
（資料1）

番号 新 資料の概要 資料提供国 主な記載事項 入手時期

1 旧ソ連邦抑留中死亡者名簿
ソ連邦及び
ロシア連邦

氏名、生年、民族、階級、死亡日、埋
葬日、墓番号、区画番号

平成3年4月
平成7年3月
平成19年4月
平成19年6月
平成20年1月

2 カザフスタン抑留中死亡者名簿 カザフスタン共和国
氏名、生年、階級(身分)、死亡年月日、
死亡原因、父の名

平成6年4月
平成13年12月

3 旧ソ連邦抑留者名簿（露地方機関保有資料） ロシア連邦
氏名、実父、生年、出生地、収容地
点、階級、死亡年月日、収容所、埋葬
年月日、民族、埋葬場所等

平成12年
　～平成18年3月

4 第46収容所付属病院死亡者名簿 ロシア連邦
氏名、生年、階級、作業大隊、入院
日、診断結果、死亡日

平成20年4月

5
旧ソ連邦抑留中死亡者名簿（第552～
556,558,560独立労働大隊）

ロシア連邦
氏名、生年、出生地、死亡日、階級、
記載頁、目録

平成21年3月

6
旧ソ連邦抑留中死亡者名簿（第771赤軍移動野
戦病院）

ロシア連邦 氏名、死亡日、埋葬場所 平成25年3月

7
旧ソ連邦抑留中死亡者名簿（タンボフ州･アルタイ
地方･モルドヴァ共和国）

ロシア連邦 氏名、生年、出生地 平成21年3月

8 北朝鮮移送者名簿 ロシア連邦
氏名、生年、階級、死亡年月日、埋葬
地

平成17年3月

9

平成18年11月に露側から提供された資料（死亡
者名簿、移送者名簿、収容者名簿、埋葬地など
に関する資料）
主な地域：大連、樺太、沿海地方、マガダン州、
北朝鮮、満州

ロシア連邦 平成18年11月

本国送還第53中継収容所（北朝鮮興南等）の死
亡者名簿

階級、氏名、生年、死亡日時、診断、
死亡状況、埋葬場所

本国送還第380中継収容所（沿海地方ナホトカ湾
リブストロイ村等）の死亡者名簿

いつどこからの入所か、中隊の番号、
階級、氏名、生年、出生地、死亡場
所、死亡日、死亡原因、埋葬場所、埋
葬日、区画番号、墓所番号

送還用（中継）収容所・各部隊の死亡者名簿（沿
海、大連、興南、元山）

階級、氏名、生年、住所、死亡日、死
亡原因、埋葬日、埋葬場所

日本人死亡者名簿（沿海地方、大連、興南）
氏名、生年、階級、出身地、死亡日、
死亡原因、診断、埋葬場所、埋葬日

日本人死亡者名簿（沿海地方、元山）
氏名、生年、階級、出生地、死亡日、
死亡原因、診断、埋葬場所、埋葬日

本国送還第381収容所と本国送還第382収容所
の日本人死亡者名簿（チタ州、イルクーツク州、ク
ラスノヤルスク地方）

階級、氏名、生年、出生地、死亡原
因、埋葬場所、墓所番号、支部、書類
番号

北鉄道建設収容所・北極建設公団死亡者名簿
（マガダン州）

氏名、生年、階級、出生地、診断、死
亡日、死亡原因、埋葬場所、埋葬日

10 護送部隊関係資料 ロシア連邦 氏名、生年、民族、階級、移送状況
平成25年6～9月
平成26年11月
～平成27年1月

11

平成23年6～7月に露側から提供された資料（死
亡者名簿、移送者名簿、収容者名簿、帰還など
に関する資料）
主な地域：アルタイ地方、沿海地方、イルクーツク
州、チタ州、ウズベキスタン、満州

ロシア連邦 平成23年6～7月

アルタイ地方死亡者名簿
氏名、生年、階級、職業、死亡日、死
亡場所

ブリヤート共和国死亡者名簿
氏名、生年、階級、死亡日、死亡場
所、死因

バシキール共和国死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

イルクーツク州死亡者名簿
氏名、生年、階級、死亡日、死亡場
所、死因、埋葬場所

カザフスタン共和国死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

沿海地方死亡者名簿
氏名、生年、階級、出身地、死亡日、
死亡場所、職業、死因、埋葬場所

チタ州死亡者名簿
氏名、生年、階級、出身地、死亡日、
死亡場所、職業、死因、埋葬場所

ウズベキスタン共和国死亡者名簿
氏名、生年、階級、職業、出身地、父
の名、死亡日、死亡場所、死因、埋葬
場所

＜シベリア・モンゴル地域の名簿形式の資料＞

ロシア連邦政府等から提供された抑留者関係資料一覧



護送連隊死亡者名簿 氏名、生年、死亡場所

12
平成25年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：ハバロフスク地方、沿海地方

ロシア連邦
平成25年12月
～平成26年3月

ハバロフスク地方死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

沿海地方死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

13

平成26年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：イルクーツク州、ハバロフスク地方、ア
ムール州、チタ州

ロシア連邦
平成26年11月
～平成27年2月

イルクーツク州死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

ハバロフスク地方死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

アムール州死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

チタ州死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

14
平成27年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：沿海地方、大連、樺太

ロシア連邦 平成28年3月

沿海地方死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

15
旧ソ連抑留中死亡者名簿（ドニエプロペトロフスク
地方、ドネツク地方、ザポロジーエ地方、ルガンス
ク地方、ハリコフ地方）

ウクライナ
氏名、生年、国籍、階級、死亡日、埋
葬日、墓番号・区画番号

平成28年10月

16

平成28年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：カザフスタン共和国、タタールスタン共
和国、ウズベキスタン共和国、樺太

ロシア連邦 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所
平成28年8月
～平成29年3月

タタールスタン共和国死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

クラスノヤルスク地方死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

アルタイ地方死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

沿海地方死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所イルクーツク地方死亡者名簿

アムール州死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

ハバロフスク地方死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

チタ州死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所



イワノヴォ州死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

カザフスタン共和国死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

ウズベキスタン共和国死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

死亡場所未記載者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

17
平成29年度に露側から提供された資料（収容所
に関する資料）
主な地域：ジョージア

ロシア連邦 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所 平成30年3月

18 モンゴル抑留中死亡者名簿
モンゴル人民共和国
及びモンゴル国

氏名、死亡年月日、親族の住所
平成3年3月
平成4年10月

19

令和元年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：アルタイ地方、タタールスタン共和国、
イルクーツク州、チタ州、ハバロフスク地方

ロシア連邦 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所
令和元年5月～
令和元年10月

番号 新 資料の概要 資料提供国 主な記載事項 入手時期

1 旧ソ連邦抑留者名簿（露地方機関保有資料） ロシア連邦
氏名、実父、生年、出生地、収容地
点、階級、死亡年月日、収容所、埋葬
年月日、民族、埋葬場所等

平成12年
　～平成18年3月

2
旧ソ連邦抑留中死亡者名簿（第552～
556,558,560独立労働大隊）

ロシア連邦
氏名、生年、出生地、死亡日、階級、
記載頁、目録

平成21年3月

3 北朝鮮移送者名簿 ロシア連邦 氏名、生年、階級 平成17年3月

4

平成18年11月に露側から提供された資料（死亡
者名簿、移送者名簿、収容者名簿、埋葬地など
に関する資料）
主な地域：大連、樺太、沿海地方、マガダン州、
北朝鮮、満州

ロシア連邦 平成18年11月

本国送還第14中継収容所（大連）の死亡者名簿
氏名、生年、出身、死亡日時、診断、
死亡状況、埋葬場所

本国送還第53中継収容所（北朝鮮興南等）の死
亡者名簿

階級、氏名、生年、死亡日時、診断、
死亡状況、埋葬場所

送還用（中継）収容所・各部隊の死亡者名簿（沿
海、大連、興南、元山）

階級、氏名、生年、住所、死亡日、死
亡原因、埋葬日、埋葬場所

日本人死亡者名簿（沿海地方、大連、興南）
氏名、生年、階級、出身地、死亡日、
死亡原因、診断、埋葬場所、埋葬日

日本人死亡者名簿（沿海地方、元山）
氏名、生年、階級、出生地、死亡日、
死亡原因、診断、埋葬場所、埋葬日

日本人死亡者名簿（樺太）
氏名、生年、死亡状況、死亡日、埋葬
場所、本国送還業務局へ電信した日
付及び電信番号

第20独立労働大隊等の死亡者名簿（樺太等） 氏名、生年、民族、職業、死亡日

5

平成23年6～7月に露側から提供された資料（死
亡者名簿、移送者名簿、収容者名簿、帰還など
に関する資料）
主な地域：アルタイ地方、沿海地方、イルクーツク
州、チタ州、ウズベキスタン、満州

ロシア連邦 平成23年6～7月

＜その他地域の名簿形式の資料＞



6 第379中継収容所死亡者名簿 ロシア連邦
氏名、性別、生年、出身地、死因死亡
年月日、埋葬地、埋葬日

平成28年1月

7
平成27年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：沿海地方、大連、樺太

ロシア連邦 平成28年3月

大連死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

樺太死亡者名簿 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所

8

平成28年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：カザフスタン共和国、タタールスタン共
和国、ウズベキスタン共和国、樺太

ロシア連邦 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所
平成28年8月
～平成29年3月

番号 新 資料の概要 資料提供国 主な記載事項 入手時期

1 旧ソ連邦抑留者個人別登録文書（死亡者分） ロシア連邦

姓、名、出生日、出生地、住所、家族
氏名、職業、階級、部隊名、捕虜となっ
た場所、死亡場所、死亡日、死因、埋
葬場所、個人資料の資料番号

平成5年12月
平成17年4～9月

2 旧ソ連邦抑留者個人別登録文書（帰還者分） ロシア連邦
姓、名、出生日、出生地、住所、家族
氏名、職業、階級、部隊名、捕虜となっ
た場所

平成12年2月
～平成14年3月

3 捕虜登録カード（労働大隊所属分） ロシア連邦
氏名、階級、生年、死亡日、死亡場
所、埋葬場所、住所、出生地

平成19年11月

4 旧ソ連邦抑留者登録カード ロシア連邦

氏名、生年、出生地、召集前の住所、
民族、国籍、党籍、信仰、教育、職業、
所属した軍、召集・志願の別、兵種、所
属部隊、階級、職務、投降・非投降の
別、日付及び場所

平成21年12月
～平成22年4月

5 独立労働大隊命令簿 ロシア連邦
氏名、生年、出生地、死亡日、階級、
記載頁

平成19年11月

6 裁判記録（帰還者分） ロシア連邦
氏名、生年、出身地、職業、学歴、逮
捕理由、判決内容、判決日、刑期、名
誉回復年月日

平成9年12月
～令和元年11月

7 裁判記録（死亡者が含まれる可能性があるもの） ロシア連邦
氏名、生年、出身地、職業、学歴、逮
捕理由、判決内容、判決日、死亡日、
名誉回復年月日

平成9年12月
～平成29年1月

8 裁判記録 ロシア連邦
氏名、生年、出身地、職業、逮捕理
由、判決日

令和2年3月

9

平成23年6～7月に露側から提供された資料（死
亡者名簿、移送者名簿、収容者名簿、帰還など
に関する資料）
主な地域：アルタイ地方、沿海地方、イルクーツク
州、チタ州、ウズベキスタン、満州

ロシア連邦
氏名、生年、出身地、移送先、死亡
日、受入機関等

平成23年6～7月

10
平成25年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：ハバロフスク地方、沿海地方

ロシア連邦
氏名、生年、出身地、移送先、死亡
日、受入機関等

平成25年12月
～平成26年3月

11

平成26年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：イルクーツク州、ハバロフスク地方、ア
ムール州、チタ州

ロシア連邦
氏名、生年、出身地、移送先、死亡
日、受入機関等

平成26年11月
～平成27年2月

12
平成27年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：沿海地方、大連、樺太

ロシア連邦
氏名、生年、出身地、移送先、死亡
日、受入機関等

平成28年3月

13

平成28年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：カザフスタン共和国、タタールスタン共
和国、ウズベキスタン共和国、樺太

ロシア連邦 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所
平成28年8月
～平成29年3月

＜シベリア・モンゴル地域の名簿形式以外の資料＞



14 モンゴル抑留者個人別登録文書 モンゴル国 氏名、生年、出生地 平成16年8月

15
平成30年度に提供された資料（収容所に関する
資料）
主な地域：カザフスタン共和国

カザフスタン共和国

氏名、生年、出生地、召集前の住所、
民族、国籍、党籍、信仰、教育、職業、
所属した軍、召集・志願の別、兵種、所
属部隊、階級、職務、投降・非投降の
別、日付及び場所

平成30年8月

16 平成30年度に提供された資料 モンゴル国 氏名、死亡年月日、死因、死亡場所 平成31年3月

17 令和元年度に提供された資料（帰還者） モンゴル国 氏名、階級 令和元年7月

18
令和2年度に提供された資料
（抑留者の病気・治療の記録や抑留者が書いた
文章等）

ロシア連邦
氏名、生年、死亡年月日、年齢、出生
地、文章

令和2年7～11月

19 ○
令和3年度に提供された資料
旧ソ連邦抑留者個人別登録文書(裁判記録) ロシア連邦

姓、名、出生日、出生地、住所、家族
氏名、職業、階級、部隊名、捕虜となっ
た場所、裁判記録、死亡場所、死亡
日、死因、埋葬場所、個人資料の資料
番号

令和4年2月

番号 新 資料の概要 資料提供国 主な記載事項 入手時期

1 旧ソ連邦抑留者登録カード ロシア連邦

氏名、生年、出生地、召集前の住所、
民族、国籍、党籍、信仰、教育、職業、
所属した軍、召集・志願の別、兵種、所
属部隊、階級、職務、投降・非投降の
別、日付及び場所

平成21年12月
～平成22年4月

2

平成23年6～7月に露側から提供された資料（死
亡者名簿、移送者名簿、収容者名簿、帰還など
に関する資料）
主な地域：アルタイ地方、沿海地方、イルクーツク
州、チタ州、ウズベキスタン、満州

ロシア連邦
氏名、生年、出身地、移送先、死亡
日、受入機関等

平成23年6～7月

3
平成25年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：ハバロフスク地方、沿海地方

ロシア連邦
氏名、生年、出身地、移送先、死亡
日、受入機関等

平成25年12月
～平成26年3月

4

平成26年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：イルクーツク州、ハバロフスク地方、ア
ムール州、チタ州

ロシア連邦
氏名、生年、出身地、移送先、死亡
日、受入機関等

平成26年11月
～平成27年2月

5
平成27年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：沿海地方、大連、樺太

ロシア連邦
氏名、生年、出身地、移送先、死亡
日、受入機関等

平成28年3月

6

平成28年度に露側から提供された資料（病院、独
立労働大隊、収容所に関する資料）
主な地域：カザフスタン共和国、タタールスタン共
和国、ウズベキスタン共和国、樺太

ロシア連邦 氏名、生年、階級、死亡日、死亡場所
平成28年8月
～平成29年3月

＜その他地域の名簿形式以外の資料＞


