令和3年11月30日外交記録公開

分類番号

B'.3.1.2.1-4-1

B'.3.1.2.1-4-1

B'.3.1.2.1-4-1

B'.3.1.2.1-4-1

B'.3.1.2.1-4-1

史料件名
対日賠償問題雑件
事録

事録

マ、日・インドネシア、日・ラオス、日・カンボジア賠償）・出席者・議事要旨を含む。

賠償実施連絡協議会関係

マ、日・インドネシア、日・ラオス、日・ベトナム賠償）・議事要旨を含む。

賠償実施連絡協議会関係

幹事会議 賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第261回～第283回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル
マ、日・インドネシア、日・ラオス、日・ベトナム賠償）・議事要旨を含む。

賠償実施連絡協議会関係

幹事会議 賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第284回～第300回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル
マ、日・インドネシア、日・ラオス、日・ベトナム賠償）・議事要旨を含む。

賠償実施連絡協議会関係

幹事会議 賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第301回～第314回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

第14巻

マ、日・インドネシア賠償）・議事要旨及び賠償実施状況月報（1962年7月分）を含む。

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
B'.3.1.2.9-4-1

幹事会議 賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第242回～第260回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

第13巻

対日賠償問題雑件
事録

幹事会議 賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第216回～第241回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

第12巻

対日賠償問題雑件
事録

賠償実施連絡協議会関係

第11巻

対日賠償問題雑件
事録

史料概要

第10巻

対日賠償問題雑件

のある種請求権解決取極関係

スペイン

日西合同委員会資料

第

1巻

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
B'.3.1.2.9-4-1

のある種請求権解決取極関係

B'.3.1.2.9-5

B'.3.1.2.9-5

戦時中スペイン人がフィリピンにおいて蒙った人的・物的損害解決のために1953年10月～1954年4月に開催
された日本・スペイン合同委員会にスペイン側より提出された上記損害に関する資料を収録。

開始年月日

終了年月日

1960/4/1

1960/11/30

国際法局国際法課

1960/11/1

1961/5/31

国際法局国際法課

1961/5/1

1961/11/30

国際法局国際法課

1961/12/1

1962/5/31

国際法局国際法課

1962/5/1

1962/9/30

国際法局国際法課

1953/8/1

1954/4/30

国際法局国際法課

1953/8/1

1954/4/30

国際法局国際法課

1955/5/1

1955/6/30

国際法局国際法課

1953/3/1

1958/2/28

国際法局国際法課

1956/3/1

1959/2/28

国際法局国際法課

移管時の管理担当課室

スペイン 戦時中スペイン人がフィリピンにおいて蒙った人的・物的損害解決のために1953年10月～1954年4月に開催

日西合同委員会資料

第 された日本・スペイン合同委員会にスペイン側より提出された物的損害をとりまとめた資料（マニラ戦、日本

2巻

B'.3.1.2.9-4-2

概要

軍の爆撃・放火、日本軍の徴発・接収、戦後の日本軍票無効、フィリピン煙草会社）を収録。

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
のある種請求権解決取極関係

スペイン 戦時中スペイン人がフィリピンにおいて蒙った人的・物的損害解決のために1955年5月～6月に旧在フィリピ

合同事実調査会速記録

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
クのある種請求権解決交渉取極

関係

クのある種請求権解決交渉取極

関係

デンマー デンマークの対日請求処理方針、対日請求概要及び合同調査会関係文書を収録。香港、マレー半島、スマトラ

第1巻

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
第2巻

ン日本軍関係者に対して行われた合同事実調査会の速記録を収録。

及びジャワ地区の対日請求概要及び日本側証言要旨を含む。

デンマー

デンマークの対日請求に関する対大蔵省説明用資料及び査定関係資料を収録。
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分類番号

B'.3.1.2.9-5

史料件名

史料概要

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
クのある種請求権解決交渉取極

関係

クのある種請求権解決交渉取極

関係

デンマー デンマークの対日請求権交渉経緯に関する文書及び解決のためのデンマークとの取極署名に関する閣議請議に

第3巻

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
B'.3.1.2.9-5-2

係る文書を収録。

デンマー

関係資料

第1

巻
旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
B'.3.1.2.9-5-2

クのある種請求権解決交渉取極

関係

デンマー

関係資料

第2

巻
旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
B'.3.1.2.9-5-2

クのある種請求権解決交渉取極

関係

デンマー

関係資料

第3

巻
旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
B'.3.1.2.9-5-2

クのある種請求権解決交渉取極

関係

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件
クのある種請求権解決交渉取極

関係

デンマー

関係資料

巻

B'.3.1.2.9-5-3

概要

第1巻

第4

デンマークの対日請求に関するデンマーク側提出資料を収録。請求者、時期、場所、損害の概要、金額等をま
とめた総表を含む。

デンマークの対日請求に関するデンマーク側提出資料を収録。シンガポール、香港、ジャワ及びスマトラ、タ
イ、ビルマ、マレー半島及び横浜における個別損害に関する文書を含む。

デンマークの対日請求に関するデンマーク側提出資料を収録。香港、ジャワ、スマトラ、セレベス及びフィリ
ピンにおける個別損害に関する文書を含む。

デンマークの対日請求に関するデンマーク側提出資料を収録。タイ、シンガポール、ジャワ、スマトラ、スラ
バヤ、上海、ビルマ、香港及び大連における個別損害に関する文書を含む。

デンマー デンマークの大北電信会社（ザ・グレート・ノーザン・テレグラフ・カンパニー（GNTC））が戦争中に蒙っ
た損害に対するデンマークよりの賠償請求に関する日本側調査に係る文書を収録。

開始年月日

終了年月日

1952/6/1

1959/7/31

国際法局国際法課

1956/2/1

1958/8/31

国際法局国際法課

1957/7/1

1959/1/31

国際法局国際法課

1957/8/1

1958/9/30

国際法局国際法課

1957/7/1

1958/9/30

国際法局国際法課

1953/2/1

1954/9/30

国際法局国際法課

1955/1/1

1957/7/31

欧州局ロシア課

1955/10/1

1956/12/31

欧州局ロシア課

1955/5/1

1956/12/31

欧州局ロシア課

1955/4/1

1957/4/30

欧州局ロシア課

移管時の管理担当課室

日ソ国交正常化交渉に関する国会審議関係文書を収録。1955年1月の鳩山総理国会質疑応答資料、日ソ共同宣
B'.4.1.2.5-11

日ソ交渉関係一件

国会審議関係

第1巻

言関係擬問擬答（領土、漁業、請求権放棄他）、貿易に関する日ソ議定書の擬問擬答、国会答弁資料並びに日
ソ共同宣言等に関する日ソ両国間の交渉経緯及び衆院特別委における政府答弁要旨に関する文書を含む。

日ソ国交正常化交渉に関する国会審議関係文書を収録。自由民主党政務調査会事務局依頼日ソ共同宣言及議定
B'.4.1.2.5-11

日ソ交渉関係一件

国会審議関係

第2巻

書関係資料、1956年8月の日ソ平和条約案現状、1956年9月～10月の自由民主党政務調査会・外交調査会の動
き、サンフランシスコ平和条約第二十六条関係擬問擬答、参議院外務委員会に対する擬問擬答及び日ソ交渉に
関する国会説明資料に関する文書を含む。

日ソ国交正常化交渉に関する国会審議関係文書を収録。衆議院会議録、参議院会議録、衆議院日ソ共同宣言特
B'.4.1.2.5-11

日ソ交渉関係一件

国会審議関係

第3巻

別委員会議録、衆議院外務委員会議録、参議院外務委員会議録、参議院外務・農林水産委員会連合審査会会議
録及び衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会議録を含む。

B'.4.1.2.5-2

日ソ交渉関係一件

全権団派遣関係

日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言の締結に関する文書を収録。1955年のロンドン会議（松
本全権）及び1956年のモスクワ会議（重光全権、鳩山全権）への全権団派遣に関する文書を含む。
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分類番号

B'.4.1.2.5-6-1

B'.4.1.2.5-6-1

史料件名
日ソ交渉関係一件

史料概要

モスクワ会議（鳩山全権）

来電綴 日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言の締結に関する文書を収録。鳩山総理の訪ソによる共同宣

第1巻

日ソ交渉関係一件

概要

言の締結に関するモスクワ及びワシントン発本省宛電報の綴りを含む。

モスクワ会議（鳩山全権）

来電綴

第2巻

開始年月日

終了年月日

1956/9/1

1956/11/30

欧州局ロシア課

1956/10/1

1956/12/31

欧州局ロシア課

1956/9/1

1956/11/30

欧州局ロシア課

1955/1/1

1956/12/31

欧州局ロシア課

1955/2/1

1956/7/31

欧州局ロシア課

1959/1/1

1960/7/31

北米局日米安全保障条約課

移管時の管理担当課室

日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言の締結に関する文書を収録。鳩山総理の訪ソによる共同宣
言の締結、鳩山総理とイーデン・英首相会談及び鳩山総理とハマーショルド・国連事務総長会談に関するモス
クワ、ロンドン及びニューヨーク発本省宛電報の綴りを含む。
日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言の締結に関する文書を収録。鳩山総理の訪ソによる共同宣

B'.4.1.2.5-6-2

日ソ交渉関係一件

モスクワ会議（鳩山全権）

往電綴 言の締結に関する本省発モスクワ宛電報（日ソ交渉に関する鳩山総理宛岸自由民主党幹事長メッセージ、報道
振り等）の綴りを含む。

日ソ国交正常化交渉における邦人抑留者帰還問題に関する文書を収録。日ソ両全権による交渉、抑留者に対す
る慰問、1955年6月外務省報道局発表「ソ連地域の邦人送還問題」、ソ連赤十字社への安否調査依頼、抑留邦
人の状況、同年8月報道局発表「ソ連抑留者の釈放」、同年9月にソ連より手交の抑留者リスト、ソ連引揚者
B'.4.1.2.5-9

日ソ交渉関係一件

邦人抑留者引揚問題

第1巻

問題の現段階、在外同胞引揚対策審議会議事要旨、1956年1月の対ソ申入れ、ハバロフスク収容所における邦
人服役者の待遇、国連捕虜特別委員会ゲレロ委員長宛引揚問題進展状況報告書、在ソ連邦人満期者の本国送
還、同年5月のイシコフ・ソ連漁業相に帰還を許された抑留者名簿、在ソ連抑留邦人調査資料並びに同年11月
の抑留者引揚げに関する鳩山総理発ブルガーニン・ソ連邦閣僚会議議長宛書簡及び返還に関する文書を含む
（領土問題は含まない）。

日ソ国交正常化交渉における邦人抑留者帰還問題に関する文書を収録。ソ連未帰還問題資料、在ソ日本人抑留
者法律的問題、1955年9月のソ連側名簿に対する照会事項、ソ連の日本人捕虜及び文民の抑留、ソ連抑留日本
人（旧軍人以外）と戦時文民保護に関する1949年ジュネーブ条約との関係、在ソ抑留邦人の作業忌避（早期
送還と待遇改善をめぐる実力闘争）、日本人未帰還者調査要望事項、ハバロフスク収容所内抑留邦人の体位低
B'.4.1.2.5-9

日ソ交渉関係一件

邦人抑留者引揚問題

第2巻

下、ハバロフスク事件その後の状況、在ソ抑留邦人調査資料、未帰還問題についてソ連側に要求すべき主要事
項、抑留問題第2回会談大臣陳述、在ソ抑留邦人資料集、引揚問題をめぐる双方主張の一致点及び不一致点、
引揚問題の問題点、ソ連地域（モンゴルを含む）死亡処理済者地区別統計概見表、日本人捕虜に関するソ側発
表と矛盾、日本側調査による在ソ邦人数、「戦犯」釈放問題、邦人送還費支払問題、在ソ受刑中日本人調査要
求、未帰還日本人カード調査要求並びに抑留者名簿に関する文書を含む（領土問題は含まない）。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力・安全保障条約（新安保条約）の締結に関する文書を収録。1959
B'.5.1.0.J/U12

日米相互協力・安全保障条約関係（1960年）

第3巻

年11月の藤山外務大臣の衆院本会議における日米安保条約改定交渉経緯報告、全権団名簿・旅行日程・ワシ
ントン日程、新聞発表、発効に伴う藤山外務大臣談話、極東の範囲に関する米国務省発表、条約改訂反対運動
及び安保条約問題全国懇話会、安全保障問題研究会、安全保障研究会に関する文書を含む。
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分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

移管時の管理担当課室

1958/12/1

1960/5/31

北米局日米安全保障条約課

1960/1/1

1960/6/30

北米局日米安全保障条約課

1958/10/1

1964/12/31

北米局日米安全保障条約課

1956/2/1

1960/7/31

北米局日米安全保障条約課

1959/5/1

1960/7/31

北米局日米安全保障条約課

1959/9/1

1960/10/31

北米局日米安全保障条約課

1956/10/1

1960/3/31

北米局日米安全保障条約課

1961/10/1

1962/5/31

1964/3/1

1965/4/30

1964/9/1

1965/1/31

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力・安全保障条約（新安保条約）の締結に関する文書を収録。交換公
B'.5.1.0.J/U12

日米相互協力・安全保障条約関係（1960年）

第4巻

文、全権団の訪米と調印、藤山外務大臣の安保問題全国懇話会における演説、1960年1月の国会外務委員会に
おける安全保障問題審議及び同年6月の日米相互協力及び安全保障条約の解説に関する文書を含む。

B'.5.1.0.J/U12-2

B'.5.1.0.J/U12-4

B'.5.1.0.J/U12-5

日米相互協力・安全保障条約改定交渉関係

閣議請議関 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力・安全保障条約（新安保条約）の締結に関する文書を収録。閣議請

係

議（署名全権委任状、署名、批准及び公布）に関する文書及び1960年1月の記事資料を含む。

日米相互協力・安全保障条約改定交渉関係

国内世論・

新聞論調

諸外国反響、態度

B'.5.1.0.J/U12-5- 日米相互協力・安全保障条約関係

諸外国反響、態度

ソ連の部

第2巻

体制及び資料関係

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力・安全保障条約（新安保条約）の締結に関する文書を収録。日米安
保条約改定に対する米国、アジア、中近東及び欧州等の諸外国における反響及び態度に関する文書を含む。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力・安全保障条約（新安保条約）の締結に関する文書を収録。日米安
保条約改定に対するソ連の論評及び新聞紙報道を含む。

B'.5.1.0.J/U12-6- 日米相互協力・安全保障条約関係
1

約改定問題に対する沖縄の動き、日米安保体制再検討を示唆したジョージ・ケナン氏の論文に対する国内反
響、安保条約改定問題に関する本邦主要紙論調及び安保条約改定反対運動に関する調書を含む。

日米相互協力・安全保障条約関係

1

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力・安全保障条約（新安保条約）の締結に関する文書を収録。安保条

国会審議関係

第1巻

省内 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力・安全保障条約（新安保条約）の国会審議に対処するための省内体
制整備に関する文書を収録。国連局、欧亜局及び条約局に関する文書を含む。

B'.5.1.0.J/U12-6- 日米相互協力・安全保障条約関係
1

体制及び資料関係

第2巻

B'.5.3.0.J/ID3

日・印模範農場設置協定

第1巻

B'.5.3.0.J/ID3

日・印模範農場設置協定

第2巻

国会審議関係

省内 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力・安全保障条約（新安保条約）の国会審議に対処するための省内体
制整備に関する文書を収録。中近東の安全保障に関する文書を含む。

1962年4月の日印模範農場設置協定（インド農業及び水産加工センター設置協定）締結に関する文書を収録。
日印間の交渉経過、署名に関する閣議請議、記者発表・報道振りの文書を含む。

日・印模範農場設置協定及び日・インド水産加工訓練センター設置協定の協定期間延長に関する文書を収録。
両協定に基づく協力の継続と延長取り極め要請受諾の方針決定、閣議決定、両協定の有効期間の延長に関する
交換公文、記事資料、現地報道振りに係る文書を含む。

B'.5.3.0.J/ID3-1

日・印模範農場設置協定
定

日・印模範農場設置第二次協 1964年12月の日印模範農場設置第二次協定の締結に関する文書を収録。日印間の交渉経過、署名に関する閣
議請議、記者発表・報道振りの文書を含む。
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アジア大洋州局南部アジア
部南西アジア課

アジア大洋州局南部アジア
部南西アジア課

アジア大洋州局南部アジア
部南西アジア課

令和3年11月30日外交記録公開

分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

移管時の管理担当課室

1951/11/1

1976/6/30

北米局日米安全保障条約課

1952/12/1

1952/12/31

1953/10/1

1958/6/30

1953/12/1

1966/4/30

北米局日米安全保障条約課

1950/1/1

1952/4/30

国際法局国際法課

1945/12/1

1947/12/31

国際法局国際法課

1947/12/1

1949/12/31

国際法局国際法課

1949/2/1

1952/3/31

国際法局国際法課

1947/4/1

1950/4/30

国際法局国際法課

1946/5/1

1951/3/31

国際法局国際法課

在外駐留米軍に関する文書を収録。駐留米軍の輸送方法に関する調査、国防省の域外調達削減指令（ドル防衛
C'.2.3.0.4-1

在外駐留軍関係

駐留米軍関係

措置）並びに欧州（アイスランド、英、西独、仏）、アジア（韓国、フィリピン、タイ、台湾）及び中近東
（イラン、トルコ、モロッコ）の駐留米軍に関する文書を含む。

C'.2.6.0.2-23

C'.2.6.0.2-3

C'.2.8.0.2

D'.1.3.0.1-1

D'.1.3.0.1-1

D'.1.3.0.1-1

D'.1.3.0.1-1

D'.1.3.0.1-1

D'.1.3.0.1-1

在日駐留米軍基地及び施設関係

諸施設移転（リロケー

ション）関係

航空関係管制警戒組織 米軍レーダー施設の日本人使用及び航空管制警戒組織の移管に関する文書を収録。航空管制警戒組織の移管に

関係

関する取極案及び擬問擬答を含む。

米国の対諸外国軍事援助関係

本邦戦争犯罪人関係雑件

え）等を収録。

「メモランダム（来往）」綴

第7巻

北米局日米安全保障条約課
日米地位協定室

戦犯に関する1950年～52年頃の連絡調整中央事務局乃至外務本省連絡局発連合国軍最高司令官総司令部
（GHQ/SCAP）宛往信（控え）および同法務局（LS）発来信等を収録。具体的には、証人旅費支払関係等を
含む。

「メモランダム（来往）」綴 戦犯に関する1947～50年頃の調整中央事務局乃至終戦連絡中央事務局発連合国軍最高司令官総司令部

第8巻

第9巻

（DS）発来信等を収録。具体的には、(1)情報・記録、(2)出頭、(3)嘆願書、(4)パロール制度関係、(5)死亡関

「メモランダム（来往）」綴 戦犯に関する1948～49年頃の終戦連絡中央事務局発連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）宛往信（控

第6巻

（GHQ/SCAP）宛往信（控え）および同法務局（LS）発来信等を収録。

本邦戦争犯罪人関係雑件
（写）

日米地位協定室

戦犯に関する1945～51年頃の連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）法務局（LS）文書および外交局

え）等を収録。

本邦戦争犯罪人関係雑件
（写）

及び軍事援助計画による自動車の買付停止に関する文書を収録。

「メモランダム（来往）」綴 戦犯に関する1945～47年頃の終戦連絡中央事務局発連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）宛往信（控

第5巻

本邦戦争犯罪人関係雑件
（写）

「メモランダム（来往）」綴

日独の防衛と米国の負担、1958年11月の米国軍事援助計画研究委員会の創設、米軍による海外支出削減強化

北米局日米安全保障条約課

係、(6)要因関係、(7)財産封鎖関係、(8)移送指令を含む。

本邦戦争犯罪人関係雑件
（写）

第1巻

第4巻

本邦戦争犯罪人関係雑件
（写）

計画、日本政府予算による米軍施設建設計画、東京・横浜・その他の地区における米軍施設のステータスに関
する文書を収録。

在日駐留米軍基地及び施設関係

（写）

東京の在日駐留米軍基地及び諸施設移転（リロケーション）プログラムの米軍説明、講和後の在日米軍の移駐

来信目録

「メモランダム（来往）」綴

戦犯に関する1946～1951年頃の連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発来信目録等を収録。
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分類番号

D'.1.3.0.1-1

史料件名
本邦戦争犯罪人関係雑件
（写）

第10巻

概要

史料概要

「メモランダム（来往）」綴

往信目録

戦犯に関する1945～47年頃の連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発来信目録等を収録。

開始年月日

終了年月日

1947/9/1

1950/12/31

国際法局国際法課

1945/11/1

1954/7/31

国際法局国際法課

1946/1/1

1946/7/31

大臣官房総務課

1946/6/1

1947/1/31

大臣官房総務課

1947/1/1

1947/8/31

大臣官房総務課

1947/2/1

1947/12/31

大臣官房総務課

1947/12/1

1949/11/30

大臣官房総務課

1947/7/1

1948/4/30

経済局政策課

1947/6/1

1947/9/30

経済局政策課

1951/3/1

1962/1/31

欧州局西欧課

移管時の管理担当課室

外地戦犯の釈放や物資差入等救恤に関する文書を収録。具体的には、「比島だより其二」を始め加賀尾秀忍や
D'.1.3.0.1-16

本邦戦争犯罪人関係雑件

加納辰夫（加納莞蕾）による文面も含む。なお、加納氏に関する文書はD'.1.3.0.1-10-1「本邦戦争犯罪人関係
雑件

D'.1.3.0.1-2-3

D'.1.3.0.1-2-3

D'.1.3.0.1-2-3

D'.1.3.0.1-2-3

D'.1.3.0.1-2-3

E'.1.2.1.8-1

本邦戦争犯罪人関係雑件
及び事故調査関係

及び事故調査関係

戦犯容疑者関係

戦犯事案以外も含む。

戦犯容疑者関係

戦犯容疑者関係

呼出、出頭 主に連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の出頭要請および日本側の調査に関する文書等を収録。

第4巻

本邦戦争犯罪人関係雑件

戦犯事案以外も含む。

戦犯容疑者関係

呼出、出頭 主に連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の出頭要請および日本側の調査に関する文書等を収録。

及び事故調査関係

第5巻

制限会社関係雑件

戦犯事案以外も含む。

動産、不動産の処分及び資金借入並 勅令第657号「会社ノ解散ノ制限等ノ件」（いわゆる「制限会社令」）に基づく本邦制限会社による連合国軍

びに役職員給与その他除外申請、社名変更、合併解散等 最高司令官総司令部（GHQ）宛許可申請に関する文書を収録。動産、不動産の処分及び資金借入並びに役職

制限会社関係雑件

E'.2.2.2.2-1

呼出、出頭 主に連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の出頭要請および日本側の調査に関する文書等を収録。
戦犯事案以外も含む。

に関するGHQ宛許可申請関係

E'.1.2.1.8-1

呼出、出頭 主に連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の出頭要請および日本側の調査に関する文書等を収録。

第3巻

本邦戦争犯罪人関係雑件
及び事故調査関係

戦犯事案以外も含む。

第2巻

本邦戦争犯罪人関係雑件

加納氏嘆願書関係」にも含まれる。

呼出、出頭 主に連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の出頭要請および日本側の調査に関する文書等を収録。

第1巻

本邦戦争犯罪人関係雑件
及び事故調査関係

戦犯容疑者関係

嘆願書関係

第7巻

員給与その他除外申請、社名変更、合併、解散等に係る1947年7月の許可申請に関する文書を含む。

動産、不動産の処分及び資金借入並 勅令第657号「会社ノ解散ノ制限等ノ件」（いわゆる「制限会社令」）に基づく本邦制限会社による連合国軍

びに役職員給与その他除外申請、社名変更、合併解散等 最高司令官総司令部（GHQ）宛許可申請に関する文書を収録。動産、不動産の処分及び資金借り入れ並びに
に関するGHQ宛許可申請関係

第8巻

本邦対ベルギー貿易関係雑件

クレーム関係

役職員給与その他除外申請、社名変更、合併、解散等に係る1947年6～8月の許可申請に関する文書を含む。

1951年から62年にかけてベルギ－と日本の間で発生した民間企業のクレームとその対応文書を収録。ベル
ギーのレオポルト国王陛下のカメラ修理の問い合わせに関する件を含む。
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分類番号

史料件名

2021-0587

日中貿易協定

2021-0588

日中貿易協定

概要

史料概要
日中貿易協定（日本国と中華人民共和国との間の貿易に関する協定）の締結に関する文書を収録。対処方針、
省内関係局課との協議、関係省庁との協議に関する文書、想定問答、日本側協定案を含む。

開始年月日

終了年月日

1972/11/1

1973/6/30

1971/11/1

1974/1/31

1985/1/1

1985/10/31

中東アフリカ局中東第一課

1978/3/1

1978/4/30

北米局北米第一課

1977/12/1

1978/5/31

北米局北米第一課

1978/3/1

1978/5/31

北米局北米第一課

1978/3/1

1978/4/30

北米局北米第一課

1977/3/1

1977/3/31

北米局北米第一課

1977/2/1

1977/3/31

北米局北米第一課

日中貿易協定（日本国と中華人民共和国との間の貿易に関する協定）の交渉の開始から1974年1月の署名に至
る過程の文書を収録。交渉過程における日中双方の協定案、中国と欧州・豪との貿易協定に関する文書を含
む。

移管時の管理担当課室
アジア大洋州局中国・モン
ゴル第二課

アジア大洋州局中国・モン
ゴル第二課

中東問題を巡る中東諸国及び西側主要国の外交に関する文書を収録。1985年8月のマーフィー・米国務次官補
及び同年9月のサッチャー・英首相の中東訪問、同月の第40回国連総会におけるフセイン・ヨルダン国王演
2021-0589

中東問題

説、シャミール・イスラエル外相とメキド・エジプト外相会談、安倍外務大臣とムバラク・エジプト大統領、
イブラヒミ・アルジェリア外相及びシャラ・シリア外相との各会談並びにサミット7ヵ国外相会議並びにレバ
ノン情勢に関する文書を含む。

2021-0590

福田総理米国訪問（1978年）／総理勉強会

2021-0591

福田総理米国訪問（1978年）

1978年4～5月の福田総理訪米の総理勉強会に関する文書を収録。濃縮ウラン購入、軍人恩給と防衛予算、日
米経済関係及び総理東南アジア訪米フォローアップに関する文書を含む。

1978年4～5月の福田総理訪米の首脳会談議題に関する米側との調整、総理・マンスフィールド・駐日米大使
会談、東郷・駐米日本大使報告、総理とストラウス・米大使（特別通商代表）会談、園田外務大臣とヴァン
ス・米国務長官会談、午餐会における総理スピーチ及びプレスガイドライン案に関する文書を収録。

2021-0592

福田総理米国訪問（1978年）

2021-0593

福田総理米国訪問（1978年）／総理発言要領

2021-0594

福田総理米国訪問（1977年）／共同声明

2021-0595

福田総理米国訪問（1977年）／共同声明

1978年4～5月の福田総理訪米の首脳会談テーマ、首脳会談概要、総理の各国首脳へのメッセージ、園田外務
大臣の閣議報告、総理勉強会資料（科学技術、文化、ベトナム難民を含む）を収録。

1978年4～5月の福田総理訪米の首脳会談総理発言要領に関する文書を収録。安全保障、中近東、アフリカ、
中東、アジア及び科学技術協力を含む。

1977年3月の福田総理訪米の共同声明作成に関する文書を収録。在米公館との打合せ、日本側案及び米側案を
含む。

1977年3月の福田総理訪米の共同声明作成経緯に関する文書を収録。
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分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

1977/1/1

1977/3/31

北米局北米第一課

1977/3/1

1977/4/30

北米局北米第一課

1977/3/1

1977/3/31

北米局北米第一課

1977/12/1

1978/7/31

北米局北米第一課

1978/3/1

1978/4/30

北米局北米第一課

1977/2/1

1977/3/31

北米局北米第一課

1977/3/1

1977/3/31

北米局北米第一課

1977/2/1

1977/3/31

北米局北米第一課

1976/12/1

1977/3/31

北米局北米第一課

1977/12/1

1978/5/31

北米局北米第一課

移管時の管理担当課室

1977年3月の福田総理訪米の議題調整、首脳会談、カーター・米大統領ワーキングディナー及び鳩山外務大臣
2021-0596

福田総理米国訪問（1977年）／各種会談

とヴァンス・米国務長官会談各概要、総理・園田官房長官記者懇談、ナショナルプレスクラブでの総理スピー
チ後の記者会見、鳩山外務大臣の衆議院・参議院外務委員会報告、閣議報告及び園田官房長官談話に関する文
書を収録。

2021-0597

福田総理米国訪問（1977年）

2021-0598

福田総理米国訪問（1977年）／発言要領

1977年3月の福田総理訪米の擬問擬答及び国会答弁資料を収録。共同コミュニケ、「西太平洋」と「アジア太
平洋地域」及び朝鮮半島に関する文書を含む。

1977年3月の福田総理訪米時の総理と・カーター・米大統領会談及び鳩山外務大臣とヴァンス・米国務長官会
談の発言要領・参考資料を収録。日米安保、ソ連、アジア、軍縮・原子力、経済問題、日米航空、中東、南部
アフリカ、ポルトガル援助、国連大学、人権問題、カンボジア及びインド洋を含む。

2021-0599

福田総理米国訪問（1978年）

2021-0600

福田総理米国訪問（1978年）／総理勉強会

2021-0601

福田総理米国訪問（1977年）

2021-0602

福田総理米国訪問（1977年）／スピーチ

2021-0603

福田総理米国訪問（1977年）／スピーチ

2021-0604

福田総理米国訪問（1977年）

1978年4～5月の福田総理訪米前の同年1月の総理・マンスフィールド・駐日米大使会談、総理訪米に関する米
国報道振り及び総理講演招待に関する文書を収録。

1978年4～5月の福田総理訪米の総理勉強会に関する文書を収録。首脳会談テーマ、共同声明、日米経済、米
ソ関係、日米航空、日米安保、日米科学協力、アジア、中近東、アフリカ及び経済協力を含む。

1977年3月の福田総理訪米の在米公館作成現地滞在資料、総理・鳩山外務大臣・園田官房長官贈呈品リスト及
び米側礼状・謝意表明に関する文書を収録。

1977年3月の福田総理訪米のナショナルプレスクラブにおける総理スピーチ、ホワイトハウス歓迎式での総理
答辞及びカーター・米大統領主催ワーキングディナーでの総理スピーチに関する文書を収録。

1977年3月の福田総理訪米のナショナルプレスクラブにおける総理スピーチ作成に関する文書を収録。

1977年3月の福田総理訪米の日米首脳間テレビ電話回線、プレスキット（英文プレス用広報資料、総理家族写
真を含む）米国内総理立ち寄り要請、総理とカーター・次期米大統領電話会談及び国会答弁資料を含む。

1978年4～5月の福田総理訪米の首脳会談等各種会談概要を収録。米経済閣僚との朝食会、米議会指導者との
2021-0605

福田総理米国訪問（1978年）／各種会談

懇談、米財界人との懇談、在米本邦財界人との懇談、ブラウン・カリフォルニア州知事との会談、牛場経済担
当大臣とストラウス・米大使（特別通商代表）との会談、園田外務大臣とヴァンス・米国務長官との会談及び
同行議員と米下院議員との朝食会を含む。
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令和3年11月30日外交記録公開

分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

1978/3/1

1978/5/31

北米局北米第一課

1978/2/1

1978/5/31

北米局北米第一課

1981/9/1

1982/1/31

移管時の管理担当課室

1978年4～5月の福田総理訪米の総理・園田外務大臣と牛場対外経済担当大臣の記者懇談、安倍官房長官談
2021-0606

福田総理米国訪問（1978年）

話、外務大臣閣議発言要旨、首脳会談等各種会談ブリーフ、総理の国会報告及びワシントンにおける総理内外
記者会見用応答要領を収録。
1978年4～5月の福田総理訪米の首脳会談に関する園田外務大臣ブリーフ、米議会指導者との懇談、米経済閣

2021-0607

福田総理米国訪問（1978年）

僚との朝食会、ヴァンス・米国務長官主催昼食会、同年2月の園田外務大臣とマンスフィールド・駐日米大使
会談に関する文書を収録。

2021-0608

2021-0609

2021-0610

2021-0611

日・カナダ原子力協議／再処理手続等包括化交渉

日・カナダ原子力協議／再処理手続等包括化交渉

日・カナダ原子力協議／再処理手続等包括化交渉

日・カナダ原子力協議／再処理手続等包括化交渉

1982年1月にオタワで開催された日・カナダ原子力協議の第2回合同作業委員会の準備に関する文書を収録。
日程や代表団の構成に関する文書、対処方針及び協議用資料を含む。

1982年1月にオタワで開催された日・カナダ原子力協議の第2回合同作業委員会に関する文書を収録。対処方
針策定のための資料及び対処方針、議事録、協議用資料、並びに関連報道を含む。

1982年9月にオタワで開催された日・カナダ原子力協議に関する文書を収録。同協議の対処方針、記録及び協
議用資料に関する文書、並びに関連報道振りを含む。

1982年6月にウィーンで開催された日・カナダ原子力協議に関する文書を収録。同協議の対処方針、議事録及
び協議用資料、並びにそのフォローアップに関する文書を含む。

総合外交政策局軍縮不拡
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡
1981/12/1

1982/2/28

日・カナダ原子力協議／再処理手続等包括化交渉

換公文に関する文書を収録。同交換公文の正式署名に向けた日加間の連絡・協議に関する文書、及び1983年4

総合外交政策局軍縮不拡
1982/8/1

1982/9/30

2021-0614

2021-0615

日・カナダ原子力協議／再処理手続等包括化交渉

日・諸外国原子力協定（米英加豪仏）／国会審議録

1982年9月にオタワで開催の日・カナダ原子力協議において仮調印された核物質再処理等の包括合意に係る交
換公文に関する文書を収録。同交換公文の正式署名に向けた日加間の連絡・協議に関する文書を含む。

1955年の第23回国会における日米原子力協定から1972～73年の第71回国会における改正日米原子力協定まで
の、日米、日英、日加、日豪及び日仏原子力協定に関する国会審議録を収録。

日・IAEA核兵器不拡散条約第3条1及び4の実施協定補助 核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関（IAEA）との間
取極

の協定補助取極の締結経緯に関する文書を収録。関係省庁との調整及びIAEAとの交渉に関する文書を含む。
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散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡

1982/5/1

1982/7/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

総合外交政策局軍縮不拡
1982/12/1

1983/3/31

月のカナダのクレチアン・鉱山資源大臣訪日に係る日加間の事前調整に関する文書を含む。

2021-0613

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

1982年9月にオタワで開催の日・カナダ原子力協議において仮調印された核物質再処理等の包括合意に係る交
2021-0612

散・科学部不拡散・科学原

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

総合外交政策局軍縮不拡
1982/9/1

1982/11/30

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

総合外交政策局軍縮不拡
1955/12/1

1973/7/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡

1978/6/1

1978/12/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課

令和3年11月30日外交記録公開

分類番号

2021-0616

2021-0617

2021-0618

史料件名

概要

史料概要

日・IAEA核兵器不拡散条約第3条1及び4の実施協定補助 核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関（IAEA）との間
取極

の協定補助取極の締結経緯に関する文書を収録。関係省庁との調整及びIAEAとの交渉に関する文書を含む。

日・IAEA核兵器不拡散条約第3条1及び4の実施協定補助 核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関（IAEA）との間
取極

日・IAEA核兵器不拡散条約第3条1及び4の実施協定補助
取極

の協定補助取極の締結経緯に関する文書を収録。関係省庁との調整及びIAEAとの交渉に関する文書を含む。

開始年月日

終了年月日

1978/2/1

1979/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

総合外交政策局軍縮不拡
1978/2/1

1978/7/31

総合外交政策局軍縮不拡
1977/11/24

1978/5/31

料

取極交渉進捗状況、協定細目取極IAEA検討案及びデンマーク、ノルウェー・IAEA協定案に関する文書を含

総合外交政策局軍縮不拡
1971/5/1

1972/3/31

ウラン濃縮役務及びウラン鉱石の対仏代金支払、1979年3月のバール・仏首相発大平総理宛親書及び同年5月
日仏原子力協力／ウラン鉱石購入及び濃縮役務代金支払 の返書、同年5月の園田外務大臣とバール首相会談発言要領及び概要並びに同年6月の大平総理とジスカー

総合外交政策局軍縮不拡
1979/3/1

1979/12/31

ル・デスタン・仏大統領会談発言要領に関する文書を収録。

2021-0621

2021-0622

2021-0623

2021-0624

日仏原子力協定／国内手続

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定（日仏原子力協定）
の交渉経緯に関する文書を収録。法制局審議、閣議請議及び国会承認説明資料に関する文書を含む。

日米原子力事務レベル協議（第1回）／再処理手続等包

1982年8月に開催された第1回日米原子力事務レベル協議に関する文書を収録。日程や代表団の構成に関する

括化交渉

文書、対処方針、議事録、協議用資料、記事資料及び関連報道振りを含む。

日米原子力事務レベル協議（第2回）／再処理手続等包

1982年9月に開催された第2回日米原子力事務レベル協議に関する文書を収録。同協議の日程や代表団の構成

括化交渉

に関する文書、対処方針、議事録及び協議用資料に加え、米国の原子力政策に関する文書を含む。

日米原子力事務レベル協議（第3、4回）／再処理手続等 1982年11月の第3回及び同年12月の第4回日米原子力事務レベル協議に関する文書を収録。日程や代表団の構
包括化交渉

成に関する文書、対処方針、議事録、協議用資料及び関連報道を含む。

第11回日米原子力協議／再処理手続等包括化交渉

録、及び関連報道、並びに1985年5月訪日したオードランド・欧州共同体（EC）委員会エネルギー総局長と
の意見交換及び米国における原子力事情を記した文書を含む。

10

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡

1970/12/1

1972/2/29

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡

1982/7/1

1982/8/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡

1982/5/1

1982/10/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡

1982/9/1

1983/8/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

1985年5月東京にて開催された第11回日米原子力協議に関する文書を収録。同協議に関する対処方針、議事
2021-0625

散・科学部不拡散・科学原
子力課

む。

2021-0620

散・科学部不拡散・科学原
子力課

核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関（IAEA）との間
2021-0619

散・科学部不拡散・科学原
子力課

事会における交渉経過報告に関する文書を含む。

日・IAEA核兵器不拡散条約第3条1及び4の実施協定／資 の協定補助取極の締結経緯に関する文書を収録。フィンランド・IAEA協定交渉テキスト、IAEA諸外国間協定

散・科学部不拡散・科学原
子力課

核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関（IAEA）との間
の協定補助取極の締結経緯に関する文書を収録。関係省庁との調整、IAEAとの交渉及び1978年2月のIAEA理

移管時の管理担当課室

総合外交政策局軍縮不拡
1985/3/1

1985/7/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

令和3年11月30日外交記録公開

分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

1985/6/1

1985/12/31

1985年7月ワシントンにて開催された第12回日米原子力協議に関する文書を収録。同協議に関する対処方針及
2021-0626

第12回日米原子力協議／再処理手続等包括化交渉

び議事録、1985年12月で効力が終了する東海再処理施設に関する日米共同決定の延長に係る日米間の協議記
録及び交換公文、並びに米国における1978年米国不拡散法の「時宜を得た警告」の概念に関する資料を含

総合外交政策局軍縮不拡

日米原子力協定に基づく特殊核物質等移転

1968年の日米原子力協力協定の規定に従い、米国由来の特殊核物質等の第三国への個別の移転に係る米国政
府からの合意の取付け及び移転完了に係る米国政府への通知に関する文書を収録。

総合外交政策局軍縮不拡
1980/2/1

1982/12/31

日米原子力関係

録、エドワーズ米エネルギー省長官訪日の準備に関する文書及びエネルギー省の解体問題を含む米国のエネル

総合外交政策局軍縮不拡
1978/9/1

1982/6/30

ギー政策に関する文書を含む。

日豪原子力平和的利用協力協定（1972年）

定（日豪原子力平和的利用協力協定）の交渉経緯に関する文書を収録。法制局審議、閣議請議及び国会承認説

総合外交政策局軍縮不拡
1970/3/1

1972/3/31

明資料に関する文書を含む。

2021-0630

2021-0631

2021-0632

本邦核燃料再処理委託／対英国

本邦核燃料再処理委託／対英国、フランス

第31回国際原子力機関（IAEA）総会

第31回国際原子力機関（IAEA）総会

日本の電力会社が英国企業と締結した使用済み核燃料の輸送と再処理に係る契約、及び関連して日英政府間で
交換される口上書に関する文書を収録。

総合外交政策局軍縮不拡
1980/10/1

1982/3/31

2021-0635

原子力損害の民事責任に関するウィーン条約／原子力損
害民事責任に関する国際会議（1963年）文書

日本の電力会社が英国企業及びフランス企業と締結した使用済み核燃料の輸送及び再処理に係る契約、並びに
日本政府、英政府及び仏政府の原子力燃料再処理承認に関する文書を収録。

1987年9月にウィーンで開催された第31回国際原子力機関（IAEA）総会に関する文書を収録。同総会の議事
次第、諸決議、報告、三ッ林科学技術庁長官とブリックスIAEA事務局長との会談概要を含む。

における日本政府代表たる三ッ林科学技術庁長官演説、対処方針、IAEA創立30周年記念の中曽根総理メッ

総合外交政策局軍縮不拡
1978/8/1

1982/7/31

関するウィーン条約」及び関連議定書の認証謄本、並びに同国際会議で配布された文書を収録。同条約交渉に

総合外交政策局軍縮不拡
1987/7/1

1987/10/31
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散・科学部不拡散・科学原
子力課
総合外交政策局軍縮不拡

1986/3/1

1987/10/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課

総合外交政策局軍縮不拡
1963/4/1

1963/8/31

おいて関係国から提出された修正意見等を記した国際原子力機関（IAEA）事務局作成文書を含む。

の対処方針、会議の報告及び国際原子力機関事務局が作成した関連文書を含む。

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

1963年4月～5月に開催された原子力損害民事責任に関する国際会議で採択された「原子力損害の民事責任に

原子力損害の民事責任に関するウィーン条約／原子力損 1961年5月にウィーンで開催された原子力損害民事責任に関する政府間委員会会議に関する文書を収録。日本
害民事責任に関する政府間委員会会議（1961年）

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

セージ及び同総会に向けての関係国との協議に関する文書を含む。

2021-0634

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

1987年9月にウィーンで開催された第31回国際原子力機関（IAEA）総会の準備に関する文書を収録。同総会
2021-0633

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

1972年に締結された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア政府との間の協
2021-0629

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

原子力の平和的利用に関する日米間の関係に関する文書を収録。日米両政府関係者による意見交換・協議の記
2021-0628

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

む。

2021-0627

移管時の管理担当課室

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

総合外交政策局軍縮不拡
1960/12/1

1961/6/30

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

令和3年11月30日外交記録公開

分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

1969/7/1

1971/3/31

日・アルゼンチン原子力平和的利用協力協定の交渉経緯に関する文書を収録。1969年7月の佐藤総理とマル
2021-0636

日・アルゼンチン原子力協定交渉

ティン・アルゼンチン外相会談概要、1970年9月の愛知外務大臣アルゼンチン訪問共同コミュニケ、アルゼン
チンの地下資源開発及び青木駐アルゼンチン日本大使のウラン鉱山・精錬所視察に関する文書を含む。なお、

総合外交政策局軍縮不拡

2021-0638

2021-0639

2021-0640

日・諸外国原子力関係物資輸出規制問題協議／ザンガー
委員会

総合外交政策局軍縮不拡
ザンガー委員会における審議状況、議事録並びに関係国及び事務局間の連絡に関する文書を収録。

を収録。

日仏原子力協力

1976/9/30

散・科学部不拡散・科学原

総合外交政策局軍縮不拡
1974/9/1

1978/2/28

散・科学部不拡散・科学原
子力課

日・諸外国原子力関係物資輸出規制問題協議／ザンガー ザンガー委員会の対処方針、各国の原子力資材輸出規制調査、各国の輸出実績及び核物質等原子力関係物質の
委員会

1974/8/1

子力課

日・諸外国原子力関係物資輸出規制問題協議／ザンガー ザンガー委員会の対処方針、審議状況、各国の輸出実績及び核物質等原子力関係物質の輸出規制に関する文書
委員会

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

最終的に協定は締結されていない。

2021-0637

移管時の管理担当課室

輸出規制に関する文書を収録。

総合外交政策局軍縮不拡
1975/9/1

1977/5/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課

日仏原子力協力の具体化に関する文書を収録。日本原子力研究所と仏原子力庁との協力、1962年4月に仏で行
われた第2回日仏原子力会議及び技術者受入問題に関する文書を含む。

総合外交政策局軍縮不拡
1962/6/1

1965/11/30

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定（日仏原子力協定）
2021-0641

日仏原子力協力／日仏原子力協定交渉（含、日仏･IAEA
保障措置移管協定）

の交渉経緯に関する文書を収録。両国協定案文、1972年2月の協定署名式及び原子力の平和的利用に関する協
力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定に関する国際原子力機関の保障措置の適用のための

総合外交政策局軍縮不拡
1971/2/1

1972/4/30

国際原子力機関、日本国政府及びフランス共和国政府の間の協定（日仏･IAEA保障措置移管協定）交渉に関す

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

る文書を含む。

2021-0642

日仏原子力協力／日仏原子力協定交渉

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定（日仏原子力協定）
の交渉経緯に関する文書を収録。1965年7月の書簡交換に関する閣議請議及び記事資料に係る文書を含む。

総合外交政策局軍縮不拡
1963/7/1

1969/7/31

子力課国際原子力協力室

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定（日仏原子力協定）
2021-0643

日仏原子力協力／日仏原子力協定交渉

の交渉経緯に関する文書を収録。高速臨界実験装置用プルトニウム燃料購入問題、1970年9月の第8回日仏定

総合外交政策局軍縮不拡
1969/10/1

1971/1/31

期協議（大臣レベル協議発言資料）及び両国協定案文に関する文書を含む。

2021-0644

日仏原子力協定

原子力推進機関に関する石川島播磨重工業と仏原子力庁との契約に関する文書を収録。日仏書簡案に関する文
書を含む。

散・科学部不拡散・科学原

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡

1974/8/1

1975/2/28

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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分類番号

2021-0645

史料件名

日仏原子力協力／日仏原子力協定交渉

概要

史料概要
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定（日仏原子力協定）
の交渉経緯に関する文書を収録。保障措置条項及び両国協定案文に関する文書を含む。

開始年月日

終了年月日

1970/1/1

1971/2/28

総合外交政策局軍縮不拡

日仏原子力協力／日仏原子力協定（署名・発効）

の交渉経緯に関する文書を収録。日仏原子力平和的利用協力協定の交渉経緯に関する文書を収録。同協定の署

総合外交政策局軍縮不拡
1972/4/1

1972/9/30

名式及び発効並びに日仏・日豪国際原子力機関（IAEA）保障措置移管協定に関する文書を収録。

2021-0647

日・諸外国原子力協定（米、英、カナダ）

日米、日英及び日加原子力協定の交渉経緯に関する文書を収録。原子力発電をめぐる国内情勢、協定案文交
渉、記事資料及び閣議請議に関する文書を含む。

日英原子力協定（1968年改定）

アイルランド連合王国政府との間の協定」（日英原子力協定）の交渉経緯に関する文書を収録。協定案文交渉

総合外交政策局軍縮不拡
1957/2/1

1959/6/30

総合外交政策局軍縮不拡
1967/12/1

1968/2/29

定（日豪原子力平和的利用協力協定）の交渉経緯に関する文書を収録。豪州のウラン資源、豪側協定案及び日

総合外交政策局軍縮不拡
1970/11/1

1971/12/31

本側対案に関する文書を含む。

IAEA／中国代表権問題

民政府）に対するIAEA査察、台湾（国民政府）との保障措置協定及び1971年11月のIAEA理事会における議論

総合外交政策局軍縮不拡
1971/1/1

1973/6/30

に関する文書を含む

2021-0651

IAEA／中国代表権問題

2021-0652

日・諸外国原子力取極

2021-0653

日仏原子力協力／日仏原子力協定（署名・発効）

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

国際原子力機関（IAEA）における中国代表権問題に関する文書を収録。中国のIAEAに対する態度、台湾（国
2021-0650

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

1972年に締結された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア政府との間の協
日豪原子力平和的利用協力協定（1972年）

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

に関する文書を含む。

2021-0649

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

1968年に改正された「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部
2021-0648

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定（日仏原子力協定）
2021-0646

移管時の管理担当課室

散・科学部不拡散・科学原
子力課

国連専門機関における中国代表権問題に関する調書を収録。中華人民共和国の国連参加のインパクト、専門機
関における中国代表権問題の諸問題及び国連専門機関における中国代表権問題擬問擬答を含む。

日独原子力取極、日・南アフリカ保障措置取極、日仏原子力取極並びに日・スウェーデン、日伊、日韓及び日
ソ原子力協定の閣議請議等に関する文書を収録。

総合外交政策局軍縮不拡
1971/7/1

1972/6/30

散・科学部不拡散・科学原
子力課

1959/2/1

1991/4/30

国際法局条約課

1972/2/1

1972/3/31

国際法局条約課

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定（日仏原子力協定）
の締結に関する文書を収録。署名、国会提出及び承認に関する閣議請議、署名式、国会提案理由説明、発効の
ための通告文交換並びに外務省告示案に関する文書を含む。
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分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

1972/7/1

1972/11/30

国際法局条約課

1972/2/1

1972/7/31

国際法局条約課

1980/11/1

1980/12/31

欧州局西欧課

1980/3/1

1980/12/31

欧州局西欧課

1982/2/1

1982/10/31

欧州局西欧課

1982/3/1

1982/9/30

欧州局西欧課

1982/5/1

1982/11/30

欧州局西欧課

1982/1/1

1982/12/31

欧州局西欧課

移管時の管理担当課室

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定に関する国際原子力
2021-0654

日仏･IAEA保障措置移管協定

機関の保障措置の適用のための国際原子力機関、日本国政府及びフランス共和国政府の間の協定（日仏･IAEA
保障措置移管協定）の締結に関する文書を収録。協定署名本書写し、合意議事録、署名委任状、署名のための
閣議請議及び署名に関する外務省告示案に係る文書を含む。

1972年に締結された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア政府との間の協
2021-0655

日豪原子力平和的利用協力協定（1972年）／国内手続

定（日豪原子力平和的利用協力協定）の交渉経緯に関する文書を収録。署名・国会承認・通告に関する閣議請
議及び公布に関する文書を含む。

2021-0656

伊東外務大臣西欧諸国、エジプト訪問／西欧（1980年）

1980年12月に行われた伊東外務大臣の西欧諸国訪問に関する文書を収録。日程案、一行名簿、先方主催昼食
会又は晩餐会における大臣スピーチ骨子、鈴木総理発訪問国首脳宛書簡、大臣発言要領、参考資料を含む。

1980年12月に行われた伊東外務大臣の西欧諸国訪問（特に、オランダ、ベルギー）に関する文書を収録。日
程案、訪欧用資料、発言要領、ファン・アフト・オランダ首相表敬、伊東外務大臣とファン・デル・クラー
2021-0657

伊東外務大臣西欧諸国、エジプト訪問／西欧（1980年） ウ・オランダ外相会談記録、ボードヴァン・ベルギー国王謁見、マルテンス・ベルギー首相表敬、伊藤外務大
臣とノトン・ベルギー外相会談記録、トルン・次期欧州共同体（EC）委員長との会談記録、対記者ブリー
フ、閣議報告要旨、大臣礼状発出、新聞報道を含む。
1982年9月に行われたサッチャー・英首相夫妻訪日（公賓）に関する文書を収録。日本人記者団との事前会見

2021-0658

サッチャー英国首相夫妻訪日（公賓）（1982年）

記録、日英首脳会談、晩餐会における会談、櫻内外務大臣、安倍通商産業大臣、渡辺大蔵大臣との各会談記
録、鈴木総理主催晩餐会における双方挨拶、日本記者クラブにおける記者会見記録を含む。
1982年9月に行われたサッチャー・英首相夫妻訪日（公賓）に関する文書を収録。日程案、首脳会談議題、同

2021-0659

サッチャー英国首相夫妻訪日（公賓）（1982年）

席者、発言要領・参考資料、鈴木総理に対するブリーフィング、勉強会用資料、総理主催晩餐会における総理
挨拶案、1982年3月の江崎真澄自民党国際経済特別調査会会長訪欧記録を含む。

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する資料を収録。国連総会における審議概要、対アルゼン
2021-0660

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争

チン措置に関する擬問擬答、要人間往復書簡・メッセージ、櫻内外務大臣談話、対外応答要領、国連決議、ベ
ルサイユ・サミットにおける議論の記録、鈴木総理発サッチャー・英首相宛書簡案を含む。

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する英国の対日協力要請、日英関係を収録。在京英国大使
2021-0661

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／本邦の対応

館からの外務省幹部に対する支持・協力要請と日本の立場伝達、サッチャー・英首相と鈴木総理との間の往復
書簡、擬問擬答、各国の態度、デクエヤル・国連事務総長及びヘイグ・米国務長官の仲介努力、本問題の概
要、軍事的側面、領有権に関する資料を含む。
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分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

1982/4/1

1982/11/30

欧州局西欧課

1982/4/1

1982/9/30

欧州局西欧課

1982/4/1

1982/9/30

欧州局西欧課

1982/6/1

1982/11/30

欧州局西欧課

1982/4/1

1982/11/30

欧州局西欧課

1982/4/1

1982/9/30

欧州局西欧課

1982/4/1

1982/9/30

欧州局西欧課

1982/4/1

1982/9/30

欧州局西欧課

移管時の管理担当課室

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する軍事情勢、日本の基本的立場に関する文書を収録。軍
2021-0662

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／本邦の対応

事情勢（速報）、諸外国に対する日本の基本的立場の説明、国連総会決議に関する日本の立場の対英説明、通
商産業省による民間業界に対する説明、櫻内外務大臣の国会答弁英文テキスト、加藤欧亜局長による対邦人記
者ブリーフィング記録を含む。

2021-0663

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／対アルゼン
チン制裁問題

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題における対アルゼンチン措置に関する文書を収録。英国の対日
協力要請と日本の基本的立場、欧州共同体（EC）諸国の対アルゼンチン経済制裁措置、日本が今後採るべき
措置、本問題の概要、国際法的考察、軍事情勢、国連、アルゼンチン関係資料を含む。

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基本的立場、日英間協議に関する文書を収録。
2021-0664

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／本邦の対応

コータッチ・駐日英国大使の櫻内外務大臣に対する対英協力要請、外務省幹部との意見交換記録、欧州共同体
（EC）議長国声明、武器禁輸問題、即時停戦に関するスペイン・パナマ修正決議案に対する日本の態度、想
定問答、鈴木総理記者会見用資料を含む。

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する各国の対アルゼンチン措置、日英関係に関する文書を
2021-0665

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争

収録。英国の全面進入禁止措置の解除、欧州共同体（EC）の対アルゼンチン緊急措置解除、アルゼンチン軍
捕虜の早期送還、停戦に対する各国の反応、英国の要請に対する各国の対応、鈴木総理発サッチャー・英首相
宛書簡、櫻内外務大臣とピム・英外相との間の往復書簡を含む。

2021-0666

2021-0667

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／英国の動向 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する英国内の動向、日英関係に関する文書を収録。サッ
（含、日英関係）

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／英国の動向
（含、日英関係）

チャー・英首相の北大西洋評議会における演説、対アルゼンチン措置、国連決議に関する日英協議を含む。

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する英国の動向、日英関係に関する文書を収録。サッ
チャー・英首相の議会での外交方針演説、ピム・英外相の議会報告、対アルゼンチン措置に関する日英協議、
議会の動向、対日論調を含む。

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に対する国際機関、諸外国の対応振りに関する文書を収録。欧
2021-0668

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／国際機関、 州委員会、北大西洋条約機構（NATO）、欧州共同体（EC）加盟各国、カナダ、豪州、ニュージランドの対応
諸外国動向

振り、措置、日本の立場説明に関する報告、英国の要請に対する各国の対応振り、対アルゼンチン経済措置に
関する一覧表を含む。

フォークランド諸島紛争問題に関する日本の基本的立場、日英間協議に関する文書を収録。櫻内外務大臣の国
2021-0669

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／本邦の対応 会答弁、外務大臣談話、対邦人記者ブリーフィング、ベルサイユ・サミットにおける鈴木総理発言・応答要
領、同サミットにおける議論の概要、国連における日英外相会談用発言・応答要領、参考資料を含む。
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分類番号

史料件名

概要

史料概要

開始年月日

終了年月日

1982/4/1

1982/6/30

欧州局西欧課

1982/4/1

1982/6/30

欧州局西欧課

1984/3/1

1987/6/30

移管時の管理担当課室

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する英国内の動向に関する文書を収録。サッチャー・英首
2021-0670

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／英国の動向 相、ピム・英外相、ノット・英国防相の議会演説、英国会議員の対日協力要請、英政府関係者と在英日本大使
館の協議、各国の態度、防衛情報、内政、議会、世論の動向、英紙論調を含む。

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争問題に関する日英間の協議に関する文書を収録。本問題に関する日
2021-0671

フォークランド（マルビーナス）諸島紛争／日英間協議 本の対処方針案、英国の対日協力要請、コータッチ・駐日英国大使と外務省幹部間の協議、サッチャー・英首
相発鈴木総理宛書簡、同返書、日英外相間の往復書簡、鈴木総理メッセージの対アルゼンチン伝達を含む。

イラン・イラク紛争で使用されたと見られる化学兵器の原材料について供給国等が行った輸出規制の実効性を
2021-0672

輸出管理（オーストラリア・グループ）／第5回フォ

高めるために開催された「化学兵器原材料輸出規制フォローアップ会合」（オーストラリア・グループ

ローアップ会合

（AG））の第5回会合に関する文書を収録。第4回会合の記録に加え、第5回会合の準備、対処方針及び記録、

総合外交政策局軍縮不拡
子力課

関係国との情報交換や協議の記録を含む。

「原子力の分野における第三者損害賠償責任に関する条約」（パリ条約）及び関連諸条約、「原子力損害の民
2021-0673

原子力損害民事責任に関する諸条約

事責任に関するウィーン条約」及び関連諸条約、並びに「核物質の海上運送の分野における民事責任に関する
国際条約」に関する文書を収録。条約のテキスト、関係国の動向を記した文書及び関連国際機関事務局が作成

総合外交政策局軍縮不拡
1961/5/1

1986/10/31

日中原子力協議

日本と中国の間の原子力の平和利用分野での協力交渉に関する文書を収録。1983年12月及び1984年2月の日
中原子力協議に関する文書を含む。

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

した文書を含む。

2021-0674

散・科学部不拡散・科学原

総合外交政策局軍縮不拡
1983/12/1

1984/3/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室
総合外交政策局軍縮不拡

2021-0675

日仏原子力協力

原子力分野における協力、ウラン濃縮協力及び仏からの濃縮ウラン買い付け問題に関する文書を収録。

1971/3/1

1975/4/30

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

日英間で移転される核物質等に対する「ロンドン・ガイドライン」（現在は、「原子力供給国グループ
2021-0676

日英原子力協議／ロンドン・ガイドライン

（NSG）ガイドライン」と呼ばれる。）の適用問題に係る日英両政府間の連絡・協議に関する文書を収録。
日・カナダ原子力協定改正に関連し、日本から英国に移転される核物質に対する同ガイドラインの適用に係る
連絡・協議に関する文書を含む。
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総合外交政策局軍縮不拡
1978/8/1

1982/10/31

散・科学部不拡散・科学原
子力課国際原子力協力室

