
令和3年7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 移管時の管理担当課室

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　本土渡航拒

否事件訴訟

沖縄住民の本土への渡航拒否事件訴訟に関する文書を収録。原告準備書面及び外務省のコメントに関する文

書を含む。
1965/9/1 1971/2/28 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　移送裁判関

係

沖縄における裁判移送事件に関する文書を収録。移送裁判関係（立法院議員選挙当選無効事件及びサンマ課

税事件）及び沖縄在住米国人に対する沖縄裁判所の判決に関する文書を含む。
1965/9/1 1971/2/28 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1 米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　個別訴訟

沖縄に関する個別の訴訟に関する文書を収録。本土出身者の琉球列島出入管理令違反事件、沖縄原爆被爆者

の医療費請求訴訟、沖縄住民不参加の参議院議員選挙無効訴訟及び沖縄の漁業協同組合の漁業補償請求に対

する米国土地裁判所判決に関する文書を含む。

1965/9/1 1971/2/28 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄住民の

米司法への訴願

沖縄住民の米国土地裁判所に対する訴願に関する文書を収録。復元補償、漁業補償及び賃借料差額補償に関

する文書を含む。
1971/10/1 1971/10/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　公文書引継

関係

沖縄返還に伴い米側より引継ぎを受けるべき公文書に関する文書を収録。日本側が引継ぎを希望する文書リ

スト、米側との協議及び裁判記録の引継ぎに関する文書を含む。
1972/2/1 1972/8/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1 米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　国会関係

第65通常国会における愛知外務大臣の沖縄返還交渉に関する報告に関する文書を収録。屋良琉球政府行政主

席記者会見を始めとする沖縄の反響、返還協定等に対する琉球政府要望書及び日本社会党の反論に関する文

書を含む。

1971/5/1 1971/5/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　本邦政党動

向

沖縄返還に関する本邦政党の動向に係る文書を収録。沖縄返還協定交渉に関する日本共産党の公開質問状、

沖縄問題に関する瀬長亀次郎衆議院議員の質問主意書及び軍用地問題に関する中谷鉄也衆議院議員の質問主

意書に関する文書を含む。

1970/11/1 1971/12/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　日本政府現

地出先機関（沖縄・北方対策庁沖縄事務局）

沖縄・北方対策庁等の設置に関する文書を収録。沖縄復帰準備に関する日米合議体の設立に伴う日本政府代

表部（仮称）設置、総務省との協議、沖縄・北方対策庁沖縄事務局設置に関する文書を含む。
1969/8/1 1972/5/31 北米局北米第一課
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令和3年7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 移管時の管理担当課室

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　啓発・広報

（4）

沖縄返還に関する啓発・広報に係る文書を収録。1971年4月の佐藤総理記者会見応答要領案、同年6月の愛知

外務大臣の沖縄返還協定に関するブリーフ記録及び沖縄講演記録並びに同年7月の全国都道府県知事会議にお

ける愛知外務大臣説示に関する文書を含む。

1969/2/1 1972/5/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄・本土

一体化（法曹資格関係）

返還後の沖縄における弁護士資格に関する文書を収録。沖縄の法曹資格者に対する弁護士資格付与に関する

特別措置法案に係る法務省との協議に関する文書を含む。
1966/8/1 1972/4/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　経済・産業

関係（1）

沖縄経済、農畜産業、漁業及び貿易に関する文書を収録。琉球産牛豚肉輸入禁止解除、サトウキビ栽培と日

本、沖縄産品に対する米国の関税措置、琉球の貿易制度、沖縄経済の現状と日本との関係、パイン缶詰輸入

に関する日米協議、パイン缶自由化問題、漁業界の復帰対策、外資導入、沖縄産品のための海外市場調査報

告、国連砂糖会議の砂糖における沖縄の取扱い及び沖縄における通貨金融事情に関する文書を含む。

1959/2/1 1972/4/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　経済・産業

関係（2）

沖縄経済、鉱工業、漁業及び貿易に関する文書を収録。牧港発電所入札、沖縄自由貿易構想、南西航空株式

会社のＹＳ11機購入問題、セメント輸入調整問題、綿製品対米輸出割当、沖縄産品の対加輸出の最恵国待遇

付与及び天然ガス調査に関する文書を含む。

1959/2/1 1972/4/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　経済・産業

関係（3）

沖縄経済、産業及び貿易に関する文書を収録。本土復帰の沖縄経済に与える影響、デンマークの対沖縄肉

類・調整品輸出、沖縄における仏化粧品輸入手続き、琉球政府の長期経済開発計画、フィリピン産バナナの

輸入問題、観光開発及び関税措置に関する文書を含む。

1959/2/1 1972/4/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　経済・産業

関係（4）

沖縄経済、産業及び貿易に関する文書を収録。食品加工業の実情調査、ニュージーランド輸出品の復帰後の

取扱い、ドルショックの沖縄における反響、PCPの不法投棄、1971年6月の沖縄開発シンポジウム、干ばつ問

題、中国との貿易、本土業者の土地買いあさり、石油パイプライン及び果汁輸入実績に関する文書を含む。

1971/1/1 1972/4/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　漁船操業

（インドネシア海域）（2）

沖縄の漁船操業に関する文書を収録。インドネシア海域における銃撃及びマグロ漁船の行方不明、対沖縄漁

業技術協力、琉球政府による漁業許可、本土漁船と沖縄漁船の操業紛争、沖縄籍船舶に関係する拿捕・被害

事件及び国会答弁資料並びにインドネシア水域及びフィリピン海域における操業に関する文書を含む。

1960/3/1 1972/5/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　漁船操業

（豪州周辺水域）（1）

沖縄漁船の豪州周辺水域操業問題に関する文書を収録。日豪漁業協定の沖縄漁船への適用、日豪漁業協定の

実施に伴う国内措置及び豪州周辺水域における沖縄漁船の操業に関する覚書に関する文書を含む
1967/3/1 1972/1/31 北米局北米第一課
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令和3年7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 移管時の管理担当課室

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　漁船操業

（豪州周辺水域）（2）

沖縄漁船の豪州周辺水域操業問題に関する文書を収録。総理府・水産庁・琉球政府との調整、日豪漁業協定

の沖縄漁船への適用に関する米側との交渉及び沖縄漁船の豪州周辺水域操業に関する日米豪政府間の非公式

合意要綱（案）に関する文書を含む。

1967/3/1 1972/1/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　漁船操業

（豪州周辺水域）（3）

沖縄漁船の豪州周辺水域操業問題に関する文書を収録。日豪漁業協定交渉、署名及び擬問擬答並びに沖縄漁

船の豪州周辺水域操業問題に関する日・琉球政府間覚書及び討議記録に関する文書を含む。
1967/3/1 1972/1/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1

米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　漁船操業

（日・インドネシア漁業取極に関する琉球政府との調

整）

日本・インドネシア漁業交渉に関する文書を収録。日・インドネシア漁業取極テキスト、日・インドネシア

漁業取極延長交渉及び延長交渉に関する琉球政府との調整に係る文書を含む。
1968/7/1 1972/4/30 北米局北米第一課

A'.6.1.1.5-8 小笠原諸島帰属問題　硫黄島25周年祭　第1巻
米第5海兵師団協会による1970年の硫黄島戦25周年記念祭に関する文書を収録。開催経緯及び準備に関する文

書を含む。
1965/7/1 1969/12/31 北米局北米第一課

A'.6.1.1.5-8 小笠原諸島帰属問題　硫黄島25周年祭　第2巻
米第5海兵師団協会による1970年の硫黄島戦25周年記念祭に関する文書を収録。開催経緯及び1970年2月の同

島における記念行事に関する文書を含む。
1970/1/1 1970/8/31 北米局北米第一課

A'.7.1.0.15-5 ヴィエトナム紛争　本邦の立場及び役割　第1巻

1961年5月のゴ・ディン・ジェム・ベトナム大統領の高野駐南ベトナム日本大使に対する援助要請、同年10月

のケネディ米大統領、ラスク米国務長官とグロムイコ・ソ連外相との各米ソ会談、同年10月の南ベトナム情

勢打開のための対米提案、1962年4月の小坂外務大臣と駐日南ベトナム大使との会談、1965年1月の佐藤総理

とウ・タント国連事務総長との会談に関する文書を含む。

1961/2/1 1967/7/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.15-5 ヴィエトナム紛争　本邦の立場及び役割　第2巻

1964年1月の植村大使（経団連副会長）のベトナム訪問、同年3月及び6月の駐タイ防衛駐在官のベトナム出張

報告、同年3月及び1965年4月のベトナム問題に関する外交政策企画委員会記録、1964年6月のラオス・ベト

ナム問題に関するラスク米国務長官発池田総理宛書簡、1965年7月の佐藤総理とエマーソン米代理大使との会

談、同年8月の木村特派大使訪越、同年9月の佐藤総理と駐日南ベトナム大使との会談に関する文章を含む。

1961/10/1 1967/6/30
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.15-5 ヴィエトナム紛争　本邦の立場及び役割　第3巻

在日米軍の南ベトナム出動に関する問題点、1965年5月のベトナム問題に関する佐藤総理の国会答弁、ベトナ

ム問題に対する日本の態度に関する海外論調、1966年11月の三木通産大臣南ベトナム訪問の際のロッジ駐南

ベトナム米大使との会談、米国建設会社の日本人労働者ベトナム派遣計画に関する文書を含む。

1962/3/1 1967/8/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課
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令和3年7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 移管時の管理担当課室

A'.7.1.0.15-5-1 ヴィエトナム紛争　本邦の立場及び役割　和平努力

1964年12月、1965年4月及び5月の佐藤総理とライシャワー・駐日米大使との会談、同年3月の松本特使の南

ベトナム訪問、同年4月の佐藤総理発ジョンソン米大統領宛親書、佐藤総理とロッジ・米特使との会談、エマ

ソン・米公使と黄田外務次官との会談、1966年5月のハリソン・米移動大使への質問案に関する文書を含む。

1964/12/1 1967/2/28
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.15-5-1-1
ヴィエトナム紛争　本邦の立場及び役割　和平努力　横

山特使派遣関係

1966年2～5月の横山特使の欧州・北アフリカ・アジア派遣に関する文書を収録。日程、各国要人との会談要

録、帰国報告及び記者会見に関する文書を含む。
1966/1/1 1966/5/31

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.15-5-1-2
ヴィエトナム紛争　本邦の立場及び役割　和平努力　日

ソ間覚書　第１巻

1965年3月～1966年2月のベトナム問題に関するソ連の対日申入れに係る覚書及び日本の回答に関する文書を

収録。
1965/3/1 1966/2/28

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.15-5-1-2
ヴィエトナム紛争　本邦の立場及び役割　和平努力　日

ソ間覚書　第２巻
1967年1月～1968年4月のベトナム問題に関するソ連の対日声明及び日本の回答に関する文書を収録。 1967/1/1 1968/4/30

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.TOKU12 ヴィエトナム紛争　日本の立場及び態度

ベトナム紛争に関する調書・資料を収録。1965年10月の「ベトナム視察報告　加瀬俊一」、同年12月の「軍

事情勢視察に関する行動要領」、1968年3月の日本大使館員の南ベトナム解放民族戦線（ベトコン）のテト攻

勢出張報告、同年6月のベトナム情勢検討大使会議議事要録、7月のベトナム航空の日本乗入れ及び12月のベ

トナム問題に関する日本の役割に関する文書を含む。

1964/7/1 1968/12/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.TOKU13 ヴィエトナム紛争　日本の立場及び態度　和平努力

ベトナム紛争に関する調書・資料を収録。1966年3月の下田外務次官とブイ・ディエム・南ベトナム外務長官

との会談、1967年11月の近藤外務審議官のインドシナ3国出張報告、1968年2月の三木外務大臣とチャン・

ヴァン・チュエン・南ベトナム元副首相との会談、同年4～5月の近藤外務審議官のサイゴン出張及びグエ

ン・バン・ロック ・南ベトナム首相他要人との会談、同年9月の牛場外務次官とベトナム上院議員一行との会

談及び1969年1月の国際監視機構への日本の協力に関する文書を含む。

1965/7/1 1969/6/30
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.TOKU20 ヴィエトナム紛争　日本の立場及び態度

ベトナム紛争に関する調書・擬問擬答を収録。在日・在沖縄米軍基地、ベトナム軍用機来日、ソ連の対日覚

書、邦人の危険地域旅行、邦人被害、北越との往来、佐藤総理のベトナム訪問及び対ベトナム賠償履行状況

に関する文書を含む。

1964/2/1 1966/2/28
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課
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令和3年7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 移管時の管理担当課室

A'.7.1.0.TOKU22
ヴィエトナム紛争　日本の立場及び態度　ヴィエトナム

援助（含、諸外国の援助）

日本及び諸外国の対ベトナム援助に関する文書を収録。日本の南ベトナム援助国会擬問擬答、米国の南ベト

ナム軍事技術・経済援助、北ベトナムのベトコン援助、ソ連・中国の北ベトナム援助及び1966年2月の調書

「対ベトナム各国援助状況」に関する文書を含む。

1959/11/1 1966/2/28
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

A'.7.1.0.TOKU23
ヴィエトナム紛争　日本の立場及び態度　和平に果たす

役割

ベトナム紛争に関する国会答弁資料を収録。紛争解決のための日本の努力、1966年2月の安保理における日本

の態度及び横山特使の派遣に関する文書を含む。
1964/8/1 1967/4/30

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

B'.2.2.0.1-6 国際連合安全保障理事会関係一件　原子力委員会関係
国連原子力委員会の設置・審議経緯、原子力管理問題を巡る米ソ国連の動き、都築正男博士の訪米及び国際

原子力機関（IAEA）設置問題の経緯に関する文書を収録。
1945/12/1 1958/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

B'.2.3.2.11-1-2
国際連合貿易開発会議関係（UNCTAD）準備委員会　第

一回会議　第1巻

国連貿易開発会議（UNCTAD）に関する文書を収録。UNCTAD準備委員会に対する各国の態度・方針、

ニューヨークにおける第１回準備委員会（1963年1月22日～2月5日）に臨む各国の態度、日本及び諸外国代表

団、第１回準備委員会対処方針、第１回準備委員会（本会議の仮議題採択）に係る調書資料及び同評価に関

する論評を含む）文書を含む。

1962/1/1 1963/2/28 経済局政策課

B'.4.1.1.3 対日平和条約実施関係　第1巻

平和条約実施事項一覧表、在外財産問題調査会第2回会議議事録、在外財産に対する各国処理状況、国際協力

局第四課事務処理方針、欧州諸国関係対日クレーム及び平和条約第16条・第18条処理、諸外国よりの各種補

償請求処理方針に関する閣議了解、平和条約発効二年後の実施状況一覧表、対日クレームの概要、対日請求

権等調査研究会、役務賠償に関する国会審議要旨、レバノンの請求に係る第15条・18条関係クレーム、平和

条約に伴い国内立法を要する事項、請求権調査連絡会、各国別請求権概況、ノルウェーの対日請求権交渉並

びに第4条、第8条及び第16条に関する文書を含む。

1951/8/1 1964/7/31 国際法局国際法課

B'.4.1.1.3-2
対日平和条約実施関係　第十八条（戦前クレーム処理）

関係

第18条の戦前クレーム処理に関する文書を収録。対日請求権・概表、各国別クレーム・債務一覧表、第18条

（a）項に基づく対日クレーム（日印平和条約第8条（a）項を含む）、上海事変における第三国クレーム処理

経緯、第18条及び中立国関係クレーム処理状況、両院外務委員会提出用対外債務説明資料、対日請求権問題

の概観、日蘭商社間戦前未払勘定、仏国船チン・セン号拿捕、仏貨債処理状況、在広東省スイス教会爆撃並

びにレバノン、パキスタン及びイラン関係戦前クレームに関する文書を含む。

1952/7/1 1961/8/31 国際法局国際法課
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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 移管時の管理担当課室

B'.4.1.1.3-6
対日平和条約実施関係　平和条約17条（ｂ）項に基づく

仏人三名の再審査請求

第17条(b)項に基づく、戦時中日本の裁判所による刑事判決を受けた仏人三名の再審査請求に関する文書を収

録。平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律、英国人の刑事判決再審査、在京仏代理大使来

訪、再審査請求事件の審理経過、1959年7月の岸総理訪仏時の応答要領、刑事判決再審査問題の経緯と考察及

び仏外務省エード・メモワールに関する文書を含む。

1952/4/1 1964/6/30 国際法局国際法課

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第1巻

日米安全保障条約第三条に基づく行政協定第二十五条2（b）に定める防衛分担金の昭和二十九会計年度にお

ける減額に関する交換公文の締結に関する文書を収録。交渉経緯、会談議事録、経費に関する大蔵私案及び

「援助継続」に関するステートメント、行政協定経費改訂に関する交換公文、交換公文付属の防衛計画に関

する往復書簡、閣議請議、書簡交換並びに外務省告示に関する文書を含む。

1952/2/1 1955/2/28
北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第2巻

日米安全保障条約第三条に基づく行政協定第二十五条2（b）に定める防衛分担金の昭和三十会計年度におけ

る減額に関する交換公文の締結に関する文書を収録。交渉経緯並びに1955年4月の日米首脳者会談録及び事務

当局者会談録を含む。

1954/9/1 1955/4/30
北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第3巻

日米安全保障条約第三条に基づく行政協定第二十五条2（b）に定める防衛分担金の昭和三十会計年度におけ

る減額に関する交換公文の締結に関する文書を収録。エードメモワール、1955年4月の日米共同声明及び書簡

交換、国会擬問擬答・答弁資料、交渉経緯、予算成立後の交換公文に関する交渉、閣議請議、同年8月の書簡

交換並びに外務省告示に関する文書を含む。

1952/4/1 1955/9/30
北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第4巻

1955年度の防衛分担金減額問題に関する文書を収録。1954年10月の岡崎外務大臣・アリソン駐日米国大使会

談要旨及び大蔵省・防衛庁との調整に関する文書を含む。
1954/10/1 1955/3/31

北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第5巻

1956年度の防衛分担金減額問題に関する文書を収録。米側政府部内の動向、日米行政協定第25条の改正、減

額方式、1955年12月の防衛分担金減額交渉経過報告及び1955年12月の分担金削減に関する日米共同声明擬問

擬答に関する文書を含む。

1955/10/1 1955/12/31
北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第6巻

1956年度の防衛分担金減額問題に関する文書を収録。交渉経緯、最終合意案、共同声明、国会答弁資料、分

担金交渉に先立ち防衛計画検討申入れ書簡案及び閣議請議に関する文書を含む。
1956/1/1 1956/12/31

北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第7巻

1957年度の防衛分担金減額問題に関する文書を収録。減額交渉経緯、交換公文に関する経緯及び閣議請議に

関する文書を含む。
1956/11/1 1957/8/31

北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室
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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 移管時の管理担当課室

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第8巻

1958～60年度の防衛分担金問題に関する文書を収録。1958年度減額交渉及び交換公文に関する経緯、1959年

度減額交渉経緯及び災害復旧予算に伴う分担金問題並びに1960年度の防衛分担金打切に関する経緯に係る文

書を含む。

1957/10/1 1960/7/31
北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室

B'.5.1.0.J/U3-1-3
日米安全保障条約関係一件　第三条に基づく行政協定関

係　防衛分担金関係　第9巻

1958及び1959年度の防衛分担金問題に関する文書を収録。両年度の書簡交換に関する閣議請議に係る文書を

含む。
1958/1/1 1959/4/30

北米局日米安全保障条約課

日米地位協定室

B'.5.4.0.J/N3-1 日蘭間航空業務協定関係一件　付表の修正関係　第1巻

北極航空路開設のための日本・オランダ航空協定付表の修正のための航空当局間協議に関する文書を収録。

蘭側協議開始申入れ、航空当局間の協定改訂交渉の経過概要、航空当局間協議における問題点、運輸・外務

両省間協議、駐日オランダ大使・欧亜局長会談要旨、合意議事録、新聞発表文、付表修正に関する交換公文

を含む。

1957/6/1 1959/6/30 欧州局政策課

B'.5.4.0.J/N3-1 日蘭間航空業務協定関係一件　付表の修正関係　第2巻

ＫＬＭオランダ航空の北極航空路開設後の日本・オランダ航空当局間協議に関する文書を収録。1960年及び

1963年の各航空当局間協議の概要、KLM減便問題の経緯、大臣レベルを含む外務・運輸両省間協議、駐日オ

ランダ大使と外務次官及び欧亜局長会談要旨、関係資料を含む。

1960/5/1 1963/12/31 欧州局政策課

B'.5.4.0.J/N3-1 日蘭間航空業務協定関係一件　付表の修正関係　第3巻

1964年1月～3月に実施された日本とオランダの航空当局間の再開協議に関する文書を収録。東京ービアク

（西イリアン）路線廃止に伴うKLMオランダ航空就航便数割当に関する第1回～第15回協議概要、事務次官を

含む外務・運輸両省間協議、駐日オランダ大使・欧亜局長会談要旨、合意議事録、プレス・リリース案、関

係資料、新聞報道を含む。

1960/8/1 1964/4/30 欧州局政策課

C'.2.0.0.1-1
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍物資関係　第1

巻

連合軍指令、会談及び意向関係文書を収録。館山地区所在軍用衣服食糧の処置、旧軍用物資類の解除、爆発

兵器類の処理、旧軍用物件の返還申請提出先、軍需物資の処理、海没特殊物件の返還申請及び内務省解体に

伴う旧日本軍軍需物資の返還主管官庁に関する文書を含む。

1945/9/1 1951/5/31 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-1
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍物資関係　第2

の1巻

連合軍宛報告、申請関係文書を収録。土木工事用ロードローラー及び瀝青搬出許可申請、戦車改造トラク

ターによる農耕作業試験、水測兵器転活用、鉄鋼統制会解散内申請、元海軍施設内酸素分離機払下、乗用自

動車製造許可申請、企業許可制度の改正、旧陸海軍所属船舶の転用及び火薬類製造許可申請に関する文書を

含む。

1945/10/1 1946/6/30 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-1
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍物資関係　第2

の2巻

連合軍宛報告、申請関係文書を収録。連合軍返還旧陸海軍資材補給品及装備品の売却資金報告、産業設備営

団による昭和電工硫酸アンモニア及石灰窒素工場建設、活字鋳造機及邦文モノタイプ移管申請、引揚援護用

重油引渡申請、旧横須賀海軍工廠より造船用資材搬出許可申請、旧海軍敷設海底電線の報告・返還申請、天

然ゴム加工研究制限解除、電気自動車製造許可申請、旧陸軍省土地建物の一部使用を求める印刷局の許可申

請、アンガウル島燐鉱石の日本内地乾燥、開墾用爆薬製造許可、モーター・スクーター生産継続依頼並びに

特殊物件処理状況報告に関する文書を含む。

1946/1/1 1952/11/30 国際法局国際法課
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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 移管時の管理担当課室

C'.2.0.0.1-1
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍物資関係　第3

巻

各種軍需品の調査、処理、保管、民需転換及び報告関係文書を収録。旧海軍施設部所属資材回収交渉、館

山・西部軍管区・四国軍管区・岩国での対連合軍軍需品引渡、特殊物件処分、通信資材処理方針、連合軍返

還食塩の処分、民需用軍需品処理、海軍通信所発電設備使用許可申請、復興事業用戦車交付申請、進駐軍払

渡アルコール処理要領、双眼鏡の押収、緊急搬出物件配分表及び引渡漏軍需品問題に関する文書を含む。

1945/9/1 1946/2/28 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-1
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍物資関係　第4

巻

各種軍需品の調査、処理、保管、民需転換及び報告関係文書を収録。埋没（海没）水銀等の回収、旧陸軍小

金井技術研究所電子顕微鏡等引渡、特殊物件引渡数量及残高調、特殊物件主要品目処理状況、食糧品・燃料

処分状況調（神奈川県）、連合軍返還旧陸海軍資材補給品及装備品の処理状況報告並びに売却資金報告、並

びに上尾・桶川地区陸軍被服廠集積所整理状況に関する文書を含む。

1946/3/1 1946/6/30 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-1
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍物資関係　第5

巻

各種軍需品の調査、処理、保管、民需転換及び報告関係文書を収録。旧軍所有大型旋盤処分、引揚援護用重

油譲渡依頼、特殊物件監査要領、特殊物件各省合同調査（埼玉）、特殊物件監査報告（神奈川・愛知・岐

阜・大阪・兵庫・京都）に関する文書を含む。

1946/7/1 1946/7/31 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-1
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍物資関係　第6

巻

各種軍需品の調査、処理、保管、民需転換及び報告関係文書を収録。神奈川軍令部指令による処分機械類調

書、旧軍用化学薬品の民需転用、特殊物件処理状況報告、第一海軍燃料廠実験器具移転、岡山県における旧

軍需物資徴発、旧軍用国有財産緊急活用調書、米軍将校の宝石類不法押収、小型潜水艦の解体、旧陸軍将

校・兵隊用被服装具等収集、旧海軍陸奥船体一部引揚、在横浜仏領事館内旧軍物資処分及び東京湾貴金属引

揚報労金等請求に関する文書を含む。

1946/8/1 1962/4/30 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-2
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍施設関係　第1

巻

連合軍指令、指示及び会談、連合軍宛報告及び申請並びに旧陸海軍施設受領及び調査に関する文書を収録。

飛行場の返還・開発、演習場解放申請、海軍航空基地解放、元軍用地解放申請、福井県師範学校の兵舎使用

許可申請、旧名古屋俘虜収容所四日市支部収容室崩壊物処分許可、進駐軍管理下建物・兵舎の警察官訓練用

解放申請、横須賀海軍地区返還処理概要及び軍用物件たる不動産の調査に関する文書を含む。

1945/12/1 1950/9/30 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-2
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍施設関係　第2

巻

飛行場、軍用地の農耕地転用に関する文書を収録。軍用地開墾甲種食糧増産隊等動員、旧軍用地調査、海軍

用地使用許可願陳情、飛行場利用・開発、飛行場開発経過概要、海軍兵学校・分校の広島文理科大・広島高

等師範学校校舎としての使用斡旋方申請、元軍用地利用計画一覧表、元軍用地中飛行場開放状態、旧舞鶴海

軍飛行場引渡、大津練兵場返還、元習志野騎兵学校付属射撃場開放方申請、元軍用地の解放依頼の件、東富

士演習場及び霞ヶ浦第一海軍航空廠解体等中止方命令に関する文書を含む。

1945/9/1 1951/5/31 国際法局国際法課

8



令和3年7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 移管時の管理担当課室

C'.2.0.0.1-2
終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　旧軍施設関係　第3

巻

旧陸海軍施設の返還・解放及び使用・転用、元禁衛府土地建物転用、内務省解体後の軍事施設返還先、連合

軍の命令違反並びに旧軍港の転換に関する文書を収録。旧日本軍弾薬庫調査、相模湾又は駿河湾海岸寄りの

旧軍施設調査、佐世保海軍火薬集積場接収、米憲兵隊使用建物（元海軍経理学校）の警察予備隊用宿舎とし

て使用のための接収解除、元東京第一陸軍造兵廠十条工場接収、元二十一空廠跡自動車車両検査場接収、連

合軍使用元陸海軍病院の接収解除、成増元軍飛行場の一部解除、旧土浦海軍航空隊施設の軍使用免除及び呉

市の失業問題と海軍施設の活用策に関する文書を含む。

1945/11/1 1952/6/30 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-3 終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　火薬爆発事件関係

火薬爆発事件及び爆発による被害補償に関する文書を収録。館山航空隊米軍接収弾薬爆発、舞鶴湾口進駐軍

労務供出作業中爆発、香川県下火薬爆発、二又トンネル爆破に伴う賠償請求、福岡県添田町及び神奈川県辻

堂駅における接収軍用火薬類処理作業中爆発、北海道伊達町接収沖合投棄漂着火薬爆発、鳴門海中引揚魚雷

等爆発、福岡県ロケット弾落下爆発、兵器の爆破処分による被害、占領軍の不発弾処理に伴う爆風被害、占

領軍の火薬爆破作業による被害財産調査及び対策並びに進駐軍による事故のため被害を受けた者に対する見

舞金に関する文書を含む。

1945/9/1 1951/12/31 国際法局国際法課

C'.2.0.0.1-4 終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件　爆発物処理関係

一般人所有武器弾薬の没収、元軍用火薬の民需転換、爆薬処理に関する連合軍に対する要望、広島大久野島

毒ガス処理、旧日本軍の爆薬処理、処理済爆弾のくず金属回収、旧軍弾薬庫調査、爆発物件等の引揚又は海

撤停止、爆発物引揚作業中止命令撤回の陳情並びに海没物資の引揚許可申請及び作業監督に関する文書を含

む。

1945/11/1 1951/6/30 国際法局国際法課

C'.2.3.0.1 在日連合軍関係雑件　第1巻

各地方の連絡調整事務局より外務省に送付された各地連合軍からの通報及び連合軍関係の現地事情並びに外

務省より各地連絡調整事務局や関係省庁に宛てられた各種文書を収録。連合軍の各地人事、組織名の変更、

幹部・職員の地方訪問、連合軍関係廃品処理、北海道における漁船の拿捕、米兵の北海道進駐に伴う現地情

勢、各地方の民事部の動向に関する文書を含む。

1950/5/1 1951/6/30 北米局北米第一課

C'.2.3.0.1 在日連合軍関係雑件　第2巻

各地方の連絡調整事務局より外務省に送付された各地連合軍からの通報及び連合軍関係の現地事情並びに外

務省より各地連絡調整事務局や関係省庁に宛てられた各種文書を収録。連合軍の各地人事、組織名の変更、

幹部・職員の地方訪問、連合軍関係廃品処理、北海道における漁船の拿捕、米兵の北海道進駐に伴う現地情

勢、各地方の民事部の動向に関する文書を含む。

1951/7/1 1951/10/31 北米局北米第一課
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令和3年7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 移管時の管理担当課室

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）（豪の1）第39巻

"豪州戦犯裁判関係で巣鴨刑務所に服役するBC級戦犯の仮出所申請をめぐり、法務省（法務府期を含む）から

本邦外務省を経て豪州大使館へ送付された一連の文書を収録。本巻の対象者は9名（豪州に対する仮出所決定

の要請は1952年6月24日から1952年8月26日）。「口上書（平和条約第十一条に基づく勧告の件）」、「仮出

所の勧告に関する決定送付」、「仮出所勧告に関する決定書」、「仮出所証書案」、「仮出所申請書」、

「行状成績報告書」、「拘禁経過表」、「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」、「行状評定方式」、

「コメンデーション」を含む。豪州戦犯裁判仮出所者関係は、本史料を含めて全6巻で構成されている。全体

の巻数では前後するが、収録文書は「豪の1」から「豪の6」までの順で、要請日順に時系列に綴られてい

る。（なお、当時の本邦政府において情報が不足していたため、シンガポール法廷及び香港法廷について豪

州主催の軍事裁判を経て服役する戦犯の仮出所関係文書は「英国」の巻に綴じ込まれている場合もある。）"

1952/3/1 1952/8/31 大臣官房総務課

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）（豪の2）第40巻

"豪州戦犯裁判関係で巣鴨刑務所に服役するBC級戦犯の仮出所申請をめぐり、法務省（法務府期を含む）から

本邦外務省を経て豪州大使館へ送付された一連の文書。本巻の対象者は9名（豪州に対する仮出所決定の要請

は1952年9月6日から1953年6月1日にかけて）。「口上書（平和条約第十一条に基づく勧告の件）」、「仮出

所の勧告に関する決定送付」、「仮出所勧告に関する決定書」、「仮出所証書案」、「仮出所申請書」、

「行状成績報告書」、「拘禁経過表」、「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」、「行状評定方式」、

「コメンデーション」を含む。豪州戦犯裁判仮出所者関係は、本史料を含めて全6巻で構成されている。全体

の巻数では前後するが、収録文書は「豪の1」から「豪の6」までの順で、要請日順に時系列に綴られてい

る。（なお、当時の本邦政府において情報が不足していたため、シンガポール法廷及び香港法廷について豪

州主催の軍事裁判を経て服役する戦犯の仮出所関係文書は「英国」の巻に綴じ込まれている場合もある。）"

1952/3/1 1953/6/30 大臣官房総務課

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）（豪の4）第41巻

"豪州戦犯裁判関係で巣鴨刑務所に服役するBC級戦犯の仮出所申請をめぐり、法務省（法務府期を含む）から

本邦外務省を経て豪州大使館へ送付された一連の文書。本巻の対象者は23名（豪州に対する仮出所決定の要

請は1954年1月22日から1954年2月16日にかけて）。「口上書（平和条約第十一条に基づく勧告の件）」、

「仮出所の勧告に関する決定送付」、「仮出所勧告に関する決定書」、「仮出所証書案」、「仮出所申請

書」、「行状成績報告書」、「拘禁経過表」、「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」、「行状評定方

式」、「コメンデーション」を含む。豪州戦犯裁判仮出所者関係は、本史料を含めて全6巻で構成されてい

る。全体の巻数では前後するが、収録文書は「豪の1」から「豪の6」までの順で、要請日順に時系列に綴ら

れている。（なお、当時の本邦政府において情報が不足していたため、シンガポール法廷及び香港法廷につ

いて豪州主催の軍事裁判を経て服役する戦犯の仮出所関係文書は「英国」の巻に綴じ込まれている場合もあ

る。）"

1946/6/1 1954/2/28 大臣官房総務課
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令和3年7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 移管時の管理担当課室

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）（豪の3）第42巻

"豪州戦犯裁判関係で巣鴨刑務所に服役するBC級戦犯の仮出所申請をめぐり、法務省（法務府期を含む）から

本邦外務省を経て豪州大使館へ送付された一連の文書。本巻の対象者は18名（豪州に対する仮出所決定の要

請は1953年9月22日から1954年1月21日にかけて）。「口上書（平和条約第十一条に基づく勧告の件）」、

「仮出所の勧告に関する決定送付」、「仮出所勧告に関する決定書」、「仮出所証書案」、「仮出所申請

書」、「行状成績報告書」、「拘禁経過表」、「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」、「行状評定方

式」、「コメンデーション」を含む。豪州戦犯裁判仮出所者関係は、本史料を含めて全6巻で構成されてい

る。全体の巻数では前後するが、収録文書は「豪の1」から「豪の6」までの順で、要請日順に時系列に綴ら

れている。（なお、当時の本邦政府において情報が不足していたため、シンガポール法廷及び香港法廷につ

いて豪州主催の軍事裁判を経て服役する戦犯の仮出所関係文書は「英国」の巻に綴じ込まれている場合もあ

る。）"

1946/2/1 1954/1/31 大臣官房総務課

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）（豪の5）第43巻

"豪州戦犯裁判関係で巣鴨刑務所に服役するBC級戦犯の仮出所申請をめぐり、法務省（法務府期を含む）から

本邦外務省を経て豪州大使館へ送付された一連の文書。本巻の対象者は22名（豪州に対する仮出所決定の要

請は1954年2月23日から1954年3月4日にかけて）。「口上書（平和条約第十一条に基づく勧告の件）」、

「仮出所の勧告に関する決定送付」、「仮出所勧告に関する決定書」、「仮出所証書案」、「仮出所申請

書」、「行状成績報告書」、「拘禁経過表」、「仮出所処分に関する刑務所の長の意見書」、「行状評定方

式」、「コメンデーション」を含む。豪州戦犯裁判仮出所者関係は、本史料を含めて全6巻で構成されてい

る。全体の巻数では前後するが、収録文書は「豪の1」から「豪の6」までの順で、要請日順に時系列に綴ら

れている。（なお、当時の本邦政府において情報が不足していたため、シンガポール法廷及び香港法廷につ

いて豪州主催の軍事裁判を経て服役する戦犯の仮出所関係文書は「英国」の巻に綴じ込まれている場合もあ

る。）"

1946/6/1 1954/3/31 大臣官房総務課

J'.2.1.1.16
沖縄等米軍極東司令部管轄地域（含韓国）向け渡航関係

雑件

米軍極東司令部が管轄する地域への渡航に関する許可基準、個別の渡航申請に対する対応等に関する文書を

収録。外務省と地方自治体との間の照会・回答、個々の申請・判定に関する文書を含む。
1950/5/1 1953/11/30 領事局旅券課

M'.2.2.0.2-2-1 在本邦外国公館関係　欧州地域関係　ソ連邦の部
在日ソ連大使館に関する文書を収録。ソ連大使館館員増員問題、通商代表部設置問題、ソ連大使館広報課の

特権問題を含む。
1956/10/1 1970/2/28 欧州局ロシア課

M'.2.2.0.2-2-1-1
在本邦外国公館関係　欧州地域関係　ソ連邦の部　元代

表部関係

連合国対日理事会ソ連代表部の地位問題に関する文書を収録。平和条約発行後におけるソ連代表部の取り扱

い方針（案）、元ソ連代表部に対する通告、チフヴィンスキー・ソ連代表部長との接触問題、在京元ソ連代

表部の状況を含む。

1952/1/1 1956/11/30 欧州局ロシア課
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令和3年7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 移管時の管理担当課室

2021-0392 戦後処理／（元兵補問題等）
元日本軍人に関する文書を収録。生存情報、消息調査、墓地、戦没者慰霊碑及び戦没者遺骨収集に関する文

書を含む。
1975/7/1 1979/6/30

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第二課

2021-0393 沖縄関係8　総理・外務大臣会談記録

1972年1月から9月までの沖縄問題に関する文書を収録。佐藤総理・ニクソン米大統領会談録及び福田外務大

臣・ロジャーズ米国務長官会談録（1972年1月）、田中総理・ニクソン米大統領会談録（1972年8月、9

月）、晩餐会における総理と大統領の会話（1972年8月）、大平外務大臣・ロジャーズ米国務長官会談録

（1972年9月）を含む。

1972/1/1 1972/9/30 北米局北米第一課

2021-0394 日米関係（沖縄返還）48（重光・アリソン会談録）

重光大臣訪米準備及び訪米後のフォロー・アップのためのアリソン駐日米国大使との会談記録及び関連資

料、日米相互防衛条約に関する下田条約局長・パーソンズ公使の会談記録等を含む。会談の主要テーマは日

米関係全般（安保条約改訂、沖縄基地問題、琉球・小笠原、戦犯釈放、経済）、対ソ関係（漁業交渉等）等

であった。

1955/5/1 1955/7/31 北米局北米第一課

2021-0395
小笠原諸島帰属問題　小笠原返還協定関係　返還交渉経

緯

1967年11月の佐藤総理訪米に向けての小笠原・沖縄返還交渉経緯に関する文書を収録。1967年6月の小笠原

問題対処方針、同年7月の三木外務大臣・ジョンソン駐日米大使会談及び対米覚書、同年8月の佐藤総理・三

木外務大臣打合わせ、同年9月の日米外相会談録、同年11月の日米首脳会談録（抜粋）、同年10月の対米覚書

及び同年11月の佐藤総理・ジョンソン米大統領会談に関する文書を含む。

1967/6/1 1967/12/31 北米局北米第一課

2021-0396 日・ソロモン関係
日本とソロモン諸島との二国間関係に関する文書を収録。ソロモン諸島独立にともなう国家承認決裁書、両

国首脳・外相間の書簡交換、記事資料、現地出張報告、駐日ソロモン名誉領事館の開設を含む。
1978/3/1 1990/10/31 アジア大洋州局大洋州課

2021-0397 小笠原返還協定・沖縄返還協定（閣議請議）
小笠原返還協定の署名及び国会承認に関する閣議請議並びに沖縄返還協定の国会承認に関する閣議請議に係

る文書を収録。
1968/3/1 1971/10/31 国際法局条約課

2021-0398 沖縄問題　在沖縄米軍犯罪・事故

沖縄駐留米軍の犯罪・事故に関する文書を収録。演習に伴う事故と米兵のいたずら、幼児轢死事故、発砲事

件、パラシュート投下演習中事故、米軍機墜落事故により死亡した沖縄住民に対する米側補償及び米軍雇用

員のベトナム行き強要に関する文書を含む。

1964/12/1 1969/3/31 北米局北米第一課

2021-0399 沖縄問題　在沖縄米軍基地・施設

米軍基地、施設の調査及び取扱いに関する文書を収録。沖縄の基地の地位、沖縄米軍基地地図、沖縄米軍基

地施設図、米軍基地整理及び基地の共同使用、沖縄現地調査報告及び東南アジアの安全保障のための在比米

軍基地の役割に関する文書を含む。

1968/1/1 1970/3/31 北米局北米第一課
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2021-0400 沖縄関係　日米沖縄返還協定／VOA存続問題
沖縄返還協定交渉におけるボイス･オブ･アメリカ（VOA）存続問題に関する文書を収録。混信問題、電波公

害問題、郵政省との協議及び擬問擬答に関する文書を含む。
1956/10/1 1971/10/31 北米局北米第一課

2021-0401
フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／国連第37回

総会決議

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する第37回国連総会決議に関する文書を収録。ラテン・

アメリカ諸国提案決議案に対する日本の対処方針、投票理由説明、越智駐アルゼンチン日本大使の意見具

申、総会における審議概要、諸外国の態度・反響、各国代表発言、総会議事録、事務局作成ペーパーを含

む。

1982/7/1 1982/11/30 中南米局南米課

2021-0402 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／諸外国動向

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争に関するアルゼンチン、英国の動向に関する文書を収録。メンデ

ス・アルゼンチン外相声明、駐アルゼンチン外交団、政府筋の見方、ヘイグ・米国務長官の仲介のためのア

ルゼンチン訪問、アルゼンチン経済状況、日・アルゼンチン関係及び紛争勃発に伴う英国内政、外交、軍事

動向、議会・世論の動向を含む。

1982/4/1 1982/5/31 中南米局南米課

2021-0403 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／諸外国動向

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争に関するアルゼンチン、英国の動向に関する文書を収録。ガルチ

エリ・アルゼンチン大統領記者会見、駐アルゼンチン外交団、武官筋の見方、戦況、アルゼンチン経済状

況・経済対策及びサッチャー・英首相、ピム英外相、ノット英国防相の議会演説、英の外交的解決に向けた

動向を含む。

1982/5/1 1982/5/31 中南米局南米課

2021-0404 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／諸外国動向

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争勃発後のアルゼンチン、英国双方の立場、対応に関する文書を収

録。紛争の背景、双方政府の立場表明、政府首脳の議会演説、記者会見、対抗措置、外交団、政府関係者、

軍事筋からの内話、双方の立場対照表を含む。

1982/1/1 1982/5/31 中南米局南米課

2021-0405 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／諸外国動向

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する諸外国の動向に関する文書を収録。アジア、大洋

州、中南米、西欧、共産圏、中近東・アフリカ諸国、国連、欧州委員会の本問題に関する対応、立場、措置

を含む。

1982/4/1 1982/10/31 中南米局南米課

2021-0406 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／本邦の対応

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題と鈴木総理の南米訪問、ベルサイユ・サミットに関する文書

を収録。「フォ」諸島紛争と鈴木総理のブラジル、ペルー訪問の考え方、首脳会談応答要領、各首脳会談概

要、共同プレス・リリース、中南米統合担当官会議記録、ベルサイユ・サミット総理発言応答要領、首脳晩

餐会記録、記者会見記録を含む。

1982/7/1 1982/11/30 中南米局南米課
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2021-0407 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／本邦の対応

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する日本のアルゼンチンに対する申入れ、日英関係に関

する文書を収録。日本の基本的立場のアルゼンチンに対する申入れ、鈴木総理のガルチエリ・アルゼンチン

大統領宛メッセージの伝達、越智駐アルゼンチン日本大使の経済制裁に関する意見具申、サッチャー英首相

訪日中の主要会談記録、日英首脳、外相間の書簡を含む。

1982/4/1 1982/10/31 中南米局南米課

2021-0408
フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／アルゼンチ

ン、米国動向

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関するアルゼンチン、米国の動向に関する文書を収録。ア

ルゼンチン政府要人発言、同国の立場、駐アルゼンチン各国大使の見方、在留邦人関係、政治・経済情勢、

米国のアルゼンチンに対する態度、措置、議会の動向を含む。

1982/4/1 1982/11/30 中南米局南米課

2021-0409 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する調書、資料を収録。各国の対応一覧表、最近の動向

と見通し、資料集（要人間書簡、国連決議、櫻内外務大臣談話他）、対外応答要領、国会答弁資料、擬問擬

答を含む。

1982/4/1 1982/8/31 中南米局南米課

2021-0410
フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／国際機関動

向

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題についての国際機関の動向に関する文書を収録。国連安全保

障理事会における決議案を巡る日本、各国の立場、審議の動向、デクエヤル国連事務総長の仲介努力、米州

機構（OAS）、ガット、国際赤十字委員会（ICRC）、国連開発計画（UNDP）、国際原子力機関（IAEA）の

本問題に関する対応振り、関連資料を含む。

1981/12/1 1982/10/31 中南米局南米課

2021-0411 アルジェリア政治（含む、対日関係）

アルジェリアの内政・外交、対日関係に関する文書を収録。1981年10月のカンクンにおける南北サミットの

際の鈴木総理とシャドリ・アルジェリア大統領との会談概要、1982年1月に訪日したヤラ・アルジェリア蔵相

の櫻内外務大臣表敬資料及び会談概要並びに安倍通産大臣との会談概要、同年1月の渡辺大蔵大臣のアルジェ

リア訪問の際のシャドリ大統領及びベンヤヒア・アルジェリア外相との各会談概要並びに同年5月の同外相の

遭難に関する文書を含む。

1981/8/1 1982/12/31 中東アフリカ局中東第一課

2021-0412 チュニジア政治・経済（含、対日関係）

チュニジア政治・経済及び対日関係に関する文書を収録。予算概要、工業投資法、乗用車輸入自由化問題、

石油製品新価格、ガット加入交渉、1988年6月～7月の浜田外務政務次官のチュニジア訪問、三木総理逝去に

際するチュニジア側弔辞、カルタゴ工科大学及びチュニジア国立図書館に対する日本の協力要請に関する文

書を含む。

1988/1/1 1988/12/31 中東アフリカ局中東第一課

2021-0413 伊東外務大臣エジプト訪問（1980年）

1980年12月に行われた伊東外務大臣のエジプト訪問に関する文書を収録。大臣ブリーフ資料、発言応答要

領、サダト・エジプト大統領、アリ・エジプト副首相兼外相との会談記録、鹿取外務審議官による記者及び

駐日EU諸国大使へのブリーフ概要、鈴木総理に対する伊東外務大臣の外遊報告概要及び所感メモを含む。

1980/11/1 1981/5/31 中東アフリカ局中東第一課
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2021-0414 宇野外務大臣中近東諸国訪問（1988年）／訪問準備

1988年6月の宇野外務大臣のシリア、ヨルダン、エジプト、イスラエル訪問のための準備に関わる文書を収

録。訪問の意義と訪問国の選定、訪問国との日程・議題調整、中東訪問と中東和平に関する擬問擬答、要人

との会談資料、到着・出発時の大臣ステートメントやペレス・イスラエル外相夫妻主催晩餐会における大臣

スピーチなどロジ・サブ資料の策定に関わる文書を含む。

1988/5/1 1988/6/30 中東アフリカ局中東第一課

2021-0415 日・イスラエル政治

日・イスラエル政治及び要人往来に関する文書を収録。国会答弁資料、国会議員の占領地訪問、コーヘン・

駐日イスラエル大使の宇野外務大臣離任表敬、日英政策企画協議資料、ルービンシュタイン・イスラエル通

信相訪日に関する文書を含む。

1985/3/1 1988/8/31 中東アフリカ局中東第一課

2021-0416 日・エジプト経済委員会（第2回）

1978年に両国に設立された「日本エジプト経済委員会」の1982年3月にカイロで開催された第2回合同会議に

関わる文書を収録。第1回合同会議関連資料、第2回会議準備のための外務本省と在エジプト日本大使館との

調整、鈴木総理発ムバラク・エジプト大統領宛親書、鈴木総理の開会式メッセージ、会議概要、日本代表団

のムバラク大統領を始めとするエジプト要人との会談の他、半年後の1982年9月に日本でフォローアップのた

め開催された日エジプト経済会議に関する文書を含む。

1980/8/1 1984/5/31 中東アフリカ局中東第一課

2021-0417 日・エジプト航空協定／付表修正
日・エジプト航空協定付表の修正に関する文書を収録。経緯、1978年10月の東京における航空当局間の合意

及び1981年5月のカイロにおける書簡交換に係る文書を含む。
1961/12/1 1981/5/31 中東アフリカ局中東第一課

2021-0418 日・チュニジア関係

日・チュニジア両国要人間の祝辞・謝辞・親書等及び諸案件に関する文書を収録。1986年3月のジャファー・

駐日チェニジア大使と梁井外務審議官との会談、1986年11月のスファール・チェニジア首相発中曽根総理宛

親書及び同年12月の総理返簡、日本輸出入銀行の輸出信用供与並びに二重課税防止条約の締結提案に関する

文書を含む。

1986/3/1 1988/9/30 中東アフリカ局中東第一課

2021-0419 日・トルコ経済

トルコの経済情勢、日本・トルコ経済関係全般に関わる文書を収録。日本・トルコ貿易経済関係実績、1988

年4月に東京で開催された第2回日本・トルコ経済合同委員会、日本輸出入銀行による対トルコ融資、日本企

業のトルコ進出とトルコにおける活動概要、BOT方式による輸入炭火力発電所建設、第3ボスポラス橋建設に

関する文書を含む。

1985/2/1 1988/9/30 中東アフリカ局中東第一課

2021-0420 日・リビア要人往来

日本とリビア間の要人往来に関する文書を収録。1980年11月に訪日したフレイワ計画書記の伊東外務大臣、

斉藤建設大臣及び河本経済企画庁長官各表敬概要、1981年3月の柿沢衆議院議員によるリビア訪問、同年8月

に訪日したムーサ・リビア経済次官の菊地外務審議官表敬概要に係る文書を含む。

1980/1/1 1982/12/31 中東アフリカ局中東第一課
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2021-0421 日・PLO関係

日本とパレスチナ解放機構（PLO）との関係に関する文書を収録。1982年4月のPLOとの接触要領改訂版、同

年5月のファフーム・パレスチナ民族評議会議長訪日の際の日程、対外応答要領、櫻内外務大臣との会談概

要・資料並びに同外務大臣夫妻主催夕食会における外務大臣及び木村日本・パレスチナ友好議員連盟会長各

挨拶に関する文書を含む。

1980/7/1 1982/8/31 中東アフリカ局中東第一課

2021-0422 日・PLO関係

日本とパレスチナ解放機構（PLO）との関係に関する文書を収録。1981年3月のPLO東京事務所のパレスチナ

旗掲揚、同年8月の在京PLO事務所との接触に関するアラブ外交団の要望、同年9月の大鷹参議院議員とアワ

ド・在アラブ首長国連邦PLO事務所長との会談概要並びにアラファト・PLO議長及びファフーム・パレスチナ

民族評議会（PNC）議長の訪日問題に関する文書を含む。

1980/12/1 1982/5/31 中東アフリカ局中東第一課

2021-0423 日本・エジプト友好協会

1983年3月のムバラク・エジプト大統領国賓訪日に因んで設立された日本・エジプト友好協会に関する文書を

収録。設立総会、会則、会員・役員名簿、定例総会等の組織問題の他、伊東正義会長一行のエジプト訪問、

会長の対エジプト慶弔メッセージ発出、会長のエジプト側関係者との会談、会報の発行など協会の活動に関

する文書を含む。

1983/2/1 1988/3/31 中東アフリカ局中東第一課

2021-0424 レーガン米国大統領夫妻訪日（1983年）

1983年11月のレーガン米国大統領夫妻訪日時の日米首脳会談に関する文書を収録。日米首脳会談に係る中曽

根総理に対する事前説明のための資料及び日米外相会議発言応答要領・参考資料を含む。なお、日米首脳会

談の記録は含まれていない。

1983/10/1 1983/12/31 北米局北米第一課

2021-0425
レーガン米国大統領夫妻訪日（1983年）／フォローアッ

プ

1983年11月のレーガン米国大統領夫妻訪日のフォローアップに関する文書を収録。フォローアップのための

体制及びフォローアップについての日米間の意見交換・協議に関する文書を含む。
1982/11/1 1984/4/30 北米局北米第一課

2021-0426 レーガン米国大統領夫妻訪日（1983年）／受入れ準備
1983年11月のレーガン米国大統領夫妻訪日の受入れ準備に関する文書を収録。訪日受入れについての日本側

基本方針及び日米間の意見交換・協議に関する文書を含む。
1983/8/1 1983/11/30 北米局北米第一課

2021-0427 沖縄復帰一般（米国企業の取扱い）

沖縄復帰に伴う個別の米国企業等の取扱いに関する文書を収録。沖縄所在国県有地に対するマネング社使用

地返還請求、ドゥモロ社ダム建設費追加分支払請求、在沖縄外資系企業の取扱い及び沖縄在住米国人の海上

輸送業許可申請に関する文書を含む。

1971/6/1 1976/4/30 北米局北米第一課

2021-0428 沖縄復帰一般（米AID施設設置・移転）
米国務省国際開発局（AID）の沖縄地区事務所及び極東地域補給事務所の設置・移転に関する文書を収録。関

連国会答弁資料及び国会議事録を含む。
1961/9/1 1973/6/30 北米局北米第一課
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2021-0429 沖縄政治
沖縄の統治形態に関する天皇メッセージに係る文書を収録。国会答弁資料、擬問擬答、国会議事録及び米国

政府外交文書を含む。
1979/2/1 1979/4/30 北米局北米第一課

2021-0430 沖縄関係　日米沖縄返還協定／対米請求権放棄
沖縄返還協定第4条1項による対米請求権の放棄に対する措置に関する文書を収録。沖縄の請求権に関する国

内措置連絡会議・幹事会及び復帰前の米側補償基準等の照会に関する文書を含む。
1978/7/1 1979/6/30 北米局北米第一課

2021-0431 沖縄関係　日米沖縄返還協定／対米請求権放棄

沖縄返還協定第4条1項による対米請求権の放棄に対する措置に関する文書を収録。沖縄の請求権に関する国

内措置連絡会議・幹事会、1978年7月の屋部沖縄県副知事の愛野外務政務次官来訪時の応答要領及び第4条3項

関係経緯に関する文書を含む。

1978/5/1 1978/7/31 北米局北米第一課

2021-0432 日米半導体協議

半導体貿易問題に関する文書を収録。日米協定の是正を求める日・ECパネル審議（ガット）に関する対外応

答要領、米業界幹部訪日、日米半導体業界会談記録・共同声明案のほか、米国電子工業界におけるDRAM不

足の実情など報道振りを含む。

1988/3/1 1988/6/30 北米局北米第二課

2021-0433 日米半導体協議
半導体貿易問題に関する文書を収録。日米の電子部品業界間の会合記録、米半導体工業会による年次報告及

び報告書、米国での対日制裁見直しなどの報道ぶり、対外応答要領を含む。
1988/1/1 1988/3/31 北米局北米第二課

2021-0434 日米半導体協議

半導体貿易問題に関する文書を収録。日本・ECパネル審議の報告書案、その後の日米半導体協議における日

本側の対処方針の検討、協議の報告電、ガット理事会における協議報告のほか、日米の報道振りとその対外

応答要領を含む。

1988/3/1 1988/5/31 北米局北米第二課

2021-0435 日米半導体協議

日米半導体貿易問題に関する文書を収録。米側の対日制裁措置の追加的撤回がなされた時期の宇野外務大臣

談話、レーガン米大統領声明要旨のほか、同時期の米国における報道振りの分析・報告電、日米半導体関係

業界による談話記録、調査資料を含む。

1987/10/1 1988/1/31 北米局北米第二課

2021-0436 日・イタリア原子力科学技術協力協定
日・イタリア原子力科学技術協力協定の交渉経緯に関する文書を収録。日・イタリア経済協議（原子力関

係）及び日・イタリア科学技術協力に関する文書を含む。
1970/11/1 1975/9/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室
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2021-0437 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の交渉経緯に関する文書を収録。1978年1月の仮署名及び同

年8月の署名に関する文書を含む。
1978/1/1 1978/10/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0438 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の交渉経緯に関する文書を収録。1978年1月に東京で行われ

た第三次交渉の対処方針及びカナダ側との協定案文交渉に関する文書を含む。
1977/6/1 1978/1/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0439 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の交渉経緯に関する文書を収録。1977年5月にオタワで行わ

れた第二次交渉の対処方針及び交渉概要並びに同年6月にバンクーバーで行われた日・カナダ経済協力合同委

員会に関する文書を含む。

1977/1/1 1977/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0440 日ソ原子力
民間での原子力協力、日本原子力産業会議とソ連国家原子力利用委員会との原子力協定及びココム問題に関

する文書を収録。
1975/11/1 1978/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0441 日・カナダ原子力協定改定
日・カナダ原子力協定改定の交渉経緯に関する文書を収録。カナダ側との協定案文交渉に関する文書を含

む。
1977/3/1 1977/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0442 日・カナダ原子力協定改定
日・カナダ原子力協定改定の交渉経緯に関する文書を収録。カナダ側との交渉対処方針及び協定案文交渉に

関する文書を含む。
1977/1/1 1977/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0443 日・カナダ原子力協定改定
日・カナダ原子力協定改定の交渉経緯に関する文書を収録。1977年1月に東京で行われた第一次交渉の対処方

針及び交渉概要に関する文書を含む。
1977/1/1 1977/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0444 日・カナダ原子力協定改定
日・カナダ原子力協定改定の交渉経緯に関する文書を収録。カナダ側との交渉対処方針及び協定案文交渉に

関する文書を含む。
1976/11/1 1977/1/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室
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2021-0445 日・カナダ原子力協定改定
日・カナダ原子力協定改定の交渉経緯に関する文書を収録。カナダ側との交渉対処方針及び協定案文交渉に

関する文書を含む。
1976/4/1 1976/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0446 日・カナダ原子力協定改定
日・カナダ原子力協定改定の交渉経緯に関する文書を収録。カナダ側との協定案文交渉に関する文書を含

む。
1975/1/1 1976/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0447 日・カナダ原子力協定改定
日・カナダ原子力協定改定の交渉経緯に関する文書を収録。カナダ側との交渉対処方針及び協定案文交渉に

関する文書を含む。
1974/12/1 1976/2/29

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0448 日・カナダ原子力平和的利用協力協定に基づく保障措置
保障措置の実施、保障措置の移管問題及び日加IAEA保障措置移管協定に基づく保障措置の実施に関する文書

を収録。
1965/6/1 1969/10/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0449 日米原子力協定／個別認定 日米原子力協力協定上の第2条1（ⅲ）にある「認められた者」の個別の認定に関する文書を収録。 1971/9/1 1973/9/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0450 日米原子力協定／個別認定 日米原子力協力協定上の第2条1（ⅲ）にある「認められた者」の個別の認定に関する文書を収録。 1969/3/1 1972/8/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0451 日米原子力／米国原子力商船の本邦寄港問題
米国原子力商船サバンナ号の日本寄港に関する文書を収録。米側との交渉経緯、関係省庁協議及び国会関係

資料に関する文書を含む
1967/1/1 1967/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0452 日米原子力／米国原子力商船の本邦寄港問題

米国原子力商船サバンナ号の日本寄港に関する文書を収録。国会答弁資料、米側報道、1963年5月にニューオ

リンズで開催された国際港湾協会第3回世界会議における原口日本理事（神戸市長）の原子力船外国寄港の安

全性に関する質問及び回答並びに1964年6月にハンブルグで開催された経済協力開発機構（OECD）・欧州原

子力機関（NEA）のサバンナ号の安全性に関する第4回専門家会議に関する文書を含む。

1961/1/1 1965/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室
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2021-0453 核兵器不拡散条約（NPT）／各国の態度（欧州） 核兵器不拡散問題に対する欧州各国の態度に関する文書を収録。 1966/1/1 1967/12/31
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2021-0454 核兵器不拡散条約（NPT）
核兵器不拡散条約の問題点（平和利用、手続事項）及び同条約の草案（米国案、米ソ共同案に対する各国態

度、米ソ共同案提出に対する関係省庁説明会）に関する文書を収録。
1966/1/1 1967/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2021-0455 核兵器不拡散条約（NPT）／各国の態度（欧州）
核兵器不拡散条約（NPT）の締結経緯に関する文書を収録。スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、英国

及びアイルランド等の各国の態度に関する文書を含む。
1966/1/1 1967/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2021-0456 核兵器不拡散条約（NPT）

核兵器不拡散条約（NPT）の締結経緯に関する文書を収録。1967年2月の英ソ、英独首脳会議、5月の川島特

使訪ソ、6月のジョンソン米大統領とコスイギン・ソ連首相の会談、7月の三木外務大臣の訪ソ、東欧とコス

イギン首相との会談に関する文書を含む。

1967/1/1 1967/8/31
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2021-0457 在本邦諸外国領事官接受、館員任免／ベルギー
在京及び在大阪のベルギー総領事の離着任（含、認可状手続き）等に関する文書を収録。在大阪総領事

（1972-80年、本国予算削減のため閉鎖後、86年再開）、在京総領事（1972-88年）を含む。
1972/3/1 1988/10/31 大臣官房儀典外国公館室

2021-0458 在本邦諸外国領事官接受、館員任免／南アフリカ

在本邦南アフリカ総領事・館員の接受に関する文書を収録。総領事・館員の離着任通報及び証認（総領事の

場合は証認状発給）要請・身分証明票返却について在京南アフリカ共和国総領事館から発出された口上書、

在京都名誉領事館の開設及び同名誉領事に対する承認に関する資料を含む。

1973/12/1 1988/7/31 大臣官房儀典外国公館室

2021-0459 本省文書事務

外交文書の取扱い等に関する文書を収録。外交記録文書の整理、外務省記録書庫問題、文書の閲覧、秘密保

持、文書のマイクロフィルム化に関する規則、外交記録の公開に関する基本方針、外務省印刷所における印

刷物作製基準、CPセンターの設置、写真植字システムの導入に関する文書を含む。

1957/10/1 1977/4/30 大臣官房総務課

2021-0460 在外公館長帰朝報告 1980年4月～1981年3月の間に帰任となった在外公館長による帰朝報告を収録。 1980/4/1 1981/3/31 大臣官房総務課
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2021-0461 在外公館長帰朝報告 1978年1月～1980年3月の間に帰任となった在外公館長による帰朝報告を収録。 1978/1/1 1980/3/31 大臣官房総務課

2021-0462 サミット第4回ボン会議
1978年7月ブリュッセルでの国際報道協会（IPA）主催午餐会における日欧関係に関する福田総理スピーチを

収録。草案、セット版及び英文仮訳を含む。
1978/7/1 1978/7/31 総合外交政策局総務課

2021-0463 ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故

1986年4月に発生した、ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故に関する文書を収録。同事故に関するわが国の

国会決議、同事故に関する対外応答要領、同事故に関する擬問擬答、ゴルバチョフ・ソ連共産党書記長のテ

レビ演説を含む。

1986/4/1 1987/1/31 欧州局ロシア課

2021-0464 ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故／対ソ連協力
ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故発生に伴う対ソ協力に関する文書を収録。民間での日ソ協力、日本の

対ソ医療治療協力（ソ連医師団訪日）、ソ連より広島市への協力要請を含む。
1986/1/1 1987/2/28 欧州局ロシア課

2021-0465 日ソ原子力

日ソ間の原子力分野に関する文書を収録。原子力グループ第一回専門家会議覚書、同第二回専門家会議覚

書、日ソ科学技術協力（原子力分野）、同（高速増殖炉分野）、第二回日ソ原子力協力代表者会議録を含

む。

1977/8/1 1982/7/31 欧州局ロシア課

2021-0466 ソ連外交政策／対アジア（含、対日関係）

ソ連の極東における信頼醸成措置に関する文書を収録。信頼醸成措置に関するブレジネフ・ソ連共産党書記

長提案、伊東外務大臣とポリャンスキー・駐日ソ連大使との会談録、レーガン・米大統領宛ブレジネフ書記

長親書等を含む。

1979/2/1 1984/5/31 欧州局ロシア課

2021-0467 ソ連要人訪日
ソ連要人訪日に関する文書を収録。山口衆議院外務委員長とセミョーノフ・駐日ソ連大使との会談録、倉成

外務大臣・カーピッツア・ソ連外務次官会談録、梁井外務審議官カーピッツア次官会談録を含む。
1986/6/1 1987/6/30 欧州局ロシア課

2021-0468 北方領土問題／旧漁業権問題
北方領土の旧漁業権問題に関する文書を収録。伊東外務大臣の根室視察発言要領、参考資料、北方領土にお

ける施政権問題、旧漁業権問題の概要、国会議事録を含む。
1949/12/1 1986/2/28 欧州局ロシア課
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2021-0469
日ソ金融・通商関係事務所設置問題／在本邦ソ連通商代

表部他

日ソ間の金融・通商関係駐在員事務所の設置問題に関する文書を収録。東京銀行モスクワ駐在員事務所設置

問題、ソ連商工会議所の本邦設置問題、在日ソ連通商代表部員名簿を含む。
1973/8/1 1987/6/30 欧州局ロシア課

2021-0470 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の際の米ソ間やりとり、ソ連機通信記録の日米共同発表、各国の対ソ連措

置・補償請求、米国議会の対応、米国での報道ぶりに関する文書を収録。
1983/9/1 1983/9/30 欧州局ロシア課

2021-0471 大韓航空機サハリン沖撃墜事件
1983年9月に発生した、大韓航空機サハリン沖撃墜事件の際の米国、韓国の対応、米国他との協力、ソ連との

折衝、各国の対ソ連措置、国際民間航空機関（ICAO）での審議、各国有識者の意見等に関する文書を収録。
1983/9/1 1983/9/30 欧州局ロシア課

2021-0472 日ソ関係／日ソ協議に関する議定書
ソ連による日本との「協議に関する議定書」締結提案に対する日本側の対処方針案等検討文書及びソ連とフ

ランスの間で締結された政治協力に関する議定書等関係情報を収録。
1984/6/1 1985/9/30 欧州局ロシア課

2021-0473 日ソ政府間貿易経済協議（第2回）
1987年6月に東京で開催された日ソ政府間貿易経済協議に関する文書を収録。同経済協議の議題及び日程、対

処方針、発言・応答要領、議事概要、覚書案を含む。
1987/1/1 1987/11/30 欧州局ロシア課

2021-0474 日ソ昆布交渉／協定期間延長 日ソ間の昆布採取に関する協定の有効期間を1985年から1年毎に延長することに関する議定書を収録。 1985/8/1 1988/1/31 欧州局ロシア課

2021-0475 日ソ漁業合同委員会（第3回）
第3回日ソ漁業合同委員会に関する文書を収録。1987年の漁業の分野における日本とソ連との間の協力計画

（案）、1988年の協力方向、科学者グループ会議、リダクション・グループ会議を含む。
1987/1/1 1987/3/31 欧州局ロシア課

2021-0476 日ソ漁業合同委員会（第3回）
第3回日ソ漁業合同委員会に関する文書を収録。日ソ漁業合同委員会第3回会議の記録、同会議対処方針、同

代表間会談記録、コトリャール・ソ連漁業大臣表敬訪問に係る記者会見を含む。
1986/12/1 1987/3/31 欧州局ロシア課
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2021-0477 日ソ漁業合同委員会（第3回）
第3回日ソ漁業委員会に関する文書を収録。日ソ漁業委員会第3回会議議事録、交換文書、覚書、同第3回会議

の結果について、ソ連漁船の日本寄港についての対外応答要領を含む。
1986/11/1 1987/6/30 欧州局ロシア課

2021-0478 日ソ漁業合同委員会（第3回）

第3回日ソ漁業委員会に関する文書を収録。同第3回会議対処方針、同会議における日本側代表挨拶、1987年

の日ソ双方の200海里水域における両国漁船の操業条件に関する日本側提案、同日本漁船の操業条件に関する

ソ側提案、同第3回会議の概要、同第3回会議の大筋合意を含む。

1986/1/1 1987/1/31 欧州局ロシア課

2021-0479 日ソ漁業合同委員会（第4回）
第3回日ソ漁業委員会に関する文書を収録。日ソ漁業委員会第3回会議議事録、交換文書、覚書、同第3回会議

の結果について、ソ連漁船の日本寄港についての対外応答要領を含む。
1987/11/1 1987/12/31 欧州局ロシア課

2021-0480 日ソ漁業損害賠償請求処理委員会（第3回合同会議）
日ソ漁業損害賠償請求処理委員会の第三回合同会議の概要、同議事日程及び議事録、同委員会への日本側委

員の任命関係文書を収録。
1983/5/1 1987/1/31 欧州局ロシア課

2021-0481 日ソ漁業／法的諸問題

日ソ漁業の法的諸問題に関する文書を収録。ソ連によるソ連領海・経済水域等の基線設定に関する政府申し

入れ、日ソ漁業委員会第二回会議、200海里経済水域内でのソ連の違反漁船取締に関する擬問擬答、生物資源

保存措置に関する情報を含む。

1984/6/1 1988/6/30 欧州局ロシア課

2021-0482 日ソ科学技術協力委員会（第4回）

モスクワで開催された第4回日ソ科学技術協力委員会会議について、日程確定から他省庁との事前調整、対ソ

折衝、本会議実施と結果文書の策定等一連の実務に関する文書を収録。対処方針、会議での発言・応答要

領、事前に東京で開催された日ソ科学技術専門家会合の概要、本会議記録、議事録、科学技術協力計画を含

む。

1987/1/1 1988/2/29 欧州局ロシア課

2021-0483 日ソ経済閣僚会議／設置構想
日ソ経済閣僚会議の設置構想に関する文書を収録。同構想の経緯、日本政府内の協議、ソ連側との協議用の

対処方針を含む。
1977/6/1 1979/2/28 欧州局ロシア課

2021-0484 日ソ航空当局間協議
日ソ間の航空関係に関する文書を収録。日ソ航空当局間協議の開催、同協議の対処方針及び合意議事録、航

空業務に関する日ソ間の書簡交換に関する閣議請議を含む。
1987/1/1 1987/9/30 欧州局ロシア課
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2021-0485 日ソ要人往来

日ソ要人往来に関する文書を収録。ゴルバチョフ・ソ連共産党書記長の訪日問題、鹿取駐ソ日本大使・シュ

ワルナゼ・ソ連外相会談録、金丸副総理とソロヴィヨフ駐日ソ連大使会談録、鹿取駐ソ日本大使・ドブルイ

ニン・ソ連共産党書記会談録、中曽根総理の東欧訪問を含む。

1983/10/1 1987/11/30 欧州局ロシア課

2021-0486 日ソ議員交流／ソ連最高会議議員団訪日

1984年10～11月の、クナーエフ・ソ連共産党政治局員兼最高会議幹部会員一行の訪日関係資料とグラツキー

最高会議ソ日セクション会長一行の訪日関係資料を収録。グラツキー会長の衆議院・参議院両院議長、外務

大臣、労働大臣、自民党幹事長らとの会談記録を含む。

1984/10/1 1988/5/31 欧州局ロシア課

2021-0487 日ソ関係

日ソ関係に関する文書を収録。ソ連に関する日米非公式協議第9回会議記録、同第10回会議記録、東西経済関

係（米側との意見交換）、ソ連情勢（ブレジネフ・ソ連共産党書記長後継者問題）、ソ連に関する日米会議

用資料を含む。

1981/10/1 1982/12/31 欧州局ロシア課

2021-0488 日ソ関係

日ソ関係に関する文書を収録。読売新聞の鹿取駐ソ日本大使へのインタビュー、「日ソ議連報」への倉成外

務大臣の寄稿、鈴木前総理とコワレンコ・ソ連共産党国際部副部長との会談、プリマコフ・ソ連世界経済国

際関係研究所（IMEMO）所長の来日を含む。

1986/1/1 1987/3/31 欧州局ロシア課

2021-0489
日ソ経済関係／第二次極東チップパルプ材開発プロジェ

クト

第2次極東チップパルプ材開発プロジェクトの基本契約締結交渉（日本チップ貿易株式会社と全ソ外国貿易公

団エクスポルトレスとの間の第2次基本契約）及び外務省と日本チップ貿易株式会社との協議、日ソ政府間の

交換公文締結に関わる文書を収録。契約書、交換公文を含む。

1971/12/1 1988/10/31 欧州局ロシア課

2021-0490 本邦要人ソ連訪問

閣僚、与野党幹部国会議員、超党派議員団、野党・対ソ友好団体幹部等のソ連訪問に関するロジ・サブ案件

を収録。ロシア革命70周年記念行事出席のための国会議員訪ソ、ウラジオストク視察議員団訪ソ、糸山衆議

院外務委員長訪ソ、福田元総理のOBサミット出席のための訪ソを含む。

1987/9/1 1988/5/31 欧州局ロシア課

2021-0491 本邦要人ソ連訪問

本邦要人ソ連訪問に関する文書を収録。櫻内日ソ議員連盟会長訪ソ、ブリーフ用資料、衆議院外務委員会議

員団の訪ソ、大来外務省顧問の訪ソ、斎藤厚生大臣の訪ソ招待、塚本民社党中央執行委員長代表団の訪ソを

含む。

1986/7/1 1987/12/31 欧州局ロシア課

2021-0492 サミット第4回ボン会議

福田総理と米・仏・西独・ベルギー首脳との各会談、ボードワン・ベルギー国王拝謁、園田外務大臣の仏・

独外相との各会談、日欧関係に関する総理スピーチ、総理とサミット関係国大使との懇談及びボンサミット

各国フォローアップ状況に関する文書を収録。

1978/7/1 1978/11/30 欧州局政策課
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2021-0493 サミット第10回ロンドン会議

1984年6月開催の第10回先進国首脳会議（ロンドン・サミット）に関する文書を収録。日英、日独、日仏、日

伊各国首脳会談記録、記者ブリーフィング、中曽根総理発言・応答要領・参考資料、サミット首脳、外相各

ワーキング・ディナー記録、各種サミット宣言、サミット関連想定問答集案(経済関係）、取り敢えずの評価

を含む。

1984/5/1 1984/6/30 欧州局政策課

2021-0494 日・イタリア航空当局間協議

1977年、1984年、1986年及び1988年に開催された日本とイタリアの航空当局間協議の実施に関する文書を収

録。当局間協議が必要になった事情、日程調整、参加者、対処方針、協議の概要、合意議事録、交換公文と

閣議請議手続き、新聞発表に関わる文書を含む。

1977/6/1 1988/7/31 欧州局政策課

2021-0495 グリーンランド政治・経済（含、対日関係）

グリーンランドの政治及び対日関係に係る文書を収録。1988年9月のモッフェルト・グリーンランド自治政府

首相訪日の際の宇野外務大臣表敬資料及び概要並びに日本の海洋水産資源調査及び日・グリーンランド民間

漁業協議に係る文書を含む。

1988/2/1 1990/4/30 欧州局西欧課

2021-0496 サミット第3～5回会議

ロンドンサミットのフォローアップ、ボンサミットの全体討議、福田総理・園田外務大臣個別会談、ボン宣

言、総理のEC委員会訪問、及び日欧関係総理スピーチ並びに東京サミットの準備会合、広報計画及びフォ

ローアップに関する文書を収録。

1977/9/1 1979/8/31 欧州局西欧課

2021-0497 日・アイルランド租税条約改正予備協議
1986年10月に東京で行われた日・アイルランド租税条約改正予備協議の基本的考え方及び記録並びにその後

のアイルランドとの協議及び政府内での検討に係る文書を収録。
1985/1/1 1988/10/31 欧州局政策課

2021-0498 日・アイルランド租税条約改正予備協議
1986年10月に東京で行われた日・アイルランド租税条約改訂予備協議の記録に係る文書を収録。提案に対し

ての日本側の考え方、予備交渉議事録及び同条約改定問題関係資料を含む。
1974/12/1 1988/12/31 欧州局政策課

2021-0499
サミット第4回ボン会議／福田首相・シュミット西独首

相会談資料
南北問題、原子力・エネルギー問題及び国際経済問題に関する発言要領を収録。 1978/9/1 1978/10/31 経済局国際経済課

2021-0500 サミット第4回ボン会議
サミット討議概要、福田総理・バール仏首相会談要旨、シュミット西独首相ブリーフ要旨、フォローアップ

会議報告書仮訳、サミット発言要領案、サミット準備会議及びボン宣言に関する文書を収録。
1978/5/1 1978/7/31 経済局国際経済課
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2021-0501 北西大西洋漁業機関

北西大西洋漁業機関（NAFO）水域における調査航海、年次会議に関する文書を収録。水産庁漁業調査船開洋

丸第2次調査航海に関する調査計画・調整・資料、共同措置及び国際取締制度、分担金支払い、操業船の通

報、漁獲量統計、1982年9月にカナダのハリファックスで開催された第4回年次会議の対処方針、会議結果報

告、採択決議を含む。

1981/9/1 1983/3/31 経済局政策課漁業室

2021-0502 第4回主要国首脳会議

1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。サミット前後の牛場対外経済担当大臣・園田外務大臣

の発言要領・参考資料、サミット前後の記者会見用対外応答要領、1978年8月の福田総理中東訪問時のサミッ

ト関連発言要領案、サミットに関する閣議報告、サミットのフォローアップに関する総理発言要領案、コ

ミュニケにおける日本言明の案、サミット発言要領案（エネルギー、貿易、マクロ経済政策、通貨）に関す

る文書を含む。

1978/7/1 1978/8/31 経済局政策課

2021-0503 第4回主要国首脳会議
1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。準備会議に関する宮崎外務審議官の福田総理ブリーフ

メモ及び総理勉強会用資料を含む。
1978/5/1 1978/7/31 経済局政策課

2021-0504 第4回主要国首脳会議

1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。議題、日程、1978年3月のボンにおける第1回サミット

準備会議（宮崎外務審議官出席）、通貨問題に関する日本及び各国考え方、南北問題・貿易に関する独側考

え方、エネルギー専門家会合及びマクロ経済に関する準備グループ会合に関する文書を含む。

1978/1/1 1978/6/30 経済局政策課

2021-0505 第4回主要国首脳会議

1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。招請状、サミット前のカーター米大統領、キャラハン

英首相及びトルドー・カナダ首相の福田総理宛各親書及び返簡、1978年5月の日米首脳会談に関する福田総理

発各国首脳宛メッセージ並びにサミット後のシュミット独首相発福田総理宛親書及び返簡を含む。

1978/1/1 1978/12/31 経済局政策課

2021-0506 第4回主要国首脳会議

1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。サミット宣言に関する各国フォローアップ、園田外務

大臣の1978年7月の閣議報告、外国紙論調、宣言にうたわれた日本の課題、次回サミットの日本開催、サミッ

トの予算関連事項及びサミット会議の模様電話連絡メモに関する文書を含む。

1978/7/1 1979/3/31 経済局政策課

2021-0507 第4回主要国首脳会議

1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。福田総理・シュミット独首相会談、サミットにおける

討議（全般的経済情勢、マクロ経済、エネルギー、通貨、貿易、南北問題等）、シュミット首相主催午餐

会・晩餐会、ゲンシャー独外相主催晩餐会、共同声明、テロに関する声明、福田総理・ジェンキンズEC委員

長会談、カーター米大統領発福田総理宛メッセージ、安倍官房長官コメント案及びサミットに関する各国に

おける論評に関する文書を含む。

1978/7/1 1978/7/31 経済局政策課
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2021-0508 第4回主要国首脳会議

1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。第四回主要国首脳会議参考資料（発言要領案、二国間

経済関係、二国間原子力関係、参加各国の経済情勢、政治関係、参加各国の政治情勢及び外交、開発途上国

の経済情勢、参加各国首脳のプロフィル、参加国首脳の直面する諸問題及び統計資料）を含む。

1978/7/1 1978/7/31 経済局政策課

2021-0509 第4回主要国首脳会議

1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。サミット準備に関する各参加国との意見交換、宮崎外

務審議官・東郷駐米大使とブルメンソール米財務長官との各会談及び1978年7月の園田外務大臣・オーエン英

外相会談に関する文書を含む。

1978/5/1 1978/7/31 経済局政策課

2021-0510 第4回主要国首脳会議

1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。1978年5月のワシントンにおける第2回サミット準備会

議及び同年6月のボンにおける第3回準備会議（共に宮崎外務審議官出席）の討議、宣言案に関する文書を含

む。

1978/4/1 1978/7/31 経済局政策課

2021-0511 第4回主要国首脳会議
1978年7月の第4回ボンサミットに関する文書を収録。準備会議用各国ペーパー、宣言案並びに福田総理発

シュミット独首相宛及び園田外務大臣発ゲンシャー独外相宛各メッセージを含む。
1978/4/1 1978/7/31 経済局政策課

2021-0512 総合安全保障関係閣僚会議（第7回）
1982年に開催された第7回総合安全保障関係閣僚会議に関する文書を収録。櫻内外務大臣発言要領、宮沢官房

長官記者会見要旨、議事概要、席上配布資料、各省審議会における検討状況、報道ぶりを含む。
1982/4/1 1983/3/31

総合外交政策局安全保障政

策課

2021-0513 総合安全保障関係閣僚会議（第9、10回）

1983年8月及び1984年2月に開催された第9回及び第10回総合安全保障関係閣僚会議に関する文書を収録。安

倍外務大臣発言要領、後藤田、藤波両官房長官記者会見要旨、議事要録、議事概要、席上配布資料、英文広

報資料、報道ぶりを含む。

1983/8/1 1984/2/29
総合外交政策局安全保障政

策課

2021-0514 日・カナダ原子力平和的利用協力協定改正
日・カナダ原子力平和的利用協力協定改正の交渉経緯に関する文書を収録。対処方針、カナダ案の問題点、

日本側案の修正及び佐藤外務事務次官より駐日カナダ大使への申入れに関する文書を収録。
1975/9/1 1977/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0515 日・カナダ原子力平和的利用協力協定改正
日・カナダ原子力平和的利用協力協定改正の交渉経緯に関する文書を収録。議定書及び付属文書（案）、日

本側提案、対処方針、仮署名テキスト並びに協定発効までの行政措置に関する文書を含む。
1977/1/1 1978/2/28

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室
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2021-0516
日・カナダ原子力平和的利用協力協定改正議定書／国会

審議

日・カナダ原子力平和的利用協力協定改正議定書の締結に関する文書を収録。国会答弁資料及び擬問擬答を

含む。
1979/2/1 1979/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0517 日米原子力協力／各種協議・会談
1977年3月の今井隆吉外務省参与の訪米と日米協議、福田総理・カーター米大統領会談における総理発言要

領、共同声明作成経緯、会談概要及び総理記者会見に関する文書を収録。
1977/3/1 1977/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2021-0518 日米査証免除取極
日米査証免除取極の改訂及び運用に関する文書を収録。取極の改訂（1978年、一部手数料の相互免除、査証

期間の延長）、1952年以降の査証関連取極を含む。
1952/5/1 1984/10/31 領事局外国人課

2021-0519 日米査証免除取極

日米間の査証発給及び運用に関する文書を収録。米国側の入国査証発給厳格化に伴う影響、在米在留邦人の

米国入国及び在留上の諸問題に関する包括的な調査、日米査証免除取極の改訂合意（査証期間の延長）、米

国内手続き変更、関係諸国の対米取扱い等を含む。

1981/3/1 1986/11/30 領事局外国人課
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