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国連中国代表権問題に対する中共外交部の声明 （資料74） 204

(7) 日共、社会党との交流関係

(イ） 中共―日共間

日本共産党代表団と中国共産党代表団との共同声明（1959・3） （資料58） 157

日本共産党代表団と中国共産党代表団との共同声明（1959・10） （資料62） 166

日本共産党議員訪中代表団と中国全国人民代表大会代表団との共同声明 （資料71） 192

日本共産党第九回党大会に対する毛沢東主席のメッセージ （資料93） 246

日本共産党代表団歓迎集会の模様に関する北京放送 （資料98） 269

日本共産党第十回党大会に対する中共中央委祝電 （資料102） 289

「日共修正主義分子の反中国暴行に抗議する」（善隣学生会館事件）と題す

る人民日報の論評
（資料105） 296

「各国革命人民の勝利の方向」と題する人民日報の社説 （資料113） 309

(ロ） 中共ー社会党間

日本社会党訪中使節団と中国人民外交学会との共同声明 （資料36） 113

佐多忠隆社会党議員の中国訪問に関する報告書 （資料53） 144

日本社会党第二次訪中使節団と中国人民外交学会との共同声明 （資料59） 160

毛沢東主席の黒田寿男社会党議員等に対する談話 （資料70） 186

日本社会党第三次訪中使節団と中国人民外交学会との共同声明 （資料75） 207

毛沢東主席の日本社会党訪中代表団佐々木更三議員等に対する談話 （資料91） 240

日本社会党第四次訪中使節団と中国人民外交学会との共同声明 （資料92） 241

2 日中間の貿易・漁業関係等

(1) 日中民間貿易（第一次～第四次）関係



第一次日中民間貿易協定 （資料12） 43

中共の「日本船舶の中国向け就航に関する弁法」 （資料13） 45

第二次日中民間貿易協定 （資料18） 57

第三次日中民間貿易協定 （資料23） 83

第三次日中民間貿易協定延長に関する書簡 （資料32） 106

第三次日中貿易協定延長および一層の促進に関する共同声明 （資料35） 112

第四次日中民間貿易協定交渉に関する共同声明 （資料44） 127

第四次日中民間貿易協定 （資料46） 129

第四次日中民間貿易協定に関し、民間貿易三団体に対する日本政府の回答 （資料47） 134

第四次日中民間貿易協定に関する内閣官房長官の談話 （資料48） 134

日本政府の回答を拒否する南漢宸中国国貿促主席の日本三団体あて書簡 （資料49） 135

長崎国旗事件等に関する陳毅外交部長の談話 （資料51） 140

(2) 日中覚書貿易関係

松村謙三自民党顧問と周恩来総理との会談に関する共同メモ （資料77） 214

日中貿易に関する高碕達之助・廖承志の覚書（いわゆる「L・T貿易覚書」） （資料78） 215

陳毅外交部長の高碕達之助氏随行記者に対する談話 （資料79） 216

高碕・廖連絡事務所相互設置およびその代表の相互派遣に関する会談メモ （資料87） 232

日中新聞記者交換に関する会談メモ （資料88） 233

日中総合貿易連絡員の入国に関する外務省情文局長の談話 （資料90） 239

日中覚書貿易に関する会談コミュニケ（1968年） （資料110） 304

日中覚書貿易日本代表団歓迎宴における劉希文代表の演説要旨 （資料116） 313

日中覚書貿易に関する会談コミュニケ（1969年） （資料117） 314

周恩来総理の日中覚書・友好貿易日本側代表に対する発言要録 （資料118） 316

(3) 日中友好貿易・友好協会関係

周恩来総理の鈴木一雄日中貿促理事に対する談話（いわゆる「対日貿易三原

則」）
（資料67） 178

日中友好貿易促進に関する議定書（1962年） （資料80） 218

貨物船「躍進号」の遭難事件に関する新華社の声明 （資料81） 220

「中日友好協会」成立大会の模様に関する人民日報の記事 （資料82） 221

日中友好協会（正統）本部代表と中日友好協会代表との会談メモ （資料103） 290

日中友好貿易促進に関する議定書（1967年） （資料104） 292

(4) 日中民間漁業協定関係（禁漁区漁業問題を含む）

日中民間漁業協定（1955年） （資料21） 65

日中民間漁業協定の有効期間延長に関する議定書 （資料33） 108

中共の禁漁区命令の補充規定に関する中国漁業協会の通告書簡 （資料40） 121

中共の禁漁区命令の補充規定公布に関する外務省情文局長の談話 （資料41） 123

中共の禁漁区設定に関する外務省情文局長の談話 （資料42） 124



「日本側が漁業協定を破壊していることに抗議する」と題する人民日報の論

評要旨
（資料50） 139

日中民間漁業協定の更新拒否に関する中国漁業協会の通告書簡 （資料52） 143

緊急避難に関する国慶節祝賀訪中代表団と中国人民世界平和保衛委員会等と

の共同声明の付属文書
（資料63） 170

日中民間漁業協定（1963年） （資料83） 224

日中民間漁業協定（1965年） （資料97） 255

日中民間漁業協定の一年延長に関する中国漁業協会の通告電報 （資料114） 311

日中民間漁業協定の六ヵ月延長に関する中国漁業協会の通告電報 （資料125） 328

3 中京地区残留邦人引揚関係

(1) 邦人引揚問題に関する談話・共同声明等

中共地区残留邦人の引揚問題に関する北京放送 （資料14） 46

邦人居留民の帰国援助問題に関する日本赤十字社等と中国紅十字会との申し

合わせ
（資料15） 48

邦人帰国問題等に関する日中懇談覚書 （資料20） 61

日本赤十字社と中国紅十字会との天津会議コミュニケ （資料34） 111

中共地区邦人居留民問題に関する有田八郎社会党顧問と中国人民外交学会と

の会談メモ
（資料43） 125

(2) 邦人引揚問題に関する日中政府間接触

邦人引揚問題に関するジュネーブ駐在日本国総領事より同地中共総領事あて

書簡
（資料24） 87

邦人引揚問題に関する外務省情文局の発表文 （資料25） 89

邦人引揚問題等に関する中共外交部の声明

（付）右問題協議のため北京会談提案のジュネーブ駐在中共総領事より同地

日本国総領事あて書簡

（資料26） 90

邦人引揚問題に関するジュネーブ駐在日本国総領事より同地中共総領事あて

書簡（1955・8・29付）
（資料28） 99

邦人引揚問題に関するジュネーブ駐在日本国総領事より同地中共総領事あて

書簡（1955・10・20付）
（資料29） 101

日中関係正常化のための北京会談を提案するジュネーブ駐在中共総領事より

同地日本国総領事あて書簡
（資料30） 102

中京地区邦人未帰還者問題に関する外務省情文局長の談話 （資料37） 115

行方不明の日本人問題に関するジュネーブ駐在中共総領事より同地日本総領

事あて書簡
（資料38） 116

4 その他

(1) 領海関係

領海に関する中共政府の声明 （資料54） 152

中共の領海声明に関する外務省情文局長の談話 （資料55） 153

(2) 中共からの中国人入国・滞在問題



「中国人民に対する池田内閣の非友好的態度を非難する」（彭真等の入国拒

否問題）と題する人民日報の論評
（資料72） 196

周鴻慶事件に関する国府外交部の声明 （資料84） 227

周鴻慶事件に関する人民日報の記事 （資料85） 228

「日中両国人民の戦闘的友情を破壊することはできない」（劉寧一等の入国

拒否問題）と題する人民日報の論評
（資料100） 283

(3) 在中共抑留邦人関係

日華貿易興業の北京駐在員逮捕事件に関する邦字紙の記事 （資料109） 303

日本経済新聞の北京特派員逮捕事件に関する邦字紙の記事 （資料111） 305

日本経済新聞の北京特派員釈放に関する北京放送 （資料124） 328

(4) 

佐藤内閣批判関係

日韓条約・ASPAC・佐藤訪台・佐藤ージョンソン共同コミュニケ等に対する

中共の非難

「佐藤栄作の白昼夢」と題する人民日報の論評 （資料94） 247

「佐藤内閣は『吉田書簡』を撤回せよ」と題する人民日報の論評 （資料95） 251

日韓条約締結に関する中共政府の声明 （資料96） 253

第一回ASPAC会議開催に関する中共外交部の声明 （資料99） 280

「佐藤首相、わが神聖な領土台湾に進入して挑発」（台湾訪問問題）と題す

る人民日報の記事
（資料106） 298

佐藤総理とジョンソン米大統領との間の共同コミュニケ（第三項） （資料107） 299

「日米会談の罪悪的陰謀」と題する人民日報の論評 （資料108） 300

「日本反動派は気違いのように軍備拡張と戦争準備の政策を推し進めてい

る」と題する人民日報の論評
（資料119） 318

佐藤総理とニクソン米大統領との間の共同コミュニケ（第四項） （資料120） 322

「米日反動派の罪悪的陰謀」（日米共同コミュニケ）と題する人民日報の社

説
（資料121） 323

アルバニア駐中共大使レセプションにおける周恩来総理の演説 （資料122） 326

「日本反動派、夢を見るな」（日華関係）と題する人民日報の論評 （資料126） 330

Ⅱ　年表（1949年～1969年） 335
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