
令和4年9月30日外交記録公開　概要

分類番号 史料件名 史料概要 開始年月日 終了年月日 移管時の管理担当課室

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6巻
日韓会談資料のうち、日韓国交正常化を巡る韓国他での情勢の推移、新聞論調他をまとめた調書類を収録。 1965/10/1 1966/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

3-2

日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第二次会談　第1

巻

日韓条約及び諸協定締結のための第二次会談のうち、本会議、基本関係委員会、請求権委員会、船舶委員会に

関する文書を収録。
1953/4/1 1953/6/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

3-5

日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第五次会談　第4

巻
日韓条約及び諸協定締結のための第五次会談のうち、船舶小委員会及び文化財小委員会に関する文書を収録。 1960/11/1 1961/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

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5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、漁業関係会合(第1回～30回)に関する記録等を収録。 1962/10/1 1963/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

3-7

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6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、漁業関係会合(第31回～42回(非公式会合第1回～32回

を含む))に関する記録を収録。
1963/7/1 1964/1/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0513
輸出管理（オーストラリア・グループ）／参加国の生物

化学兵器規制

生物化学兵器(CBW)に対する各国の規制に関する文書を収録。英・独・仏・伊・蘭等の欧州諸国、カナダ、豪

及びニュージーランドへの照会と回答に関する文書を含む。
1988/4/1 1991/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0514 核物質防護条約

核物質の防護に関する条約（PR条約）の締結に関する文書を収録。1987年4月の米欧への法制調査団派遣、

第7条に関する関係省庁との協議(科学技術庁・法務省)、欧州共同体（EC）との意見交換、ヨーロッパにおけ

る国際核物質輸送の実態、国際原子力機関（IAEA）法務部への照会及び1988年10月の日本の加入書寄託に関

する文書を含む。

1987/4/1 1989/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0515 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

大中氏の事情聴取、同氏の帰国及び米国の見方に関する文書を収録。
1983/1/1 1983/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0516 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

大中裁判の行方、1980年12月のブラウン・米国防長官の訪韓並びに1985年2月の金大中氏帰国の際の対外応

答要領、成田における記者会見及び帰国挨拶に関する文書を含む。

1980/12/1 1987/9/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0517 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

大中事件に関する米国務省文書問題及び金大中氏からの面会申し入れに関する文書を含む。
1979/5/1 1979/6/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課
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2022-0518 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。

1979年12月の金大中氏の記者会見及び須之部駐韓大使との会見並びに金大中裁判(起訴状)に関する文書を含

む。

1979/6/1 1980/9/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0519 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。衆

議院予算委員会における金東雲元駐日大使館一等書記官問題の取扱い及び米国務省レイナード・元米国務省朝

鮮部長証言に関する文書を含む。

1975/10/1 1977/8/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0520 日韓関係／韓国人送還 韓国人の強制送還に関する文書を収録。第107次～第118次集団送還に関する文書を含む。 1986/3/1 1989/8/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0521 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。本邦を経由しての韓国行き渡航証明書

の発給に関する文書を含む。
1965/11/1 1978/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0522 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。在ソ朝鮮半島出身者の本邦入国取扱い

方針、ソ連の考え及び韓国の考えに関する文書を含む。
1957/4/1 1969/2/28

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0523 日韓関係／在樺太朝鮮人問題

サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。ソ連との折衝、1972年1月の福田外務

大臣・グロムイコ・ソ連外相会談、1973年10月の田中総理訪ソの際の総理及び大平外務大臣発言要領並びに

1982年1月の第2回日ソ事務レベル協議に関する文書を含む。

1969/8/1 1982/1/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0524 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。サハリン在留朝鮮半島出身者の本邦を

経由しての韓国行き渡航証明書の発給に関する文書を含む。
1975/11/1 1977/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0525 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。サハリン在留朝鮮半島出身者人の本邦

を経由しての韓国行き渡航証明書の発給に関する文書を含む。
1976/6/1 1977/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0526 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
樺太（サハリン）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。サハリン在留朝鮮半島出身者の帰還業

務に関する対処方針、経費負担問題、韓国との折衝及び対ソ連折衝経緯に関する文書を含む。
1975/6/1 1978/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0527 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。本邦を経由しての韓国行き渡航証明書

の発給に関する文書を含む。
1976/6/1 1977/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課
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2022-0528 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。サハリン在留朝鮮半島出身者の本邦を

経由しての韓国行き渡航証明書の発給に関する文書を含む。
1976/4/1 1976/11/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0529 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。サハリン在留朝鮮半島出身者の本邦を

経由しての韓国行き渡航証明書の発給に関する文書を含む。
1972/12/1 1979/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0530 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。サハリン在留朝鮮半島出身者の本邦を

経由しての韓国行き渡航証明書の発給に関する文書を含む。
1988/3/1 1988/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0531 日韓関係／在樺太朝鮮人問題

サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。1987年2月の赤十字国際委員会副会長

の外務省国連局長表敬、同年7月の「サハリン在住韓国・朝鮮人問題議員懇談会」の発足及びサハリン朝鮮半

島出身者帰還問題関係費に関する文書を含む。

1986/8/1 1987/8/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0532 日韓関係／在樺太朝鮮人問題

サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。1987年8月のシベリア視察報告、同年

9月のサハリン出張報告並びにサハリン墓参随行記及び北方墓参同行記、同年11月の第7回日ソ事務レベル協

議でのやりとり、同年12月のソマルガ・赤十字国際委員会会長の宇野外務大臣表敬資料並びにソ連との協議

に関する文書を含む。

1987/3/1 1987/12/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0533 日韓関係／在樺太朝鮮人問題

サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。1988年6月の「サハリン在住韓国・朝

鮮人問題議員懇談会」の訪ソ、同年7月の同議員懇談会の宇野外務大臣に対する要請及び同年9月の日ソ次官

級協議におけるやりとりに関する文書を含む。

1988/1/1 1989/9/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0534 日韓関係／在樺太朝鮮人問題

サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者の帰還問題に関する文書を収録。1988年6月の「サハリン在住韓国・朝

鮮人問題議員懇談会」の訪ソ、サハリン出張報告及び第8回日ソ事務レベル協議でのやりとりに関する文書を

含む。

1988/5/1 1988/8/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0535 日韓関係／在樺太朝鮮人問題
サハリン（樺太）在留朝鮮半島出身者人の帰還問題に関する文書を収録。在サハリン韓国人支援事業計画に関

する文書を含む。
1989/3/1 1989/8/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0536 日韓関係／朝鮮半島出身者遺骨返還問題
旧軍人・軍属等朝鮮半島出身者遺骨返還問題に関する文書を収録。クロノロジー、遭難韓国人の遺骨調査報

告、遺骨の保管状況、外務省と厚生省の協議及び遺骨の返還交渉に関する文書を含む。
1982/7/1 1989/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0537 日韓関係／朝鮮半島出身者遺骨返還問題等
旧軍人・軍属等朝鮮半島出身者遺骨返還問題に関する文書を収録。旧日本軍人・軍属であった在日韓国人に対

する補償と日韓請求権協定との関係及び旧軍人韓国人の消息調査に関する文書を含む。
1941/3/1 1988/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課
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2022-0538 韓国経済／労使関係
韓国の労働問題に関する文書を収録。賃金交渉、労使紛争、労働組合の動向並びに産業平和及び賃金安定対策

に関する文書を含む。
1989/8/1 1990/10/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0539 日韓経済関係／第22回日韓貿易会議
1990年1月に東京で開催された第22回日韓貿易会議に関する文書を収録。日程、議題、発言要領、首席代表挨

拶、記録及び個別会議結果概要に関する文書を含む。
1989/12/1 1990/2/28

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0540 日韓経済協力／対韓国技術協力
日本と韓国の経済関係に関する文書を収録。韓国に対する技術協力及び韓国企業技術訓練院に対するプロジェ

クト方式技術協力に関する文書を含む。
1985/8/1 1987/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0541 韓国内政
韓国の内政動向に関する文書を収録。盧泰愚・韓国大統領の国会演説、与野党の動き及び韓国政治に関する世

論調査に関する文書を含む。
1988/5/1 1988/6/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0542 韓国内政／韓国領海・北朝鮮軍事境界線
韓国及び北朝鮮の領海に関する文書を収録。韓国「特定海域」内への日本漁船の入域問題、北朝鮮の軍事境界

線設定及びその違法性、韓国の領海拡大並びに韓国軍の射撃訓練に関する文書を含む。
1975/10/1 1978/11/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0543 大平総理中国訪問（1979年)

1979年12月の大平総理訪中に関する文書を収録。意義と評価、主要国際問題に関する中国側発言、加藤官房

副長官による首脳会談ブリーフ、総理内外記者会見録、共同新聞発表、海外紙報道振り、想定問答集、外相会

談用応答要領及び参考資料並びに首脳会談用発言・応答要領及び参考資料に関する文書を含む。

1979/11/1 1979/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0544 大平総理中国訪問（1979年)
1979年12月の大平総理訪中のロジに関する文書を収録。贈答品、ホットライン、警備、荷物、備品及びロジ

関係の評価に関する文書を含む。
1979/10/1 1979/12/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0545 鈴木総理中国訪問（1982年)／準備
1982年9月の鈴木総理訪中の準備に関する文書を収録。日中経済関係、検討事項一覧、事務要領一覧、日程、

代表団リスト、各種行事出席表及び共同新聞発表案に関する文書を含む。
1982/6/1 1982/9/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0546 日中国交正常化／中国問題対策協議会

日中国交正常化に関する文書を収録。田中内閣成立後の中共対日論調、1972年8月の蒋経国・台湾行政院長談

話、各国駐在中国外交官の見方、外務省内体制強化としての同年8月の中国問題対策協議会委設置及び外務省

幹部意見書に関する文書を含む。

1972/7/1 1972/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0547 日中要人会談

日本と中国の首脳・外相会談の記録に関する文書を収録。1972年9月の日中国交正常化交渉、1979年2月の鄧

小平・中国国務院副総理訪日、同年12月の大平総理訪中、1980年5月から6月の華国鋒・中国国務院総理訪

日、同年9月の伊東外務大臣訪中、1981年及び82年の日中外交当局間定期協議、1982年5月の趙紫陽・中国国

務院総理訪日及び同年9月の鈴木総理訪中に関する記録を含む。

1972/9/1 1982/10/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課
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2022-0548 日中要人会談／園田外務大臣訪中・谷牧副総理訪日

日本と中国の首脳・外相会談の記録に関する文書を収録。1978年8月の日中平和友好条約調印のための園田外

務大臣相訪中記録(日程、挨拶、記者会見、条約締結経緯)、1979年9月の谷牧・中国副首相訪日政府首脳との

会談録を含む。

1978/10/1 1979/9/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0549 日・中華民国関係／財産請求権問題

日華平和条約に関する財産・請求権交渉に係る文書を収録。日華間諸懸案処理方針(日華請求権特別取極要綱

案、海底電線、航空協定、漁業協定及び拿捕漁船)、日華間財産・請求権処理要領、請求に関する諸問題(戦時

債権。国債、有価証券、郵便貯金)、交渉開始の申入れ及び台湾における日本国民の私有財産に関する質問主

意書に係る文書を含む。

1952/11/1 1971/7/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0550 日中関係／過去の戦争

日本と中国の外交関係に関する文書を収録。日本の防衛政策に関する中国要人の発言、過去の戦争責任に関す

る国会答弁、1990年5月の盧泰愚・韓国大統領訪日の際の天皇陛下お言葉、1945年6月の花岡事件賠償問題、

抗日戦争45周年、日本の軍事的脅威論に対する反論及び石原元運輸大臣の南京事件発言に関する文書を含

む。

1990/4/1 1990/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0551 日中関係／過去の戦争

昭和天皇の戦争責任、過去の戦争に対する評価に関する竹下総理国会答弁、1990年2月の日中外相会談及び銭

其琛・中国外交部長の竹下総理表敬概要、侵略戦争に関する竹下総理答弁に対する中国報道クロノロジー並び

に総理、内閣法制局長官答弁(戦争責任関連)に関する海外報道クロノロジーに係る文書を含む。

1990/2/1 1990/3/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0552 日中関係／中国人労働者強制連行問題
日本と中国の外交関係に関する文書を収録。戦時中の日本国内における中国人労働者の状況、対外応答要領及

び国会議事録に関する文書を含む。
1958/4/1 1985/1/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0553
廖承志中国全人代常務委員会副委員長逝去（1983年）

(1）

廖承志・中国共産党中央委員・中国全国人民代表大会常務委員会副委員長、中国日本友好協会会長の死去に関

する文書を収録。後藤田官房長官談話、弔電、叙勲、古井特派大使派遣及び中国報道振りに関する文書を含

む。

1983/6/1 1983/6/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0553
廖承志中国全人代常務委員会副委員長逝去（1983年）

(2）

廖承志・中国共産党中央委員・中国全国人民代表大会常務委員会副委員長、中国日本友好協会会長の死去に関

する文書を収録。叙勲並びに古井特派大使の趙紫陽・中国国務院総理・彭真・中国全国人民代表大会常務委員

長との各会談及び中曽根総理報告に関する文書を含む。

1983/6/1 1983/7/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0554 台湾の旧在日公館不動産処理問題
台湾（中華民国政府）の在日財産の取扱いに関する文書を収録。訴訟問題、大使館敷地建物購入関係書類、長

崎・大阪・京都の現地視察報告及び名義変更に関する文書を含む。
1967/9/1 1979/3/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0555 日中領事案件（亡命・難民案件）
中国人の亡命・難民事件に関する文書を収録。中国人通訳失踪事件、中国人留学生亡命事件及び米国船による

中国人難民救助に関する文書を含む。
1977/6/1 1981/6/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0556 日中領事案件（亡命案件）
中国人・台湾人の亡命事件に関する文書を収録。台湾船員の中国亡命事件及び中国人の米国亡命事件に関する

文書を含む。
1973/1/1 1976/6/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課
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2022-0557 国連代表権問題／中共

国連における中国代表権問題に関する調書を収録。「国際連合に於ける中華人民共和国の合法的権利の回復」

（アルバニア型決議案）の審議経緯、国連安保理における拒否権の適用、国連総会と安保理の関係及び重要問

題の取扱いに関する文書を含む。

1968/11/1 1971/3/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0558 日台関係／台湾航空機領空侵犯
台湾所属航空機の領空侵犯事案に関する文書を収録。関係省庁との連絡調整、対外応答要領及び国会答弁に関

する文書を含む。
1988/1/1 1990/4/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0559 台湾外交
台湾（中華民国）の外交に関する文書を収録。中国問題をめぐる台湾外交の今後の見通し、国連における中国

代表権問題をめぐる台湾の動向、台湾の国連脱退と国内情勢に関する文書を含む。
1964/5/1 1971/12/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0560 国際捕鯨委員会（第39回年次会合（11））
日本の鯨類調査船の出航に対する各国の新聞論調に関する文書を収録。日本、北米、欧州、南米、アジア等に

おける論調に関する文書を含む。
1987/12/1 1988/3/31 経済局政策課漁業室

2022-0561 国際捕鯨委員会（第40回年次会合）

国際捕鯨委員会(IWC)の活動に関する文書を収録。1988年5～6月のオークランドでの第40回年次会合の対処

方針、審議概要及び議事録、同年5月のロサンゼルスでの科学技術小委会合並びにキャンベラでのインド洋サ

ンクチュアリー行政会合に関する文書を含む。

1987/11/1 1988/7/31 経済局政策課漁業室

2022-0562 国際捕鯨委員会（第41回年次会合（3））

1989年6月のサンディエゴにおける国際捕鯨委員会（IWC）第41回年次会合への日本の鯨類調査計画案の提出

に関する文書を収録。同委員会における計画の再考を促す決議、再考結果の提出、対外応答要領並びに調査の

実施に関する文書を含む。

1989/5/1 1990/4/30 経済局政策課漁業室

2022-0563 日米北太平洋捕鯨国際監視員制度協定／延長
1975年5月署名の「北太平洋における鯨体処理場による捕鯨のための国際監視制度に関する日本国とアメリカ

合衆国との間の協定の更新取極」に関する文書を収録。
1972/5/1 1986/3/31 経済局政策課漁業室

2022-0564 米国内捕鯨訴訟（米最高裁関係文書）
米国内捕鯨訴訟問題に関する文書を収録。連邦最高裁への提出文書(上告申請書、弁論要旨、修正弁論要旨、

環境団体反論書、日本業界答弁書、米政府答弁書)に関する文書を含む。
1985/12/1 1986/5/31 経済局政策課漁業室

2022-0565 南極海洋生物資源保存委員会（第5・6回年次会合）
南極海洋生物資源保存委員会の活動に関する文書を収録。1986年9月のオーストラリア・ホバートにおける第

5回年次会合及び1987年10～11月の同地での第6回年次会合の審議概要に関する文書を含む。
1986/9/1 1988/4/30 経済局政策課漁業室

2022-0566 南極海洋生物保存条約／擬問擬答
「南極の海洋生物資源の保存に関する条約（CCALMR）」の締結に関する文書を収録。同条約の説明書及び

擬問擬答に関する文書を含む。
1983/1/1 1983/3/31 経済局政策課漁業室
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2022-0567 北西大西洋漁業機関（1988年）

北西大西洋漁業機関（NAFO、当時は北西大西洋漁業委員会と表記）の活動に関する文書を収録。1987年11月

の日・EC漁業協議並びに1988年2月のブリュッセルにおける漁業委員会特別会合の対処方針及び報告に関す

る文書を含む。

1987/11/1 1988/5/31 経済局政策課漁業室

2022-0568 北西大西洋漁業機関／国際共同取締制度WG

北西大西洋漁業機関（NAFO、当時は北西大西洋漁業委員会と表記）の活動に関する文書を収録。1986年9月

のカナダ・ハリファックスにおける第8回年次会合の対処方針及び報告並びに1987年3月のアメリカ・ダート

マスにおける国際共同取締計画に関する作業部会の対処方針及び報告書に関する文書を含む。

1971/1/1 1987/6/30 経済局政策課漁業室

2022-0569 北西大西洋漁業機関／第2・3回年次会合

北西大西洋漁業機関（NAFO、当時は北西大西洋漁業委員会と表記）の活動に関する文書を収録。1980年9月

のカナダ・セントジョンズにおける第2回年次会合、1981年6月のモントリオールにおける漁業委員会第3回特

別会合、同年9月のカナダ・ハリファックスにおける第3回年次会合及び1988年9月のオタワにおける第10回年

次会合の各対処方針及び報告並びに1988年11月の日・EC漁業協議に関する文書を含む。

1980/7/1 1989/1/31 経済局政策課漁業室

2022-0570 北西大西洋漁業機関／第7回年次会合

北西大西洋漁業機関（NAFO、当時は北西大西洋漁業委員会と表記）の活動に関する文書を収録。1985年5月

のグリーンランドとの漁業協議及び同年9月のキューバにおける第7回年次会合の対処方針に関する文書を含

む。

1985/2/1 1986/6/30 経済局政策課漁業室

2022-0571 北西大西洋漁業機関／第8回年次会合
北西大西洋漁業機関（NAFO、当時は北西大西洋漁業委員会と表記）の活動に関する文書を収録。1986年9月

のカナダにおける第8回年次会合の準備資料に関する文書を含む。
1984/10/1 1986/8/31 経済局政策課漁業室

2022-0572 北西大西洋漁業機関／第9回年次会合
北西大西洋漁業機関（NAFO、当時は北西大西洋漁業委員会と表記）の活動に関する文書を収録。1987年9月

のカナダ・ハリファックスにおける第9回年次会合の対処方針及び報告に関する文書を含む。
1984/10/1 1988/2/29 経済局政策課漁業室

2022-0573 北西大西洋漁業機関／第11回年次会合

北西大西洋漁業機関（NAFO、当時は北西大西洋漁業委員会と表記）の活動に関する文書を収録。1989年5月

の日加漁業協議並びに1989年9月のブリュッセルにおける第11回年次会合の対処方針及び総務理事会・漁業委

員会の結果に関する文書を含む。

1988/11/1 1989/12/31 経済局政策課漁業室

2022-0574 大西洋まぐろ類保存国際委員会（第9回通常会合）（1）
大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）の活動に関する文書を収録。1985年11月にスペインのマリョルカ

島で開催された第9回通常会合の対処方針に関する文書を含む。
1985/1/1 1986/2/28 経済局政策課漁業室

2022-0574 大西洋まぐろ類保存国際委員会（第9回通常会合）（2）
大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）の活動に関する文書を収録。1985年11月にスペインのマリョルカ

島で開催された第9回通常会合の報告と議事録及び日本の漁獲枠と農林水産省告示に関する文書を含む。
1985/12/1 1986/10/31 経済局政策課漁業室

2022-0575
大西洋まぐろ類保存国際委員会（第5回特別会合、第10

回通常会合）

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）の活動に関する文書を収録。1986年11月のマドリードにおける第5

回特別会合の対処方針、報告及び代表所感並びに1987年11月のポルトガル・アゾレス諸島における第10回通

常会合の対処方針に関する文書を含む。

1986/8/1 1987/11/30 経済局政策課漁業室
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2022-0576
大西洋まぐろ類保存国際委員会（第10回通常会合、第6

回特別会合）

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）の活動に関する文書を収録。1987年11月のポルトガル・アゾレス

諸島における第10回通常会合の報告及び代表所感並びに1988年11月のマドリードにおける第6回特別会合の対

処方針、報告及び代表報告に関する文書を含む。

1987/11/1 1988/12/31 経済局政策課漁業室

2022-0577 大西洋まぐろ類保存国際委員会（第11回通常会合）
大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）の活動に関する文書を収録。1989年11月のポルトガル・マデイラ

諸島における第11回通常会合の対処方針、報告及び代表所感に関する文書を含む。
1989/1/1 1989/12/31 経済局政策課漁業室

2022-0578
大西洋まぐろ類保存国際委員会（条約改正議定書）

（1）

大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書に関する文書を収録。条約概要及び国際委員会の

活動、改正に至る経緯並びに内閣法制局説明資料及び記録に関する文書を含む。
1985/1/1 1985/3/31 経済局政策課漁業室

2022-0578
大西洋まぐろ類保存国際委員会（条約改正議定書）

（2）

大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書に関する文書を収録。擬問擬答、日本の議定書締

結、各国の締結状況に関する文書を含む。
1984/11/1 1985/6/30 経済局政策課漁業室

2022-0579 みなみまぐろの国際管理に関する三国間協議

みなみまぐろの国際管理に関する日本、オーストラリア及びニュージーランド三国間協議に関する文書を収

録。1982年12月のニュージーランドでの協議の対処方針・概要、1983年4月の東京での協議の対処方針、

1985年7～8月のニュージーランドでの協議概要及び1986年6月(東京)及び8月(オーストラリア)での協議概要

に関する文書を含む。

1982/10/1 1986/8/31 経済局政策課漁業室

2022-0580
みなみまぐろ保存条約ワーキング・グループ(第1回～第

3回)

「みなみまぐろ保存条約（CCSBT）」の策定交渉に関する文書を収録。1988年4月の東京での日本、オース

トラリア及びニュージーランドの三国間協議の対処方針、同年9月のオーストラリア・キャンベラでの協議の

概要並びに1989年7月のニュージーランド・ウェリントンでの協議の概要に関する文書を含む。

1987/12/1 1989/7/31 経済局政策課漁業室

2022-0581 FAO水産関係／FAO水産委員会（第17回）他

国際連合食糧農業機関(FAO)の水産関係委員会の活動に関する文書を収録。1986年10月の水産品貿易小委の審

議概要・代表団所感、同年12月のスリランカでのインド洋漁業委員会(IOFC)第9回インド洋マグロ管理委員会

の審議概要、1987年2月のオーストラリア・ダーウィンでのインド太平洋漁業委員会(IPFC)第22回会合の対処

方針・報告、同年5月の第17回水産委員会の対処方針・概要・代表団所感、1988年3月のタイ・バンコクでの

インド洋マグロ管理に関する第2回政府間協議の対処方針・審議概要並びに同年6～7月のモーリシャスでの

IOFC第10回インド洋マグロ管理委員会の対処方針・報告に関する文書を含む。

1986/10/1 1988/7/31 経済局政策課漁業室

2022-0582 中国外交（アジア開発銀行）／1985年（1）
中国のアジア開発銀行(ADB)加盟に関する文書を収録。中国のADB参加の承認、1986年4月の安倍外務大臣発

呉学謙・中国外交部長宛返簡、台湾の反応、台湾のADB総会不参加及び対外応答要領に関する文書を含む。
1986/2/1 1986/5/31

国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0582 中国外交（アジア開発銀行）／1985年（2）
中国のアジア開発銀行(ADB)加盟に関する文書を収録。1985年4月のADB総会における日本の総務演説及び

1986年1月のADB理事会対処方針に関する文書を含む。
1982/12/1 1986/1/31

国際協力局国別開発協力第

一課
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2022-0582 中国外交（アジア開発銀行）／1985年（3）
中国のアジア開発銀行(ADB)加盟に関する文書を収録。1985年10月の日中外相会議及び中曽根総理と藤岡

ADB総裁との会談、米国の考え方、中国の申し入れ並びに対処方針に関する文書を含む。
1985/9/1 1985/11/30

国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0583
中国外交（アジア開発銀行）／1985年（想定問答・対外

応答要領）

中国のアジア開発銀行(ADB)加盟に関する文書を収録。中国の加盟及び授権資本の増額、対外応答要領並びに

国会用想定問答に関する文書を含む。
1985/4/1 1986/2/28

国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0584
円借款／対中国（第二次対中円借款・昭和60年度）

（1）

中国に対する円借款供与に関する文書を収録。1985年度対中国円借款政府調査団及び各省協議用資料に関す

る文書を含む。
1985/3/1 1985/7/31

国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0584
円借款／対中国（第二次対中円借款・昭和60年度）

（2）

中国に対する円借款供与に関する文書を収録。1985年7月の第4回日中閣僚会議全体会議外相発言要領、交換

公文交渉、関係各省覚書、新規円借款の調達条件、関係各省通知用資料及び対外応答要領に関する文書を含

む。

1985/6/1 1985/7/31
国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0584
円借款／対中国（第二次対中円借款・昭和60年度）

（3）

中国に対する円借款供与に関する文書を収録。1985年度円借款の交換公文及び付属文書の作成及び1985年7月

の交換公文署名式実施要領に関する文書を含む。
1985/7/1 1985/12/31

国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0585 円借款／対フィリピン（第12次）
フィリピンに対する日本の第12次円借款の供与に関する文書を収録。商品借款の実施プロセス、1984年7月の

主要援助国会議、経済情勢、つなぎ融資及び日比友好道路調査報告に関する文書を含む。
1984/4/1 1984/10/31

国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0586 円借款／対フィリピン（第13次）（1）

フィリピンに対する日本の第13次円借款の供与に関する文書を収録。1985年1月のパリでの対比援助国会合対

処方針、商品借款(見返り資金積立状況)及び同年5月の第13次円借款政府調査団対処方針に関する文書を含

む。

1985/1/1 1986/6/30
国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0586 円借款／対フィリピン（第13次）（2）

フィリピンに対する日本の第13次円借款の供与に関する文書を収録。第12次円借款(商品借款の消化促進)、第

13次円借款政府調査団対処方針、対比協議及び所感、第8次円借款の支出期限延長対処方針並びに第13次円借

款に係る各省協議の経緯及び今後の対処振りに関する文書を含む。

1985/2/1 1985/10/31
国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0586 円借款／対フィリピン（第13次）（3）

フィリピンに対する日本の第13次円借款の供与に関する文書を収録。商品借款の消化促進、第13次円借款供

与方針第2次案、第5次円借款カガヤン農業総合開発計画の支出期限延長、第13次円借款交換公文署名及び国

会議員説明に関する文書を含む。

1985/8/1 1986/4/30
国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0587 円借款／対ベトナム

ベトナムに対する経済協力に関する文書を収録。ベトナムよりの援助要請プロジェクト、インドシナに対する

関係省庁の援助方針、和平後のインドシナ復興開発援助、対北越経済協力の考え方、対南越経済援助方針及び

対ベトナム借款対象プロジェクトに関する文書を含む。

1965/4/1 1976/1/31
国際協力局国別開発協力第

一課
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2022-0588 円借款／対ベトナム
ベトナムに対する経済協力に関する文書を収録。ベトナム和平協定の実施状況、対南越90億円商品援助、擬

問擬答、国会答弁資料及び国会審議録に関する文書を含む。
1966/5/1 1975/9/30

国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0589 円借款／対ベトナム

ベトナムに対する経済協力に関する文書を収録。各国の対南越経済援助、ミトワン橋建設問題、1970年3月の

愛知外務大臣とツック・南越復興開発担当相会談、1970年8月の佐藤総理とキエム・南越首相及び愛知外務大

臣とラム・南越外相会談、同年10月の対ベトナム円借款政府調査団並びに対南越・カンボジア債権問題に関

する文書を含む。

1969/10/1 1975/7/31
国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0590 円借款／対ベトナム

ベトナムに対する経済協力に関する文書を収録。1970年10月のベトナム経済協力調査団調査報告、サイゴン

ディーゼル発電プラント、カントー火力発電所、サイゴン電話増設、ダラト・カムラン間送電線、1974年9月

の南越対日援助要請ミッション、同年10月のパリでの対インドシナ援助国会議及び対南越商品援助に関する

文書を含む。

1970/7/1 1974/10/31
国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0591 円借款／対ベトナム

ベトナムに対する経済協力に関する文書を収録。9億1千万ドル経済開発借款の期限延長、ダニム水力発電

所、ダラト・カムラン間送電線、サイゴンディーゼル発電プラント及びサイゴン電話増設に関する文書を含

む。

1965/4/1 1976/8/31
国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0592 円借款／対ベトナム
ベトナムに対する経済協力に関する文書を収録。対南越緊急援助、1974年9月の対日援助要請ミッションと大

平大蔵大臣、中曽根通産大臣及び内田経済企画庁長官との各会談並びに対南越商品援助に関する文書を含む。
1973/5/1 1975/4/30

国際協力局国別開発協力第

一課

2022-0593 円借款／対インド（昭和60年度）（1）
インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。HBJガスパイプラインプロジェクト及び1985年5月

のベンキタラマナン・インド大蔵次官の訪日に関する文書を含む。
1984/10/1 1985/12/31

国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0593 円借款／対インド（昭和60年度）（2）

インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1985年4月の対インド・バングラデシュ政府円借調

査団、同年6月のパリでの対インド・コンソーシアム会議対処方針及び同年9月の円借款の供与に関する書簡

の交換に係る文書を含む。

1978/4/1 1985/12/31
国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0593 円借款／対インド（昭和60年度）（3）

インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1985年11月のラジーブ・ガンジー・インド首相訪

日の際のアッサム州ガスタービン発電所及び送電線建設計画に対する円借款の供与に関する中曽根総理の同首

相に対する意図表明及び1986年2月の同円借款の供与に関する書簡の交換に関する文書を含む。

1985/8/1 1987/3/31
国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0594 円借款／対インド（昭和61年度）（1）

インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1986年5月の円借款政府調査団及び経済協力に関す

る日印年次協議、1986年度供与方針、同年6月の意図表明並びに1986年度対印円借款大幅増に対するインド側

反響に関する文書を含む。

1985/11/1 1986/7/31
国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0594 円借款／対インド（昭和61年度）（2）
インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1986年5月の円借款政府調査団及び経済協力に関す

る日印年次協議並びにスリサイラム左岸揚水発電プロジェクトに関する文書を含む。
1985/11/1 1986/5/31

国際協力局国別開発協力第

二課
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2022-0594 円借款／対インド（昭和61年度）（3）
インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1986年8月の1986年度対印円借款供与に関する書簡

交換及び1987年2月の対印円借款政府調査団質問事項・対処方針に係る文書を含む。
1986/1/1 1987/4/30

国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0595 円借款／対インド（昭和62年度）（1）

インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1987年5月のベンキタラマナン・インド大蔵次官の

訪日、同年6月のパリでの対印債権国会議、1987年度対印円借款供与方針及び同年9月の供与のための書簡交

換に関する文書を含む。

1987/3/1 1987/9/30
国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0595 円借款／対インド（昭和62年度）（2）
インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。対インドリハビリ借款、ガスコンバインドサイクル

発電所計画及び1987年11月のニューデリーでの第2回日印経済協力年次協議に関する文書を含む。
1987/3/1 1988/2/29

国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0595 円借款／対インド（昭和62年度）（3）
インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。インドの干ばつに対する米国及び世銀の援助に関す

る文書を含む。
1987/8/1 1987/12/31

国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0595 円借款／対インド（昭和62年度）（4）
インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。インドの干ばつに対する商品借款の供与に関する日

本とインドとの間の調整及び1987年10月の日印首脳会議に関する文書を含む。
1987/8/1 1989/6/30

国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0596 円借款／対インド（1）

インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1970年7月～1985年4月のパリでの対パキスタン・

コンソーシアム会議対処方針及び1977年1月～1987年6月のパリでの対スリランカ援助国会議対処方針に関す

る文書を含む

1970/7/1 1987/6/30
国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0596 円借款／対インド（2）
インドに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1976年5月～1987年6月のパリでの対印コンソーシ

アム会議対処方針及び1982年6月のパリでの対パキスタンコンソーシアム会議対処方針に関する文書を含む。
1976/5/1 1987/6/30

国際協力局国別開発協力第

二課

2022-0597 国際法／最恵国待遇条項（ILCでの議論ほか）（1）
最恵国待遇条項に関する国連総会第6委員会及び国際法委員会における審議状況に係る文書を収録。国際法委

員会第30会期採択の最恵国条項草案及び事務局作成討議概要(英・仏文)に関する文書を含む。
1978/5/1 1978/9/30 国際法局国際法課

2022-0597 国際法／最恵国待遇条項（ILCでの議論ほか）（2）

最恵国待遇条項に関する国連総会第6委員会及び国際法委員会における審議状況に係る文書を収録。国際法委

員会の草案、国連総会第6委員会(第33、35～36総会)における審議、国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）

における審議及び条約局調書等の文書を含む。

1960/6/1 1983/12/31 国際法局国際法課

2022-0598 条約法会議／我が方コメント
国連条約法会議に関する文書を収録。条約法草案に対する日本の基本的立場、日本の意見提出及各国意見に関

する文書を含む。
1965/10/1 1968/3/31 国際法局国際法課
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2022-0599 条約法会議第1会期（1）
1968年3～5月のウィーンでの国連条約法会議第1会期に関する文書を収録。政府代表委任状、対処方針及び代

表団構成に関する文書を含む。
1967/12/1 1968/4/30 国際法局国際法課

2022-0599 条約法会議第1会期（2）
1968年3～5月のウィーンでの国連条約法会議第1会期に関する文書を収録。日本代表発言テキスト、審議報告

及び代表所感に関する文書を含む。
1968/4/1 1968/9/30 国際法局国際法課

2022-0599 条約法会議第1会期（3）
1968年3～5月のウィーンでの国連条約法会議第1会期に関する文書を収録。強行法規、第1会期と今後の対

策、日本代表発言集及び日米協議・日豪事務レベル協議における条約法会議資料に関する文書を含む。
1968/3/1 1968/11/30 国際法局国際法課

2022-0600 条約法会議第2会期／準備（1）

1969年4～5月のウィーンでの国連条約法会議第2会期の準備に関する文書を収録。国際法研究委員会、日豪事

務レベル協議資料、アジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCO）第10回会議及び二国間事前協議の対処方

針、投票態度便覧、限定多数国間条約並びに一般多数国間条約への参加権に関する文書を含む。

1968/10/1 1969/4/30 国際法局国際法課

2022-0600 条約法会議第2会期／準備（2）

1969年4～5月のウィーンでの国連条約法会議第2会期の準備に関する文書を収録。1969年1月のカラチでのア

ジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCO）第10回会議対策及び東アジア穏健派諸国の結束工作に関する文書

を含む。

1968/10/1 1969/2/28 国際法局国際法課

2022-0601 条約法会議第2会期（1）

1969年4～5月のウィーンでの国連条約法会議第2会期の準備に関する文書を収録。1969年1月のカラチでのア

ジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCO）第10回会議及び同年2月のパリでの西側協議の対処方針及び報告に

関する文書を含む。

1968/11/1 1969/3/31 国際法局国際法課

2022-0601 条約法会議第2会期（2）

1969年4～5月のウィーンでの国連条約法会議第2会期の準備に関する文書を収録。1969年1月のカラチでのア

ジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCO）第10回会議対策及び条約の無効、終了等に関する紛争解決手続に

係る文書を含む。

1968/11/1 1969/3/31 国際法局国際法課

2022-0601 条約法会議第2会期（3）

1969年4～5月のウィーンでの国連条約法会議第2会期に関する文書を収録。条約法草案研究会、同会期対処方

針検討会、対処方針、代表団及び条約の無効、終了等に関する紛争解決手続についての申入れに係る文書を含

む。

1961/2/1 1969/4/30 国際法局国際法課

2022-0601 条約法会議第2会期（4）
1969年4～5月のウィーンでの国連条約法会議第2会期に関する文書を収録。会議報告及び条約の無効、終了等

に関する紛争解決手続についての申入れに係る文書を含む。
1969/3/1 1969/5/31 国際法局国際法課

2022-0601 条約法会議第2会期（5）

1969年4～5月のウィーンでの国連条約法会議第2会期に関する文書を収録。全体委員会・起草委員会審議概

要、第2会期の審議・表決概要、代表所見・所感、留保規定を欠く多数国間条約への留保の可否、複数の国語

を正文とする多数国間条約の解釈に関する文書を含む。

1969/4/1 1970/11/30 国際法局国際法課
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2022-0602 戦時国際法（一般、陸戦、中立）（1）

戦時国際法と日本に関する文書を収録。中立、義勇軍、化学兵器(毒ガス)使用、私有財産の取扱い、陸戦の法

規慣例に関する条約、日本が締約国の武力紛争関係条約、特定の種類の兵器の使用等規制条約及び日本海海戦

で大破・自沈したロシア巡洋艦ナヒーモフ号の日本による船内調査想定問答集に関する文書を含む。

1966/5/1 1981/3/31 国際法局国際法課

2022-0602 戦時国際法（一般、陸戦、中立）（2）
戦時国際法と日本に関する文書を収録。武力紛争に原因する傷病者の保護と国際条約、中立と集団安全保障、

非武装中立及び戦時と平時、有事に関する文書を含む。
1957/1/1 1978/2/28 国際法局国際法課

2022-0479 第119回国会答弁資料／国際平和協力・中東貢献策関係
国際平和協力・湾岸地域での中東貢献国会答弁資料を収録。中東政策、国連政策、経済制裁、医療団派遣及び

避難民援助に関する文書を含む。
1990/8/1 1990/10/31

総合外交政策局安全保障政

策課国際平和・安全保障協

力室

2022-0480
国際平和協力法／条文作成、法制局審査推移（第119回

国会）

「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（PKO法）」制定に関する文書を収録。武器使用に関す

る各国調査、第119回国会に提出された国際連合平和協力法案の確定版及び要綱・提案理由説明に関する文書

を含む。

1990/8/1 1990/10/31

総合外交政策局安全保障政

策課国際平和・安全保障協

力室

2022-0481 国際平和協力法／成立までの経緯

「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（PKO法）」制定に関する文書を収録。第119回国会に

提出された国際連合平和協力法案の骨子、同法の考え方、国会提出スケジュール、自衛隊の関与及び国連平和

協力法検討会に関する文書を含む。

1990/9/1 1990/9/30

総合外交政策局安全保障政

策課国際平和・安全保障協

力室

2022-0482 中共承認／諸外国 諸外国による中国の政府承認及び外交関係樹立に関する文書を収録。往復書簡等の外交文書及び報道を含む。 1949/10/1 1973/3/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0483 中共承認／諸外国

諸外国による中華人民共和国の政府承認、国交樹立及び台湾（中華民国）の取扱いに関する文書を収録。二つ

の中国に対する中国・台湾（国民政府）の態度、日中国交正常化に対する中国の態度、各国の中国との外交関

係樹立方式、日本国との平和条約署名国と中国(未)承認国との関係及びオーストラリア、英、西独等諸外国と

中国との関係に関する文書を含む。

1964/1/1 1972/6/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0484 ココム／個別案件（諸外国企業）

諸外国企業における対共産圏輸出統制委員会（ココム）規制の個別案件に関する文書を収録。西独企業の対ソ

不正輸出事件、仏企業数社のココム違反摘発、日ソ合弁企業の設立の現状と問題点、日ソ海運、米企業の対ソ

輸出、対リビア輸出、西側コンピュータの共産圏での大量流通及びスイスの対ソ不正輸出容疑に関する文書を

含む。

1986/10/1 1990/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0485 ココム／データ暗号規格（DES）規制
米国の旧国家データ暗号規格(DES)の規制に関する文書を収録。専門家による事前協議、1984年7月の日米協

議及び今後の対応振りに関する文書を含む。
1984/5/1 1985/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0486 ココム／日米協力

対共産圏輸出統制委員会（ココム）規制に関する米国との協力に関する文書を収録。米国中央情報局（CIA）

関係想定問答集、ソ連の高度技術ターゲティングの脅威及び1989年9月の工作機械の対ソ不正輸出に関する

ブッシュ・米大統領発海部総理宛親書に係る文書を含む。

1976/5/1 1989/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課
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2022-0487 ココム／学者、文化人等入国

共産圏からの学者、技術者、留学生等の入国に関するココム規制上の観点からのコメントに関する文書を収

録。コンピュータ支援設計と工作機械への応用及び鉄道管理コンピュータシステムの向上に関する文書を含

む。

1989/12/1 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

2022-0488 ココム／個別案件

対共産圏輸出統制委員会（ココム）規制の個別案件に関する文書を収録。共産圏向けパワートランジスタ組立

工場の輸出、アイルランド企業の東欧向けパソコン輸出及び日本企業の不正輸出の疑い事例に関する文書を含

む。

1977/7/1 1988/1/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0489 ココム／個別案件（本邦企業）
本邦企業における対共産圏輸出統制委員会（ココム）規制の個別案件に関する文書を収録。ダイキン工業の対

ソ高純度ハロン液不正輸出、北朝鮮向け戦略物資流出の阻止及び中国の炭素繊維入手に関する文書を含む。
1988/2/1 1989/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0490 ココム／個別案件（諸外国企業）

東芝機械ココム違反事件を巡るノルウェーの動向に関する文書を収録。米議会の東芝機械及びノルウェー兵器

会社コングスベルグ社制裁及びノルウェーの高度技術輸出規制に関する同国国内報道振り及び同国外務省の見

方に関する文書を含む。

1987/10/1 1988/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0491 ココム／個別案件（東芝機械事件）
東芝機械ココム違反事件を巡る米国との折衝に関する文書を収録。米側との情報交換、対外応答要領、米議会

の東芝機械制裁問題及び東芝の東独向け半導体製造技術供与の疑惑に関する文書を含む。
1987/8/1 1989/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0492 ココム／個別案件（本邦企業）
本邦企業における対共産圏輸出統制委員会（ココム）規制の個別案件に関する文書を収録。東芝の東独向け半

導体製造技術供与の疑い及びココム違反に関するオランダ側情報に係る文書を含む。
1986/12/1 1989/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0493 ココム／個別案件（本邦企業）
本邦企業における対共産圏輸出統制委員会（ココム）規制の個別案件に関する文書を収録。伝送通信用装置機

器の対中輸出、化学兵器原材料のリビア向け輸出嫌疑及びソナーの対ソ不正輸出に関する文書を含む。
1989/1/1 1990/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0494 ココム／資料

対共産圏輸出統制委員会（ココム）規制に関する各種発言応答要領及びブリーフ用資料に係る文書を収録。次

官の対総理・官房長官ブリーフ用資料、新外務大臣・新政務次官ブリーフ用資料、日米首脳会談発言要領、総

理訪中用応答要領及び日中首脳会談用資料に関する文書を含む。

1987/9/1 1989/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0495 ココム／対EC

1989年4月の第3回対共産圏輸出統制委員会（ココム）執行委員会に関する文書を収録。日本の冒頭発言、対

処方針、日米事前意見交換、議長サマリー、議事録、結果、ココム規制を巡る英・西独の立場と問題点並びに

同年6月のイントラココム取引WGの対処方針及び審議概要に関する文書を含む。

1988/11/1 1989/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0496 ココム／対EC
対共産圏輸出統制委員会（ココム）執行委員会のワーキンググループに関する文書を収録。1989年2月のハー

モナイズドシステムWG及び同年3月の第3国協力WGの対処方針に関する文書を含む。
1989/1/1 1989/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課
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2022-0497 ココム／武器輸出
諸外国の武器政策に対する日本の対応に関する文書を含む。ギリシャ空軍によるYS-11輸送機の使用、諸外国

の武器購入の要請及び武器輸出三原則に関する国会答弁資料に係る文書を含む。
1981/3/1 1984/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0498 ココム・ライセンス・エンフォースメント会合

パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）の担当官会合に関する文書を収録。1987年6月のエンフォー

スメント会合の会議資料並びに1988年9月のライセンシング会合の準備、報告及び会議資料に関する文書を含

む。

1987/4/1 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

2022-0499 ココム執行政策委員会会合

対共産圏輸出統制委員会（ココム）執行委員会のワーキンググループに関する文書を収録。1988年6月のWG

準備会合、同年9月のライセンシング担当官会合における日本のステートメント並びに同年9月のイントラコ

コム取引WG及び第三国協力WGの対処方針及び審議概要に関する文書を含む。

1988/1/1 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

2022-0500 ココム執行政策委員会会合

対共産圏輸出統制委員会（ココム）執行委員会のワーキンググループに関する文書を収録。1988年9月の米国

との非公式事前意見交換並びに共通保護基準WG及びハーモナイズドシステムWGの対処方針及び審議概要に

関する文書を含む。

1988/7/1 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

2022-0501 ココム定例委員会
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題及び第3国例外輸出案

件審議の対処振りに関する文書を含む。
1983/3/1 1985/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0502 ココム定例委員会

パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題、第3国例外輸出案件

審議の対処振り、日本案件審議状況、日本特認案件、特認案件審議期限・審議手続、フランス潜水艦用ソナー

対中輸出、米対中案件及び対中優遇問題に関する文書を含む。

1984/1/1 1984/8/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0503 ココム定例委員会
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題並びに第3国例外輸出

案件及び日本案件の審議の対処振りに関する文書を含む。
1984/8/1 1984/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0504 ココム定例委員会
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題並びに第3国例外輸出

案件、日本案件及び米対中輸出案件の審議の対処振りに関する文書を含む。
1984/12/1 1985/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0505 ココム定例委員会
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題並びに第3国例外輸出

案件及び日本案件の審議の対処振りに関する文書を含む。
1985/4/1 1985/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0506 ココム定例委員会
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題並びに第3国例外輸出

案件及び日本案件の審議の対処振りに関する文書を含む。
1985/6/1 1985/8/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課
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2022-0507 ココム定例委員会
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題並びに第3国例外輸出

案件及び日本案件の審議の対処振りに関する文書を含む。
1985/8/1 1985/10/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0508 ココム定例委員会
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題並びに第3国例外輸出

案件及び日本案件の審議の対処振りに関する文書を含む。
1985/10/1 1985/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0509 ココム定例委員会
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題並びに第3国例外輸出

案件及び日本案件の審議の対処振りに関する文書を含む。
1987/10/1 1988/1/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0510 ココム定例委員会／例外輸出案件審議
パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題及び第3国例外輸出案

件審議の対処振りに関する文書を含む。
1983/1/1 1983/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0511 ココム定例委員会／例外輸出案件審議

パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。議題並びにベルギーの対中

電話交換機、米対中輸出案件(技術データ及びデジタルシステムマルチメーター組立用装置)及び特認案件の審

議の対処振りに関する文書を含む。

1983/3/1 1985/8/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0512 ココム例外輸出申請／日本

パリにおける対共産圏輸出統制委員会（ココム）定例委員会に関する文書を収録。日本の例外輸出案件(対中

電話交換機、対ブルガリアコンピュータシステム、対ルーマニアジルコニウム製品輸出)に関する文書を含

む。

1986/6/1 1987/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課
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