
令和4年7月29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'.1.2.1.6-2-1
日本・韓国間外交　日韓国交正常化交渉史関係　「交渉

史資料」　第1巻
日韓国交正常化交渉について、交渉終了後に資料としてまとめた各種文書を収録。 1968/10/1 1970/3/31

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4巻

日韓会談資料のうち、外務省情報局発行の「外務省発表集」等の抜粋、「わが外交の近況」抜粋、及び「世

界月報」抜粋を収録。
1951/1/1 1968/6/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

2-2

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　対韓折衝　第

5巻
1957年前半における、日韓国交正常化交渉の各種会談要旨を収録。 1957/1/1 1957/6/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

2-2

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　対韓折衝　第

7巻
1958年から1959年における、日韓国交正常化交渉の各種会談要旨を収録。 1958/1/1 1959/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

9

日韓条約及び諸協定関係「日韓正常化交渉の記録」　第

14巻

日韓国交正常化交渉に関する資料を収録。具体的には、日本と韓国における国会論議、文献資料をまとめた

ものを収録。
1968/10/1 1971/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

D'.1.3.0.1-4
本邦戦争犯罪人関係雑件　各種名簿関係　第9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、(8)蘭印の

部、(9)豪州の部、(10)グアムの部、(11)外地将官名簿、(12)米国の部、(9)一般人抑留者の名簿を含む。
1947/6/1 1952/4/30 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10巻　荷物

引受名簿

BC級戦犯各人の荷物受取人氏名及び宛先リスト等を収録。具体的には、(1)蘭印関係、(2)香港関係、(3)仏

印・蘭印・香港関係等を含む。
1951/6/1 1951/6/30 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11巻　本籍

別戦争裁判受刑者名簿

A級・BC級戦犯（未決獄死者ほかを含む）の厚生省引揚援護局法務調査室調整「本籍別戦争裁判受刑者名

簿」を収録。当巻の対象は北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟、長野、群馬、栃木、茨

城、埼玉。巻末に正誤表あり。

1956/2/1 1956/6/30 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12巻　本籍

別戦争裁判受刑者名簿

A級・BC級戦犯（未決獄死者ほかを含む）の厚生省引揚援護局法務調査室調整「本籍別戦争裁判受刑者名

簿」を収録。当巻の対象は東京、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山。
1956/2/1 1956/2/29 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13巻　本籍

別戦争裁判受刑者名簿

A級・BC級戦犯（未決獄死者ほかを含む）の厚生省引揚援護局法務調査室調整「本籍別戦争裁判受刑者名

簿」を収録。当巻の対象は福井、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫、岡山、鳥取、島根、広島、山

口。

1956/2/1 1956/2/29 大臣官房総務課
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令和4年7月29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14巻　本籍

別戦争裁判受刑者名簿

A級・BC級戦犯（未決獄死者ほかを含む）の厚生省引揚援護局調整法務調査室「本籍別戦争裁判受刑者名

簿」を収録。当巻の対象は香川、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖

縄。

1956/2/1 1956/2/29 大臣官房総務課

D'.1.3.0.3-12
講和条約発効後における本邦人戦犯取扱関係雑件　台湾

人、韓国人関係　第1巻

台湾並びに朝鮮半島出身戦犯に関する文書を収録。具体的には、各種名簿、人身保護請求事件を始めとする

国籍問題、釈放並びに帰国に関する文書、韓国出身戦犯者更生援護会作成「趣意書（資金募集要領　事業計

画書）」等の個別の文書や、45名の赦免勧告関係文書を含む。

1951/7/1 1956/8/31 大臣官房総務課

D'.1.3.0.3-12
講和条約発効後における本邦人戦犯取扱関係雑件　台湾

人、韓国人関係　第2巻

台湾並びに朝鮮半島出身戦犯に関する文書を収録。具体的には、厚生省引揚援護局作成「昭和三十年十二月

一日現在　韓国、台湾出身戦争裁判受刑者名簿」を始めとする各種名簿、国家補償を求めて台湾並びに朝鮮

半島出身戦犯より諸大臣に宛てられた請願書、外国籍戦犯の支援団体たる財団法人友和会のパンプレット、

外国籍戦犯をめぐる報道振りを含む。

1954/11/1 1958/7/31 大臣官房総務課

2022-0361 世界軍縮キャンペーン

1982年6月の第2回国連軍縮特別総会決議で決定・発足した世界軍縮キャンペーンに関する文書を収録。関連

資料(総会決議、第2回国連軍縮特別総会における鈴木総理一般討論演説、同特別総会報告書)、日本の原爆資

料展示、1983年10月のキャンペーン拠出誓約会議及び1987年3月の北京でのキャンペーン地域会合と今井軍

縮代表部大使スピーチに関する文書を含む。

1981/7/1 1988/10/31
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会

1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。1987年7月の世界軍縮会議開催に関する日本政

府見解提出、世界軍縮会議に関するアドホック委員会会合、1988年4月のニュージーランド外務省軍縮課長の

来日、第3回軍縮特別総会に対する米他各国の立場及び議長最終文書案に関する文書を含む。

1972/9/1 1988/6/30
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。1982年6月に開催された第2回軍縮特別総会に

関する国会決議及び第3回特別総会に関する国会決議に係る文書を含む。
1988/2/1 1988/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。各国の一般演説及び気付きの点に関する文書

を含む。
1988/6/1 1988/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。1988年1～2月の準備委員会対処方針、一般演

説、NGO発言、ビューロー会合、バートングループ、起草文書案及び所感に関する文書を含む。
1978/5/1 1988/2/29

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会

1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。核実験検証制度に関する国際会議、非同盟

ビューロー会議、米の立場、インド提案、広島・長崎要望書、特別総会対処方針、審議概要及び議長最終文

書審議に関する文書を含む。

1988/4/1 1988/7/31
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会

1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。竹下総理の一般討論演説、同総理とデクエヤ

ル・国連事務総長及びフローリン・国連総会議長との会談、二階堂国連議員連盟会長演説、NGOスピーチ、

審議状況中間報告、擬問擬答、総理プレス用想定問答並びに特総備忘録に関する文書を含む。

1988/5/1 1988/6/30
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課
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令和4年7月29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

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会

1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会の準備に関する文書を収録。第1～2回軍縮特別総会及び準備委員会

関係資料(対処方針、審議結果)、第3回特別総会に関する日本政府見解、第3回準備委員会報告書採択及びデク

エヤル・国連事務総長の各国首脳出席要請に関する文書を含む。

1981/5/1 1988/2/29
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。非政府組織(NGO）との懇談会擬問擬答、新技

術パグウォッシュ会議、一般討論演説者リスト及び日本政府代表任命に関する文書を含む。
1988/2/1 1988/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会

1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。準備委員会ビューロー問題、1987年4月の第3

回特別総会に関する日本政府見解、同年5～6月の第2回準備委員会の対処方針、一般討論演説及び報告書の採

択、第2回軍縮特別総会関係資料(準備体制、備忘録)、第1～2回出席者一覧並びに第3回特別総会に対する基

本的考え方に関する文書を含む。

1982/2/1 1987/12/31
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0362 第3回国連軍縮特別総会

1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。ワーキンググループⅠ～Ⅲ(日本の一般演説)、

バートングループ会合、全体委員会ビューロー会議、全体委員会、最終報告案、閉会(山田軍縮代表部大使演

説)、代表団所感に関する文書を含む。

1988/6/1 1988/7/31
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0363 第1回国連軍縮会議（UNCDI京都）
1989年4月京都で第1回会合が開催された国連軍縮会議(UNCDI)に関する文書を収録。参加者、日程、レセプ

ション、対処方針、宇野外務大臣開会挨拶、閉会式及び意義と課題に関する文書を含む。
1989/3/1 1989/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0363 第1回国連軍縮会議（UNCDI京都）
1989年4月京都で第1回会合が開催された国連軍縮会議(UNCDI)に関する文書を収録。会議プログラム、竹下

総理・宇野外務大臣メッセージ、ロジ関係資料及び報道振りに関する文書を含む。
1988/10/1 1989/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0363 第1回国連軍縮会議（UNCDI京都）

1989年4月京都で第1回会合が開催された国連軍縮会議(UNCDI)に関する文書を収録。1988年6月の第3回国連

軍縮特別総会一般討論における竹下総理演説及び同総理提唱の地下核実験地震学的検討国際会議に関する文

書を含む。

1988/3/1 1989/4/30
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0364 皇太子明仁親王同妃両殿下韓国御訪問（中止）(1)
皇太子殿下の韓国訪問(実現せず)の調整に関する文書を収録。韓国側とのやりとり、報道振り、対外応答要

領、1986年3月の安倍外務大臣による公表、想定問答及び公表後の内外反応に関する文書を含む。
1985/10/1 1986/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0364 皇太子明仁親王同妃両殿下韓国御訪問（中止）(2)
皇太子殿下の韓国訪問(実現せず)の調整に関する文書を収録。韓国側とのやりとり、訪米延期、韓国・北朝鮮

の反響及び取り進め方に関する文書を含む。
1986/3/1 1986/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0364 皇太子明仁親王同妃両殿下韓国御訪問（中止）(3)
皇太子殿下の韓国訪問(実現せず)の調整に関する文書を収録。韓国側とのやりとり、今後の取り進め振り、

1986年7月の中曽根総理発全斗煥・韓国大統領宛親書、同年8月の公表及び擬問擬答に関する文書を含む。
1986/5/1 1986/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課
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令和4年7月29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

2022-0364 皇太子明仁親王同妃両殿下韓国御訪問（中止）(4)
皇太子殿下の韓国訪問(実現せず)の調整に関する文書を収録。韓国側とのやりとり、須之部外務省顧問の訪

韓、擬問擬答及び訪米の公表に関する文書を含む。
1986/7/1 1988/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(1)
日本と韓国の間の海底ケーブルに関する文書を収録。海底ケーブルの折半、海底ケーブルの処理に関するサ

ンフランシスコ平和条約の規定及び朝鮮海峡海底ケーブルの障害修理に関する文書を含む。
1948/11/1 1958/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(2)
朝鮮海峡海底ケーブルの障害修理に関する文書を収録。日本電信電話公社海底線敷設船千代田丸砲撃事件に

関する文書を含む。
1960/5/1 1962/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(3)
日本と韓国の間の海底ケーブルに関する文書を収録。米軍による日韓海底ケーブルの使用、料金問題の経緯

に関する文書を含む。
1968/3/1 1968/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(4)
日本と韓国の間の海底ケーブルに関する文書を収録。海底ケーブル分割の問題点、国会予想質疑応答集及び

海底ケーブルの米軍使用に関する質問主意書に関する文書を含む。
1960/5/1 1968/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(5)
日本と韓国の間の海底ケーブルに関する文書を収録。分割に関する韓国との交渉経緯及び交換公文案並びに

米軍使用料金問題に関する文書を含む。
1962/2/1 1968/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(6)
日本と韓国の間の海底ケーブルに関する文書を収録。分割に関する韓国との交渉経緯、米軍使用料金問題及

び1973年2月の東京における日韓海底ケーブル分割取極締結交渉第1回会議に関する文書を含む。
1951/12/1 1973/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(7)
日本と韓国の間の海底ケーブルに関する文書を収録。分割方式、所有権問題及び海底ケーブル地図に関する

文書を含む。
1962/4/1 1968/2/29

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(8)
日本と韓国の間の海底ケーブルに関する文書を収録。1973年2月の東京における日韓海底ケーブル分割取極締

結交渉第1回会議の対処方針及び議事録並びに終戦前に敷設された海底ケーブルに関する文書を含む。
1972/11/1 1974/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0365 日韓関係／海事一般（日韓海底ケーブル関係）(9)
日本と韓国の間の海底ケーブルに関する文書を収録。1977年12月の東京における日韓海底ケーブル分割取極

締結交渉第2回会議の対処方針及び議事要旨に関する文書を含む。
1955/5/1 1979/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

4



令和4年7月29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

2022-0366
日韓関係／海事一般（日韓海難救助・緊急避難に関する

交渉）

海難救助及び緊急避難に関する日本と韓国との間の取極の締結交渉に関する文書を収録。関係省庁との協議

及び1979年の海上における捜索及び救難に関する国際条約(SAR条約)との関係に関する文書を含む。
1966/1/1 1985/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0367 金大中事件

1973年8月東京で発生した韓国の政治家､金大中氏の拉致事件(金大中事件)の経緯に関する文書を収録。1982

年3月の韓国における特赦並びに同年12月の出所、米国到着及びワシントンでの記者会見に関する文書を含

む。

1981/9/1 1983/3/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0368 金大中事件

1973年8月東京で発生した韓国の政治家､金大中氏の拉致事件(金大中事件)の経緯に関する文書を収録。金大

中問題と米韓安保関係、金大中裁判結果への日本政府の対応振り、同裁判について日本政府が韓国側に行っ

た要請及び金大中氏への事情聴取に関する文書を含む。

1980/12/1 1984/2/29
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0369 金大中事件
1973年8月東京で発生した韓国の政治家､金大中氏の拉致事件(金大中事件)の経緯に関する文書を収録。金大

中氏の帰国問題に関する米国の考え、韓国との折衝、関係省庁との協議及び政治犯罪に関する文書を含む。
1983/1/1 1985/2/28

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0370 金大中事件

1973年8月東京で発生した韓国の政治家､金大中氏の拉致事件(金大中事件)の経緯に関する文書を収録。1985

年2月の金大中氏帰国の際の日本での記者会見、ソウル到着、米国務省ステートメント及び米国における報道

に関する文書を含む。

1985/2/1 1986/9/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0371 金大中事件

1973年8月東京で発生した韓国の政治家､金大中氏の拉致事件(金大中事件)の経緯に関する文書を収録。韓国

の国際責任・主権侵害問題に関する擬問擬答、金大中事件に関する外交折衝の主たる経緯、金大中事件資料

集、金大中事件及び朴・韓国大統領狙撃事件に関する想定問答集並びに質問主意書に対する答弁書に関する

文書を含む。

1973/8/1 1978/3/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0372 金大中事件
1973年8月東京で発生した韓国の政治家､金大中氏の拉致事件(金大中事件)の経緯に関する文書を収録。報道

とりまとめクロノロジー、米国務省公文書関係擬問擬答及び国会答弁資料に関する文書を含む。
1973/10/1 1979/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0373 金大中事件

1973年8月東京で発生した韓国の政治家､金大中氏の拉致事件(金大中事件)の経緯に関する文書を収録。韓国

大使館阿部氏よりの事情聴取問題(主権侵害との関係)、金大中氏の病院への移送、外交的結着の性格に関する

想定問答、金大中裁判(起訴状概要)及び国会答弁資料に関する文書を含む。

1974/6/1 1983/5/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0374
日韓関係／安倍自民党総務会長、浜野外務政務次官韓国

訪問

日本と韓国の外交関係に関する文書を収録。1987年5月の安倍自由民主党総務会長の訪韓の際の全斗煥・韓国

大統領、盧信永・韓国国務総理及び崔崔侊洙・韓国外務部長官各表敬並びに釜山市民会館における講演並び

に同年6月の浜野外務政務次官の訪韓に関する文書を含む。

1986/9/1 1987/6/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0375
日韓関係／中曽根総理・全大統領電話会談（ホットライ

ン）

中曽根総理と全斗煥・韓国大統領との間の電話会談及び直通電話回線開設に関する文書を収録。開設の経

緯、1982年11月の総理就任挨拶電話、1983年1月の総理訪米結果通報電話、同年4月の総理の東南アジア諸国

連合(ASEAN)訪問前電話、同年6月のウィルアムズバーグ・サミット結果電話、同年9月の大韓航空機撃墜事

件見舞電話、同年10月のラングーン爆弾テロ事件見舞電話及び1985年6月の日韓国交正常化20周年電話会談

1982/3/1 1985/6/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

5



令和4年7月29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

2022-0376 日韓関係／日本領空侵犯
外国航空機による日本の領空侵犯に関する文書を収録。韓国、ソ連、台湾及び香港の軍用機・民間機等によ

る竹島又は対馬の領空侵犯事案に関する文書を含む。
1990/4/1 1990/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0377 日韓関係／日韓高級事務レベル協議（第5回）
1988年7月の東京における第5回日韓高級事務レベル協議に関する文書を収録。出席者、議題、発言要領、参

考資料、記者ブリーフ及び在京中国大へのブリーフに関する文書を含む。
1988/5/1 1988/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0378 日韓関係

日本と韓国との間の外交関係に関する文書を収録。日韓経済協力問題、1982年5月の田川新自由クラブ代表一

行の全斗煥・韓国大統領表敬、東京滞在韓国女性の日本観及び東亜日報東京特派員報告に関する文書を含

む。

1981/12/1 1982/6/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0378 日韓関係

日本と韓国との間の外交関係に関する文書を収録。1982年6月の李相翊・韓日議員連盟幹事長一行の鈴木総理

及び櫻内外務大臣各表敬、日韓経済協力問題、韓国政情(反日動向)及び1982年8月15日の全斗煥・韓国大統領

演説に関する文書を含む。

1982/6/1 1982/10/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0379 日韓関係／海外見本市参加関係
日本と韓国との間の外交関係に関する文書を収録。1982年5～10月及び1984年9～10月のソウル国際貿易博覧

会への日本の参加並びに韓国の国際科学技術博覧会(つくば万博)参加問題に関する文書を含む。
1981/12/1 1985/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0380 韓国漁業／ソ連による韓国漁船拿捕
ソ連による韓国漁船の拿捕事件に関する文書を収録。日本の仲介及び韓国人漁夫引取りのための巡視船派遣

に関する文書を含む。
1971/6/1 1972/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0381 日韓経済協力（対韓国経済協力）

日本の韓国に対する経済協力に関する文書を収録。1981年8～9月の第11回日韓定期閣僚会議、1982年1～2月

の高級実務者会議、同年4～5月の柳谷外務審議官の訪韓、対日要請リスト及び韓国の経済開発5ヶ年計画に関

する文書を含む。

1981/8/1 1982/5/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0381 日韓経済協力（対韓国経済協力）
日本の韓国に対する経済協力に関する文書を収録。対韓円借款(中小企業近代化ツーステップローン)に関する

文書を含む。
1985/8/1 1987/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0382 韓国外交／北方外交（韓ソ・韓中関係）
韓国と共産諸国との外交に関する文書を収録。中国との経済・貿易関係、ソ連との経済・貿易関係及び東欧

諸国との関係に関する文書を含む。
1988/5/1 1989/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0383 日豪関係／オーストラリアのサミット参加問題
オーストラリアの先進国首脳会議参加要請に関する文書を収録。ホーク・オーストラリア首相から中曽根総

理に対する働きかけ及び日本の対応に関する文書を含む。
1983/5/1 1984/5/31 アジア大洋州局大洋州課
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令和4年7月29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

2022-0384 日豪、ニュージーランド事務レベル協議（第17回）
第17回日・オーストラリア､日・ニュージーランド事務レベル協議の準備及び結果に関する文書を収録。中島

外務審議官の発言資料及び会議報告に関する文書を含む。
1984/5/1 1985/9/30 アジア大洋州局大洋州課

2022-0385
中国に関する第三国協議／日米政策企画協議（第1回）

関係

中国問題に関する日米協議に係る文書を収録。1964年1月の大平外務大臣とラスク・米国務長官会談概要及び

同年9月の小川外務省国際資料部長とロストウ・米国務省政策企画委員長との間の外交政策企画に関する日米

協議に関する文書を含む。

1964/1/1 1966/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0386
中国に関する第三国協議／日米政策企画協議（第2回）

関係

中国問題に関する日米協議に係る文書を収録。1965年4月の小川外務省国際資料部長とロストウ・米国務省政

策企画委員長との間の外交政策企画に関する第2回日米協議の準備に関する文書を含む。
1965/1/1 1965/4/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0387 華国鋒国務院総理訪日（1980年）
1980年5月の華国鋒・中国共産党中央委員会主席兼国務院総理訪日に関する文書を収録。共同新聞発表の作成

経緯及び擬問擬答に関する文書を含む。
1980/4/1 1980/7/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0388 日中関係(1)／1982年1月～83年3月

日本と中国との外交関係に関する文書を収録。1982年の日中国交正常化10周年記念行事(記念切手の発行

等)、1982年6月のベルサイユ・サミットにおける日本の対中政策に関する鈴木総理発言要領及び1983年1月

の中曽根総理訪米と中国に関する文書を含む。

1982/1/1 1983/3/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0389 日中関係(2)／1983年3～9月

日本と中国との外交関係に関する文書を収録。1983年5月のウィリアムズバーグ・サミットの結果に関する中

曽根総理と趙紫陽・中国国務院総理との書簡交換、同年5月の岡田衆議院副議長の訪中及び同年9月の第3回日

中閣僚会議に関する文書を含む。

1983/3/1 1983/9/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0390 日中関係(3)／1983年9～12月

日本と中国との外交関係に関する文書を収録。1983年9月の第38回国連総会における安倍外務大臣と呉学

謙・中国国務院外交部長の日中外相会談及び同年11月の胡耀邦・中国共産党中央委員会総書記の訪日に関す

る文書を含む。

1983/9/1 1983/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0391 日中関係(4)／1984年1～85年5月

日本と中国との外交関係に関する文書を収録。1984年9月の第39回国連総会における安倍外務大臣と呉学

謙・中国国務院外交部長の日中外相会談、同年10月の鈴木前総理の訪中及び1985年3月の日本商工会議所代

表団の訪中に関する文書を含む。

1984/1/1 1985/5/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0392 日中関係／対日批判関係

日本と中国の外交関係に関する文書を収録。1974年1月の大平外務大臣の訪中と周恩来・中国国務院総理との

会談、中国の対日批判、外国人特派員の万人坑訪問、上海への日本総領事館設置交渉、日台航空路再開及び

「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(日中平和友好条約)」に対する各国論評に関する文書を含

む。

1973/5/1 1977/6/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0393 日中関係／中国要人の発言
日本と中国の外交関係に関する文書を収録。各界訪中団と周恩来・中国国務院総理を始めとする中国側要人

との会談及び今後の日中、日台実務関係の具体的取進め方に関する文書を含む。
1972/1/1 1978/3/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

7



令和4年7月29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

2022-0394 日中平和友好条約

「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(日中平和友好条約)」の締結経緯に関する文書を収録。園田

外務大臣及び安倍官房長官記者会見要旨、交渉経緯、ベトナムの申入れ、米中関係及び内外報道振りに関す

る文書を含む。

1978/7/1 1978/8/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0395 日中国交正常化

日中国交正常化の経緯に関する文書を収録。平和共存五原則、日本の中国政策、中国の対外政策の評価と展

望、日中国交正常化に対する台湾(中華民国)及び各国反応、1972年9月の日米首脳会談後の田中総理及び大平

外務大臣の邦人記者会見要旨に関する文書を含む。

1972/7/1 1972/9/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0396 中国核実験
中国の核実験の動向に関する文書を収録。中国の人工衛星打ち上げと大陸間弾道弾(ICBM)発射実験、地下核

実験、水爆実験と核戦略及び中国の核開発能力に関する文書を含む。
1973/7/1 1980/5/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0397 米中関係（1978.12-1983.10 カナダを含む）

中国と米国及びカナダとの外交関係に関する文書を収録。1983年2月のシュルツ・米国務長官及び同年9月の

ワインバーガー・米国防長官の訪中、1984年1月の趙紫陽・中国国務院総理のカナダ訪問並びに米国と台湾の

関係に関する文書を含む。

1978/12/1 1984/10/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0398 米中関係（1980.3-1983.1）
中国と米国との外交関係に関する文書を収録。米国の対台湾武器売却問題の経緯及び1982年8月の同問題に関

する米中共同コミュニケに関する文書を含む。
1980/3/1 1983/1/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0399 米中関係（1972.3-1973.3 ニクソン米大統領中国訪問）

米国と中国の外交関係に関する文書を収録。中国問題に関する米国の動き、1972年2月のニクソン・米大統領

訪中、米中首脳会談及び米中共同コミュニケ、日本のコメント、擬問擬答、グリーン・米国務次官補の佐藤

総理・福田外務大臣各会談録、同次官補報告会、各国の評価・反響、キッシンジャー・米大統領特別補佐官

の訪中並びに1973年3月の米中共同声明に関する文書を含む。

1971/8/1 1973/3/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0400 米中関係（1983.11-1984.3）
米国と中国の外交関係に関する文書を収録。1984年1月の趙紫陽・中国国務院総理訪米、米中軍事交流及び米

国の対中武器売却に関する文書を含む。
1983/9/1 1984/5/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0401 米中関係（1975年 フォード米大統領中国訪問）

米国と中国の外交関係に関する文書を収録。1975年10月の宮澤外務大臣とキッシンジャー・米国務長官会談

発言要領並びに同年12月のフォード・米大統領の訪中に関する評価、米側考え及び米国内・諸外国論評に係

る文書を含む。

1975/10/1 1975/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0402 日中領事案件（亡命・難民案件） 中国人亡命事件に関する文書を収録。出国に至る経緯に関する文書を含む。 1980/10/1 1980/11/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0402 日中領事案件（亡命・難民案件） 中国人亡命事件に関する文書を収録。日本国内での取扱いに関する文書を含む。 1980/10/1 1985/2/28
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課
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令和4年7月29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

2022-0403 日台関係／台湾人元日本兵問題（基本・経緯）
台湾人元日本兵補償問題に関する文書を収録。日台請求権問題各省庁連絡会議、台湾人元日本兵問題関係省

庁連絡会議、意見書・陳情書及び国会答弁資料に関する文書を含む。
1980/11/1 1987/1/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0404 第9回主要国首脳会議／会議用当日資料

1983年5月のウィリアムズバーグ・サミットの発言要領・参考資料に関する文書を収録。経済問題(マクロ経

済、貿易、南北問題、通貨、債務累積、科学技術、東西経済、エネルギー)及び政治問題(国際情勢、安保・軍

備管理、東西関係、地域情勢)に関する文書を含む。

1983/5/1 1983/5/31 経済局政策課

2022-0405
日本貿易振興会（JETRO）海外事務所新規開設／アジ

ア・大洋州

日本貿易振興会(JETRO)海外事務所の地位(開設、昇格等)に関する文書を収録。アジア・大洋州における新設

(ソウル、ダッカ、パース、サイゴン、上海等)に関する文書を含む。
1966/10/1 1986/7/31 経済局政策課

2022-0406
日本貿易振興会（JETRO）海外事務所新規開設／中近

東・アフリカ

日本貿易振興会(JETRO)海外事務所の地位(開設、昇格等)に関する文書を収録。中近東・アフリカにおける新

設及びイラクにおける商社活動の規制に関する文書を含む。
1966/10/1 1983/5/31 経済局政策課

2022-0407
日本貿易振興会（JETRO）海外事務所新規開設／北米・

中南米

日本貿易振興会(JETRO)海外事務所の地位(開設、昇格等)に関する文書を収録。北米・中南米における新設に

関する文書を含む。
1966/9/1 1990/10/31 経済局政策課

2022-0408 日本貿易振興会（JETRO）海外事務所新規開設／共産圏
日本貿易振興会(JETRO)海外事務所の地位(開設、昇格等)に関する文書を収録。東欧の共産圏における新設に

関する文書を含む。
1965/9/1 1988/1/31 経済局政策課

2022-0409
日本貿易振興会（JETRO）海外事務所新規開設／未開設

地域

日本貿易振興会(JETRO)海外事務所の地位(開設、昇格等)に関する文書を収録。未開設地域における新設(モ

スクワ、ワシントン、東欧等)に関する文書を含む。
1965/3/1 1991/9/30 経済局政策課

2022-0410 日本貿易振興会（JETRO）産業協力・技術交流センター
日本貿易振興会(JETRO)の産業協力・技術交流事業に関する文書を収録。米国及び欧州における同事業に関す

る文書を含む。
1966/10/1 1986/7/31 経済局政策課

2022-0411 二国間海運問題

日本と各国との二国間における海運問題に関する文書を収録。マレーシアとの海運協定、インドネシアの自

国船擁護、豪州海運政策、日韓海運関係当局者協議、欧州共同体(EC)共通海運政策及びバングラデシュの自

国船優先海運政策に関する文書を含む。

1984/1/1 1986/5/31 経済局政策課

2022-0412 輸出所得補償制度(STABEX)

開発途上国に対する輸出所得補償制度(STABEX)に関する文書を収録。(第一次)ロメ協定STABEX、西独

STABEX構想、対東南アジア諸国連合（ASEAN）STABEXに関する日・ASEAN専門家会合及び穀物輸入コス

トの変動に対する補償融資に係る文書を含む。

1975/3/1 1982/6/30 経済局政策課
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令和4年7月29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

2022-0412 輸出所得補償制度(STABEX)

開発途上国に対する輸出所得補償制度(STABEX)に関する文書を収録。国連貿易開発会議(UNCTAD)における

一次産品輸出所得補償融資に関する議論と日本の対処方針、日本の対内陸開発途上国（LLDC）STABEX協

力、日・欧州共同体(EC)間協議及びUNCTADグローバルSTABEX構想に関する文書を含む。

1978/9/1 1986/3/31 経済局政策課

2022-0413
国際エネルギー機関（IEA）／緊急時間問題常設作業部

会（イラク・クウェート問題への対応）

国際エネルギー機関(IEA)とイラク・クウェート問題に関する文書を収録。1990年8月のパリでの第111回理事

会の対処方針・審議概要及び緊急時問題常設作業部会(SEQ)の対処方針・審議概要に関する文書を含む。
1990/8/1 1990/9/30

経済局政策課資源安全保障

室

2022-0414 各国エネルギー政策／イラクのクウェート侵攻への対応
イラクのクウェート侵攻と国際石油情勢に関する文書を収録。各国(米国、欧州、中国、産油国等)の見方と対

応に関する文書を含む。
1990/8/1 1990/8/31

経済局政策課資源安全保障

室

2022-0415 国際ココア協定（1986年）
1986年の「国際ココア協定(ICCA)」への日本の参加に関する文書を収録。統計資料、国会審議用擬問擬答及

び各国の動向に関する文書を含む。
1986/8/1 1988/1/31

経済局政策課資源安全保障

室

2022-0416 国連難民高等弁務／東京事務所開設(特権免除等)
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の東京支部開設に関する文書を収録。特権免除を含む日本の対応及び事

務所側の動きに関する文書を含む。
1977/3/1 1980/1/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0417
国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯（援助体

制）

「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。国会審議及び議員説明に関する文書を含む。
1986/2/1 1986/12/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0418
国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯（主要国

体制調査）

「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。主要国の災害緊急援助体制(法制、予算、実績、対先進国、協定等)の調査に関するS110:S121文書を含

む。

1985/4/1 1987/4/30
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0419
国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯（原子力

事故関係）

「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。国際原子力機関(IAEA)における原子力事故及び放射線緊急事態における援助に関する国際条約との整合

性並びに同条約の国内実施に関する関係省庁の協議に係る文書を含む。

1985/10/1 1987/8/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(1)
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。国会審議及び議員説明に関する文書を含む。
1987/2/1 1990/9/30

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(2)
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。公務災害補償に関する文書を含む。
1971/10/1 1986/10/31

国際協力局緊急・人道支援

課
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令和4年7月29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

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(3)
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。国会答弁用擬問擬答に関する文書を含む。
1986/7/1 1986/8/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(4)

「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。制定に伴う関係省令の一部改正に関する協議、関係外務省令の一部改正、隊員の賞恤制度及び関係省庁

通達に関する文書を含む。

1987/4/1 1987/11/30
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(5)
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。第109回国会における想定問答集及び審議録抜粋並びに緊急援助隊関連擬問擬答集に関する文書を含む。
1987/10/1 1990/10/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(6)

「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。災害発生から緊急援助実施までの時間、緊急援助隊参加者に対する外務大臣感謝状及び緊急援助隊派遣

オペレーションチェックリストに関する文書を含む。

1986/9/1 1990/4/30
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(7)
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。第109回国会想定問答集に関する文書を含む。
1987/2/1 1987/8/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(8)
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。108回国会想定問答集(未定稿)に関する文書を含む。
1987/4/1 1987/4/30

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0420 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定経緯(9)

「国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案(国際緊急援助隊法)」の制定に関する文書を収

録。1985年12月の国際緊急援助体制の整備に関する安倍外務大臣の閣議発言、1986年5月の東京サミットに

おける安倍外務大臣発言要領、国際協力事業団(JICA)の実施体制、初期の構想・法案骨子、身分及び輸送体制

に関する文書を含む。

1985/11/1 1987/2/28
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0421 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定時各省協議
「国際緊急援助隊(JDA)の派遣に関する法律」の制定に関する文書を収録。1987年3月の国会提出に当たって

の関係省庁との協議に関する文書を含む。
1986/8/1 1987/3/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0422 昭和60年度緊急無償(1)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。エクアドルのガラパゴス諸島火災に対する援助、バ

ングラデシュのサイクロン災害に対する援助、ベトナムの日本脳炎対策に対する援助及びメキシコ地震に対

する援助に関する文書を含む。

1980/6/1 1986/7/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0423 昭和60年度緊急無償(2)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。ベトナムの風水害に対する援助及びコロンビアの火

山噴火に対する援助に関する文書を含む。
1985/10/1 1986/3/31

国際協力局緊急・人道支援

課
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令和4年7月29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

2022-0424 昭和60年度緊急無償(3)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。コロンビアの火山噴火への対応、国際緊急援助（緊

急無償資金協力）体制の整備・調査、イタリア地震に対する援助、外国での大規模災害発生時のマニュアル

及びフィリピン・ネグロス島に対する援助に関する文書を含む。

1985/12/1 1986/3/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0425 昭和61年度緊急無償(1)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。マダガスカルの台風被害に対する援助、フィジーの

サイクロン及び大洪水被害に対する援助、ソロモンのサイクロン被害に対する援助、スリランカの貯水池決

壊被害に対する援助、ジャマイカ及びハイチの集中豪雨被害に対する援助並びにフィリピンの台風被害に対

する援助に関する文書を含む。

1986/3/1 1987/3/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0426 昭和61年度緊急無償(2)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。カメルーンの湖の有毒ガス災害に対する援助、エル

サルバドルの地震災害に対する援助及びベトナムの台風被害に対する援助に関する文書を含む。
1986/8/1 1989/8/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0427 昭和61年度緊急無償(3)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。コモロの台風被害に対する援助、バヌアツのサイク

ロン被害に対する援助、ペルーの洪水災害に対する援助、フィジー及びクック諸島のサイクロン災害に対す

る援助、エクアドルの地震災害に対する援助並びにニジェール、モーリタニア及びカーボベルデの食糧不足

に悩む被災民に対する国連児童基金(UNICEF)を通じた援助に関する文書を含む。

1986/4/1 1988/10/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0428 昭和61年度緊急無償(4)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。フィリピン・ネグロス島の飢餓救済のための国連児

童基金(UNICEF)を通じた援助に関する文書を含む。
1985/12/1 1987/7/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0429 昭和62年度緊急無償(1)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。モルジブの異常潮位災害に対する援助、中国黒竜江

省の山火事に対する援助、ナイジェリアの黄熱病に対する援助、韓国の台風被害に対する援助、スリランカ

の悪性マラリア流行に対する援助及びコロンビアの地滑り災害に対する援助に関する文書を含む。

1985/1/1 1988/9/30
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0430 昭和62年度緊急無償(2)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。グアテマラの洪水災害に対する援助、フィリピンの

台風被害に対する援助、ベトナムの台風被害に対する援助、ブラジルの洪水災害に対する援助及び中国の豪

雨災害に対する援助に関する文書を含む。

1987/10/1 1989/8/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0431 昭和62年度緊急無償(3)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。エチオピアの飢餓救済のための世界食糧計画(WFP)

を通じた援助に関する文書を含む。
1987/5/1 1988/12/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0432 昭和63年度緊急無償(1)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。パナマに対する食糧援助、ルワンダの水害に対する

援助並びに中国の山津波及び豪雨災害に対する援助に関する文書を含む。
1988/3/1 1989/7/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0433 昭和63年度緊急無償(2)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。スーダンの豪雨洪水に対する援助、ネパールの地震

に対する援助、バングラデシュの洪水災害に対する援助及びジャマイカのハリケーン災害に対する援助に関

する文書を含む。

1988/1/1 1989/7/31
国際協力局緊急・人道支援

課
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令和4年7月29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

2022-0434 昭和63年度緊急無償(3)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。チャドの豪雨災害に対する援助、ビルマに対する食

糧援助、フィリピンの台風被害に対する援助及びニカラグアのハリケーン災害に対する援助に関する文書を

含む。

1988/9/1 1989/10/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0435 昭和63年度緊急無償(4)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。ペルシャ湾の安全航行システムに対する日本の支援

のための、アラブ首長国連邦、カタール、バーレーン及びオマーンとの協議に関する文書を含む。
1987/10/1 1990/4/30

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0436 昭和63年度緊急無償(5)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。1988年12月のアルメニアの地震に対する国際緊急

援助隊(JDA)の派遣に関する文書を含む。
1988/12/1 1989/2/28

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0437 昭和63年度緊急無償(6)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。1988年12月のアルメニアの地震に対する国際緊急

援助隊(JDA)の派遣に関する文書を含む。
1988/12/1 1990/1/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0438 昭和63年度緊急無償(7)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。イラン・イラク紛争被災地における基礎的医療サー

ビス改善のための国連児童基金（UNICEF）を通じた援助、スーダン国内難民に対する食糧援助及びエチオピ

アの脳髄膜炎の流行に対する国連児童基金を通じた援助に関する文書を含む。

1988/11/1 1989/8/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0439 昭和63年度緊急無償(8)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。バングラデシュの洪水被災民に対する援助に関する

文書を含む。
1987/11/1 1989/7/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0440 昭和63年度緊急無償(9)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。モザンビークの飢餓被災に対する援助に関する文書

を含む。
1988/3/1 1988/10/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0441 昭和63年度緊急無償(10)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。ペルシャ湾の安全航行システムに対する日本の支援

に関する擬問擬答並びに1988年7月の閣議におけるクウェート及びサウジアラビアに対する電波航行援助施設

に関する協力についての外務大臣臨時代理発言要旨に係る文書を含む

1987/10/1 1989/1/31
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0442 昭和63年度緊急無償(11)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。ペルシャ湾の安全航行システムに対する日本の支援

についてのクウェート及びサウジアラビアとの交渉経緯並びに運用状況に関する文書を含む。
1987/10/1 1989/7/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0443 昭和63年度緊急無償(12)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。中国雲南省の地震災害に対する援助、中国に対する

緊急援助(緊急無償資金協力)実施状況調査及びタイ南部の水害に対する援助に関する文書を含む。
1988/11/1 1989/7/31

国際協力局緊急・人道支援

課
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令和4年7月29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

2022-0444 昭和63年度緊急無償(13)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。コスタリカの中米難民に対する援助に関する文書を

含む。
1988/4/1 1989/12/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0445 昭和63年度緊急無償(14)

日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。バングラデシュの洪水災害に対する援助、アンゴラ

及びナミビアの国内避難民に対する国際連合児童基金(UNICEF)を通じた援助並びにコスタリカの中米難民に

対する援助に関する文書を含む。

1985/3/1 1989/6/30
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0446 昭和63年度緊急無償(15)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。カンボジアの難民に対する援助に関する文書を含

む。
1986/3/1 1989/1/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0447 昭和63年度緊急無償(16)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。アフガニスタン難民のための給水計画に対する援助

に関する文書を含む。
1981/10/1 1989/9/30

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0448 昭和63年度緊急無償(17)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。アフガニスタン難民帰還支援の輸送計画に対する世

界食糧計画(WFP)を通じた援助に関する文書を含む。
1988/6/1 1990/1/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0449 昭和63年度緊急無償(18)
日本の緊急援助(緊急無償資金協力)に関する文書を収録。パキスタンの食糧不足に対する世界食糧計画(WFP)

を通じた援助に関する文書を含む。
1988/10/1 1989/2/28

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0450 ドイツ民主共和国再適用条約

ドイツ民主共和国(東独)との外交関係設定に伴う多数国間条約の取扱いに関する文書を収録。東独との外交関

係設定交渉、東独承認と多数国間条約の処理及び未承認国の多数国間条約の批准等の通告に対する日本の措

置の先例に関する文書を含む。

1955/8/1 1973/4/30 国際法局経済条約課

2022-0451 日・エジプト投資保護協定

「投資の奨励及び相互保護に関する日本国とエジプト・アラブ共和国との間の協定(日・エジプト投資保護協

定)」の締結に関する文書を収録。交渉議事録要旨、署名に関する閣議請議及び署名委任状並びに協定第5条

「適当な補償」と日本国憲法第29条3項「正当な補償」に関する文書を含む。

1976/12/1 1977/1/31 国際法局経済条約課

2022-0452 日・スリランカ投資保護協定

「投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定(日・スリランカ投資

保護協定)」の締結に関する文書を収録。協定交渉経緯、署名、国会承認及び批准に関する閣議請議並びに批

准書交換式に関する文書を含む。

1981/7/1 1982/10/31 国際法局経済条約課

2022-0453 日中投資保護協定

「投資の奨励及び相互保護に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(日中投資保護協定)」の締結に関す

る文書を収録。署名等に関する閣議請議、署名時の擬問擬答、国会提出、効力発生のための通告の交換に関

する閣議請議及び公布に関する文書を含む。

1988/8/1 1989/12/31 国際法局経済条約課
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令和4年7月29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

2022-0454 米州投資公社設立協定
米州投資公社(IIC)設立協定の締結に関する文書を収録。署名・受諾に関する閣議請議及び署名委任状・受諾

書写しに関する文書を含む。
1985/2/1 1985/11/30 国際法局経済条約課

2022-0455
アジア太平洋統計研修所に関する事業計画(第三期、第

四期)

アジア太平洋統計研修所に関する事業計画の締結に関する文書を収録。第二～第四期の各署名に関する閣議

請議及び署名委任状に関する文書を含む。
1984/10/1 1984/12/31 国際法局経済条約課

2022-0456
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国連条約

(麻薬新条約)

「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)」の締結に関する文書を収録。本条

約についての擬問擬答、新条約採択全権会議報告、関係省庁連絡会議、締結作業部会議事概要及び締結準備

作業の進め方に関する文書を含む。

1989/2/1 1990/12/31

総合外交政策局安全保障政

策課国際安全・治安対策協

力室

2022-0457
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国連条約

(麻薬新条約)

「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)」の締結に関する文書を収録。厚生

省との協議、諸外国法制実地調査、マネーロンダリング及び国際司法共助に関する文書を含む。
1990/5/1 1990/12/31

総合外交政策局安全保障政

策課国際安全・治安対策協

力室

2022-0458 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。総理日程、行事次第、会談

アレンジ(国連事務総長、二国間会談)及び主要行事出席者リストに関する文書を含む。
1988/4/1 1988/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0459 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。一般討論における総理演説

及び総理記者会見に関する文書を含む。
1988/4/1 1988/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0460 第3回国連軍縮特別総会／ロジ関係
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。ロジ関係資料(宿舎、警備)を

含む。
1988/4/1 1988/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0461 第3回国連軍縮特別総会／ロジ関係
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。ロジ関係資料(特別機、

CIQ(税関、出入国管理、検疫を意味する略称)、空港送迎)を含む。
1988/2/1 1988/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0462 第3回国連軍縮特別総会／ロジ関係
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。ロジブックに関する文書を

含む。
1988/4/1 1988/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0463 第3回国連軍縮特別総会／ロジ関係
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。ロジ関係資料(出張手続)を含

む。
1988/5/1 1988/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課
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令和4年7月29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

2022-0464 第3回国連軍縮特別総会／ロジ関係
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。総理行事及びロジ(特別機、

空港送迎、宿舎、警備等)に関する本省から我が方国連代表部に対する指示に係る文書を含む。
1988/4/1 1988/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0465 第3回国連軍縮特別総会／ロジ関係
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。本省ロジ体制(ロジ室、緊急

連絡体制)及び国内報道振りに関する文書を含む。
1988/4/1 1988/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0466 第3回国連軍縮特別総会／ロジ関係
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。現地ロジ体制(配車、接遇要

領、応援、緊急連絡・医療、荷物)に関する文書を含む。
1988/2/1 1988/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0467 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。同行議員団(国連、軍縮関

係)、NGOの動き、プレスロジ及び対外発表に関する文書を含む。
1988/2/1 1988/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0468 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。NGO参加問題、総理記者会

見想定質問、同行議員団ロジ及び総会ビューロー会議概要に関する文書を含む。
1988/4/1 1988/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0469 第3回国連軍縮特別総会
1982年6月の第2回国連軍縮特別総会への鈴木総理出席に関する文書を収録。日程、一行名簿、空港行事、主

要行事出席者、配車、宿舎、特別機、荷物、贈呈品、土産及び通信に関する文書を含む。
1982/4/1 1982/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0470 第3回国連軍縮特別総会
1988年6～7月の第3回国連軍縮特別総会への竹下総理出席に関する文書を収録。一行名簿、日程、荷物、贈

呈品、土産、空港行事、配車、宿舎、通信、特別機及び警備に関する文書を含む。
1988/5/1 1988/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0471 麻薬資金洗浄に関する金融活動作業グループ（FATF）

麻薬資金洗浄に関する金融活動作業グループ（金融活動作業部会：FATF)に関する文書を収録。麻薬資金洗浄

の防止に関する報告の承認、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約（麻薬新条約）」

についての擬問擬答、国会答弁資料、対外応答要領及び関係省庁連絡会議に関する文書を含む。

1989/9/1 1990/6/30

総合外交政策局安全保障政

策課国際安全・治安対策協

力室

2022-0472 麻薬資金洗浄に関する金融活動作業グループ（FATF）

麻薬資金洗浄に関する金融活動作業グループ（金融活動作業部会：FATF)に関する文書を収録。小委員会報告

書、作業グループ対処方針、1990年3月付橋本大蔵大臣発ベレゴヴォワ・仏蔵相宛書簡及び作業グループ報告

書の公表に関する文書を含む。

1989/11/1 1990/4/30

総合外交政策局安全保障政

策課国際安全・治安対策協

力室

2022-0473 麻薬資金洗浄に関する金融活動作業グループ（FATF）
麻薬資金洗浄に関する金融活動作業グループ（金融活動作業部会：FATF)に関する文書を収録。作業グループ

報告書最終版、各国の対応及び1990年6月の各国大蔵大臣朝食会に関する文書を含む。
1989/10/1 1990/10/31

総合外交政策局安全保障政

策課国際安全・治安対策協

力室
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2022-0474 愛知万国博覧会構想／誘致活動

21世紀初頭の名古屋での国際博覧会(2005年に愛・地球博として開催)の誘致に関する文書を収録。鈴木愛知

県知事の宇野外務大臣・三塚外務大臣表敬及び仏訪問並びに1989年11月のドフレーヌ・博覧会国際事務局

(BIE)長の名古屋訪問に関する文書を含む。

1988/7/1 1990/4/30 経済局政策課

2022-0475 日本万国博覧会／訪問客用チャーター機計画
1970年3～9月の大阪における日本万国博覧会に関する文書を収録。外国航空会社による日本万国博覧会のた

めのチャーター機の取扱い及び各国の訪客用チャーター機計画に関する文書を含む。
1969/2/1 1970/8/31 経済局政策課

2022-0476 ルイジアナ世界博覧会
1984年5～11月のルイジアナ万国博覧会に関する文書を収録。日本の政府代表の任命、開催報告及び同博覧

会の破産宣告に関する文書を含む。
1969/5/1 1985/8/31 経済局政策課

2022-0477 緊急援助／対アフガニスタン(難民救済)
日本の緊急援助に関する文書を収録。パキスタン国内のアフガニスタン難民に対する食糧援助及び生活用水

供給計画に関する文書を含む。
1980/4/1 1989/3/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0478 緊急援助／対ヨルダン（避難民） 日本の緊急援助に関する文書を収録。ヨルダンにおける避難民に対する援助に関する文書を含む。 1990/7/1 1990/10/31
国際協力局緊急・人道支援

課

17


