る資料。設置案に関する日本政府内での準備，

設置に関する議事録案の作成，ラフサンジャニ

議長訪日の際に合意された議事録，プレス発表

等。

1985/5/1 1985/7/31

2019-1288 日・サウジアラビア航空協定交渉

日サウジアラビア航空協定交渉に関する資料。

サウジ航空の羽田乗り入れ，日・サウジ航空協

定交渉の対処方針，来往電，協定案，交渉関係

ロジ資料，報道振り等。

1975/3/1 1976/2/28

2019-1289 日・サウジアラビア航空協定交渉

日サウジアラビア航空協定交渉に関する資料。

1975年9月交渉に関する報告・関連文書，その後

のサウジ側との交渉概要等。

1975/6/1 1978/6/30

2019-1290 ラフサンジャニ・イラン国会議長訪日

1985年7月のラフサンジャニ・イラン国会議長の

訪日に関する資料。事前準備･閣議手続き，日

程・随員等ロジ資料，各種会談資料・スピー

チ，プレス関係資料等。

1985/4/1 1985/7/31

2019-1291 ギニアビサウ政治・経済

ギニアビサウの内政・外交・経済関係の諸情

報，大統領訪日等日本との関係に関する動き，

援助国会合等。

1982/3/1 1985/5/31
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令和元年9月30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

2019-1292 ギニアビサウ政治・経済

ギニアビサウの内政・外交・経済関係の諸情

報，大統領訪日等日本との関係に関する動き，

援助国会合，ラウンドテーブル，大使着任等。

1986/11/1 1995/3/31

2019-1293 セネガル内政

セネガルの内政に関する資料。1983年の総選挙

に関する事前の情報・日本政府の予測・選挙結

果・日本の対応，その他政治・経済事情全般に

関する資料等。

1982/5/1 1983/4/30

2019-1294 ナイジェリア（債務救済）

ナイジェリアの債務救済に関するパリクラブ等

での動きに関する資料。パリクラブ事務局，関

係国，関係省庁とのやりとりに関する公電・文

書・各種統計資料，ナイジェリアとの二国間交

渉のやりとりの公電・資料等。

1989/2/1 1989/7/31

2019-1295 日・マダガスカル関係

マダガスカルと日本の関係に関する資料。戦没

者の遺骨収集に関する各種資料・写真・厚生省

作成文書，特殊潜航艇の引き揚げ，管内情勢報

告等。

1972/10/1 1980/2/29

2019-1296 日本米延払輸出（対マリ）

マリに対する日本米の緊急輸出に関する資料。

マリ側からの支援要請，関係情報の収集，日本

政府関係省庁での検討，合意文書の作成，関係

国への通報，交換公文の署名，報道振り等。

1982/5/1 1984/6/30

2019-1297
国際捕鯨委員会（日米捕鯨 1983年

（1））

国際捕鯨委員会の日米捕鯨問題に関する資料。

大臣・政務次官・次官ブリーフ用資料，日米外

相間書簡，日米外相会談等各種会談用資料。

1983/7/1 1984/7/31
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令和元年9月30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

2019-1298
国際捕鯨委員会（日米捕鯨 1983年

（2））

国際捕鯨委員会の日米捕鯨問題に関する資料。

第4回から第7回日米捕鯨問題ハイレベル協議，

米沢バーン書簡，アドヴァイザリーカウンスル

等。

1983/10/1 1984/3/31

2019-1299
国際捕鯨委員会（日米捕鯨 1984年

（1））

国際捕鯨委員会の日米捕鯨問題に関する資料。

日米捕鯨問題ハイレベル協議ロジ・対処方針，

米作業部会提言，パックウッド修正法，米下院

共同決議案等。

1984/7/1 1984/8/31

2019-1300
国際捕鯨委員会（日米捕鯨 1984年

（2））

国際捕鯨委員会の日米捕鯨問題に関する資料。

第8回日米捕鯨問題ハイレベル協議，ブロー議員

訪日時の外務大臣・農水大臣等との会談，日米

科学者会議，自民党捕鯨問題小委員会等。

1984/8/1 1984/9/30

2019-1301
国際捕鯨委員会（日米捕鯨 1984年

（3））

国際捕鯨委員会の日米捕鯨問題に関する資料。

第9回，第10回日米捕鯨問題ハイレベル協議，対

米申し入れ・異議申し入れ延期，南半球ミンク

鯨捕獲頭数に関する日本の申し入れ，日米外相

会談等日米間ハイレベル協議，総理・官房長

官・大臣ブリーフ資料等。

1984/9/1 1984/10/31

2019-1302
国際捕鯨委員会（日米捕鯨 1984年

（4））

国際捕鯨委員会の日米捕鯨問題に関する資料。

第11回日米捕鯨問題ハイレベル協議，日米間ハ

イレベル協議，総理・官房長官・大臣ブリーフ

資料，グリーンピースの動き，マッコウ鯨出漁

等。

1984/10/1 1984/11/30
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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

2019-1303
国際捕鯨委員会（日米捕鯨 1984年

（5））

国際捕鯨委員会の日米捕鯨問題に関する資料。

マッコウ捕鯨問題，南半球ミンク鯨問題に関す

る日米捕鯨問題ハイレベル協議，ドイツ・スイ

ス・デンマーク・英・ノルウェー・オーストラ

リア・ニュージーランド・米国等での反響等。

1984/11/1 1984/12/31

2019-1304
国際捕鯨委員会（日米捕鯨 1984年

（6））

国際捕鯨委員会の日米捕鯨問題に関する資料。

マッコウ捕鯨問題に関する閣議了解，日米書簡

交換，異議申立撤回，「捕鯨を守る会」デモ，

捕鯨問題議員リスト等。

1984/12/1 1985/2/28

2019-1305
国際捕鯨委員会（第34回年次会合

（11））

国際捕鯨委員会第34回年次会合に関する資料。

会議に先立ち行われた日米協議の公電，各種ブ

リーフ資料，異議申立，商業的捕鯨禁止勧告，

グリーンピースの動き，第35回会合の準備等。

1980/1/1 1982/12/31

2019-1306
国際捕鯨委員会（第35回年次会合報道・

反論）

国際捕鯨委員会第35回年次会合に関する資料。

国内外の報道，反捕鯨抗議，捕鯨反対署名・レ

ター，総理用擬問擬答，グリーンピース等。

1983/1/1 1983/7/31

2019-1307
国際捕鯨委員会（第36回年次会合

（1））

国際捕鯨委員会第36回年次会合に関する資料。

ロジ，技術委員会，違反分科会，科学小委員

会，本会議，議題，年次会議，対処方針，捕鯨

問題検討会等。

1984/2/1 1984/6/30

2019-1308
国際捕鯨委員会（第36回年次会合

（2））

国際捕鯨委員会第36回年次会合に関する資料。

コスタリカ，ウルグアイ，アルゼンチン，ブラ

ジル，チリ，ペルー，オーストラリア，ニュー

ジーランド対応等。

1984/5/1 1984/6/30
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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

2019-1309
国際捕鯨委員会（第36回年次会合

（3））

国際捕鯨委員会第36回年次会合に関する資料。

アラスカ関係，大臣ブリーフ用資料，会議報

告，今度の取り進め方，報道等。

1984/5/1 1984/6/30

2019-1310
国際捕鯨委員会（第36回年次会合

（4））

国際捕鯨委員会第36回年次会合に関する資料。

結果に関する各国の反応，問題点・異常性論

文，謝意表明，配分協議，科学者会議，日ソ監

視員協定実施等。

1984/5/1 1984/9/30

2019-1311
国際捕鯨委員会（第36回年次会合

（5））

国際捕鯨委員会第36回年次会合に関する資料。

異議申立・省内決裁・各省打ち合わせ・閣議決

定，異議申立延期・各国への通報，マッコウ鯨

出漁対外応答要領，大臣ブリーフ用資料，広報

用資料，ミンク鯨異議申立，ブラジル異議申立

等。

1984/9/1 1984/10/31

2019-1312
国際捕鯨委員会（第36回年次会合

（6））

国際捕鯨委員会第36回年次会合に関する資料。

捕鯨反対キャンペーン・日航ボイコット，ブラ

ジルからの研修生受け入れ，スペイン語広報資

料等。

1984/10/1 1985/3/31

2019-1313
国際捕鯨委員会（第37回年次会合

（1））

国際捕鯨委員会第37回年次会合に関する資料。

年次会議関係ロジ，関係事務局文書，ミンク目

視ワークショップ，違反分科会，科学小委員

会，財政小委員会，対処方針，評価等。

1985/4/1 1985/8/31
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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

2019-1314
国際捕鯨委員会（第37回年次会合

（2））

国際捕鯨委員会第37回年次会合に関する資料。

日航ボイコット，日本からの各国への事前申し

入れ・各国の反応，みどりの党の申し入れ，米

国からの申し入れ，セイシェルの動向等。

1985/5/1 1985/7/31

2019-1315
国際捕鯨委員会（第37回年次会合

（3））

国際捕鯨委員会第37回年次会合に関する資料。

グリーンピース等反捕鯨キャンペーン，年次会

合結果，科学小委員会，財政小委員会，違反分

科会，コミッショナー会合，技術小委員会，原

住民生存捕鯨小委員会，マッコウ鯨資源分類

等。

1985/7/1 1985/8/31

2019-1316
国際捕鯨委員会（第38回年次会合

（1））

国際捕鯨委員会第38回年次会合に関する資料。

捕鯨船の登録，原住民生存捕鯨分科会，モラト

リアムの社会的経済的影響に関するWG，調査捕

鯨に関するWG，鯨と経済摩擦等。

1985/11/1 1986/4/30

2019-1317 日・フィリピン捕鯨（1）

日フィリピン捕鯨協議に関する資料。フィリピ

ン側の事情，日フィリピン間のやりとりに関す

る公電，日本の対処方針，関係文書等。

1983/1/1 1984/2/29

2019-1318 日・フィリピン捕鯨（2）

日フィリピン捕鯨協議に関する資料。日フィリ

ピン間のやりとりに関する公電，日本の対処方

針，関係文書，合意文書，報道振り等。

1984/1/1 1985/5/31

2019-1319 日米捕鯨問題（訴訟（1））

1984年12月に行われた米反捕鯨環境保護団体グ

ループによる訴訟問題に関する資料。訴訟に関

する事実関係，関係公文書，日本政府・日本の

業界の対応等の資料。

1984/11/1 1985/2/28
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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

2019-1320 日米捕鯨問題（訴訟（2））

日米漁業問題と国際司法裁判所提訴に関する資

料。米国への対抗措置として検討された日本政

府による国際司法裁判所提訴に関する文書・調

書等。

1982/8/1 1985/3/31

2019-1321 日米捕鯨問題（訴訟（3））

1984年12月に行われた米反捕鯨環境保護団体グ

ループによる訴訟問題に関する資料。環境保護

団体提出文書，聴聞会，判決，判決に対する反

響，その後の手続き等。

1985/5/1 1985/9/30

2019-1322
南極あざらし保存条約（国会審議・受諾

書送付）

南極のアザラシの保護に関する条約の資料。国

会承認・審議関係，受諾書，ECによる仔あざら

し毛皮輸入禁止，各国の加入，運用レビュー会

合等。

1979/5/1 1985/8/31

2019-1323 北西大西洋漁業委員会（国会（1））

「北西大西洋の漁業についての今後の多国間の

協力に関する条約」に関する資料。国会関係手

続き，条文，擬問擬答，議事録。

1979/11/1 1980/1/31

2019-1324 北西大西洋漁業委員会（国会（2））

「北西大西洋の漁業についての今後の多国間の

協力に関する条約」に関する資料，資料，擬問

擬答，衆議院・参議院議事録。

1979/1/1 1979/8/31

2019-1325
大西洋まぐろ類保存国際委員会（会議ド

キュメント）

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）に関

する資料。EEC加盟に関する議論，第8回通常会

議，第1回特別会議，マイアミ大西洋くろまぐろ

資源に関するアセスメント等。

1977/7/1 1984/2/29
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2019-1326
大西洋まぐろ類保存国際委員会（全権会

議等）

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）に関

する資料。1984年7月に行われたEEC加盟に係わ

る条約議定書作成のための締約国代表会議に関

する各国への事前調査・日本の対処方針・結

果・関連文書等。

1984/2/1 1984/8/31

2019-1327
大西洋まぐろ類保存国際委員会（第4回特

別会合）

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）に関

する資料。第4回特別会議事務局文書・日本の対

処方針・会議報告等。

1984/5/1 1984/11/30

2019-1328
大西洋まぐろ類保存国際委員会（第8回通

常会合）

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）に関

する資料。第8回通常会議関係ロジ・対処方針・

会議結果報告・議長選出・違反委員会・財政レ

ポート・分担金等。

1983/2/1 1984/4/30

2019-1329
大西洋まぐろ類保存国際委員会（第8回通

常会合・科学者会議）

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）に関

する資料。第8回通常会議科学者会議・クロマグ

ロ・カツオ・漁獲統計等。

1982/11/1 1984/4/30

2019-1330 FAO漁業関係（第13回水産委員会他）

FAOの漁業関係の動きに関する資料。第13回，

第14回水産委員会・日本の対処方針・報告，漁

業管理開発技術会議，1980年の世界の漁獲量

等。

1979/1/1 1982/12/31

2019-1331 対GATT通報（通産省他）

GATTと日本の関係に関する資料。通産省，農水

省，厚生省，運輸省，消防庁関係のGATT通報関

係文書。

1980/2/1 1981/11/30
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2019-1332 中国・ソ連のGATT加入

GATTと日本の関係に関する資料。中国とソ連の

加盟に関する日本の分析・対処方針，米国等の

動き，中国・ソ連の動き・発言，ジュネーブで

のやりとり，報道振り等。

1980/1/1 1984/7/31

2019-1333 中曽根総理訪欧(1985年)　第1巻

1985年7月の中曽根総理のフランス・イタリア・

バチカン・ベルギー・EC訪問の資料。日程等事

前準備関係，各種ロジ，会談用勉強会・資料・

報告，プレス関係，報道振り，評価等。

1984/12/1 1985/8/31

2019-1333 中曽根総理訪欧(1985年)　第2巻

1985年7月の中曽根総理のフランス・イタリア・

バチカン・ベルギー・EC訪問の資料。日程等事

前準備関係，各種ロジ，会談用勉強会・資料・

報告，プレス関係，報道振り，評価等。

1985/6/1 1985/7/31

2019-1334 国際海事機関（IMO）公法議定書

1973年の油以外の物質による汚染に関する公法

議定書に関する資料。外務省内読会，国内法受

皿，法制局審査，擬問擬答等。

1980/3/1 1997/4/1

2019-1335
国際民間航空機関（ICAO）第25回臨時総

会

1984年に開催されたICAO臨時総会に関する資

料。対処方針，総会用資料，事務局作成文書

等。

1984/3/1 1984/9/1

2019-1336 南極あざらし条約　国会審議

「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」関

係の資料。国会審議用に作成された各種資料，

国会審議記録，各種参考資料等。

1980/4/1 1981/4/30
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2019-1337
アジア開発銀行（ADB）第17回アムステ

ルダム総会／中国参加問題

1983年2月に中国が表明したADB参加問題に関す

る資料。日本の基本的対応，米国の対応，各国

の対応，台湾問題等に関する公電・資料・調書

等。

1983/4/1 1985/1/31

2019-1338
アジア開発銀行（ADB）第18回バンコク

総会／中国参加

1983年2月に中国が表明したADB参加問題に関す

る資料。日本の基本的対応，米国の対応，各国

の対応，台湾問題等に関する公電・資料・調書

等。

1985/3/1 1985/8/31

2019-1339 対フィリピン円借款（1985年度）

フィリピンに対する援助に関する国際会議の資

料。援助国会合小委員会に関する日本の対応，

会議結果，各種資料・文書，報道振り等。

1985/1/1 1985/9/30

2019-1340
第2次対中国円借款（1984年度～1985年

度）

中国に対する円借款の資料。頭金支払方式，第

一次円借款竣工式，第二次北京駅建設計画，日

中技術協力年次協議，E／N署名等。

1984/9/1 1985/4/30

2019-1341
経済協力／対アジア，中近東（実行会議

資料）

アジア・中近東諸国に対する経済協力の資料。

中国，フィリピン，インドネシア，タイ，マ

レーシア，ビルマ，スリランカ，パキスタン，

ブータン，ラオス，エジプト，スーダン，イエ

メン等に対する日本の経済協力の資料。

1983/4/1 1984/3/31

2019-1342 経済協力マスターファイル

経済協力に関する各種文書・調書・資料。開発

途上国の分類基準，外務省とJICAの業務分担，

行政管理庁説明，経済協力の国際比較，食料援

助，社会インフラに対するソフトローン等。

1976/1/1 1977/11/30
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2019-1343 経済協力マスターファイル

経済協力に関する各種文書・調書・資料。JICA

事業計画・定員・移管，国際協力事業団法改

正・各省協議・法制局審査等。

1977/12/1 1978/1/31

2019-1344
昭和53年度UNCTAD，TDBフォローアッ

プ

UNCTAD貿易開発理事会（TDB)に関する資料。

1978年3月に開催された閣僚会議のフォローアッ

プ関係の文書・調書，昭和53年度補正予算措置

等。

1978/4/1 1978/9/30

2019-1345
昭和53年度債務救済無償

（UNCTAD/TDB閣僚会議）

UNCTAD貿易開発理事会（TDB)に関する資料。

1978年3月に開催された閣僚会議に臨む日本の対

処方針，報告書，参考資料，報道振り等。

1978/1/1 1978/12/31

2019-1346 昭和53年度債務救済無償（マスター2）

債務救済のための無償資金協力に関する資料。

本スキームに関する各種説明資料・国会答弁資

料・調書・統計，バングラディシュ，ミヤン

マー，ネパール等に対する協力に関する公電・

資料等。

1978/1/1 1993/8/31

2019-1347 昭和53年度債務問題（TDB）

UNCTAD貿易開発理事会（TDB)に関する資料。

1978年3月に開催された閣僚会議関係の事務局文

書，決議案交渉経緯，報告電，参考資料，各種

ブリーフ資料等。

1978/1/1 1978/12/31

2019-1348 DAC統計日本実績集計（1976，1977年）

経済協力関係の統計資料。日本輸出入銀行・外

務省等が作成した1976年，1977年の経済協力に

関する様々な統計資料。

1976/1/1 1977/12/31

22



令和元年9月30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

2019-1349 世界銀行グループ「アフリカ特別基金1」

1985年1月に明らかになった世銀の「アフリカ特

別基金」に関する資料。基金創設にいたる経

緯・事実関係，関係国の反応，大蔵省との協

議，日本の対応，各種会合でのやりとり，日本

の評価等。

1984/9/1 1985/1/31

2019-1350 世界銀行グループ「アフリカ特別基金2」

1985年1月に明らかになった世銀の「アフリカ特

別基金」に関する資料。基金の概要・プレスリ

リース，国会答弁用擬問擬答，各国の対応，日

本の参加問題等。

1985/2/1 1985/2/28

2019-1351 世界銀行グループ「アフリカ特別基金3」

1985年1月に明らかになった世銀の「アフリカ特

別基金」に関する資料。トーゴ大統領・タンザ

ニア大統領親書，大蔵省とのやりとり，報道振

り等。

1985/2/1 1985/4/30

2019-1352 世界銀行グループ「アフリカ特別基金4」

1985年1月に明らかになった世銀の「アフリカ特

別基金」に関する資料。円借款四省庁覚書，合

同開発委員会，無償関係，有償関係，ドイツ・

スイス・英のアレンジメント等。

1985/4/1 1985/8/1

2019-1353 世界銀行グループ「アフリカ特別基金5」

1985年1月に明らかになった世銀の「アフリカ特

別基金」に関する資料。有償E／N，無償E／N，

昭和61年度予算，その他関係文書等。

1985/7/1 1985/11/1

2019-1354
国連難民高等弁務官（UNHCR）後任問題

第1巻

1978年から国連難民高等弁務官を務めたハート

リング氏の後任を巡るやりとりの資料。後任を

巡る各国の動き，日本の対応，1985年12月のス

イス人ホッケ氏の選出に至る経緯等。

1984/11/1 1986/1/31

23



令和元年9月30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

2019-1354
国連難民高等弁務官（UNHCR）後任問題

第2巻

1978年から国連難民高等弁務官を務めたハート

リング氏の後任を巡るやりとりの資料。後任を

巡る各国の動き，日本の対応，1985年12月のス

イス人ホッケ氏の選出に至る経緯等。

1985/1/1 1986/3/31

2019-1354
国連難民高等弁務官（UNHCR）後任問題

第3巻

1978年から国連難民高等弁務官を務めたハート

リング氏の後任を巡るやりとりの資料。後任を

巡る各国の動き，日本の対応，1985年12月のス

イス人ホッケ氏の選出に至る経緯等。1977年の

ハートリング氏選出時の経緯に係る文書を含

む。

1977/11/1 1985/12/31

2019-1355 緊急無償資金協力（昭和58年度）

1983年4月から1984年8月にかけて日本が行った

緊急無償資金協力に関する資料。ボリビア洪

水，カンボジア難民，パラグアイ洪水，ペルー

洪水，タイ洪水等に対する援助に関する情報収

集・援助手続き・閣議手続き・プレス関係資料

等。

1983/4/1 1984/8/31

2019-1356 対トルコ円借款　1980年度

日本の対トルコ円借款に関する資料。1980年4月

に決定された第二次緊急援助に関するマットへ

ファー西独蔵相の働きかけに関する書簡・会談

報告，閣議決定手続き，対外応答要領，報道振

り,フォローアップ等。

1980/2/1 1980/10/31

2019-1357 対トルコ円借款　1983～84年度
日本の対トルコ円借款に関する資料。1983年度

及び1984年度案件に関する各種資料・情報等。
1984/3/1 1984/10/31
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2019-1358 国際司法裁判所（改革・機能強化）

1970年から1972年に行われた国際司法裁判所に

関する議論に関する資料。国際司法裁判所の改

革・機能強化に関する国連の関係文書。

1970/1/1 1972/12/31

2019-1359 国連第34回総会第6委員会

国連総会に関する資料。1979年の国連総会関係

の日本の対処方針・関連公電・関連事務局文

書，第6委員会の海上物品運送条約・国際法委員

会等に関する報告・事務局文書。

1979/9/1 1979/12/31

2019-1360 国連第38回総会第6委員会

国連総会に関する資料。1983年の国連総会関係

の日本の対処方針・関連公電・関連事務局文

書，第6委員会の国際法普及援助計画等に関する

報告・事務局文書。

1983/7/1 1983/12/31

2019-1361 条約法

日本と国際条約に関する各種資料。戦前の旧ド

イツとの通商航海条約，南ローデシアとの特許

侵害条約，条約締結手続きに関するベラジオ会

議等。

1960/5/1 1979/4/30

2019-1362 条約法条約外交会議　第1巻

国際連合条約法会議の資料。1968年3月，1969

年4月に開催された会議の事務局作成文書，日本

政府の評価・所感，政府代表作成報告書等。

1968/3/1 1969/6/30

2019-1362 条約法条約外交会議　第2巻
1968年3月，1969年4月に開催された国際連合条

約法会議の報告書。
1970/10/1 1970/10/31

2019-1363 国連海洋法会議／資料

国連海洋法会議関係の資料。インドネシア群島

水域承認問題・マラッカ海峡通過通行問題・大

陸棚問題・境界策定に関する資料・報告等。

1979/3/1 1979/9/30
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2019-1364 国連海洋法会議／資料

国連海洋法会議関係の資料。国連海洋法条約準

備委員会に関する西側先進7カ国協議・同委員会

第2会期の対処方針・会議概要・報告書・資料集

等。

1981/1/1 1981/5/31

2019-1365 国連海洋法会議／資料

国連海洋法会議関係の資料。国連海洋法条約準

備委員会に関する西側先進7カ国協議及び非公式

会期・深海底問題に関する協議・先行投資者登

録問題の対処方針・会議概要・報告書・資料集

等。

1984/5/1 1984/9/30

2019-1366 国連海洋法会議／資料

国連海洋法会議関係の資料。国連海洋法条約準

備委員会第3会期・深海底問題に関する対処方

針・記録等。

1984/9/1 1985/6/30

2019-1367 国連海洋法会議／資料（島の制度）

国連海洋法会議関係の資料。第三次海洋法会議

の経緯・評価，第3会期会合から第11会期会合ま

での概要等。

1975/5/1 1983/5/31

2019-1368
国連海洋法会議／条約批准（各省コメン

ト）

国連海洋法会議関係の資料。条約批准に関する

運輸省・法務省・通産省・大蔵省・厚生省・労

働省・文部省・建設省・科学技術庁・環境庁の

コメント等。

1983/6/1 1983/12/31

2019-1369 国連海洋法会議準備委員会第2会期
国連海洋法会議関係の資料。準備委員会第2会期

対処方針・資料・報告等。
1983/4/1 1984/5/31

2019-1370 国連海洋法会議準備委員会第3会期
国連海洋法会議関係の資料。準備委員会第3会期

対処方針・資料・概要等。
1985/3/1 1985/6/30
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2019-1371 国連海洋法会議準備委員会第3会期
国連海洋法会議関係の資料。準備委員会第3会期

（本会議。第1～4特別委員会）報告・概要等。
1985/6/1 1985/6/30

2019-1372
国連海洋法会議準備委員会第3会期（夏会

期）

国連海洋法会議関係の資料。準備委員会第3会期

対処方針・資料・概要等。
1985/8/1 1985/10/31

2019-1373
国連海洋法会議準備委員会第4会期（春・

夏会期）

国連海洋法会議関係の資料。準備委員会第4会期

（春・夏）対処方針・資料・概要等。
1986/3/1 1986/10/31

2019-1374 国連海洋法会議準備委員会非公式会期
国連海洋法会議関係の資料。準備委員会非公式

会期対処方針・資料・報告等。
1984/8/1 1984/9/30

2019-1375 国連海洋法会議準備委員会非公式会期
国連海洋法会議関係の資料。準備委員会非公式

会期資料・報告等。
1984/9/1 1984/9/30

2019-1376 国連海洋法条約準備委員会第1，第2会期

1983年3月から1984年4月にかけて作成された国

連海洋法条約準備委員会第1，第2会期に関する

資料。国連作成文書，外務省報告書等。

1983/3/1 1984/4/30

2019-1377 ユネスコ出版物交換2条約

国家間における公の出版物及び政府の文書の交

換に関する条約の署名に関する資料。閣議・公

布手続き等。

1984/5/1 1984/5/31

2019-1378 日米，日豪渡り鳥等保護条約

日米・日豪渡り鳥等保護協定に関する資料。付

表改正・交換公文・批准・国会承認・署名等に

関する資料。

1972/3/1 1985/2/28

2019-1379 年金制度の在外邦人への適用

年金制度の在外邦人への適用に関する資料。本

件に関する外務省内部の検討，厚生省との協

議，各国の制度の調査，難民条約との関係，報

道振り等の資料。

1980/10/1 1990/8/31
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2019-1380 外務省組織令改正（昭和59年）

領事業務の改善にともなう外務省組織令の改正

に関する資料。関係省庁とのやりとり，外務省

各種調書，報道振り等。

1980/9/1 1988/5/31

2019-1381
海外邦人医療基金邦人診療所開設指定寄

付

在外邦人診療所開設申請に関する書類。海外邦

人医療基金から外務省に提出されたマニラ，マ

ナウス，シンガポールの各邦人診療所開設所要

資金調達に関する書類。

1984/12/1 1985/12/31

2019-1382 海外邦人医療基金設立

1984年に設立された海外邦人医療基金に関する

資料。海外邦人医療促進協議会による設立準

備，関係省庁との協議，外務省の対応，寄付行

為・役員等の検討，設立手続き等。

1979/6/1 1984/5/31

2019-1383 カイロ日本人学校

1972年4月に設立されたカイロ日本人学校に関す

る資料。設立準備，設立予算，概要，設立後の

各種手続き，移転，校舎建設，校舎設計図，謝

金関係等。

1971/4/1 1993/2/28

2019-1384 ドミニカ（共）移住

ドミニカ共和国への移住に関する資料。国援法

の適用による移住者援護，移住調査団報告，帰

国者の現状，在留邦人の動静等。

1961/12/1 1970/1/31

2019-1385 ブラジル／アマゾン移住記念

1979年に行われたアマゾン移住50周年に関する

資料。50周年事業の準備・式典・報告，叙勲・

寄付金集め等の関連事業，報道振り等。

1977/5/1 1979/12/31
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2019-1386
ブラジル現地法人（国際協力事業団出

資）　第1巻

JAMIC移植民有限会社とJEMIS金融信用株式会社

に関する資料。20年近くブラジルで直営入植地

の造成，分譲，農業資金の低利貸付などを行っ

ていた国際協力事業団100％出資の現地2法人の

廃止に関するブラジルとの交渉，日本側関係者

の検討状況，廃止手続き等。

1980/1/1 1980/6/30

2019-1386
ブラジル現地法人（国際協力事業団出

資）　第2巻

JAMIC移植民有限会社とJEMIS金融信用株式会社

に関する資料。20年近くブラジルで直営入植地

の造成，分譲，農業資金の低利貸付などを行っ

ていた国際協力事業団100％出資の現地2法人の

廃止に関するブラジルとの交渉，日本側関係者

の検討状況，廃止手続き等。

1980/5/1 1987/11/30

2019-1386
ブラジル現地法人（国際協力事業団出

資）　第3巻

JAMIC移植民有限会社とJEMIS金融信用株式会社

に関する資料。20年近くブラジルで直営入植地

の造成，分譲，農業資金の低利貸付などを行っ

ていた国際協力事業団100％出資の現地2法人の

廃止に関するブラジルとの交渉，日本側関係者

の検討状況，廃止手続き等。

1981/1/1 1985/5/31

2019-1386
ブラジル現地法人（国際協力事業団出

資）　第4巻

JAMIC移植民有限会社とJEMIS金融信用株式会社

に関する資料。20年近くブラジルで直営入植地

の造成，分譲，農業資金の低利貸付などを行っ

ていた国際協力事業団100％出資の現地2法人の

廃止に関するブラジルとの交渉，日本側関係者

の検討状況，廃止手続き等。

1963/12/1 1985/7/31
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2019-1386
ブラジル現地法人（国際協力事業団出

資）　第5巻

JAMIC移植民有限会社とJEMIS金融信用株式会社

に関する資料。20年近くブラジルで直営入植地

の造成，分譲，農業資金の低利貸付などを行っ

ていた国際協力事業団100％出資の現地2法人の

廃止に関するブラジルとの交渉，日本側関係者

の検討状況，廃止手続き等。

1981/6/1 1982/8/31

2019-1387 移住政策／渡航費支給基準

1974年から1985年にかけて作成された移住者の

渡航費支給に関する資料。関係法令，個別事案

に関する資料。

1974/1/1 1985/12/31

2019-1388 豪州移住

オーストラリアへの移住に関する資料。オース

トラリアの移民・移住政策の変遷，右にともな

う日本人移住者関係の動き・情報・報道振り

等。

1978/5/1 1979/10/31

2019-1389 CAICISA整理・精算各種資料

パラグアイ・イタプア油桐製油事業に関する資

料。工場設置・陳情，過去の経緯，精算にとも

なう法解釈，関係省庁とのやりとり，各種資料

等。

1980/7/1 1985/1/31

2019-1390 ブラジル現地法人組織（経緯・現状等）

日本海外移住振興株式会社のブラジル現地法人

に関する資料。ジャミック移住民有限責任持分

株式会社，移住振興信用金融投資有限責任持分

株式会社に関する事実関係・経緯等。

1964/1/1 1964/12/31

2019-1391 レシフェ管内移住地債務問題

移住に関する資料。レシフェ総領事館・海外移

住事業団レシフェ支部関係の移住地債務関係の

報告・資料等。

1968/12/1 1969/2/28
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2019-1392
移住関係債務管理（含，債権，償却基

準）

移住に関する資料。沖縄農協に対する貸付金，

ドスデマーチョ製茶工場債権等債権管理関係資

料。

1961/4/1 1970/9/30

2019-1393 移住行政（沖縄移住関係）

沖縄からの移住に関する資料。沖縄からボリビ

アへの移住民に関する各種調査，米国とのやり

とり，琉球政府とのやりとり等。

1965/7/1 1967/4/30

2019-1394
移住事務／許可申請書（ブラジル現地法

人）

移住に関する資料。ブラジル現地法人設置に関

する大蔵省への許可申請書№60から97までを収

録。

1969/2/1 1970/10/31

2019-1395 移住政策／譲渡所得課税特別措置

移住に関する資料。国際協力事業団から外務省

に提出された譲渡所得課税等の特例申請に関す

る資料。

1976/1/1 1983/5/31

2019-1396 移住融資
移住融資に関する資料。南部パラグアイ地区農

協に対する貸付等。
1961/12/1 1973/1/31

2019-1397 移住融資

移住融資申請に関する資料。イタプア農協，中

小企業・技術移住者，融資基準改正，従来の融

資基準，新聞報道，オランダの例等。

1962/6/1 1966/12/31

2019-1398 移住融資
移住融資に関する資料。開拓者資金特別措置

法，融資事業実績，国会議員提出資料等。
1965/9/1 1969/3/31

2019-1399 移住融資／アルゼンチン投融資
移住融資に関する資料。アルゼンチン拓殖組

合，亜南物産，ラプラタ農協等。
1958/12/1 1961/12/31

2019-1400 移住融資／国際協力事業団投融資
移住融資に関する資料。団体融資事前調査団，

融資制度の改定，円建て融資返済等。
1978/7/1 1978/8/31
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2019-1401 移住融資／資料

移住融資に関する資料。農業融資基準改正，団

体融資枠拡大，緊急融資，農業拓殖基金協会

等。

1979/11/1 1984/3/31

2019-1402 海外移住事業団農業貸付基準
移住に関する資料。海外移住事業団の移住者に

対する農業融資基準の改定等。
1965/6/1 1973/7/31

2019-1403 海外移住事業団融資制度関係
移住に関する資料。海外移住事業団の移住者に

対する農業融資基準の改定，住宅融資等。
1974/10/1 1975/5/31

2019-1404 国際協力事業団／新行革大綱
国際協力事業団に関する資料。行政改革大綱と

国際協力事業団移住部門の整理合理化等。
1983/4/1 1984/2/28

2019-1405 国際協力事業団重要財産処分関係

国際協力事業団重要財産処分に関する資料。パ

ラグアイ・ボリビア直営入植地，サンタクルス

倉庫，海外移住研修センター，エマンシパソン

等。

1980/1/1 1981/4/30

2019-1406 国際協力事業団設立関係（1）

国際協力事業団設立に関する資料。海外移住事

業団関係，設立準備，在外公館の意見，外国の

事情調査，関係省庁との協議・覚書，国会関係

資料等。

1963/7/1 1974/2/28

2019-1407 国際協力事業団設立関係（2）

国際協力事業団設立に関する資料。法案，移住

事業部分に関する問題・調書，大蔵省説明，日

本海外移住振興株式会社純資産に関する調査報

告等。

1974/2/1 1974/2/28

32



令和元年9月30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

2019-1408 国際協力事業団設立関係（3）

国際協力事業団設立に関する資料。特殊法人間

の業務区分，国会審議，法案成立・付帯決議，

設立委員任命，設立委員会概要・資料，政令

等。

1974/4/1 1974/8/31

2019-1409 入植地事業／為替差損（土地・融資）
移住に関する資料。融資為替差損，円貨建て債

権の処理等。
1974/4/1 1975/7/31

2019-1410 入植地事業／移住地購入関係
移住に関する資料。不動産譲渡申請，中型移住

地，アルゼンチン第9小移住地等。
1976/10/1 1980/8/31

2019-1411 入植地事業／外国人土地取得制限

移住に関する資料。ブラジルにおける外国人土

地取得制限の動き，ブラジルとの土地分譲協

議，移住地の現地通貨建て分譲等。

1966/8/1 1970/12/31

2019-1412 査証と法律（資料）

査証関係の各種資料。米国人弁護士に対する特

定査証付与，査証に関するイスクラ産業の訴

訟，旅券・査証と国際法等。

1951/4/1 1982/12/31

2019-1413
外国人叙勲（ペルー）（昭和30年4月～

昭和60年10月）

ペルー人に対する外国人叙勲に関する文書を収

録。具体的には，1955年から1985年にペルー人

に授与された相互叙勲を含む外国人叙勲関係文

書を含む。

1955/6/1 1985/10/31

2019-1414 日・諸外国科学技術協力協定

日本が諸外国との間に締結した科学技術協力協

定に関する文書を収録。具体的には，日豪科学

技術協力協定等の概要等を含む。

1978/7/1 1985/11/30
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2019-1415 日・諸外国租税条約／芸能人条項

日本が締結した租税条約の芸能人条項に関する

文書を収録。具体的には，日仏，日ソ，日西

独，日中，日アルゼンチン，日シンガポール租

税条約（協定）の芸能人条項に関するもの。

1979/2/1 1983/12/31

2019-1416 日・インド外務省事務レベル協議

日インド関係に関する資料。外務事務レベル協

議に関する経緯，記者発表，協議・表敬記録，

参考資料等。

1985/2/1 1985/8/31

2019-1417 日・ハンガリー政治

日ハンガリー関係に関する資料。要人往来，定

期協議等日ハンガリー間の諸案件，国連におけ

る二国間外相会議，領事関係諸案件等。

1985/7/1 1986/12/31

2019-1418 日・マレイシア関係

日マレーシア関係に関する資料。ASEAN拡大外

相会議，叙勲，首脳会談，日本語教育に関する

協力，軍港建設問題，武器輸出等。

1981/5/1 1981/12/31

2019-1419
福田総理・シュミット西独首相会談用資

料

1978年10月東京で行われた日独首脳会談の資

料。政治経済問題の発言応答要領，参考資料。
1978/10/1 1978/10/31

2019-1420 鹿取外務審議官インド，パキスタン訪問

日本とインド・パキスタンとの関係に関する資

料。鹿取外務審議官の訪問に関する日程，現地

事情，新聞報道，協議項目，参考資料等。

1980/1/1 1980/11/30

2019-1421
中曽根総理インド，パキスタン訪問(1984

年)

日本とインド・パキスタンとの関係に関する資

料。中曽根総理の訪問に関する検討事項，関係

省庁説明会，執務体制，日程，意義ペーパー

等。

1984/2/1 1985/6/30
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2019-1422 中曽根総理フィンランド訪問(1987年)

1987年1月の中曽根総理のフィンランド訪問資

料。日程等のロジ資料，首脳会談，スピーチ等

のサブ資料，プレス関係資料，各種参考資料

等。

1986/11/1 1987/1/31

2019-1423 コール西独首相夫妻訪日（公賓）

1983年11月のコール西独首相夫妻の訪日に関す

る資料。首脳会談の議題，発言応答要領，各種

参考資料，各種スピーチに関する資料。

1983/10/1 1983/11/30

2019-1424 コール西独首相夫妻訪日（公賓）

1983年11月のコール西独首相夫妻の訪日に関す

る資料。首脳会談の記録，発言応答要領，評

価，各種参考資料，報道振りに関する資料。

1983/10/1 1983/11/30

2019-1425
ジフコフ・ブルガリア国家評議会議長訪

日

1985年5月のジフコフ・ブルガリア国家評議会議

長訪日資料。日程等ロジ資料，関係公電等。
1985/5/1 1985/5/31

2019-1426 ジュネジョ・パキスタン首相訪日

日本とパキスタンとの関係に関する資料。ジュ

ネジョ首相の訪日に関する招請，日程，広報，

首脳会議，外相会議，記者会見等。

1987/3/1 1987/11/30

2019-1427 ジュネジョ・パキスタン首相訪日
ジョネジョ首相の訪日関係の資料。記録・評

価，経済協力，二国間経済，日本週間等。
1987/3/1 1987/11/30

2019-1428 ジュネジョ・パキスタン首相訪日
ジョネジョ首相の訪日関係の資料。ブリーフ・

勉強会，会談のアレンジ，スピーチ等。
1987/6/1 1987/11/30

2019-1429 カンボジア内政・国情／アルバム

1974年に作成されたカンボジア関係の写真資

料。外務省職員が撮影したカンボジアに関する

各種写真。

1974/2/1 1974/7/31
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2019-1430 南アフリカ政治

南アフリカに関する文書を収録。具体的には，

「昭和58年度アフリカ大使会議討議概要」，

「南アフリカ共和国の分離政策の現状及び憲法

改正の概要と展望」，原子力事情等を含む。

1979/10/1 1985/7/31

2019-1431 インド・パキスタン紛争

インド・パキスタン紛争に関する資料。日本の

船舶関係の各種情報・動き・日本の対応，総理

親書の発出等緊張緩和に向けた日本の努力，国

連関係，報道振り等。

1972/1/1 1973/2/28

2019-1432 中国・インド国境紛争

中国・インド国境紛争に関する資料。外務省作

成調書・資料，在外公館からの報告，白書・論

文，報道振り等。

1970/6/1 1971/10/31

2019-1433 日・インド租税（所得）協定

日インド租税協定に関する資料。協定案文，在

インド日本大使館からの報告，大蔵省作成文書

等。

1959/9/1 1960/3/31

2019-1434
日・インド租税（所得）協定修正補足議

定書

日インド租税協定修正補足議定書に関する資

料。インドとの交渉に関する来往電，報告書，

議定書案文，国会関係手続き，記事資料，大蔵

省とのやりとり等。

1969/8/1 1970/4/30

2019-1435 日・インド通商協定

日インド通商協定に関する資料。ラル貿易次官

の訪日，同次官よりの提案・日本の対応，関係

英文等。

1970/7/1 1971/3/31

2019-1436
日・ネパール日本青年海外協力隊派遣取

極

日ネパール日本青年海外協力隊派遣取極に関す

る資料。交渉に関する来往電・報告，関係案

文，記事資料等。

1970/5/1 1972/6/30
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2019-1437 日・インド犯罪人引渡条約

日インド犯罪人引渡条約に関する資料。インド

との交渉関係文書，マレーシア・米国との交渉

関係資料等。

1975/12/1 1976/5/31

2019-1438
日・カナダ原子力平和的利用協力協定改

正議定書

日・カナダ原子力平和的利用協力協定改正議定

書に関する文書を収録。具体的には，協定発効

のための日カナダ間諸手続，日・カナダ・IAEA

三者間移管協定の停止等を含む。

1972/3/1 1980/12/31

2019-1439 日・カナダ科学技術協力協定

日・カナダ科学技術協力協定に関する文書を収

録。具体的には，カナダ側案文及び日本側対案

等締結交渉経緯等を含む。

1985/8/1 1986/5/31

2019-1440 日・カナダ科学技術協力協定
日・カナダ科学技術協力協定に関する文書を収

録。具体的には，閣議決定及び署名等を含む。
1985/10/1 1986/5/31

2019-1441 日・諸外国科学技術協力協定

科学技術協力協定締結問題に関する文書を収

録。具体的には，調書「東西科学・技術協力に

ついて」等を含む。

1968/12/1 1968/12/31

2019-1442 日豪科学技術協力協定

日豪科学技術協力協定に関する文書を収録。具

体的には，大平総理豪州訪問時の協定締結実現

のための事前協議等を含む。

1976/4/1 1980/11/30

2019-1443 日豪科学技術協力協定

日豪科学技術協力協定に関する文書を収録。具

体的には，協定署名本書及び署名に際しての双

方代表の挨拶等を含む。

1978/5/1 1980/11/30

2019-1444 国連地域開発センター設立協定

国連地域開発センター設立協定に関する資料。

閣議関係，協定，交渉経緯，新聞報道，参考資

料等。

1969/11/1 1971/6/1
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2019-1445
核兵器不拡散条約（NPT条約）／第3回再

検討会議準備委員会

NPT第3回再検討会議に関する文書を収録。具体

的には，第2回準備委員会の概要ペーパー及び日

本代表団所感等を含む。

1984/3/1 1984/11/30

2019-1446 原子力施設攻撃禁止条約

原子力施設攻撃禁止条約に関する文書を収録。

具体的には，原子力施設攻撃禁止に関する我が

国提案等国連軍縮委員会における審議状況等を

含む。

1981/7/1 1982/10/1

2019-1447 放射性兵器禁止条約

放射性兵器禁止条約に関する文書を収録。具体

的には，「放射性兵器の開発，生産，貯蔵及び

使用を禁止するための条約の主な要素に関する

米ソ共同提案」等国連軍縮委員会における審議

状況等を含む。

1979/7/1 1982/10/31

2019-1448
IAEA原子力事故に関する国際協定作成専

門家会合

チェルノブイリ原子力事故のフォローアップに

関する文書を収録。具体的には，原子力事故に

関する国際協定作成専門家会合への対応に関す

る来往電を含む。

1986/6/1 1987/3/31

2019-1449 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1984/12/1 1985/3/31

2019-1450 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/1/1 1985/4/30
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2019-1451 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/3/1 1985/4/30

2019-1452 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/4/1 1985/5/31

2019-1453 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/5/1 1985/5/31

2019-1454 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/5/1 1985/5/31

2019-1455 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/5/1 1985/5/31

2019-1456 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/6/1 1985/6/30

2019-1457 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/6/1 1985/6/30

2019-1458 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/6/1 1985/6/30
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2019-1459 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/6/1 1985/6/30

2019-1460 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/8/1 1985/8/31

2019-1461 女子差別撤廃条約／国会審議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，批准のための国会審議における質問及び

答弁用資料等を含む。

1985/8/1 1985/8/31

2019-1462
女子差別撤廃条約／質問主意書・閣議請

議

女子差別撤廃条約に関する文書を収録。具体的

には，質問主意書及び閣議請議等批准のための

国内手続き資料等を含む。

1983/7/1 1985/7/31

2019-1463
国際電気通信衛星機構／特権免除に関す

る議定書

インテルサット特権免除に関する議定書に関す

る文書を収録。具体的には，同議定書作成会議

の議事録，各国の加入予定に関する調査訓令及

び回答を含む。

1978/7/1 1981/4/30

2019-1464 ナミビア問題／ウラン問題

ナミビア問題に関する文書を収録。具体的に

は，国連総会及び安保理における審議及びナミ

ビア理事会におけるウラン公聴会等を含む。

1974/3/1 1981/12/31

2019-1465 国連におけるインドシナ問題

インドシナ問題に関する文書を収録。具体的に

は，インドシナ問題の国連における審議及び各

国の動向を含む。

1979/12/1 1980/3/31
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2019-1466 国連におけるインドシナ問題

インドシナ問題に関する文書を収録。具体的に

は，インドシナ問題の国連における審議及び各

国の動向を含む。

1980/2/1 1980/5/31

2019-1467 国連におけるインドシナ問題

インドシナ問題に関する文書を収録。具体的に

は，インドシナ情勢一般に関する来電等を含

む。

1980/4/1 1980/6/30

2019-1468 国連におけるインドシナ問題

インドシナ問題に関する文書を収録。具体的に

は，インドシナ問題の国連における審議等を含

む。

1980/7/1 1980/9/30

2019-1469 国連人権問題

国連における人権問題の審議に関する文書を収

録。具体的には，韓国による邦人漁夫抑留問題

の国連提訴問題等を含む。

1952/1/1 1960/4/30

2019-1470
国連第34回総会第2委員会／国連開発の

ための科学技術委員会

第34回国連総会第2委員会における国連開発のた

めの科学技術委員会（UNCSTD）についての審

議に関する文書を収録。具体的には，対処方

針，所感，国連第2委UNCSTD報告書（英文）等

を含む。

1979/10/1 1979/12/31

2019-1471
国連軍縮委員会／環境変更技術軍事利用

禁止

環境変更技術軍事利用禁止問題に関する文書を

収録。具体的には，国連総会及び軍縮委員会に

おける審議状況等を含む。

1972/7/1 1976/9/30

2019-1472 IAEA憲章改正

IAEA憲章改正に関する文書を収録。具体的に

は，憲章第6条改正（中国のIAEA理事会議席）を

含む。

1982/6/1 1985/9/30

41



令和元年9月30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

2019-1473 IAEA供給保証委員会

IAEA供給保証委員会に関する文書を収録。具体

的には，ワーキング・グループ及び第5～6回会

合の請訓，回訓，所感及び会議文書等を含む。

1981/11/1 1982/10/31

2019-1474
IAEA保障措置／ソ連のボランタリー・サ

ブ・ミッション

IAEA保障措置に関する文書を収録。具体的に

は，ソ連がNPT加盟非核兵器保有国の要請に応

えIAEAとの間に締結したボランタリー・サブ

ミッション協定を含む。

1982/2/1 1987/2/28

2019-1475
日・IAEA保障措置合同委員会（第5～7

回）

日・IAEA保障措置合同委員会（第5～7回）に関

する文書を収録。具体的には，対処方針，合意

議事録等を含む。

1984/5/1 1987/3/31

2019-1476 日米・EC貿易協議

貿易問題に関する日・米・ECの協議に関する資

料。三者協議開催の経緯，三者協議の開催・協

議内容・報告・日本の対応，カナダを加えた四

者会議の開催，各種報道振り等。

1981/7/1 1982/8/31

2019-1477
国際電気通信衛星機構締約国総会（第8

回）

インテルサット第8回締約国総会に関する文書を

収録。具体的には，開催通知，代表団任命，対

処方針，審議・議事録等を含む。

1983/1/1 1983/12/31

2019-1478
サミット第12回東京会議／ソ連原子力発

電所事故

東京サミットにおけるチェルノブイリ原子力事

故の取扱いに関する文書を収録。具体的には，

各国政府の反応，ゴルバチョフ演説，東京サ

ミット声明等を含む。

1986/5/1 1986/5/31
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2019-1479 日・ECエアバス購入問題

日本とEC間のエアバス問題に関する資料。日本

航空後継機種決定，全日空の中型旅客機導入，

警察庁ヘリコプター機種選定，1979年の海上捜

査及び救助国際条約等。

1983/4/1 1985/4/30

2019-1480 日・EC貿易問題

日本とECの間の経済・貿易問題に関する資料。

貿易インバランス問題，EC経済情勢，EC蔵相理

事会，デンマーク貿易，EC豪貿易，日米貿易

等。

1976/6/1 1982/3/31

2019-1481
武器輸出禁輸問題（フォークランド紛

争）

フォークランド紛争における日本の武器輸出禁

止問題に関する文書を収録。具体的には，対ア

ルゼンチン武器輸出禁止に関する英国からの働

きかけ等を含む。

1982/4/1 1982/7/31

2019-1482 インド核開発

インドの核開発に関する文書を収録。具体的に

は，インドの原子力事情，保障措置問題，タラ

プール発電所事故等を含む。

1977/4/1 1981/3/31

2019-1483 南アフリカ核開発

南アフリカの核開発に関する文書を収録。具体

的には，南アフリカのウラン濃縮工場建設及び

日，米，仏等の対南アフリカ核協力を含む。

1975/9/1 1985/6/30

2019-1484 南アフリカ核実験

南アフリカのインド洋，南大西洋地域における

核実験に関する文書を収録。具体的には，本省

とプレトリア他との間の来往電，報道振り等を

含む。

1977/8/1 1985/5/31
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2019-1485
ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故／

フォロー・アップ

チェルノブイリ原子力事故に関する文書を収

録。具体的には，事故の影響に関する日本大使

館からの報告を含む。

1986/5/1 1986/6/30

2019-1486 邦人援護（タイ）

タイにおける個別の日本人に対する逮捕事件に

関する資料。事実関係・経緯，訴訟関係文書・

資料等。

1961/9/1 1975/9/30

2019-1487 邦人援護（タイ）

タイにおける個別の日本人に対する逮捕事件に

関する資料。陳情書，経緯，擬問擬答，資料

等。

1972/2/1 1974/10/31

2019-1488 日仏科学技術協力

第5回日仏科学技術混合委員会に関する文書を収

録。具体的には，対処方針，代表挨拶，議事日

程及び議事録等を含む。

1980/9/1 1980/9/30

2019-1489 日仏科学技術協力

第6回日仏科学技術混合委員会に関する文書を収

録。具体的には，対処方針，代表挨拶，議事日

程及び議事録等を含む。

1982/9/1 1982/10/31

2019-1490 日米科学技術協力

エネルギー分野における日米科学技術協力に関

する文書を収録。具体的には，核融合エネル

ギー調整委員会設置取極及びダブレットⅢ計画

協力取極に関する日米交換公文等を含む。

1979/6/1 1979/8/31

2019-1491 日米科学技術協力

エネルギー分野における日米科学技術協力に関

する文書を収録。具体的には，核融合交流計画

等実施取極交渉等を含む。

1982/4/1 1983/2/28
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2019-1492 本邦人ブラジル移住問題

ブラジル移住に関する資料。導入枠，外国の融

資制度，INCRA総裁と領事移住部長との懇談，

西欧のブラジル移住政策，外務省内での検討

等。

1981/10/1 1983/1/31

2019-1493 本邦人ブラジル移住問題

ブラジル移住に関する資料。導入枠，外国の融

資制度，永住査証と家族構成証明書，要人招

聘，ブラジル農業団体の陳情書，ブラジルとの

協議等。

1983/1/1 1983/9/30

2019-1494 本邦人ブラジル移住問題

ブラジル移住に関する資料。農水省・JICAとの

協議，移住カウンターパート招聘，ブラジル労

働大臣・農務大臣・外務省アジア局長の訪日

等。

1983/7/1 1983/12/31

2019-1495
本邦移住者・移住地援護／パラグアイ・

イタプア製油商工株式会社

パラグアイ・イタプア製油商工株式会社に関す

る資料。1973年から1978年までの情勢，投資会

社への融資・出資，長期事業計画等。

1973/5/1 1983/9/30

2019-1496 本邦移住者・移住地援護／ブラジル

ブラジル移住に関する資料。子供の園本館建設

に関する資金援助要請，関係来往電・資料，報

道振り等。

1980/3/1 1983/1/31

2019-1497 南西アジア地域大使会議（昭和60年度）

昭和60年度南西アジア地域大使会議に関する資

料。日程，資料，大臣訓示，各種懇談，会議概

要等。

1985/4/1 1986/5/31
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