
令和4年11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
日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　第8巻

1962年から1964年にかけての、日韓会談の進め方に関する文書を収録。具体的には、日韓会談の今後の進め

方、日本側代表打合せ会議録、米国との会談記録、各方面への報告の記録、日韓会談の経緯と問題点等を含

む。

1962/1/1 1964/3/31
アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

3-9

日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第七次会談　第4

巻

日韓条約及び諸協定締結のための第七次会談のうち、日韓請求権問題に関する事務レベル会合、請求権及び経

済協力委員会(経済協力分科会、請求権分科会を含む)に関する文書等を収録。
1965/3/1 1969/11/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

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

3-9

日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第七次会談　第5

巻
日韓条約及び諸協定締結のための第七次会談のうち、漁業委員会に関する文書を収録。 1964/12/1 1965/5/31

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

9巻
日韓国交正常化交渉に関する文書を収録。具体的には「日韓国交正常化交渉の記録」の総説15、16を収録。 1967/6/1 1972/10/31

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

13巻
日韓国交正常化交渉に関する文書を収録。具体的には、「日韓国交正常化交渉の記録」の資料1を収録。 1968/10/1 1971/11/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

2022-0620 中国・ソ連関係／基礎資料（1）
中ソ関係の基礎資料を収録。中ソ関係月報、年表、フィッシャー・東独外相と安全保障問題研究会との懇談録

及び中ソ対外関係全般に関する文書を含む。
1974/11/1 1978/1/31

国際情報統括官組織第三国

際情報官室

2022-0620 中国・ソ連関係／基礎資料（2）
中ソ関係の基礎資料を収録。中ソ武力紛争発生、中ソ間の軍事情勢、中ソ国境交渉、国境・領土問題に対する

中国の態度及び中ソ国境河川航行合同委員会に関する文書を含む。
1969/8/1 1978/7/31

国際情報統括官組織第三国

際情報官室

2022-0620 中国・ソ連関係／基礎資料（3）
中ソ関係の基礎資料を収録。第三世界に対する中ソの動き、中ソ貿易交渉と協定、中ソ国境通商会談、旧敵国

条項と中ソ同盟条約及び中ソ国家関係と今後の見通しに関する文書を含む。
1974/7/1 1978/5/31

国際情報統括官組織第三国

際情報官室

2022-0621 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。各種南北対話の概要、南北総理級会談第3～5回予備会議及び南

北赤十字第5回実務接触に関する文書を含む。
1989/9/1 1989/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0622 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1988年10月の盧泰愚・韓国大統領の国連総会演説、南北体育会

談、南北国会会談及び1989年9月の同大統領の南北統一新方案に関する文書を含む。
1988/10/1 1989/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

1
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2022-0623 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。各種南北対話の概要、南北間各種民間接触、盧泰愚・韓国大統領

念頭記者会見、南北体育会談及び北朝鮮の主張に関する文書を含む。
1990/1/1 1990/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0624 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。北朝鮮の対南提案、1990年7月の盧泰愚・韓国大統領声明及び同

年9月の南北高位級会談に関する文書を含む。
1989/10/1 1990/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0625 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1990年7月の盧泰愚・韓国大統領の対北朝鮮提案、同年8月の北

朝鮮による汎民族大会及び同年9月の南北高位級会談に関する文書を含む。
1990/7/1 1990/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0626 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。南北赤十字会談実務会合、1990年9月の南北高位級会談及び同年

10月の第2回南北高位級会談に関する文書を含む。
1990/9/1 1990/11/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0627 南北朝鮮関係(1)
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1979年6月の金泳三・韓国新民党総裁演説、同年6～7月のカー

ター・米大統領訪韓前の南北朝鮮関係及び1979年南北関係動向に関する文書を含む。
1979/2/1 1979/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0627 南北朝鮮関係(2)
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1979年1月の朴正煕・韓国大統領南北直接交渉提案及び同年2～3

月の板門店接触に関する文書を含む。
1979/1/1 1979/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0628 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。南北調節委員会、南北赤十字会談及び1978年6月の南北両鮮平和

統一宣言5周年に際しての朴正煕・韓国大統領特別声明に関する文書を含む。
1975/2/1 1978/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0629 南北朝鮮関係

韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1979年1月の朴正煕・韓国大統領南北朝鮮対話提案、北朝鮮の提

案、各国の反応(米国、ソ連、中国、ユーゴスラビア、ルーマニア)及び板門店における南北接触に関する文書

を含む。

1979/1/1 1981/11/30
アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0630 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。南北対話再開への動き及び1980年2～3月の南北総理会談準備会

談に関する文書を含む。
1980/1/1 1980/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0631 南北朝鮮関係

韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1980年4～8月の南北総理会談準備会談、1981年1月の全斗煥・

韓国大統領国政演説、同年6月の同大統領南北対話呼びかけ及び北朝鮮の反応並びに南北対話クロノロジーに

関する文書を含む。

1980/11/1 1981/11/30
アジア大洋州局北東アジア

第二課

2
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2022-0632 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1982年1月の全斗煥・韓国大統領の南北統一提案、同年2月の北

朝鮮の百人連合会議提案及び南北対話資料に関する文書を含む。
1981/6/1 1983/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0633 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。米韓合同軍事演習、朝鮮の統一に関する質問主意書と答弁書及び

1984年2月の北朝鮮の三者会談提案に関する文書を含む。
1983/1/1 1984/10/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0634 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1984年1月の北朝鮮の三者会談提案、同年9月の北朝鮮の水害援

助提案と南北赤十字会談及び南北対話クロノロジーに関する文書を含む。
1983/2/1 1984/10/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0635 南北朝鮮関係

韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1984年3月の北朝鮮の三者会談提案(クロノロジー及び基本資

料)、同年10月の南北対話(韓国水害に対する北朝鮮の救援物資引き渡し)、同年11月の南北経済会談及び南北

赤十字予備会談並びに1985年5月の第17回米韓安保協議に関する文書を含む。

1984/3/1 1985/12/31
アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0636 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1985年5月の第2回南北経済会談及び第8回南北赤十字会談、同年

8月の第3回南北赤十字実務者会談並びに同年9月の南北国会会談予備接触に関する文書を含む。
1985/4/1 1987/1/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0637 北朝鮮外交

北朝鮮と第三国との外交関係に関する文書を収録。3者会議、4者会議に関する米中の立場、1983年10月のワ

インバーガー・米国防長官の訪中、同年11月及び1984年1月の安倍外務大臣とシュルツ・米国務長官との会談

並びに1984年1月の北朝鮮の三者会談提案と米中間のやりとりに関する文書を含む。

1983/3/1 1984/3/31
アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0638 北朝鮮外交

北朝鮮と第三国との外交関係に関する文書を収録。1989年6月の日韓次官級協議、同年7月のアルシュサミッ

トでの宇野総理及び三塚外務大臣相発言応答要領、同年11月の金日成・北朝鮮国家主席訪中、1990年2月の江

沢民・中国共産党中央委員会総書記訪朝、同年5月李鵬・中国国務院総理訪朝及び同年9月のシェワルナゼ・

ソ連外相訪朝に関する文書を含む。

1989/5/1 1991/8/31
アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0639 北朝鮮情勢一般
金日成・北朝鮮国家主席の後継者問題に関する文書を収録。後継者問題をめぐる北朝鮮及び朝鮮総連の動向並

びに金正日の動静に関する文書を含む。
1976/3/1 1988/2/29

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0640 北朝鮮情勢一般
北朝鮮情勢に関する文書を収録。1989年4月の趙紫陽・中国共産党中央委員会総書記の訪朝及び同年7月の平

壌における第13回世界青年学生祭典に関する文書を含む。
1988/12/1 1990/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0641 北朝鮮情勢一般
北朝鮮情勢に関する文書を収録。1982年4月の最高人民会議第7期第1回会議、1987年1月の第8期同会議及び

1990年5月の第9期同会議、東欧情勢の影響並びに金正日への権力委譲に関する文書を含む。
1982/4/1 1990/10/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課
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2022-0642 南北朝鮮関係
韓国と北朝鮮との関係に関する文書を収録。1987年8月の韓国の南北外相会談提案、南北対話再開を巡る動

き、ソウル五輪以降の朝鮮半島政策及び1988年7月の盧泰愚・韓国大統領特別宣言に関する文書を含む。
1985/11/1 1988/10/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0643 日・国際熱帯木材機関本部協定(1)
国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）本部協定の締結に関する文書を収録。同本部設立対策室の設置及び本部協定案

作成交渉における在京大使館定員についてのソ連との協議に関する文書を含む。
1984/1/1 1988/3/31 国際協力局地球環境課

2022-0643 日・国際熱帯木材機関本部協定(2)

国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）本部協定の締結に関する文書を収録。前文～11条（定義、法的地位、文書、

本部施設、訴訟手続、税・関税、通信等）に関する本部協定委員会対処方針及び関係省庁との協議に関する文

書を含む。

1985/6/1 1988/2/29 国際協力局地球環境課

2022-0643 日・国際熱帯木材機関本部協定(3)
国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）本部協定の締結に関する文書を収録。車両、訴訟手続、社会保障、課税及び通

信に関する関係省庁との協議に関する文書を含む。
1973/6/1 1987/5/31 国際協力局地球環境課

2022-0643 日・国際熱帯木材機関本部協定(4)

国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）本部協定の締結に関する文書を収録。前文、定義、法的地位、訴訟手続、税・

関税、通信、特権免除、課税、社会保障、紛争解決及び末文等に関する他の協定の参考事項に関する文書を含

む。

1986/11/1 1987/1/31 国際協力局地球環境課

2022-0644 国際熱帯木材機関(ITTO)世界森林基金(1)
国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）に対する日本の協力に関する文書を収録。関係省庁との協議、世界森林基金構

想及び同機関に対する日本の分担金・拠出金に関する文書を含む。
1989/5/1 1989/10/31 国際協力局地球環境課

2022-0644 国際熱帯木材機関(ITTO)世界森林基金(2)
国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）に対する日本の協力に関する文書を収録。林野庁との協議、世界森林基金構想

擬問擬答及び熱帯林破壊に係る世界自然保護基金（WWF）報告書に関する文書を含む。
1988/10/1 1989/6/30 国際協力局地球環境課

2022-0645 中国のGATT参加問題
中国のＧＡＴＴ参加問題に関する文書を収録。小林国際経済担当大使の訪中用資料並びに中国参加問題に関す

るＧＡＴＴ事務局作業部会の審議状況及び日本の対処方針に関する文書を含む。
1987/4/1 1988/6/30 経済局国際貿易課

2022-0646 中国のGATT参加問題

中国のＧＡＴＴ参加問題に関する文書を収録。現状と問題点、中国参加問題に関するＧＡＴＴ事務局作業部会

の審議状況及び日本の対処方針、1988年11月の第44回ＧＡＴＴ総会での中国の一般ステートメント並びに同

年12月の沈覚人・中国対外経済貿易部副部長・宇川国際経済担当大使会談に関する文書を含む。

1988/2/1 1989/2/28 経済局国際貿易課

2022-0647
GATT政府調達／政府調達プラクティカル・ガイドの作

成

各国の政府調達手続に関するプラクティカル・ガイド(手引書)に関する文書を収録。1984年10月のＧＡＴＴ

事務局作成草案及び1988年11月の改訂に対する関係省庁コメントに関する文書を含む。
1983/10/1 1988/11/30 経済局国際貿易課
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2022-0648 ＧＡＴＴ政府調達協定交渉
ＧＡＴＴ政府調達委員会に関する文書を収録。第9条6(b)交渉、拡大交渉の対処方針及び審議概要に関する文

書を含む。
1987/9/1 1988/5/31 経済局国際貿易課

2022-0649 ＧＡＴＴ政府調達協定交渉
ＧＡＴＴ政府調達委員会に関する文書を収録。原産地、政府調達協定拡大交渉（日米非公式協議）、政府調達

協定の役務への適用に関する交渉、会合対処方針及び会議報告に関する文書を含む。
1988/10/1 1990/2/28 経済局国際貿易課

2022-0650 ＧＡＴＴ政府調達協定交渉
ＧＡＴＴ政府調達委員会に関する文書を収録。政府調達協定対象機関の拡大交渉、会合対処方針、審議概要及

び議事録に関する文書を含む。
1990/2/1 1990/9/30 経済局国際貿易課

2022-0651 ＧＡＴＴ政府調達協定交渉

ＧＡＴＴ政府調達委員会に関する文書を収録。政府調達協定対象機関の拡大交渉、日本の機関のオファーリス

ト、電気通信に関する米・ECとの意見交換、建設サービスに関する専門家会合、異議申し立て制度、交渉の

現状と問題点、会合対処方針、審議概要及び代表団気付きの点に関する文書を含む。

1990/9/1 1990/11/30 経済局国際貿易課

2022-0652 ＧＡＴＴ政府調達協定交渉

ＧＡＴＴ政府調達委員会に関する文書を収録。加盟国拡大問題、入札異議申立制度、日・ECテレコム協議、

建設サービス専門家会合、対処方針、審議概要、各国の立場並びに交渉の現状及び日本の採るべき方途に関す

る文書を含む。

1990/7/1 1990/11/30 経済局国際貿易課

2022-0653 GATT第24条6項交渉／ギリシャEC加入
EC拡大に関するGATT第24条6項に基づく交渉に係る文書を収録。ギリシャのEC加入に関するGATTの作業部

会の審議状況に係る文書を含む。
1980/1/1 1983/6/30 経済局国際貿易課

2022-0654 ＧＡＴＴ政府調達協定／第8条適用調達案件
政府調達協定第8条の適用調達案件に関する文書を収録。防弾車、長距離捜索救難機、迎賓館用家具、政府専

用機及びプルトニウム輸送武装護衛艦の調達に関する文書を含む。
1987/6/1 1987/10/31 経済局国際貿易課

2022-0655 ＧＡＴＴ政府調達／基本文書(拡大)
ＧＡＴＴ政府調達委員会に関する文書を収録。政府調達協定第9条6項(b)に基づく対象機関の拡大交渉の対処

方針及び審議概要並びに米国の対日リクエストに関する文書を含む。
1984/4/1 1990/2/28 経済局国際貿易課

2022-0656
GATT／ウルグアイ・ラウンド（金融サービス権限問

題）

ウルグアイ・ラウンド・サービス交渉における金融サービスの取扱いに関する文書を収録。サービス一般枠組

み協定の下での金融サービス機関に関する外務省と大蔵省との間の協議に係る文書を含む。
1990/11/1 1990/12/31

経済局国際貿易課サービス

貿易室

2022-0657 国際緊急援助／メキシコ地震災害（1985年）
1985年9月のメキシコ地震に対する国際緊急医療チーム(JMTDR)の派遣に関する文書を収録。第1次～2次調査

団の派遣と報告会及びチームの業務報告書に関する文書を含む。
1985/9/1 1985/11/30

国際協力局緊急・人道支援

課
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2022-0658 国際緊急援助／コロンビア地震災害（1985年）
1985年11月のコロンビア火山災害に対する日本の支援に関する文書を収録。国際緊急医療チーム(JMTDR)の

派遣と活動報告、土石流発生監視装置及び車いすの供与並びに火山災害専門家の派遣に関する文書を含む。
1985/11/1 1986/1/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0659 国際緊急援助／海外備蓄制の創設

国際緊急援助体制の一環としての海外備蓄制の創設に関する文書を収録。緊急時邦人保護体制の整備・在外公

館受容調、専門家の意見交換、備蓄品リスト、備蓄物資補充方式及び基地別備蓄物資一覧表に関する文書を含

む。

1985/12/1 1988/6/30
国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0660 国際緊急援助隊の派遣に関する法律／制定時各省協議
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律(国際緊急援助隊法)」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・了解に関する文書を含む。
1987/3/1 1987/3/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0661
国際緊急援助／海外備蓄制の創設（UNDROピサ備蓄基

地、ペルー・メキシコ政府との調整）

国際緊急援助体制の一環としての海外備蓄制の創設に関する文書を収録。国連災害救済調整官事務所

(UNDRO)ピサ基地使用問題並びにペルー及びメキシコ政府との調整に関する文書を含む。
1987/11/1 1989/1/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0662

国際緊急援助体制／海外備蓄制の創設（UNDROピサ備

蓄基地、シンガポール・ペルー・メキシコ政府との調

整）

国際緊急援助体制の一環としての海外備蓄制の創設に関する文書を収録。国連災害救済調整官事務所

(UNDRO)ピサ基地使用問題並びにシンガポール、ペルー及びメキシコ政府との調整に関する文書を含む。
1987/12/1 1988/10/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0663
国際緊急援助体制／海外備蓄制の創設（UNDROピサ備

蓄基地、シンガポール・ペルー・メキシコ・仏調査）

国際緊急援助体制の一環としての海外備蓄制の創設に関する文書を収録。大蔵省説明、国連災害救済調整官事

務所(UNDRO)ピサ基地使用問題並びにシンガポール、ペルー、メキシコ及び仏の調査に関する文書を含む。
1987/2/1 1987/12/31

国際協力局緊急・人道支援

課

2022-0664 円借款／対ユーゴスラビア(1)
ユーゴスラビアに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1966年7月の円借款の供与に関する書簡の

交換及び1968年9月の使用期限延長のための書簡の交換に関する文書を含む。
1966/1/1 1968/11/30

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0664 円借款／対ユーゴスラビア(2)
ユーゴスラビアに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。ユーゴからの債権繰延べ要請、各国の状況

及び日本の対応に関する文書を含む。
1965/8/1 1967/9/30

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0664 円借款／対ユーゴスラビア(3)
ユーゴスラビアに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1966年7月の円借款の供与、1985年3月の

債務救済措置に関する書簡の交換及び対ユーゴ経済支援に関する文書を含む。
1966/2/1 1985/5/31

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0664 円借款／対ユーゴスラビア(4)
ユーゴスラビアに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。ユーゴよりのクレジット要請に対する対処

方針及び1972年7月の円借款供与のための書簡の交換に関する文書を含む。
1966/10/1 1974/10/31

国際協力局国別開発協力第

三課
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2022-0664 円借款／対ユーゴスラビア(5)
ユーゴスラビアに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。ユーゴよりのクレジット要請に対する対処

方針並びに1972年7月の円借款供与のための書簡の交換及びローンアグリーメントに関する文書を含む。
1966/10/1 1974/2/28

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0664 円借款／対ユーゴスラビア(6)
ユーゴスラビアに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1971年9月のユーゴよりの日本に対するク

レジット要請及び対応方針並びに西側主要債権国に対する同要請及び対応振りに関する文書を含む。
1966/7/1 1971/12/31

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0665
日ソ渡り鳥等保護条約・日中渡り鳥等保護協定／署名・

国会承認・閣議請議

「渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその生息環境の保護に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共

和国連邦政府との間の条約（日ソ渡り鳥等保護条約）、「渡り鳥及びその生息環境の保護に関する日本国政府

と中華人民共和国政府との間の協定（日中渡り鳥等保護協定）」の締結に関する文書を収録。署名、国会承認

及び効力発生に関する閣議請議に係る文書を含む。

1973/10/1 1985/12/31 国際法局社会条約官室

2022-0666 北太平洋漁業条約／附属書修正勧告の受諾
「北太平洋の公海漁業に関する国際条約（北太平洋漁業条約）」附属書の修正勧告の受諾に関する文書を収

録。受諾のための閣議請議に関する文書を含む。
1986/4/1 1986/4/30 国際法局社会条約官室

2022-0667 生物兵器禁止条約／擬問擬答(1)

「細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発，生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約（生物兵器禁止条

約、BWC）」及び国内法の擬問擬答に関する文書を収録。同条約の作成経緯、同条約擬問擬答(総論・各論)、

同条約（国内法）擬問擬答及び同条約の実施に関する法律擬問擬答に係る文書を含む。

1971/12/1 1982/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

生物・化学兵器禁止条約室

2022-0667 生物兵器禁止条約／擬問擬答(2)

「細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発，生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約（生物兵器禁止条

約、BWC）」及び国内法の擬問擬答に関する文書を収録。擬問擬答草稿、内閣法制局用擬問擬答、厚生省・

法務省意見、旧擬問擬答及び関係条約擬問擬答に係る文書を収録。

1972/4/1 1982/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

生物・化学兵器禁止条約室

2022-0668 国際海事衛星機構／特権免除(1)

国際海事衛星機構（インマルサット）の特権免除に関する議定書の改定に関する文書を収録。同議定書事務局

案に対する日本のコメント並びに1981年5月のロンドンでの同議定書検討作業委員会の対処方針、審議概要及

び報告に関する文書を含む。

1980/4/1 1981/7/31

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

2022-0668 国際海事衛星機構／特権免除(2)

国際海事衛星機構（インマルサット）の特権免除に関する議定書の改定に関する文書を収録。改定議定書草案

並びに1981年11月のロンドンでの同議定書作成外交会議の対処方針、審議概要及び事務局作成討議記録に関

する文書を含む。

1981/4/1 1982/1/31

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

2022-0668 国際海事衛星機構／特権免除(3)
国際海事衛星機構（インマルサット）の特権免除に関する議定書の改定に関する文書を収録。国会提出のため

の準備に関する文書を含む。
1981/4/1 1985/5/31

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

2022-0669 モントリオール議定書

「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の締結に係る文書を収録。1987年3～4月の日米

非公式意見交換並びに1988年3月のナイロビでのオゾン層保護議定書第1回作業部会の対処方針及び概要に関

する文書を含む。

1987/4/1 1988/11/30 国際協力局地球環境課
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2022-0670 オゾン層保護条約／モントリオール議定書採択外交会議
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の締結に係る文書を収録。1987年9月のモントリ

オールでのオゾン層保護議定書採択外交会議及び日本の署名に関する文書を含む。
1987/9/1 1989/4/30 国際協力局地球環境課

2022-0671 円借款／対エジプト円借款（昭和58年度）(1)
エジプトに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。発電プラントバージに係る協力及び1982年度対

エジプト円借款対処方針に関する文書を含む。
1982/10/1 1983/7/31

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0671 円借款／対エジプト円借款（昭和58年度）(2)
エジプトに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。スエズ湾航行安全補助施設整備計画及び1983年

11月の円借款供与に関する書簡の交換に係る文書を含む。
1983/1/1 1984/5/31

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0671 円借款／対エジプト円借款（昭和58年度）(3)
エジプトに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。発電プラントバージに対する特別円借款、クウェ

スショネーア回答及び1983年度対エジプト円借款対処方針に関する文書を含む。
1983/9/1 1984/4/30

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0671 円借款／対エジプト円借款（昭和58年度）(4)
エジプトに対する日本の円借款の供与に関する文書を収録。1984年2月の政府ミッションの派遣、政府レベル

協議の対処方針、クウェスショネーア及び会議概要並びに個別案件に関する文書を含む。
1983/5/1 1984/4/30

国際協力局国別開発協力第

三課

2022-0672 北朝鮮関連査証案件／北朝鮮技術者入国問題
北朝鮮へのプラント輸出に伴う北朝鮮技術者の入国問題に関する文書を収録。入国問題の経緯、韓国側からの

申入れと日本の対応に関する経緯及び北朝鮮へのプラント輸出を巡る口上書に関する文書を含む。
1961/4/1 1966/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0673 北朝鮮関連査証案件／北朝鮮技術者入国問題

北朝鮮へのプラント輸出に伴う北朝鮮技術者の入国問題に関する文書を収録。処理方針、丁一権韓国国務総理

発佐藤総理宛書簡及び返簡、李東元韓国外交部長官発椎名外務大臣相宛書簡及び返簡、国会答弁資料及び韓国

の報道振りに関する文書を含む。

1966/6/1 1966/8/31
アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0674 中共国連外交・政策／国連中国代表権問題

国連中国代表権問題に関する文書を収録。各国の中国政策(一つの中国か二つの中国か)、表決予想、二重代表

制の問題点、周書楷・中華民国外相脱退声明記者会見、評決結果に関するロジャース・米国務長官記者会見及

びウ・タント国連事務総長声明、中華人民共和国代表演説の反響及び中国代表部の動静に関する文書を含む。

1971/5/1 1972/5/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0675
日韓司法案件／韓国代表部書記官新潟赤十字センター爆

破未遂事件容疑問題

韓国代表部及び部員の領事特権に関する文書を収録。新潟赤十字センター爆破未遂事件容疑による金永煥・韓

国代表部三等書記官に対する措置に関する文書を含む。
1952/4/1 1959/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0676 国際海事衛星機構政府間会議(第1回)文書

国際海事衛星機構（インマルサット）の設立に関する文書を収録。1975年4月のロンドンでの政府間会議にお

ける専門家パネル報告、機構設立協定草案に対する各国コメント、政府間海事協議機関（IMCO）事務局長ス

ピーチ及び本会議討議記録に関する同機関事務局作成文書を含む。

1974/7/1 1975/5/31

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
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2022-0677 国際海事衛星機構中間作業部会(第1回)

国際海事衛星機構（インマルサット）の設立に関する文書を収録。1975年4月のロンドンでの政府間会議対処

方針、同年8月のロンドンでの第1回中間作業部会対処方針・報告及び同年9月のオスロでの法律専門家準備会

合対処方針・報告に関する文書を含む。

1975/3/1 1975/9/30

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

2022-0678 国際海事衛星機構政府間会議(第2回)
国際海事衛星機構（インマルサット）の設立に関する文書を収録。1976年2月のロンドンでの第2回政府間会

議（国際海事衛星機構設立条約採択会議）の審議概要に関する文書を含む。
1975/12/1 1976/5/31

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

2022-0679 国際海事衛星機構政府間会議(第2回)文書

国際海事衛星機構（インマルサット）の設立に関する文書を収録。1976年2月のロンドンでの第2回政府間会

議における政府間海事協議機関（IMCO）事務局作成文書（第1及び第2委員会、本部所在地、出資比率、各国

コメント等）に関する文書を含む。

1976/2/1 1976/2/29

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

2022-0680 国際電気通信衛星機構政府間会議(第2回)文書
国際電気通信衛星機構（ITSO）の設立に関する文書を収録。1970年2～3月のワシントンでの第2回政府間会

議における事務局作成文書（本会議における各国コメント）に関する文書を含む。
1970/2/1 1970/3/31

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

2022-0681 国際電気通信衛星機構政府間会議(第2回)文書
国際電気通信衛星機構（ITSO）の設立に関する文書を収録。1970年2～3月のワシントンでの第2回政府間会

議における事務局作成文書（本会議討議記録、代表団リスト）に関する文書を含む。
1970/2/1 1970/3/31

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

2022-0682 国際電気通信衛星機構作業部会(第1、2回)文書
国際電気通信衛星機構（ITSO）の設立に関する文書を収録。第1～2回会期間作業部会における事務局作成文

書（討議記録、条文草案、各国コメント等）に関する文書を含む。
1970/5/1 1970/10/31

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

2022-0683 国際電気通信衛星機構作業部会(第3回)文書
国際電気通信衛星機構（ITSO）の設立に関する文書を収録。第3回会期間作業部会における事務局作成文書

（討議記録、条文草案等）に関する文書を含む。
1970/11/1 1970/12/31

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

2022-0684 国際電気通信衛星機構政府間会議(第3回)文書
国際電気通信衛星機構（ITSO）の設立に関する文書を収録。1971年4～5月のワシントンでの第3回政府間会

議における事務局作成文書（討議記録、条文草案、各国コメント等）に関する文書を含む。
1971/4/1 1971/5/31

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

2022-0685 北朝鮮関連査証案件／本邦入国問題

北朝鮮からの入国問題に関する文書を収録。朝鮮対外文化連絡協会代表団、朝鮮労働党代表団及び同党国際事

業部長の入国問題、日本共産党大会への外国党代表団の参加問題並びに北朝鮮からの入国を許可した最近の主

要例に関する文書を含む。

1975/5/1 1980/11/30
アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0686 北朝鮮関連査証案件／北朝鮮渡航

北朝鮮への渡航に関する文書を収録。在日本朝鮮人総聯合会（朝鮮総連）関係者のニューデリーにおける主体

思想セミナー参加に係る再入国許可問題、日朝議連一行の訪朝及び1979年6月の社会党訪朝団の園田外務大臣

来訪に関する文書を含む。

1979/2/1 1979/9/30
アジア大洋州局北東アジア

第二課

9



令和4年11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

2022-0687 北朝鮮関連査証案件／本邦入国問題
北朝鮮からの入国問題に関する文書を収録。朝鮮労働党代表団及び北朝鮮最高人民会議代表団の入国問題に関

する文書を含む。
1979/1/1 1980/11/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0688 日中関係／本邦要人中国訪問
日本の要人の中国訪問に関する文書を収録。1984年8月の森文部大臣、同年9月の稲村国土庁長官及び同年10

月の高橋公正取引委員会委員長の訪中に関する文書を含む。
1984/6/1 1985/1/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0689
日中関係／国際科学博覧会賓客（方毅中国国務委員・

1985年）

中国要人の訪日に関する文書を収録。1985年5月の国際科学技術博覧会（つくば万博）賓客としての方毅・中

国国務院国務委員の訪日、中曽根総理表敬及び安倍外務大臣表敬に関する文書を含む。
1981/4/1 1985/5/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0690 北朝鮮外交
北朝鮮と西欧、東欧、アジア、中近東、ソ連、中国及び米国との関係に関する文書を収録。1982年9月の金日

成・北朝鮮国家主席の訪中に関する文書を含む。
1974/2/1 1983/4/30

アジア大洋州局北東アジア

第二課

2022-0691 日中関係／要人発言要領等
日本の外交政策に関する中曽根総理及び安倍外務大臣等の発言要領を収録。日中関係、日中経済関係、香港問

題、米中関係及び1984年9月の安倍外務大臣と呉学謙・中国国務院外交部長会談とのに関する文書を含む。
1984/9/1 1985/5/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0692 日中関係／過去の戦争（奥野国土庁長官発言）
奥野国土庁長官の対中国発言問題に関する文書を収録。国会における質疑並びに記者会見等における竹下総

理、宇野外務大臣、小渕官房長官及び林田法務大臣の発言に関する文書を含む。
1988/4/1 1988/6/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0693 日中関係／過去の戦争（奥野国土庁長官発言）
奥野国土庁長官の対中国発言問題に関する文書を収録。日本、中国を始めとする各国報道振り及び中国側反応

に関する文書を含む。
1988/4/1 1988/6/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0694
宇宙空間平和利用委員会／科学技術小委員会（第25会

期）

国連宇宙空間平和利用委員会科学技術小委員会第25会期に関する文書を収録。対処方針、各国一般演説、原

子力衛星原則、審議概要及び報告書に関する文書を含む。
1986/8/1 1988/3/31

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

2022-0695 宇宙空間平和利用委員会／法律小委員会（第26会期）

国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会第26会期に関する文書を収録。対処方針、各国一般演説、原子力

衛星原則、宇宙空間の定義・静止軌道、各国の審議題提案、審議概要、討議記録及び報告書に関する文書を含

む。

1986/12/1 1987/3/31

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

2022-0696 日中関係／朱良中央対外連絡部長訪日（1990年）

1990年7月の自由民主党招待による朱良・中国共産党中央委員会対外連絡部長訪日に関する文書を収録。海部

総理、竹下元総理、金丸元副総理、小沢自民党幹事長、加藤政調会長、西岡総務会長及び栗山外務事務次官と

の会談概要に関する文書を含む。

1990/6/1 1990/7/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課
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2022-0697 日中関係／伊東総理特使の中国訪問（1988年）

1988年4月の伊東自由民主党総務会長の竹下総理特使としての訪中の準備に関する文書を収録。歓迎宴でのス

ピーチ案、発言応答要領及び李鵬・中国国務院総理及び趙紫陽・中国共産党中央委員会総書記宛総理親書に関

する文書を含む。

1988/3/1 1988/4/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0698
日中外相定期協議（第1回）／安倍外務大臣訪中ロジ資

料

1985年10月の第1回日中外相定期協議のための安倍外務大臣訪中のロジに関する文書を収録。日程、一行名

簿、宿舎、荷物、贈呈品、報道関係者招待の際の中曽根総理表敬及び諸外国報道に関する文書を含む。
1985/7/1 1985/11/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0699 日中関係
日中関係に関する文書を収録。1985年2月の栄毅仁・国際投資信託公司董事長の中曽根総理表敬並びに同年4

月の鄧撲方・残疾人福利基金会理事長の中曽根総理及び安倍外務大臣相各表敬に関する文書を含む。
1984/8/1 1985/5/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0700 日中関係 日中関係に関する文書を収録。日中関係の対ソ説明及び日ソ関係の対中説明に関する文書を含む。 1985/10/1 1986/6/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0701 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。財団法人善隣学生会館の設立経緯と財産権問題、同会

館の改組と寄付行為の変更及び中国側提案と折衝に関する文書を含む。
1951/12/1 1985/1/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0702 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。財界からの募金活動及び大蔵省に対する説明に関する

文書を含む。
1983/12/1 1986/2/28

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0703 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。1984～86年度の日中友好施設建設費補助金の予算要

求に関する対大蔵省説明資料を含む。
1984/1/1 1986/4/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0704 日中関係／発言・応答要領

中国情勢及び日本の対中国政策に関する発言応答要領に関する文書を収録。天安門事件以降の中国情勢に関す

る1990年6月の安倍特派大使訪米、同年7月の日加外相定期協議及びロカール・仏首相訪日並びに同年9月の

シェワルナゼ・ソ連外相訪日における文書を含む。

1990/6/1 1990/10/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0705 日中関係／発言・応答要領

中国情勢及び日本の対中国政策に関する発言応答要領に関する文書を収録。天安門事件以降の中国情勢に関す

る1989年9月の中山外務大臣の国連総会出席、同年11月の日豪及び日米外相会談並びに1990年1月の海部総理

の訪欧における文書を含む。

1989/9/1 1989/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0706 日中関係／発言・応答要領
中国情勢及び日本の対中国政策に関する発言応答要領に関する文書を収録。天安門事件以降の中国情勢に関す

る同事件参加者の釈放、第三次円借款及び日米外相会談プレスブリーフィングに関する文書を含む。
1990/1/1 1990/7/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課
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2022-0707 日中関係／発言・応答要領

中国情勢及び日本の対中国政策に関する発言応答要領に関する文書を収録。天安門事件以降の中国情勢に関す

る中山外務大臣の国連総会出席、第3次円借款を含む対中国経済協力方針及び1990年1月の海部総理の訪欧に

おける文書を含む。

1989/6/1 1990/1/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0708 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。日本側有識者による日中文化交流に関する会議、会館

建設のための予算要求及び善隣学生会館の財産権問題に関する対中折衝に係る文書を含む。
1976/2/1 1978/6/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0709 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。設立経緯、設立準備状況、財団法人善隣学生会館の設

立経緯・事業沿革、日中会館の組織・資金案、建設計画に関する文書を含む。
1981/9/1 1982/7/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0710 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。計画概要、補助金、予算要求及び財産権問題に関する

文書を含む。
1983/8/1 1984/9/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0711 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。同財団の運営、理事会(事業計画、予算)、税金の優遇

措置、借入金及び不動産の登記に関する文書を含む。
1988/10/1 1990/10/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0712 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。財団の事業、建設費、1982年9月の鈴木総理・趙紫

陽・中国国務院総理会談、寄付行為及び経済界関係者との打合せに関する文書を含む。
1980/1/1 1983/3/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0713 外務省関係公益法人／日中友好会館（建設問題）
財団法人日中友好会館の建設問題に関する文書を収録。1986年11月の李先念・中国国家主席と古井同会館会

長一行との会見、事業収支、宿泊施設の運営及び理事会に関する文書を含む。
1986/10/1 1987/10/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0714 モンゴル外交／対アジア太平洋地域

モンゴルのアジア太平洋地域に対する外交政策に関する文書を収録。1981年5月の第18回モンゴル人民革命党

大会におけるツェデンバル・モンゴル人民革命党書記長の相互不攻撃等協定提案、同年8月の同書記長発鈴木

総理宛親書によるアジア・太平洋武力不行使提案及び1989年8月のバトムンフ・モンゴル人民革命党書記長の

アジア・太平洋北東部諸国対話構想に関する文書を含む。

1981/5/1 1990/12/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0715
本邦国連外交・政策／中山外務大臣発言資料（国連第45

回総会）

1990年の第45回国連総会における中山外務大臣の会談用発言・応答要領に関する文書を収録。日韓、日中、

日モンゴル、日米、日独各外相会談、G7外相非公式会合、日ECトロイカ外相協議及び一般演説における中山

外務大臣演説に関する文書を含む。

1990/9/1 1990/9/30
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0716 日・EC委員会閣僚会議(第4回)
1990年5月のブリュッセルでの第4回日・EC委員会閣僚会議に関する文書を収録。準備作業項目、取材要領、

議題、日程及び各省連絡会議に関する文書を含む。
1990/2/1 1990/5/31 経済局国際経済課
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2022-0717 日・EC委員会閣僚会議(第4回)／日程等

1990年5月のブリュッセルでの第4回日・EC委員会閣僚会議に関する文書を収録。基本ペーパー、発言・応答

要領ガイドライン、日程、在京欧州自由貿易連合（EFTA）各国ブリーフ、現地ブリーフ、結論文書、共同記

者会見、報告及び中山外務大臣の閣議報告に関する文書を含む。

1987/11/1 1990/6/30 経済局国際経済課

2022-0718
日・EC委員会閣僚会議(第4回)／発言応答要領、記事資

料、共同発表

1990年5月のブリュッセルでの第4回日・EC委員会閣僚会議に関する文書を収録。発言・応答要領及び共同発

表文の作成経緯に関する文書を含む。
1990/5/1 1990/5/31 経済局国際経済課

2022-0719
サミット第16回ヒューストン会議／中国問題発言・応答

要領

1990年7月にヒューストンで行われた第16回先進国首脳会議における対中政策に関する発言・応答要領を収

録。日米、日加、日英各首脳・外相会談、ヒューストン・サミットにおける中国関係の発言・応答要領及び中

国に関するプレスガイドラインに関する文書を含む。

1990/6/1 1990/7/31
アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0720 日中関係／王中国文化部長訪日（1987年）
1987年4月の王蒙・中国国務院文化部長の外務省賓客としての訪日に関する文書を収録。日程、歓迎晩餐会に

おける倉成外務大臣挨拶及び中曽根総理・倉成外務大臣各表敬用資料に関する文書を含む。
1984/6/1 1987/6/30

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0721 国際経済／各種経済関係会議資料集

国際経済に関する先進国の各種会議に関する文書を収録。ボン・サミット宣言のポイント、ウィリアムズバー

グ・サミット総理発言要領、1987年のG5、G7開催問題、PR会合、1987年1月の宮澤大蔵大臣の訪米及び同年

5月の中曽根総理の訪米に関する文書を含む。

1980/4/1 1987/6/30 経済局国際経済課

2022-0722 日・EC関係
日本とECとの経済関係に関する文書を収録。EC市場統合に関する國廣外務審議官のBBCインタビュー及び

1989年12月の中山外務大臣相とアンドリーセン・EC副委員長との会談に関する文書を含む。
1989/1/1 1990/3/31 経済局国際経済課

2022-0723 日・EC関係

日本とECとの経済関係に関する文書を収録。EC代表部の1989年管内情勢報告、日米構造協議に関する対

EC・欧州自由貿易連合（EFTA）ブリーフ及びECの反応、1990年7月の中山外務大臣相とアンドリーセン・

EC副委員長との会談並びに同年10月の宮澤衆議院議員とコール・西独首相及びドロール・EC委員長との各会

談に関する文書を含む。

1989/10/1 1990/11/30 経済局国際経済課

2022-0724 宇宙空間平和利用委員会／法律小委員会（第29会期）
国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会第29会期に関する文書を収録。対処方針、原子力衛星原則及び報

告書の採択・気付きの点に関する文書を含む。
1990/1/1 1990/4/30

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

2022-0725 地球環境保全東京会議(日・国連環境計画共催国際会議)
1989年9月の「地球環境保全に関する東京会議」に係る文書を収録。国内有識者会合、日程・議題、1989年8

月の堀内環境庁長官の訪米・訪加、海部総理挨拶、議長サマリー及び概要・評価に関する文書を含む。
1988/8/1 1989/12/31 国際協力局地球環境課

2022-0726 アフリカ象保護ドナー会合
アフリカ象保護問題に関する文書を収録。問題の背景、日本の考え方・対応及び1990年4月の仏主催アフリカ

象保護ドナー会合に関する文書を含む。
1989/6/1 1990/4/30 国際協力局地球環境課
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2022-0727
GATT／日・カナダ・トウヒ・マツ・モミ加工材関税問

題パネル

SPFかんながけ製材ディメンションランバーに対する日本の輸入関税に関しカナダが設置を求めたGATTパネ

ルにおける審議経緯に関する文書を収録。二国間協議、パネル設置、付託事項、林野庁との調整、パネル日

程、パネリスト質問及び日加首脳会談用資料に関する文書を含む。

1987/8/1 1988/7/31 国際法局経済紛争処理課

2022-0728
GATT／日・カナダ・トウヒ・マツ・モミ加工材関税問

題パネル(関税分類調査)

SPFかんながけ製材ディメンションランバーに対する日本の輸入関税に関しカナダが設置を求めたGATTパネ

ルにおける審議経緯に関する文書を収録。各国の関税分類制度の調査に関する文書を含む。
1988/3/1 1988/4/30 国際法局経済紛争処理課

2022-0729
GATT／日・カナダ・トウヒ・マツ・モミ加工材関税問

題パネル

SPFかんながけ製材ディメンションランバーに対する日本の輸入関税に関しカナダが設置を求めたGATTパネ

ルにおける審議経緯に関する文書を収録。1988年7月のパネル第1回会合、同年11月の第2回会合及びパネル報

告書案に対する日本のコメントに関する文書を含む。

1988/7/1 1989/3/31 国際法局経済紛争処理課

2022-0730
GATT／日・カナダ・トウヒ・マツ・モミ加工材関税問

題パネル

SPFかんながけ製材ディメンションランバーに対する日本の輸入関税に関しカナダが設置を求めたGATTパネ

ルにおける審議経緯に関する文書を収録。パネル報告書及び1989年5～7月の理事会に関する文書を含む。
1989/3/1 1989/9/30 国際法局経済紛争処理課

2022-0731
GATT／日・カナダ・トウヒ・マツ・モミ加工材関税問

題パネル・サブ・ミッション(第1回)

SPFかんながけ製材ディメンションランバーに対する日本の輸入関税に関しカナダが設置を求めたGATTパネ

ルにおける審議経緯に関する文書を収録。1988年7月のパネル第1回会合における日本とカナダの提出書類に

関する文書を含む。

1988/7/1 1988/7/31 国際法局経済紛争処理課

2022-0732
GATT／日・カナダ・トウヒ・マツ・モミ加工材関税問

題パネル・サブ・ミッション(第2回)

SPFかんながけ製材ディメンションランバーに対する日本の輸入関税に関しカナダが設置を求めたGATTパネ

ルにおける審議経緯に関する文書を収録。1988年11月のパネル第2回会合における日本、カナダ及びニュー

ジーランドの提出書類に関する文書を含む。

1988/9/1 1988/11/30 国際法局経済紛争処理課

2022-0733
GATT／日・カナダ・トウヒ・マツ・モミ加工材関税問

題パネル(参考資料)

SPFかんながけ製材ディメンションランバーに対する日本の輸入関税に関しカナダが設置を求めたGATTパネ

ルにおける審議経緯に関する文書を収録。1987年10月のガット23条非公式協議、スペインのコーヒー豆関税

のパネル報告書及び国際貿易機関(ITO)起草時の同種の産品に関する文書を含む。

1987/9/1 1988/11/30 国際法局経済紛争処理課

2022-0734 国際海事衛星機構第7回総会
1989年10～11月のリスボンでの国際海事衛星機構（インマルサット）第7回総会に関する文書を収録。対処方

針及び報告に関する文書を含む。
1989/2/1 1990/2/28

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

2022-0735
国際海事衛星機構第6回臨時総会／陸上移動業務に関す

る条約改正

1989年1月のロンドンでの国際海事衛星機構（インマルサット）第6回臨時総会に関する文書を収録。陸上移

動衛星業務の提供に係る条約改正に関する専門家会合対処方針・結果並びに第6回臨時総会対処方針、協議概

要及び報告書に関する文書を含む。

1987/12/1 1989/2/28

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

2022-0736 日・EU自動車問題
ECの対日自動車政策に関する文書を収録。1989年11月の中山外務大臣とアンドリーセン・ＥＵ副委員長との

会談、外相理事会での討議及び各国の立場に関する文書を含む。
1989/10/1 1990/11/30 経済局国際経済課
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2022-0737 日中関係／過去の戦争（盧溝橋事件50周年）
1987年7月の盧溝橋事件50周年に関する文書を収録。中国側記念行事の概要と背景、中国人民抗日戦争気紀念

館落成式、学術討論会及び内外関連報道に関する文書を含む。
1986/9/1 1988/7/31

アジア大洋州局中国・モン

ゴル第一課

2022-0738 国連第44回総会／宇宙空間平和利用
国連宇宙空間平和利用委員会の第44回国連総会における文書を収録。対処方針及び報告書に関する文書を含

む。
1989/6/1 1990/3/31

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

2022-0739
宇宙空間平和利用委員会／科学技術小委員会（第27会

期）

国連宇宙空間平和利用委員会科学技術小委員会第27会期に関する文書を収録。対処方針及び報告に関する文

書を含む。
1988/12/1 1990/3/31

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

2022-0740
宇宙空間平和利用委員会／科学技術小委員会（第27会

期）

国連宇宙空間平和利用委員会科学技術小委員会第27会期に関する文書を収録。事務局作成文書(宇宙空間にお

ける原子力利用、宇宙空間利用の国連システム内調整等)に関する文書を含む。
1989/12/1 1990/3/31

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

2022-0741 宇宙空間平和利用委員会（第33会期）
国連宇宙空間平和利用委員会第33会期に関する文書を収録。対処方針、一般発言案、審議概要及び報告書採

択に関する文書を含む。
1989/2/1 1990/10/31

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

2022-0742 宇宙空間平和利用委員会／原子力電源原則

国連宇宙空間平和利用委員会に対する日本の作業文書の提出に関する文書を収録。科学技術小委員会第22会

期原子力衛星問題作業部会の審議に資するための1985年2月の宇宙空間における原子力電源の使用に関する作

業文書の国連事務総長宛提出及び1990年1月の宇宙ごみ（スペースデブリ）に関する作業文書の同事務総長宛

提出に関する文書を含む。

1979/9/1 1990/1/31

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

2022-0743 7ヶ国蔵相・中央銀行総裁会議
7ヶ国蔵相・中央銀行総裁会議(G7)に関する文書を収録。円安問題、1990年4月のペイユ・経済協力開発機構

（OECD）事務総長の訪日、同年4月のパリでのG7及び同年5月のワシントンでのG7に関する文書を含む。
1986/5/1 1990/7/31 経済局国際経済課

2022-0744 日・ECハイ・レベル協議(1990年)

日本とECの間のハイレベル協議に関する文書を収録。1987～90年の協議の議題・出席者、1990年7月の日・

EC貿易問題作業部会議事録、同年10月の第2回同作業部会議事録並びに同年10月の東京での日・ECハイレベ

ル協議準備会合の発言応答要領及び記者ブリーフに関する文書を含む。

1987/7/1 1990/10/31 経済局国際経済課

2022-0745 日・ECハイ・レベル協議(1990年)

日本とECの間のハイレベル協議に関する文書を収録。1990年10月のブリュッセルでの第2回日・EC貿易問題

作業部会報告書の作成経緯及び同年10月の東京での日・ECハイレベル協議準備会合の議題に関する文書を含

む。

1990/9/1 1990/10/31 経済局国際経済課

2022-0746 日・EC委員会閣僚会議(第4回)

1990年5月のブリュッセルでの第4回日・EC委員会閣僚会議に関する文書を収録。発言応答要領、中山外務大

臣相と・アンドリーセン・EC副委員長の会談発言ポイント、結論文書、会議ブリーフ、報告及びロジブック

に関する文書を含む。

1990/4/1 1990/6/30 経済局国際経済課
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2022-0747 日・EC委員会閣僚会議(第4回)
1989年6月にブリュッセルで予定されていた第4回日・EC委員会閣僚会議に関する文書を収録。発言応答要

領、ロジブック及び参考資料に関する文書を含む。
1989/5/1 1989/6/30 経済局国際経済課

2022-0748 日・EC委員会閣僚会議(第2回)
日・EC委員会閣僚会議に関する文書を収録。1985年11月の第2回閣僚会議の出席者及び記事資料、1989年11

月のハイレベル協議の日程並びにこれまでの閣僚会議の出席者・議題に関する文書を含む。
1985/11/1 1989/11/30 経済局国際経済課
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