
令和4年5月31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

B'.5.1.0.J/K(S)1-

2-10

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　日韓会談情報

第4巻

1964年3月～1966年1月における、日韓会談をめぐる韓国政治情勢や、韓国・他国における反響（新聞論調

等）等を収録。
1964/3/1 1966/1/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-

2-11

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　日韓会談資料

第3巻

日韓会談資料のうち、アジア局重要懸案処理月報（1961年1月～1962年9月）のうち、韓国関係を抜粋したも

のを収録。
1961/1/1 1962/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-

2-11

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　日韓会談資料

第5巻
日韓会談資料のうち、1952年11月～1969年7月に公開/出版された冊子等を収録。 1952/11/1 1969/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-

3-3
日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第三次会談

日韓条約及び諸協定締結のための第三次会談のうち、本会議、基本関係部会、漁業関係部会、船舶関係部会、

請求権部会等に関する文書を収録。
1953/10/1 1970/2/28

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-

3-7

日韓条約及び諸協定関係　会談関係　日韓予備交渉首席

会談　第3巻

日韓条約及び諸協定締結のための日韓予備交渉のうち、法的地位関係会合（第１回～２５回）に関する記録を

収録。
1962/10/1 1963/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-

3-7

日韓条約及び諸協定関係　会談関係　日韓予備交渉首席

会談　第4巻

日韓条約及び諸協定締結のための日韓予備交渉のうち、法的地位関係会合（第２６回～５２回）に関する記録

等を収録。
1963/4/1 1969/1/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課
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令和4年5月31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'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第1巻　巣鴨

収容者名簿

A級・BC級戦犯（容疑者段階で釈放された者や入所履歴のない者も含む）の留守宅名簿および台湾・朝鮮半島

出身者戦犯に関する家庭状況調査書を収録。
19207 19237 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第2巻　巣鴨

収容者名簿

A級・BC級戦犯の留守宅名簿1件のほか、在所者名簿（氏名のみ・プリズン管理当局が毎月初日に作成）が時

系列に沿って綴じられている。
16834 19053 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第3巻　戦犯

者判決名簿
A級・BC級戦犯の判決名簿を収録（不起訴ほかを含む）。 19085 19114 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第4巻　各府

県(世話課法務関係者)名簿

引揚援護庁復員局法務調査部の調製による各都道府県「世話課法務関係者名簿」を収録。具体的には、A級・

BC級戦犯各人の本籍・留守宅住所ならびに担当者名・裁判状況・刑の執行状況・信仰の情報を含む。なお、

当巻の対象は北海道・東北地方・関東地方・中部地方であり、台湾・朝鮮半島は対象外。

18780 18809 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第5巻　各府

県(世話課法務関係者)名簿

引揚援護庁復員局法務調査部の調製による各都道府県「世話課法務関係者名簿」を収録。具体的には、A級・

BC級戦犯各人の本籍・留守宅住所ならびに担当者名・裁判状況・刑の執行状況・信仰の情報を含む。なお、

当巻の対象は近畿地方・中国地方・四国地方・九州地方であり、沖縄・台湾・朝鮮半島は対象外。

18780 18809 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第6巻　雑名

簿

A級・BC級戦犯の各種名簿群を収録（不起訴対象者・未決獄死者・一般犯ほかを含む）。具体的には、(1)移

送者名簿（外地へ移送）、(2)仮釈放者名簿、(3)海軍戦犯者名簿、(4)朝鮮・台湾・沖縄人戦犯者名簿、(5)戦

犯者関係（服役中の者・死没者）名簿、(6)英国関係戦犯者名簿、(7)中国関係戦犯者名簿、(8)仮出所勧告者名

簿、(9)巣鴨拘置所における死刑執行者名簿を含む。

17046 19844 大臣官房総務課
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令和4年5月31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'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第7巻　外地

抑留者並びに戦犯者名簿

BC級戦犯の各種名簿群を収録（不起訴対象者・未決獄死者・一般犯ほかを含む）。具体的には、(1)一般、(2)

中国の部、(3)ビルマの部、(4)香港の部、(5)仏印の部、(6)比島の部を含む。
17046 19024 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第8巻　外地

抑留者並びに戦犯者名簿

BC級戦犯の各種名簿群を収録（不起訴対象者・未決獄死者・一般犯ほかを含む）。具体的には、英領マレー

地区の部を含む。
18841 18871 大臣官房総務課

2022-0245 安全保障会議（第1回～第16回）
安全保障会議の開催に関する文書を収録。第1～16回安全保障会議、同幹事会及び安全保障会議議員懇談会の

開催通知及び資料を含む。
1986/8/1 1989/12/31

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(1)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。同委員会の設置、第1ラウンド第1～3回会合要録及

び資料並びに政治・軍事的にみた国際情勢と日本に対する脅威の諸形態に関する文書を含む。
1978/5/1 1979/7/31

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(2)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第1ラウンド第4～10回会合要録及び資料に関する

文書を含む。
1979/7/1 1980/4/30

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(3)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第1ラウンド第11～13回会合資料及び第1ラウンド

とりまとめに関する文書を含む。
1980/3/1 1980/7/31

総合外交政策局安全保障政

策課
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令和4年5月31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

2022-0246 安全保障政策企画委員会(4)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第1ラウンドとりまとめ、同骨子及び対外発表に関

する文書を含む。
1980/7/1 1980/8/31

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(5)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第1ラウンドとりまとめ、報道振り、対外応答要

領・擬問擬答、鈴木総理・宮澤官房長官ブリーフ及び国会議員説明に関する文書を含む。
1980/7/1 1981/2/28

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(6)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第2ラウンド対外応答要領並びに第2ラウンド第1～

4回会合要録及び資料に関する文書を含む。
1980/9/1 1981/2/28

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(7)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第2ラウンド第4～8回会合要録及び資料に関する文

書を含む。
1981/1/1 1981/6/30

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(8）
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第2ラウンド第9～12回会合要録及び資料に関する

文書を含む。
1981/7/1 1981/12/31

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(9)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。最近の討議の取りまとめ想定問答並びに第4ラウン

ド第3～5回会合要録及び資料に関する文書を含む。
1981/1/1 1985/7/31

総合外交政策局安全保障政

策課
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令和4年5月31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

2022-0246 安全保障政策企画委員会(10)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第4ラウンド第1～2回会合要録及び資料に関する文

書を含む。
1981/1/1 1985/5/31

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0246 安全保障政策企画委員会(11)
外務省内の安全保障政策企画委員会に関する文書を収録。第4ラウンド第6～9回会合要録及び資料に関する文

書を含む。
1985/6/1 1986/3/31

総合外交政策局安全保障政

策課

2022-0247 科学技術協定関係各省覚書 「科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」。 1980/3/1 1990/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室

2022-0248 日韓関係／日韓高級事務レベル協議（第1回、第2回）
日韓高級事務レベル協議に関する文書を収録。1984年3月のソウルにおける第1回協議の概要及び資料並びに

1985年4月のソウルにおける第2回協議の概要、邦人プレスブリーフ及び報道振りに関する文書を含む。
1984/2/1 1985/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0249 日韓関係／第11回日韓定期閣僚会議

1981年9月のソウルにおける第11回日韓定期閣僚会議に関する文書を収録。開催経緯、閣議了解、全体会議、

個別会議、園田外務大臣の全斗煥大統領表敬及び共同新聞発表に関する文書を含む。なお、会議自体の議事

録・概要は含まれていない。

1979/4/1 1981/9/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0250 日韓関係／第12回日韓定期閣僚会議
1983年8月の東京における第12回日韓定期閣僚会議に関する文書を収録。代表団名簿、議題、日程、議事進行

及び外相会談出席者に関する文書を含む。なお、会議自体の議事録・概要は含まれていない。
1983/8/1 1983/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課
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令和4年5月31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

2022-0251 日韓文化交流実務者協議(第1回～第3回)

日韓文化交流実務者協議に関する文書を収録。日韓文化交流協議問題経緯、1983年12月のソウルにおける第1

回協議の対処方針及び概要、教科書問題、文化財返還問題、1984年12月の東京における第2回協議の概要、対

馬宗家文書並びに韓国の日本映画輸入に関する文書を含む。

1981/5/1 1986/12/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0252 日韓関係／日韓高級事務レベル協議（第4回）
1987年5月のソウルにおける第4回日韓高級事務レベル協議に関する文書を収録。発言応答要領、参考資料及

び邦人プレスブリーフに関する文書を含む。
1987/4/1 1987/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0253 日韓関係／学生交流（受入）
日本と韓国との間の青少年・学生交流に関する文書を収録。韓国政府による日本の学生の韓国訪問及び日韓学

生交流計画に基づく韓国大学生代表団の訪日に関する文書を含む。
1982/12/1 1987/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0254 日韓航空／日中短縮航路問題(1)

日本と韓国の航空分野での協力に関する文書を収録。1977年9月及び1979年9月の「航空業務に関する日本国

政府と大韓民国政府との間の協定（日韓航空協定）」の付表等の修正に関する書簡の交換、東京・平壌航空路

開設問題並びに日中航空路短縮問題に関する文書を含む。

1977/7/1 1981/5/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0254 日韓航空／日中短縮航路問題(2)
日中間の短縮航空路開設問題に関する文書を収録。日本の立場、韓国の立場及び国際民間航空機関（ICAO）

との協議に関する文書を含む。
1980/12/1 1982/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0254 日韓航空／日中短縮航路問題(3)

日中間の短縮航空路開設問題に関する文書を収録。1982年7月の国際民間航空機関（ICAO）東南アジア航空

局長会議、同年9月のペラルタICAO在バンコク事務所長の訪日並びに同年11月の日中航空路短縮及び飛行情報

区(FIR)編成問題に関する韓国との意見交換に関する文書を含む。

1980/2/1 1982/12/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課
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令和4年5月31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

2022-0254 日韓航空／日中短縮航路問題(4)

日中間の短縮航空路開設問題に関する文書を収録。1983年1月の国際民間航空機関（ICAO）第2回アジア・太

平洋地域航空会議対処方針及び概要、日中実務協議、日韓実務協議並びに同年6月の最終合意に関する文書を

含む。

1982/5/1 1983/7/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0254 日韓航空／日中短縮航路問題(5)
日中間の短縮航空路開設問題に関する文書を収録。1983年8月の日韓閣僚会議及び同年9月の日中閣僚会議に

おける議論、ハマーショルド国際航空運送協会(IATA)顧問の動き並びに北朝鮮の動きに関する文書を含む。
1983/6/1 1985/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0255 日韓文化交流／提言・報告
日韓文化交流に関する各種提言・報告に関する文書を収録。韓国における日本語教育の問題点と今後の課題、

日韓文化交流の拡充及び在韓大使館広報文化センターの活動に関する文書を含む。
1981/1/1 1983/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0256 日韓文化交流／青年交流計画
日韓青年交流計画の実施に関する文書を収録。韓国学術振興財団の招聘による日本青年の訪韓及び日韓青年交

流計画拠出金の支出に関する文書を含む。
1981/11/1 1985/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0257 日韓関係／第13回日韓定期閣僚会議（準備）

1985年8月のソウルにおける第13回日韓定期閣僚会議のサブ準備に関する文書を収録。全体会議及び自由討論

における安倍外務大臣発言、開会式及び閉会式における安倍外務大臣挨拶、外相会談用発言要領及び参考資

料、全斗煥・韓国大統領及び国務総理各表敬資料並びにプレスガイドラインに関する文書を含む。

1985/8/1 1985/9/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0258 日韓関係／第13回日韓定期閣僚会議(1)
1985年8月のソウルにおける第13回日韓定期閣僚会議に関する文書を収録。ロジ資料、会議進行要領並びに全

体会議における安倍外務大臣及び日本側各大臣発言に関する文書を含む。
1985/8/1 1985/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

7
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2022-0258 日韓関係／第13回日韓定期閣僚会議(2)
1985年8月のソウルにおける第13回日韓定期閣僚会議に関する文書を収録。韓国側スピーチ、安倍外務大臣閣

議報告、各個別閣僚会議概要及び大統領及び国務総理各表敬概要に関する文書を含む。
1985/8/1 1985/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0259 日韓関係／第13回日韓定期閣僚会議（準備・ロジ）
1985年8月のソウルにおける第13回日韓定期閣僚会議のロジ準備に関する文書を収録。日程、出席者、経費及

び済州道非公式視察に関する文書を含む。
1985/3/1 1985/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0260 日韓航空／二国間協力
日本と韓国との間の運輸分野での協力に関する文書を収録。日韓航空当局間協議、1986年10月の日韓短縮航

空路の設定、韓国と各国の航空交渉及び韓国の国内運輸政策に関する文書を含む。
1979/7/1 1987/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0261 日韓航空／当局間協議

日本と韓国の航空関係に関する文書を収録。1987年12月～1988年2月の日韓航空当局間協議の対処方針及び

概要、1988年4月の日韓航空協定の付表の修正に関する書簡の交換並びに札幌・ソウル線開設に関する文書を

含む。

1985/1/1 1989/5/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0262 米韓関係(1)／カーター米大統領韓国訪問（1979年）
1979年6～7月のカーター・米大統領の韓国訪問に関する文書を収録。共同声明、共同声明に関する応答要

領、訪韓とその後の米韓関係及び報道振りに関する文書を含む。
1979/6/1 1979/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0262 米韓関係(2)
韓国の政情を巡る米国と韓国との関係に関する文書を収録。1979年10月の朴正熙・韓国大統領死亡事件及び

1980年5月の光州事件に関する米政府の態度に係る文書を含む。
1979/9/1 1980/10/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課
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2022-0262 米韓関係(3)
韓国の政情を巡る米国と韓国との関係に関する文書を収録。1981年2月の全斗煥・韓国大統領の訪米及び日韓

関係に対する米側の見方に関する文書を含む。
1980/12/1 1981/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0262 米韓関係(4)
韓国の政情を巡る米国と韓国との関係に関する文書を収録。1982年4月のブッシュ・米副大統領の訪韓、レー

ガン政権のアジア政策及び同年6月の李範錫・韓国外務部長官の訪米に関する文書を含む。
1981/10/1 1982/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0263 韓国外交／対共産諸国関係

韓国と共産諸国との外交に関する文書を収録。韓ソ関係、1988年12月のシェワルナゼ・ソ連外相の北朝鮮訪

問、ソ連の朝鮮半島政策、同年9月のゴルバチョフ・ソ連共産党書記長のクラスノヤルスク演説、韓ソ経済関

係、同年12月の中国に関する日韓外交当局間会議、韓中経済関係、同年8月の竹下総理訪中及び韓国と東欧諸

国との関係に関する文書を含む。

1988/8/1 1988/12/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0264 米韓関係／要人往来(1)
韓国と米国との間の外交関係に関する文書を収録。1982年4月のブッシュ・米副大統領の訪韓、同年6～7月の

李範錫・韓国外交部長官の訪米及び1983年2月のシュルツ・米国務長官の訪韓に関する文書を含む。
1981/12/1 1983/10/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0264 米韓関係／要人往来(2)
韓国と米国との間の外交関係に関する文書を収録。1983年11月のレーガン・米大統領の訪韓、1985年4月の

全斗煥・韓国大統領の訪米及び1986年5月のシュルツ・米国務長官の訪韓に関する文書を含む。
1983/11/1 1986/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0265 米韓関係／レーガン米大統領韓国訪問（1983年）
1983年11月のレーガン・米大統領の訪韓に関する文書を収録。日程、共同声明、反体制の動き、報道振り及

び意義と評価に関する文書を含む。
1979/7/1 1983/11/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課
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2022-0266 安倍外務大臣タイ訪問（1984年）

1984年7月の安倍外務大臣のタイ訪問に関する文書を収録。ジャカルタでの東南アジア諸国連合（ASEAN）

拡大外相会議おけるカンボジア問題に関する安倍外務大臣の3項目提案、プーミポン（ラーマ9世）・タイ国

王陛下拝謁及び日タイ外相会談に関する文書を含む。

1984/6/1 1984/7/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0267
国会答弁資料（第100～102回）／ASEAN・インドシナ

関係

インドシナ・東南アジア諸国連合（ASEAN）に関する国会答弁資料を収録。ASEAN拡大外相会議におけるカ

ンボジア問題に関する日本の3項目提案、対ベトナム外交、日・タイ関係、日・ビルマ関係及びマレーシア国

軍の動向に関する文書を含む。

1977/1/1 1985/4/30
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0268 拡大ASEAN、日・ASEAN外相会議(78年～80年)

日・東南アジア諸国連合（ASEAN）外相会議に関する文書を収録。1978年6月パタヤでの会議における園田

外務大臣発言要領並びに1980年6月のクアラルンプールでの会議における大来外務大臣発言要領及び参考資

料、日・タイ外相会議発言要領・参考資料及び概要、各国外相との会談録、記者会見、スピーチ及び発表文書

並びに評価に関する文書を含む。

1978/6/1 1980/7/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0269 カンボジア難民援助

インドシナ難民及びカンボジア難民支援に関する文書を収録。カンボジア難民自主帰還計画、国連国境救援活

動（UNBRO）への資金援助、1983年11月のカンボジア難民援助国公式会合対処方針及びカンボジア難民緊急

援助に関する文書を含む。

1981/3/1 1983/12/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0270 カンボジア難民援助

インドシナ難民及びカンボジア難民支援に関する文書を収録。国連国境救援活動（UNBRO）及び世界食糧計

画（WFP）のタイ・カンボジア国境地帯のカンボジア難民救済援助活動資金枯渇と日本の緊急拠出、カンボ

ジア再建に向けた人造り計画、WFPを通じての米援助、1986年6月の功刀国連事務総長特別代表の後藤外務省

アジア局長表敬、同年9月のカンボジア援助国会合対処方針及びインドシナ難民問題国際会議構想に関する文

書を含む。

1984/1/1 1989/3/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0271 カンボジア問題(カンボジア・ベトナム紛争)
カンボジアとベトナムとの間の紛争に関する文書を収録。国境紛争、外交関係の断絶、各国の見方（アジア諸

国、米、ソ、仏）に関する文書を含む。
1977/12/1 1978/12/31

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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2022-0272 カンボジア問題(カンボジア・ベトナム紛争)

カンボジアとベトナムとの間の紛争に関する文書を収録。1978年1月の両国の声明及びポル・ポト・カンボジ

ア共産党中央委員会書記長の建軍記念日演説、各国の見方（アジア諸国、米、ソ）並びにカンボジア外交官の

妻であった内藤泰子氏の体験に関する文書を含む。

1978/1/1 1979/11/30
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0273 日・カンボジア貿易

日本とカンボジアの貿易関係に関する文書を収録。日本・カンボジア貿易取極終了に関する対処方針、1979

年11月の日・越貿易会事務局長及び日・カンプチア貿易会事務局長のカンボジア訪問並びにカンボジアに対

する日本の特恵関税率適用に関する文書を含む。

1975/8/1 1980/2/29
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0274 日・カンボジア貿易
日本とカンボジアの貿易関係に関する文書を収録。日・カンプチア貿易会代表団のカンボジア訪問及び同会に

よるカンボジア貿易再開問題に関する文書を含む。
1980/2/1 1985/12/31

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0275 カンボジア問題(カンボジア・ベトナム紛争)

カンボジアとベトナムとの間の紛争に関する文書を収録。カンボジア国内情勢、タイ・ベトナム関係、タイ・

カンボジア国境情勢、ベトナム軍の動き及び各国の見方・動向（シンガポール、フィリピン、インドネシア、

マレーシア、ラオス、中国、インド、米、欧州）に関する文書を含む。

1980/6/1 1980/8/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0276 カンボジア問題(カンボジア・ベトナム紛争)

カンボジアとベトナムとの間の紛争に関する文書を収録。カンボジア要人略歴、1981年4月のソン・サン・ク

メール人民民族解放戦線議長訪米、同年5月のヘン・サムリン政権総選挙、抗越カンボジア三派からなる民主

カンボジア連合政府結成問題、同年11月の日・タイ首脳会談要録及び各国の態度（米、豪、シンガポール）

に関する文書を含む。

1979/10/1 1982/11/30
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0277 カンボジア問題(カンボジア・ベトナム紛争)

カンボジアとベトナムとの間の紛争に関する文書を収録。1981年3月のカンボジア人民共和国憲法草案、同年

6月の人民共和国新国家体制、1982年7月の民主カンボジア連合政府樹立宣言、1982年10月の越・ソ共同コ

ミュニケ及び1983年2月のカーピッツァ・ソ連外務次官の東南アジア諸国連合（ASEAN）3ヵ国歴訪とカンボ

ジア問題に関する文書を含む。

1981/3/1 1983/2/28
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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2022-0278 カンボジア問題(カンボジア・ベトナム紛争)

カンボジアとベトナムとの間の紛争に関する文書を収録。第12回インドシナ三国外相会議コミュニケ、1986

年3月の民主カンボジア連合政府8項目提案及びキュー・サムファン副大統領発安倍外務大臣宛書簡、同月の

シティ・タイ副首相発安倍外務大臣宛タイ・カンボジア国境難民支援謝意書簡並びに1987年9月のニエン・ベ

トナム外務次官の村田外務事務次官表敬に関する文書を含む。

1985/6/1 1988/8/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0279 日タイ投資保護協定
日・タイ投資保護協定の締結経緯に関する資料を収録。外国人職業規制法、外国企業規制法、タイの外資政策

と日本の対応策及び日・タイ友好通商航海条約に関する文書を含む。
1966/10/1 1985/3/31

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0280 日タイ投資保護協定
日・タイ投資保護協定の締結経緯に関する資料を収録。日本とアジア各国（中国、シンガポール、マレーシ

ア、フィリピン、スリランカ）との投資保護協定との比較対照に関する文書を含む。
1980/4/1 1984/10/31

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0281 シリキット・タイ王妃陛下訪日（1981年）
1981年3月のシリキット・タイ王妃陛下及びチュラポーン・タイ王女殿下の訪日に関する文書を収録。訪日の

経緯、日程及び鈴木総理夫人主催午餐会に関する文書を含む。
1980/12/1 1981/9/30

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0282 日タイ技術協力協定
「技術協力に関する日本国政府とタイ王国政府との間の協定」の締結に関する文書を収録。交渉経緯、1981

年11月の署名及び協定文に関する文書を含む。
1979/6/1 1981/12/31

アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0283 日・タイ関係／日タイ修好通商条約交渉
日本とタイとの間の新たな友好通商航海条約の締結交渉に関する文書を収録。日本案、タイ側対案及び交渉経

緯に関する文書を含む。
1970/10/1 1980/4/30

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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2022-0284 ビルマ政治／関係文書目録 ビルマ（ミャンマー）関係来往信目録及び記録文書引継書を収録。 1953/5/1 1990/2/28
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0285 ビルマ（ミャンマー）経済

ビルマ（ミャンマー）の経済政策及び経済情勢に関する文書を収録。1989年度ビルマ経済計画、ビルマ政府

による民間貿易業者のためのワークショップ、ラングーン（ヤンゴン）港貿易取扱貨物量及び観光政策に関す

る文書を含む。

1989/3/1 1989/10/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0286 本邦対外経済協力／対ビルマ

ビルマ（ミャンマー）に対する日本の経済協力に関する文書を収録。1988年10月の対ビルマ緊急食料援助実

施及び中山外務大臣閣議発言要旨、中国の対ビルマ経済協力、国連開発計画（UNDP）主催援助国調整会議並

びに既往援助案件の取扱いに関する文書を含む。

1988/8/1 1989/2/28
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0287 本邦対外経済協力／対ビルマ

ビルマ（ミャンマー）に対する日本の経済協力に関する文書を収録。対ビルマ援助の取扱い、ビルマ援助の軍

事転用問題、主要援助国・援助機関の動向及びビルマの債務問題と国連開発計画（UNDP）の提案に関する文

書を含む。

1989/1/1 1989/7/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0288 ネ・ウィン・ビルマ大統領訪日（1981年）

1981年4月のネ・ウィン・ビルマ大統領の訪日に関する文書を収録。日程、鈴木総理とネ・ウィン大統領会談

資料及び要旨、伊東外務大臣とレー・マウン外相会談資料及び要旨、鈴木総理主催晩餐会における総理挨拶並

びに接遇所感に関する文書を含む。

1977/8/1 1981/4/30
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0289 伊東外務大臣ビルマ訪問（1980年）

1980年8月の伊東外務大臣のビルマ訪問に関する文書を収録。伊東外務大臣とネ・ウィン・ビルマ大統領及び

レー・マウン外相各会談要旨、レー・マウン外相主催晩餐会伊東外務大臣挨拶、ビルマ無償援助Ｅ／Ｎ署名式

伊東外務大臣スピーチ、諸外国における報道振り・反響並びにビルマ大統領・外相宛礼状に関する文書を含

む。

1980/8/1 1980/9/30
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4年5月31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

2022-0290 管内情勢報告（昭和53～63年度）／ビルマ ビルマ（ミャンマー）の管内情勢報告を収録。1978～1988年度分を含む。 1979/1/1 1989/1/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0291 日中航空協定

「日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定」の締結交渉に関する文書を収録。日台航空関係に関する日

本の方針、関係各省会議、1973年4月の北京における交渉会談録、並びに同年12月の租税及び関税関係条項に

関する専門家会議に係る文書を含む。

1972/11/1 1973/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0292 日中航空協定

「日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定」の締結交渉に関する文書を収録。日台航空関係に関する日

本の方針、関係各省会議、1973年4月の北京における交渉会談録、並びに同年12月の租税及び関税関係条項に

関する専門家会議に係る文書を含む。

1973/4/1 1973/9/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0293 日中航空協定

「日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定」の締結交渉に関する文書を収録。日本と中国の航空機相互

乗入れに関する問題点、日中定期航空路開設についての問題点及び日中国交正常化前の日中間不定期便乗入れ

と台湾（国民政府）との関係に関する文書を含む。

1955/1/1 1973/5/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0294 日中原子力協力（中国課資料）

日本と中国の間の原子力分野での協力に関する文書を収録。1983年9月の北京における第3回日中閣僚会議に

おける原子力協力問題並びに同年10月の東京における第1回日中原子力協議及び12月の北京における第2回協

議の各対処方針及び協議概要に関する文書を含む。

1983/9/1 1983/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0295 日中原子力協力（中国課資料）

日中原子力協定の締結交渉に関する文書を収録。1984年7月の北京における第4回日中原子力協議の対処方針

及び協議概要、米国との意見交換、中国側案文と日本側対案並びに同年11月の岩動前科学技術庁長官の訪中

に関する文書を含む。

1984/7/1 1984/11/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課
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令和4年5月31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

2022-0296 IAEA加盟問題／中国
中国の国際原子力機関（IAEA）加盟に関する文書を収録。台湾原子力施設の査察、1983年10月のIAEA総会に

おける中国加盟の承認及び憲章改正による中国の理事国議席に関する文書を含む。
1972/1/1 1984/10/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0297 中国経済／ADB加盟問題

中国のアジア開発銀行（ADB）加盟に関する文書を収録。1986年1月の中国加盟に関する対処方針、国会用想

定問答、同年3月の理事単独選出に関する呉学謙外交部長発安倍外務大臣宛書簡及び返簡、中国のADB理事選

出並びに同年4月の台湾外交部の理事会欠席声明に係る文書を含む。

1985/12/1 1986/5/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0298 ココム／対中国輸出規制

対共産圏輸出統制委員会（ココム）関連対中輸出規制及びその緩和に関する文書を収録。ココムに関する説明

振り、中国貿易とココム、本邦企業の対中不正輸出、日本の対中輸出規制手続の緩和、ココム対中緩和アド

ホック会合、中国ロケットによる米国製衛星打上げ及びココム対中包括ライセンス問題に関する文書を含む。

1973/2/1 1989/1/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0299 日台航空／日台航空路線運行再開

日台航空路線の再開問題に関する文書を収録。1974年4月の日台航空路線処理に関する日本の方針（6項

目）、日本側企業の以遠地点、台湾側乗入れ地点、日本国内第2地点、中華航空（台湾）のタイムスケジュー

ル、中台航空機の同時駐機並びに台湾FIR（飛行情報区）の地位及び権益維持に関する文書を含む。

1974/4/1 1985/6/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0300 日台航空
日台航空路線の運用に関する文書を収録。成田空港開港に伴う中華航空（台湾）の羽田継続使用及び時間制限

に関する文書を含む。
1977/5/1 1977/6/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0301 日台航空／日台航空路線運行再開
日台航空路線の再開問題に関する文書を収録。路線停止に伴う中華航空（台湾）日本人従業員解雇問題、再開

に向けた日本の方針及び台湾側の考えに関する文書を含む。
1974/2/1 1975/3/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課
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令和4年5月31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

2022-0302 日台航空／日台航空路線運行再開
日台航空路線の再開問題に関する文書を収録。日中航空協定交渉における日台航空路線問題、日台航空路線の

再開問題に関する日本の対処方針、中国側反応に関する文書を含む。
1975/3/1 1975/8/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0303 日台航空

日台航空路線に関する文書を収録。1982年8月の台湾側申入れ、1983年6月のパンアメリカン機の台湾乗入れ

に対する中国側抗議、1985年5月の台北FIR（飛行情報区）の地位及び権益維持に関する台湾側要請並びに

1986年10月の日中航空当局間協議対処方針に関する文書を含む。

1982/8/1 1987/4/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0304
皇太子明仁親王同妃両殿下北欧諸国御訪問（1985年）

(1)

1985年6月の皇太子殿下及び同妃殿下の北欧訪問に関する文書を収録。随員並びにスウェーデン、デンマー

ク、ノルウェー、フィンランドにおける日程及び諸準備に関する文書を含む。
1984/3/1 1985/6/30 欧州局西欧課

2022-0304
皇太子明仁親王同妃両殿下北欧諸国御訪問（1985年）

(2)

1985年6月の皇太子殿下及び同妃殿下の北欧訪問に関する文書を収録。日程、首席随員所感、動静報告及び双

方のスピーチに関する文書を含む。
1983/3/1 1985/6/30 欧州局西欧課

2022-0305 イェンセン・デンマーク外相訪日（1989年）

1989年1月のイエンセン・デンマーク外相の外務省賓客としての訪日に関する文書を収録。宇野外務大臣との

外相会談用資料（発言・応答要領、参考資料）、外相会談、宇野外務大臣主催午餐会及び竹下総理表敬に関す

る文書を含む。

1988/12/1 1989/1/31 欧州局西欧課

2022-0306 アイスランド政治・経済（含､対日関係）
アイスランドの内政、外交及び国防に関する文書を収録。1988年の管内情勢報告、四半期報告及び1989年5月

の浅尾大使離任表敬及び出張所感に関する文書を含む。
1989/1/1 1990/6/30 欧州局西欧課
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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

2022-0307
イタリア政治／資料(議会、行政機構、法制、軍事、治

安、テロ)
イタリアの国内関係資料を収録。議会、行政機構・官僚制、治安・テロ及び国防・軍事に関する文書を含む。 1961/8/1 1987/7/31 欧州局西欧課

2022-0308 イタリア経済・社会／資料(経済、社会)
イタリアの国内関係資料を収録。経済（公的企業、雇用・失業、貿易、農業）及び社会（宗教、移民・難民、

教育、女性）に関する文書を含む。
1965/12/1 1980/3/31 欧州局西欧課

2022-0309 食糧援助規約（FAC）／第四次規約日本加入

1986年の食糧援助規約（FAC）への日本の加入に関する文書を収録。1986年6～7月の英国での第105回国際

小麦理事会（IWB）の対処方針・概要、同年6月の第52回食糧援助委員会（FAC）の対処方針及び日本の加入

準備に関する文書を含む。

1986/5/1 1986/10/31 国際協力局開発協力総括課

2022-0310 食糧援助規約（FAC）／第四次規約日本加入
1986年の食糧援助規約（FAC）への日本の加入に関する文書を収録。1986年の国際小麦協定（IWA）の締結

状況、米国の食糧援助及び欧州経済共同体（EEC）の食糧援助規約締結に関する文書を含む。
1986/9/1 1986/10/31 国際協力局開発協力総括課

2022-0311 食糧援助規約（FAC）／第四次規約資料

1986年の食糧援助規約（FAC）への日本の加入に関する文書を収録。1967年の国際穀物協定（IGA）条文、

1971年の国際小麦協定（IWA）条文及び1986年の国際小麦協定を構成する1986年の小麦貿易規約（WTC）及

び1986年の食糧援助規約の暫定的適用に関する閣議決定に関する文書を含む。

1968/3/1 1986/6/30 国際協力局開発協力総括課

2022-0312 食糧援助規約（FAC）／第四次規約日本加入

1986年の食糧援助規約（FAC）への日本の加入に関する文書を収録。1986年の国際小麦協定（IWA）の暫定

的適用、1986年の食糧援助規約成立経緯、内閣法制局説明・読会、1986年の国際小麦協定の説明書及び食糧

規約に基づく各国援助に関する文書を含む。

1986/1/1 1986/10/31 国際協力局開発協力総括課

17



令和4年5月31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

2022-0313 本邦対外経済協力／国際協力事業団法改正
国際協力事業団法の改正に関する文書を収録。無償資金協力の実施業務の一部を同事業団に委託することに関

する関係省庁との協議及び各国の無償資金協力方針・実施方法に関する文書を含む。
1977/7/1 1984/9/30 国際協力局開発協力総括課

2022-0314 OECD／輸出信用アレンジメント会合

経済開発協力機構（OECD）の輸出信用アレンジメント会合に関する文書を収録。米国のアンタイド援助規制

提案と日米協議、輸出信用アレンジメント会合の対処方針・審議概要及びOECD輸出信用・信用保証部会

（ECG会合）の対処方針・審議概要に関する文書を含む。

1990/2/1 1990/7/31 国際協力局開発協力総括課

2022-0315 本邦対外経済協力／受取国別ODA実績表(1976～1985年)
DAC諸国及び国際機関による経済協力の受け取り地域別・国別の政府開発援助（ODA）実績表（1976～

1985）を収録。
1987/8/1 1987/9/30

国際協力局開発協力総括課

開発協力企画室

2022-0316
本邦対外経済協力／DAC統計日本実績集計(1980、1981

年)

日本による経済協力の受け取り国別・形態別・国内機関別の政府開発援助（ODA）実績表（1980～81年）を

収録。
1981/2/1 1982/8/31

国際協力局開発協力総括課

開発協力企画室

2022-0317
本邦対外経済協力／DAC統計日本実績集計(1982、1983

年)

日本による経済協力の受け取り国別・形態別・国内機関別の政府開発援助（ODA）実績表（1982～83年）を

収録。
1983/5/1 1984/8/31

国際協力局開発協力総括課

開発協力企画室

2022-0318 本邦対外経済協力／DAC統計日本実績集計(1984年)
日本による経済協力の受け取り地域別・国別・形態別の政府開発援助（ODA）実績表（1969～1984年）を収

録。
1986/1/1 1986/1/31

国際協力局開発協力総括課

開発協力企画室
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2022-0319
本邦対外経済協力／DAC統計日本実績集計(1986、1987

年)

日本による経済協力の受け取り地域別・国別・形態別・国内機関別の政府開発援助（ODA）実績表（1969～

1986年）を収録。
1987/9/1 1988/5/31

国際協力局開発協力総括課

開発協力企画室

2022-0320 青年海外協力隊関係／青年海外協力隊創設(1)
青年海外協力隊の創設に関する文書を収録。海外調査、有識者調査、基本要綱、予算要求、1965年4月の日本

青年海外協力隊連絡会議の設置及び実施要領に関する文書を含む。
1964/7/1 1965/5/31

国際協力局開発協力総括課

事業管理室

2022-0320 青年海外協力隊関係／青年海外協力隊創設(2)
青年海外協力隊の創設に関する文書を収録。各国平和部隊及び類似計画、1964年度青年技術者派遣計画、海

外調査及び実施機関に関する文書を含む。
1963/8/1 1964/11/30

国際協力局開発協力総括課

事業管理室

2022-0321
世界保健機関（WHO）事務局長選挙（第41回WHO総

会・第81回WHO執行理事会）(1)

1988年の世界保健機関（WHO）事務局長選挙に関する文書を収録。中嶋宏WHO西太平洋地域事務局長の動

き、国会議員関係者の動向及び対外応答要領に関する文書を含む。
1981/1/1 1988/2/29

国際協力局地球規模課題総

括課国際保健政策室

2022-0321
世界保健機関（WHO）事務局長選挙（第41回WHO総

会・第81回WHO執行理事会）(2)

1988年の世界保健機関（WHO）事務局長選挙に関する文書を収録。支持要請に対する各理事国反応、中嶋

WHO事務局長誕生経緯、中嶋次期事務局長と外務省幹部との意見交換及び指名・任命後の各国からの申し入

れに関する文書を含む。

1987/11/1 1989/6/30
国際協力局地球規模課題総

括課国際保健政策室

2022-0322 第83回世界保健機関（WHO）執行理事会
世界保健機関（WHO）執行理事会に関する文書を収録。1989年1月の第83回理事会対処方針及び報告並びに

同年5月の第84回理事会概要に関する文書を含む。
1988/10/1 1989/5/31

国際協力局地球規模課題総

括課国際保健政策室
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2022-0323 日中・日韓漁業協定交渉（法的事項関係）

日本と韓国・中国との間の漁業協定の締結に関する文書を収録。日韓漁業交渉対立点、日・韓漁業協定により

設定する日本側漁業水域に関する国内法、韓国海軍による対馬西水道における射撃訓練、日・中民間漁業協定

に付属する往復書簡及び日・中漁業協定交渉対処方針に関する文書を含む。

1963/9/1 1974/5/31 国際法局国際法課

2022-0324 条約法会議／会合準備（1）

1968年3～5月のウィーンにおける国連条約法会議に関する文書を収録。対処方針案、条約法草案検討会、国

際法研究委員会、多数国間条約における承認国と非承認国との関係及び核拡散防止条約に対する留保に関する

文書を含む。

1966/9/1 1969/6/30 国際法局国際法課

2022-0324 条約法会議／会合準備（2）
1968年3～5月のウィーンにおける国連条約法会議に関する文書を収録。同年2月のパリでの西側協議対処方針

及び概要並びに日本の起草委員会参加支持要請に関する文書を含む。
1967/2/1 1968/5/31 国際法局国際法課

2022-0324 条約法会議／会合準備（3）

1968年3～5月のウィーンにおける国連条約法会議に関する文書を収録。ウィーン国連条約法会議（第1会期）

と今後の対策、1969年1月の条約法に関するアジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCC）カラチ会議及びパリ

会議報告、条約法草案研究会（第1～8回メモ）及び紛争解決手続に関するスウェーデン等13ヵ国案と米国案

に関する文書を含む。

1968/3/1 1969/4/30 国際法局国際法課

2022-0325 UNCITRAL・海上物品運送条約外交会議(1978年)(1)
1978年3月ハンブルクでの国連海上物品運送条約採択外交会議に関する文書を収録。第1委員会における各国

修正案に関する事務局作成文書を含む。
1978/3/1 1978/3/31 国際法局国際法課

2022-0325 UNCITRAL・海上物品運送条約外交会議(1978年)(2)
1978年3月ハンブルクでの国連海上物品運送条約採択外交会議に関する文書を収録。第1～2委員会の討議概要

及び各国修正案に関する事務局作成文書を含む。
1978/3/1 1978/3/31 国際法局国際法課
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2022-0325 UNCITRAL・海上物品運送条約外交会議(1978年)(3)
1978年3月ハンブルクでの国連海上物品運送条約採択外交会議に関する文書を収録。国際海上立法作業部会対

処方針・報告、外交会議代表団リスト並びに本会議及び第1～2委員会の討議概要に関する文書を含む。
1975/12/1 1978/3/31 国際法局国際法課

2022-0325 UNCITRAL・海上物品運送条約外交会議(1978年)(4)
1978年3月ハンブルクでの国連海上物品運送条約採択外交会議に関する文書を収録。対処方針、審議概要、最

終報告書並びに条約テキスト及び各国コメント等に関する事務局作成文書を含む。
1974/9/1 1978/4/30 国際法局国際法課

2022-0326 UNCITRAL・国際動産売買条約外交会議(1980年)(1)
1980年3～4月ウィーンでの国連国際動産売買条約採択外交会議に関する文書を収録。対処方針、審議概要及

び代表所感に関する文書を含む。
1979/2/1 1980/5/31 国際法局国際法課

2022-0326 UNCITRAL・国際動産売買条約外交会議(1980年)(2)
1980年3～4月ウィーンでの国連国際動産売買条約採択外交会議に関する文書を収録。報告書仮訳及び議事規

則に関する事務局作成文書を含む。
1980/3/1 1980/6/30 国際法局国際法課

2022-0327 UNIDROIT・旅行契約条約外交会議(1970年)(1)
1970年4月ブラッセルでの旅行契約条約採択外交会議に関する文書を収録。代表団リスト、審議概要並びに議

事規則及び条約テキストに関する事務局作成文書を含む。
1970/3/1 1970/4/30 国際法局国際法課

2022-0327 UNIDROIT・旅行契約条約外交会議(1970年)(2)
1970年4月ブラッセルでの旅行契約条約採択外交会議に関する文書を収録。条約草案に対する米国コメント並

びに条約テキスト及び最終セッション議事録に関する事務局作成文書を含む。
1970/4/1 1970/4/30 国際法局国際法課
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2022-0328 国連第32回総会第6委員会(1)
第32回国連総会第6委員会の審議に関する文書を収録。同総会の基本方針・議題別対処方針、国連問題日米協

議（人権問題）、日本の一般討論演説及び表示結果（全会一致）の表示方法に関する文書を含む。
1977/8/1 1978/2/28 国際法局国際法課

2022-0328 国連第32回総会第6委員会(2)
第32回国連総会第6委員会の審議に関する文書を収録。国連国際商取引法委員会（海上物品運送会議）、多数

国間条約作成手続、条約承継全権会議、憲章再検討決議案及び国際法委員会に関する文書を含む。
1977/6/1 1978/3/31 国際法局国際法課

2022-0329 国連第33総会第6委員会(1) 第33回国連総会第6委員会の審議に関する文書を収録。審議日程、作業計画及び全決議に関する文書を含む。 1978/9/1 1979/3/31 国際法局国際法課

2022-0329 国連第33総会第6委員会(2)
第33回国連総会第6委員会の審議に関する文書を収録。国際法委員会報告に関する日本のステートメント、審

議及び決議に関する文書を含む。
1978/10/1 1979/1/31 国際法局国際法課

2022-0329 国連第33総会第6委員会(3)
国連第33回総会第6委員会の審議に関する文書を収録。国際司法裁判所選挙、外交関係ウィーン条約の履行及

び国連国際商取引委員会に関する文書を含む。
1978/10/1 1979/2/28 国際法局国際法課

2022-0330 第三次国連海洋法会議資料集(第2委員会関係)

第3次国連海洋法会議に関係した各種調書等を収録。米国軍艦の領海通過と事前協議擬問擬答、大量破壊兵器

搭載艦船の国際海峡通過、核装備艦の領海・海峡通過と非核三原則、国際海峡上空飛行及び第2委員会ワーキ

ングペーパーに関する文書を含む。

1970/8/1 1977/9/30 国際法局国際法課海洋法室
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2022-0331
国連海洋法会議関係資料（第3次国連海洋法会議第4会期

第2委員会）

海洋法本部作成の第3次国連海洋法会議に関する文書を収録。1976年3月から5月に開催された第4会期第2委員

会関係記録（単一交渉草案各条討議）。マレーシアの海峡提案に関するマラッカ・シンガポール海峡各国との

非公式協議対処方針に関する文書を含む。

1976/6/1 1976/7/31 国際法局国際法課海洋法室

2022-0332 国連海洋法条約コメンタール（領海・17条～33条）
国連海洋法条約に関する文書を収録。コメンタール（領海の無害通航、領海・接続水域）に関する文書を含

む。
1977/8/1 1987/4/30 国際法局国際法課海洋法室

2022-0333 国際海峡問題(津軽海峡通航問題)

国際海峡の通過通航問題に関する文書を収録。津軽海峡上空の航空機通過、津軽海峡通航問題に関する1978

年12月の園田外務大臣・リチャードソン海洋法会議米首席代表会談及び1979年3月の同外務大臣・エバンス米

国務長官会談、非核三原則と領海・海峡の通航問題並びに海洋法条約に対する解釈宣言対処方針に関する文書

を含む。

1976/2/1 1982/11/30 国際法局国際法課海洋法室

2022-0334 軍艦領海通航問題

軍艦の領海・海峡通過通航問題に関する文書を収録。核搭載艦を含む軍艦の通航問題、海洋法会議における非

核三原則、国際海峡の通過通航制度に関する海洋法会議内外の審議、国際海峡解釈宣言案及びソ連潜水艦の領

海通航問題に関する文書を含む。

1974/3/1 1981/2/28 国際法局国際法課海洋法室

2022-0335 第3次国連海洋法会議第11会期第1委員会（調書）
1982年3月から4月に開催された第3次国連海洋法会議第11会期（ニューヨーク会期）に関する文書を収録。第

1委員会の審議概要（先行投資制度、深海底開発国内法・活動状況）を含む調書。
1982/5/1 1982/5/31 国際法局国際法課海洋法室

2022-0336 第3次国連海洋法会議第11会期第2委員会（調書）
1982年3月から4月に開催された第3次国連海洋法会議第11会期（ニューヨーク会期）に関する文書を収録。一

般海洋法を扱う第2委員会の審議概要を含む調書。
1982/5/1 1982/5/31 国際法局国際法課海洋法室
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2022-0337 第3次国連海洋法会議／深海底開発審議(第2～6会期)
第3次国連海洋法会議に関する文書を収録。第2～6会期（1974～1977年）における第1委員会（深海底）審議

概要に関する文書を含む。
1974/9/1 1977/9/30 国際法局国際法課海洋法室

2022-0338 海洋の科学的調査(起草経緯)(1)

第3次国連海洋法会議における海洋の科学的調査に関する文書を収録。調査の権利と国際動向、1975年8月の

第3委員会非公式協議対処方針及び第3次国連海洋法会議第2～再開第9会期（1974～1980年）の審議概要・評

価に関する文書を含む。

1974/9/1 1980/9/30 国際法局国際法課海洋法室

2022-0338 海洋の科学的調査(起草経緯)(2)
第3次国連海洋法会議における海洋の科学的調査に関する文書を収録。第3次国連海洋法会議各国態度（海洋

汚染、科学調査、技術移転）並びにエベンセン協議及び第4～10会期科学調査審議概要に関する文書を含む。
1975/1/1 1981/5/31 国際法局国際法課海洋法室

2022-0339 中曽根前総理欧州諸国訪問（1988年）

1988年1～2月の中曽根前総理の欧州諸国訪問に関する文書を収録。日程、一行名簿、ミッテラン・フランス

大統領及びシラク・フランス首相との各会談、シラク首相主催晩餐会におけるスピーチ並びにダボス・シンポ

ジウム出席に関する文書を含む。

1987/12/1 1988/2/29 欧州局西欧課

2022-0340 タイ内政／国情・治安

タイの内政・国情及び治安に関する文書を収録。プラ・ポティラック（1975年､「サンティ・アソーク仏教セ

ンターを設立した元テレビ・プログラマー、作曲家）、サウジ外交官殺害事件、タイ警察、南部イスラム分離

運動、タイ共産党及び革命評議会に関する文書を含む。

1988/8/1 1990/11/30
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0341 スウェーデン政治(含、対日関係)
スウェーデンの内政、外交及び防衛に関する文書を収録。1989年7月のアンダーション・スウェーデン外相の

訪日中止に関する文書を含む。
1989/6/1 1990/3/31 欧州局西欧課
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2022-0342 サッチャー英国首相辞任

1990年11月のサッチャー・英国首相辞任に関する文書を収録。サッチャー首相訪日時の同首相の物の考え

方、サッチャー首相辞任に伴う経済面での影響、メージャー（メイジャー）新党首の選出、内閣改造及び海部

総理とサッチャー首相・メージャー首相とのメッセージ・書簡のやりとりに関する文書を含む。

1990/9/1 1991/3/31 欧州局西欧課

2022-0343 サッチャー英国首相辞任
1990年11月のサッチャー・英国首相辞任に関する文書を収録。世論調査、同年11月の保守党党首選挙、中山

外務大臣コメント及び坂本官房長官記者会見に関する文書を含む。
1986/1/1 1990/12/31 欧州局西欧課

2022-0344 日中航空協定
1974年4月に調印された「日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定」締結交渉の経緯に関する文書を収

録。日台航空路線の停止、米国の見方、中国・台湾・各国の反応・報道に関する文書を含む。
1974/4/1 1974/6/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0345 日・オーストリア航空協定

「航空業務に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定」の締結に関する文書を収録。1985年5月の安

倍外務大臣とグラツ・オーストリア外相との会談、締結問題クロノロジー、1987年8月の第1回政府間予備協

議、同年12月の第2回協議及び1988年6月の第3回協議に関する文書を含む。

1979/1/1 1988/8/31 欧州局政策課

2022-0346 日米科学技術協力協定改定（1988年）

「科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」（日米科

学技術研究開発協力協定）の締結に関する文書を収録。現行協定（日米非エネルギー協定）の延長に対する日

米の考え、1987年1月の三ツ林科学技術庁長官の訪米、同年2月のグラハム・米大統領科学顧問の訪日及び日

米合同ハイレベル諮問パネルの設置に関する文書を含む。

1978/9/1 1988/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室

2022-0347 日米科学技術協力協定改定（1988年）

「科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」（日米科

学技術研究開発協力協定）の締結に関する文書を収録。米上院小委員会の公聴会、安保条項についての考え方

及び日米科技協定協議対処方針に関する文書を含む。

1988/1/1 1988/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室
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2022-0348 日米科学技術協力協定改定（1988年）

「科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」（日米科

学技術研究開発協力協定）の締結に関する文書を収録。1988年1月の日米交渉に関するワシントンでの記者ブ

リーフ、協定交渉に関する日米報道振り、対外応答要領及び国会答弁資料に関する文書を含む。

1988/1/1 1988/2/29

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室

2022-0349 日米科学技術協力協定改定（1988年）

「科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」（日米科

学技術研究開発協力協定）の締結に関する文書を収録。上院小委員会での日米科学技術協定に関する公聴会、

1987年10月、12月及び1988年1月の日米交渉並びに現行協定の延長に係る文書を含む。

1987/4/1 1988/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室

2022-0350 日米科学技術協力協定改定（1988年）

「科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」（日米科

学技術研究開発協力協定）の締結に関する文書を収録。1980年締結の日米科学技術研究開発協力協定（日米

非エネルギー協定）の延長、同協定の改定交渉及び主要国の対米科学技術協力の現状調査に関する文書を収

録。

1985/3/1 1988/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室

2022-0351 国際熱核融合実験炉共同設計活動計画

国際熱核融合実験炉（ITER）共同設計活動計画に関する文書を収録。EUの核融合研究、国際原子力機関

（IAEA）のITER評議会・運営委員会・科学技術諮問委員会における検討、欧州共同体（EC）の参加及び日本

の参加に関する文書を含む。

1987/11/1 1988/9/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室

2022-0352 国際熱核融合実験炉共同設計活動計画
国際熱核融合実験炉（ITER）共同設計活動計画に関する文書を収録。ITER評議会及び工学設計非公式作業部

会の対処方針及び報告に関する文書を含む。
1990/9/1 1990/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室

2022-0353 国際熱核融合実験炉共同設計活動計画

国際熱核融合実験炉（ITER）共同設計活動計画に関する文書を収録。工学設計非公式作業部会、1990年9月の

中山外務大臣とシェワルナゼ・ソ連外相のITERに関する共同声明及び国際原子力機関（IAEA）のITER評議会

等における検討に関する文書を含む。

1990/4/1 1990/9/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室
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2022-0354 国際熱核融合実験炉共同設計活動計画

国際熱核融合実験炉（ITER）共同設計活動計画に関する文書を収録。国際原子力機関（IAEA）のITER評議会

における検討、工学設計段階の協力に関する作業部会及びITERプロジェクト（概念設計）視察報告に関する

文書を含む。

1989/1/1 1990/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際科学協力室

2022-0355 日中経済
日本と中国の経済関係に関する文書を収録。日本企業の対中経済交流環境・整備改善に関する実情調査アン

ケートの実施及びその結果を踏まえた対中国側申入れに関する文書を含む。
1984/7/1 1985/8/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0356 日中貿易／対香港貿易
日本の関税の対香港特恵例外品目に関する文書を収録。日本の一般特恵スキームの対香港例外の経緯、香港の

例外品目撤廃ないし緩和の要請及び関係省庁との調整に関する文書を含む。
1971/4/1 1985/4/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0357 日中貿易／覚書貿易

日中覚書貿易（MT貿易）に関する文書を収録。貿易、漁業、文化等に関する日中間の民間協定、共同声明

等、1972年9月及び1973年7月の岡崎嘉平太日中覚書貿易事務所代表の訪中並びに1973年度日中覚書貿易取り

きめに関する文書を含む。

1972/7/1 1974/8/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第二課

2022-0358 日米宇宙協力

磁気圏観測衛星に関する日米協力に係る文書を収録。宇宙科学研究所と米航空宇宙局（NASA）との間のジオ

テイル科学衛星計画の実施に関する政府間取極の締結、書簡交換に関する閣議請議、閣議での外務大臣、文部

大臣発言要旨及び1989年9月の署名式での海部総理挨拶に係る文書を含む。

1988/12/1 1989/9/30

総合外交政策局安全保障政

策課宇宙・海洋安全保障政

策室

2022-0359 昭和天皇大喪の礼／欧州諸国対応
1989年2月の昭和天皇大喪の礼の事務局活動に関する文書を収録。接伴連絡員、予行演習、各国先遣隊、各国

リエゾン・オフィサー、緊急事態対応、在京大使ブリーフ及び在京プレス担当ブリーフに関する文書を含む。
1989/2/1 1989/2/28 欧州局西欧課
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2022-0360 昭和天皇大喪の礼／欧州諸国対応
1989年2月の昭和天皇大喪の礼に関する文書を収録。各国元首・弔問使節の感想、コッシーガ・イタリア大統

領と竹下総理との会談及びファン・デン・ブルック・オランダ外相の参列に関する文書を含む。
1989/1/1 1989/2/28 欧州局西欧課
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