
平成２６年７月２４日外交記録公開　概要

№
管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始年月
ファイル期間

終了年月
カテゴリー

1 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　出入域，外国人の法的地
位　沖縄出入域関係

本ファイルは，1951（昭和26）年11月から1970（昭和45）年9月までの沖縄関係の文書を収録。具体的には，沖
縄出入域に関連する渡航手続の簡素化，日米連絡会議，個別の渡航申請案件等に関する文書を含む。

1951/11 1970/9 沖縄

2 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　出入域，外国人の法的地
位　在沖縄外国人の法的地位（1）

本ファイルは，1959（昭和34）年4月から1971（昭和46）年4月までの沖縄関係の文書を収録。具体的には，在
沖縄外国人，特に台湾人及び朝鮮人/韓国人の法的地位に関する文書を含む。

1959/4 1971/4 沖縄

3 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　技術援助（1）（昭和34，35
年度）

本ファイルは，1958（昭和33）年9月から1960（昭和35）年11月までの沖縄施政権返還前における日本政府の
沖縄に対する経済技術援助に関する文書を収録。具体的には，沖縄に対する日本政府の経済技術援助構
想，同援助の具体案の策定，同援助実施要綱及び年間計画案に係る米側との協議，各種の技術援助の実
施状況等を含む。

1958/9 1960/11 沖縄

4 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　技術援助（2）（昭和36，37
年度）

本ファイルは1960（昭和35）年7月から1963（昭和38）年3月までの沖縄施政権返還前における日本政府の沖
縄に対する経済技術援助に関する文書を収録。具体的には，昭和36（1961)年度及び昭和37(1962)年度の日
本政府による対沖縄技術援助に関する日米折衝，技術専門家派遣計画，沖縄技術者研修計画，対沖縄経
済協力関係予算等を含む。

1960/7 1963/3 沖縄

5 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　技術援助（3）（昭和38年
度）

本ファイルは, 1962（昭和37）年10月から1963年（昭和38）11月までの沖縄施政権返還前における日本政府の
沖縄に対する経済技術援助に関する文書を収録。 具体的には，昭和38(1963)年度の沖縄に対する経済技術
援助年間計画案，同予算案，米側との折衝，南方同胞援護会の沖縄関係事業計画概要等を含む。

1962/10 1963/11 沖縄

6 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　技術援助（4）（昭和37年
度）

本ファイルは，1961（昭和36）年7月から1962（昭和37）年4月までの沖縄施政権返還前における日本政府の
沖縄に対する経済技術援助に関する文書を収録。具体的には，1961（昭和36）年6月の池田総理・ケネディ大
統領共同声明に基づく対沖縄援助としての昭和37(1962)年度の対沖縄経済・技術援助予算概算要求，同予
算概算に関する日米折衝等を含む。

1961/7 1962/4 沖縄

7 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　経済，技術援助（5）（昭和
41年度）

本ファイルは，1965（昭和40）年7月から1967（昭和42）年1月までの沖縄施政権返還前における日本政府の
沖縄に対する経済技術援助に関する文書を収録。具体的には，昭和41(1966)年度予算案に関する日米折
衝，災害対策援助（宮古島台風），日米援助計画案，沖縄教育費援助に関する陳情等を含む。

1965/7 1967/1 沖縄

8 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　経済，技術援助（6）（昭和
43年度）

本ファイルは，1967年（昭和42）10月から1968年（昭和43）8月までの沖縄施政権返還前における日本政府の
沖縄に対する経済技術援助に関する文書を収録。具体的には，昭和43(1968)年度の対沖縄援助計画及び予
算案，日米間の意見交換，佐藤総理のナショナル・プレス・クラブにおける演説後の質疑応答，三木外相記者
会見，日本政府予算案に関する沖縄地元紙の報道等を含む。

1967/10 1968/8 沖縄

9 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　毒ガス問題　毒ガス撤去
第1次移送（1）

本ファイルは，1969(昭和44)年7月から1970(昭和45)年10月までの沖縄毒ガス撤去に関する文書を収録。具
体的には、沖縄毒ガス漏洩事件と収拾策、米国ワシントン州及びオレゴン両州への搬入訴訟問題、米国政府
の対応，米国等の現地紙報道ぶり等の電報等を含む。

1969/7 1970/10 沖縄
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10 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　毒ガス問題　毒ガス撤去
第2次移送

本ファイルは，1971（昭和46）年4月から同年5月までの沖縄施政権返還に伴う米軍保有の毒ガス撤去問題に
関する文書を収録。具体的には，沖縄毒ガス第2次撤去計画に関する文書を含む。

1971/4 1971/5 沖縄

11 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　沖縄における日章旗掲揚
問題

本ファイルは，1954（昭和29）年1月から1969（昭和44）年12月までの沖縄における日章旗掲揚問題に関する
文書を収録。具体的には，米国以外の国旗の掲揚を規制する米側布令等の文書，正月や祝祭日に学校での
日章旗掲揚許可を求める沖縄側からの要望書，掲揚規制に関する日米琉3者間の折衝に関する来往電等を
含む。

1954/1 1969/12 沖縄

12 A'.3.0.0.7-1-3
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖
縄関係　地方自治関係　第1巻

本ファイルは，1957年（昭和32）1月から1962年（昭和37）9月までの沖縄の地方自治に関する文書を収録。具
体的には，沖縄市町村長及び市町村会議員の選挙結果，那覇市長問題をめぐる各国の新聞論調及び同市
長選挙に関する本邦紙報道等を含む。

1957/1 1962/9 沖縄

13 A'.3.0.0.7-1-3
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖
縄関係　地方自治関係　第2巻

本ファイルは，1953（昭和28）年3月から1964（昭和39）年6月まで沖縄の地方自治に関する文書を収録。具体
的には，沖縄市町村会の全国町村会加入問題，那覇市都市計画に伴う日本国有地及び県有地の処置，石
垣市と大浜町の合併等を含む。

1953/3 1964/6 沖縄

14 B'.5.1.0.J/U24
沖縄返還交渉（共同声明関係）　復帰
関連国内措置（3）

本ファイルは，1969(昭和44)年11月から1970(昭和45)年8月までの沖縄返還交渉に関連する復帰関連国内措
置に関する文書を収録。具体的には，経済省庁沖縄関係担当官会議，行政部会渡航分科会，産業経済部
会，沖縄調査団の派遣，沖縄経済振興に関する要望，本邦紙報道等を収録。

1969/11 1970/8 沖縄

15 A'.3.0.0.7-1
沖縄関係　沖縄における国有県地
国有地払い下げ問題

本ファイルは，1956（昭和31）年1月から1972（昭和47）年2月までの米国による沖縄西表島入植者に対する国
有財産の払下げに関する文書等を収録。具体的には，（1）沖縄に在る国有財産と国土保全に関する質問主
意書，（2）西表島国有地の処理に関する経緯，（3）沖縄所在日本国有財産に対する合衆国の処分権に関す
る検討点，(4）琉球西表島日本国国有地の処分に関する対米非公式申し入れ（案），(5）西表島国有地払い下
げ問題に関する大蔵・外務・南連打合せ概要，（6)日本政府の管理に係わる沖縄関係公有財産の処理に関
する打合会（報告）等を含む。

1956/1 1972/2 沖縄

16 2014-2729 日米関係（沖縄返還）2
本ファイルは，1967（昭和42）年から1969（昭和44）年までの沖縄情勢報告及び沖縄返還後の基地のあり方に
関する文書を収録。具体的には，（1）高瀬沖縄大使の沖縄情勢報告（3件），（2）沖縄返還後の基地のステー
タス（来信）を含む。

1967/1 1969/1 沖縄

17 2014-2730 日米関係（沖縄返還）14
本ファイルは，1969(昭和44)年2月から1971(昭和46)年10月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的に
は，米側要人（ロジャース国務長官，レアード国防長官，ジョンソン国務次官，米議会上院議員等）と日本側
関係者（下田大使，牛場大使，東郷局長等）との会談記録等を収録。

1969/2 1971/10 沖縄
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18 B'.5.1.0.J/U24
沖縄返還交渉（共同声明関係）　復帰
関連国内措置(対内）（7）

本ファイルは，1969（昭和44）年11月から1970（昭和45）年8月までの沖縄返還交渉（共同声明関係）に関する
復帰国内措置（対内）に係る文書を収録。具体的には，沖縄復帰対策各省庁担当官会議設置要領案，沖縄
復帰対策に関する臨時事務執行体制，司法・法務部会会議記録，地位協定関係部会記録，関連新聞記事切
抜き等を収録。

1969/11 1970/8 沖縄

19 B'.5.1.0.J/U24
沖縄返還交渉（共同声明関係）　復帰
関連国内措置(対内）（8）

本ファイルは，1970（昭和45）年11月から1971（昭和46）年4月までの沖縄返還交渉（共同声明関係）に関する
復帰国内措置（対内）に係る文書を収録。
具体的には，沖縄復帰対策要綱の第一次及び第二次分，同要綱（第一次分）に対する沖縄各界の反響，琉
球政府の沖縄復帰対策要綱（第二次以降分）要請書，関連新聞記事抜粋等を含む。

1970/11 1971/4 沖縄

20 E'.2.3.1.17-3-4
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　個別会談

本ファイルは，1963（昭和38）年11月から1964（昭和39）年1月までの第3回日米貿易経済合同委員会（1964
年，於：東京）に関する文書を収録。具体的には，池田総理大臣とラスク国務長官との会談記録，両国閣僚の
個別会談記録等を含む。

1963/11 1964/1
日米貿易経済合同

委員会

21 E'.2.3.1.17-6-5
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　本会議

本ファイルは，1967（昭和42）年の第6回日米貿易経済合同委員会（1967年9月，於：ワシントン）に関する文書
を収録。具体的には、同委員会の議題別日米双方の閣僚発言要旨の報告、会議前に日米間で交換された両
国の関心事項に関する資料、国際情勢に関する三木外務大臣の発言（案）を含む。

1967/6 1976/9
日米貿易経済合同

委員会

22 2014-2731 日・米貿易／繊維

本ファイルは，1971（昭和46）年2月から同年3月までの日米繊維問題，本邦繊維業界による対米繊維輸出自
主規制に関する文書を収録。具体的には(1) ミルズ下院歳入委員長案についての牛場大使とフラニガン補佐
官等米政府関係者との会談，(2) 牛場大使の意見具申，(3) 日本繊維産業連盟による繊維輸出自主規制宣
言，(4) 佐藤総理・マイヤー米大使会談，(5) 佐藤総理のニクソン大統領宛personal　message，(6) ニクソン大
統領声明，(7) ニクソン大統領の佐藤総理宛oral　message等を含む。

1971/2 1971/3 日米繊維

23 B'.4.1.1.3-5
対日平和条約実施関係　第六条（c）
（駐留軍の使用に供する日本財産の
返還）関係

本ファイルは，1952（昭和27）年2月から1954（昭和29）年4月までの対日平和条約の実施に伴う，駐留軍及び
在本邦連合国外交使節団からの未返還国有財産（調達物品）の返還問題に関する文書を収録。具体的に
は，調達庁から外務省に対する在本邦連合国関係公館との折衝開始の要請に関する概要報告，関係国公
館に対する返還要請書（口上書），返還状況（1954年12月7日時点），一部の関係国借用備品リスト等を収
録。

1952/2 1954/4 対日講和

24 B'.1.1.0.2 対日理事会関係一件　第6巻
本ファイルは，1946（昭和21）年から1948（昭和23）年までの米国側作成の対日理事会に関連する文書を収
録。具体的には,同理事会の第1回から第17回までの会議議事録の審議事項索引リスト，ソ連代表団リスト，
在日外交団リスト等を含む。

1946/11 1948/6 対日講和

25 B'.2.0.0.5
国際連合における中国代表権問題一
件

本ファイルは，1954（昭和29）年8月から1967(昭和42）年5月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，本問題に関する国連事務総長の見解，英連邦諸国の動き，国連事務総長及び議長の談
話，国連諸機関における審議状況等についての在外公館の報告，プレス報道ぶり等を含む。

1954/8 1967/5 中国代表権問題

26 B'.2.0.0.5-1
国際連合における中国代表権問題一
件 各国の態度　第1巻

本ファイルは，1953（昭和28）年7月から1966(昭和41）年9月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，フランスの中共承認（1964年1月）が及ぼす影響を含め，本問題に対する各国の態度に関す
る在外公館からの報告，プレス報道ぶり等を含む。

1953/7 1966/9 中国代表権問題

3



平成２６年７月２４日外交記録公開　概要

№
管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始年月
ファイル期間

終了年月
カテゴリー

27 B'.2.0.0.5-1
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　第2巻

本ファイルは，1953（昭和28）年6月から1966（昭和41）年9月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，1964（昭和39）年7月の台北における大平外相・蒋介石会談や1965（昭和40）年9月の北京
における陳毅外相の内外記者会見での発言など，当時の国府（台湾）と中共の同問題に対する態度に関する
文書を含む。

1953/6 1966/9 中国代表権問題

28 B'.2.0.0.5-1
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　第3巻

本ファイルは，1954（昭和29）7月から1971（昭和46）年10月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，同問題に対する各国の態度に関する在外公館の報告，我が国の対応に関する調書，国会
答弁資料，国会議事録等を含む。

1954/7 1971/10 中国代表権問題

29 B'.2.0.0.5-1
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　第4巻

本ファイルは，1953（昭和28）年8月から1966（昭和41）年5月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，中東諸国，アジア諸国，ソ連等の本問題に対する態度に関する文書を含む。

1953/8 1966/5 中国代表権問題

30 B'.2.0.0.5-1
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　第5巻

本ファイルは，1959（昭和34）年7月から1966（昭和41）年8月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，本問題に対する各国の態度に関する在外公館からの報告を含む。

1959/7 1966/8 中国代表権問題

31 B'.2.0.0.5-1-1
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　米国の部　第1巻

本ファイルは，1953（昭和28）年6月から1955（昭和30）年4月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，米国の本問題に対する態度に関する在外公館からの報告，関係課作成の調書，週報等を
含む。

1953/6 1955/4 中国代表権問題

32 B'.2.0.0.5-1-1
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　米国の部　第2巻

本ファイルは，1955（昭和30）年5月から1960（昭和35）年12月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，本問題に対する米国の態度に関する文書の他，ジュネーブにおける米中大使級会談，金門
砲撃戦の動向等に関する在外公館からの報告等を含む。

1955/5 1960/12 中国代表権問題

33 B'.2.0.0.5-1-1
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　米国の部　第3巻

本ファイルは，1961（昭和36）年1月から1966（昭和41）年11月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，本問題に関する米政府高官発言や米議会の動向についての在外公館からの報告，中国問
題に関する関係課による調書等を含む。

1961/1 1966/11 中国代表権問題

34 B'.2.0.0.5-1-2
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　英国の部

本ファイルは，1954（昭和29）年7月から1966（昭和41）年5月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，本問題に対する英国の態度に関する在外公館からの報告等を含む。

1954/7 1966/5 中国代表権問題

35 B'.2.0.0.5-1-3
国際連合における中国代表権問題一
件　各国の態度　カナダの部

本ファイルは，1954（昭和29）年7月から1969(昭和44)年9月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，本問題に関するカナダ政府高官発言や現地新聞論調に関する在外公館からの報告等を含
む。

1954/7 1969/9 中国代表権問題

36 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第1巻

本ファイルは，1954(昭和29)年8月から1969（昭和44年）年3月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，本問題の一般動向と第8回から第15回国連総会の審議状況や見通し等に関する文書を含
む。

1954/8 1969/3 中国代表権問題

4
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37 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第2巻

本ファイルは，1959（昭和34）年11月から1961（昭和36）年4月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，国連総会（主として1960年の第15回総会）における本問題の見通しや審議・表決状況につ
いての情報・調書のほか，各国の動向に関する在外公館からの報告，第15回総会におけるフルシチョフ演説
等を含む。

1959/11 1961/4 中国代表権問題

38 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第6巻

本ファイルは，1961(昭和36)年9月から同年12月までの国連中国代表権問題に関する文書を収録。具体的に
は，米国の主導により初めて重要事項指定方式決議案が提出された第16回総会における議題・審議状況，
我が国の投票ぶり，表決状況等に関する文書を含む。

1961/9 1961/12 中国代表権問題

39 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第7巻

本ファイルは，1961(昭和36)年2月から同年12月までの国連中国代表権問題に関する文書を収録。具体的に
は，1961年(昭和36)の第16回国連総会における我が国代表の演説テキスト，同演説に対する各国の反応，
同総会の審議状況等に関する関係各課作成の調書等を含む。

1961/2 1961/12 中国代表権問題

40 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第16巻

本ファイルは，1966（昭和41）年11月から1967（昭和42）年1月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，1966（昭和41）年開催の第21回総会に向けての，実質事項（アルバニア型）決議案及び重
要事項指定再確認決議案の他，新たに浮上したカナダ決議案及びイタリア決議案に対する各国の態度，わ
が国の方針等に関する文書を含む。

1966/11 1967/1 中国代表権問題

41 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第17巻

本ファイルは，1966(昭和41）年3月から1967(昭和42）年8月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，1966(昭和41）年に開催された第21回総会における各国要人との会談録及び総会対策に係
わる資料・調書，並びに同総会における表決結果に関する文書を含む。

1966/3 1967/8 中国代表権問題

42 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第18巻

本ファイルは，1966（昭和41）年11月から1967（昭和42）年2月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，1966（昭和41）年開催の第21回総会に向けての各国の態度，票読み及び表決結果に関す
る各国の反応並びに英，加両国へのわが国の申し入れの文書等を含む。

1966/11 1967/2 中国代表権問題

43 2014-2734 国連中国代表権問題／中共

本ファイルは，1970（昭和45）年10月から1971（昭和46）年3月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，アルバニア型決議案が優勢となる情勢見通しを受け，1971（昭和46）年の第26回国連総会
に臨むに当たって，米国，国府（台湾）を初めとする主要各国との意見交換の記録，各種決議案の比較検討
に関する資料等を含む。

1970/10 1971/3 中国代表権問題

44 2014-2735 国連中国代表権問題／中共（資料）
本ファイルは，1971（昭和46）年1月から同年2月までの国連中国代表権問題に関する文書を収録。具体的に
は，アルバニア型決議案が優勢となる情勢見通しを受け，同年開催の第26回国連総会に臨むに当たって中
国代表権問題の種々の側面が検討・作成された一連の「中国代表権問題資料」を含む。

1971/1 1971/2 中国代表権問題

45 2014-2736 国連中国代表権問題／中共

本ファイルは，1971（昭和46）年1月から同年7月までの国連中国代表権問題に関する文書を収録。具体的に
は，アルバニア型決議案が優勢となる情勢見通しを受け，同年開催の第26回国連総会に臨むに当たって中
国代表権問題の種々の側面が検討・作成された「中国代表権問題資料」や国府（台湾）及び米国のハイレベ
ル関係者との協議の記録を含む。

1971/1 1971/7 中国代表権問題

5
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46 2014-2738 国連中国代表権問題／中共
本ファイルは，1971（昭和46）年7月における国連中国代表権問題に関する文書を収録。具体的には，同年の
第66回国会における中国代表権問題に関する佐藤総理国会答弁の記録等を含む。

1971/7 1971/7 中国代表権問題

47 2014-2739 国連中国代表権問題／中共
本ファイルは，1968（昭和43）年3月から1969（昭和44）年3月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，同時期における国会議事録，国会答弁用資料等を含む。

1968/3 1969/3 中国代表権問題

48 2014-2740 国連中国代表権問題／中共
本ファイルは，1961（昭和36）年3月から1969（昭和44）年8月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，当時当省内に設置された「中国問題に関する作業グループ」による各種調書，当省幹部に
よる各種私案等を含む。

1961/3 1969/8 中国代表権問題

49 2014-2741 国連中国代表権問題／中共
本ファイルは，1970（昭和45）年1月から同年11月までの国連中国代表権問題に関する文書を収録。具体的
には，1970（昭和45）年開催の第25回国連総会に臨むに当たっての米，国府（台湾）ほか各国の態度に関す
る来往電，中国問題に関する関係各課作成の調書，国会答弁用資料等を含む。

1970/1 1970/11 中国代表権問題

50 2014-2742 国連中国代表権問題／中共
本ファイルは，1967（昭和42）年1月から1969(昭和44）年1月までの国連中国代表権問題に関する文書を収
録。具体的には，カナダの中共承認問題を一つの焦点として，本問題に対する米，国府（台湾）ほか各国の態
度に関する来往電，中国問題に関する省内関係課作成の調書等を含む。

1967/1 1969/1 中国代表権問題

51 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第19巻

本ファイルは，1966（昭和41）年1月から1968（昭和43）年1月までの国連における中国代表権問題に関する文
書を収録。具体的には，同問題に対する各国の態度に関する在外公館からの報告，第22回総会（1967（昭和
42）年開催）における各国の投票振り，日本政府の対処方針及び発言テキスト，中華民国の態度，邦字紙報
道振り等を含む。

1966/1 1968/1 中国代表権問題

52 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第20巻

本ファイルは，1968（昭和43）年7月から12月までの国連における中国代表権問題に関する文書を収録。具体
的には，国連主要問題に関する日米協議議事要録，第23回総会（1968年開催）における審議状況・表決結果
報告，各国新聞論調等の文書等を含む。

1968/7 1968/12 中国代表権問題

53 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第21巻

本ファイルは，1970（昭和45）年10月から1971（昭和46）年10月までの国連における中国代表権問題に関する
文書を収録。具体的には，第25回総会（1970（昭和45）年開催）の表決結果，第26回総会（1971（昭和46）年開
催）における日本政府投票理由説明，米国決議案及びアルバニア決議案に対する各国の投票態度に関する
調書等の文書を含む。

1970/10 1971/10 中国代表権問題

54 2014-2732 国連中国代表権問題／中共
本ファイルは，1970（昭和45）年12月から1971（昭和46）年1月までの国連における中国代表権問題に関する
文書を収録。具体的には，第25回総会（1970年開催）の表決結果を受けて「中国代表権問題資料」として作成
された調書等を含む。

1970/12 1971/1 中国代表権問題

6
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55 2014-2733
国連中国代表権問題／中共（諸外国
の態度）

本ファイルは，1970（昭和45）年12月から1971（昭和46）年6月までの国連における中国代表権問題に関する
文書を収録。具体的には，第25回総会（1970年開催）におけるアルバニア決議案に係る賛否接近の表決結果
を背景とし，翌1971年の第26回総会に臨む西欧・大洋州・ラテンアメリカ諸国の態度に関する在外公館からの
報告等を含む。

1970/12 1971/6 中国代表権問題

56 2014-2737 国連中国代表権問題／中共
本ファイルは，1971（昭和46）年1月から6月までの国連における中国代表権問題に関する文書を収録。具体
的には，第26回総会（1971年開催）に臨むにあたっての各国の動向に関する在外公館からの報告，各種決議
案への票読み予想，事務総長記者会見記録等を含む。

1971/1 1971/6 中国代表権問題

57 B'.2.0.0.5-2
国際連合における中国代表権問題一
件　国連総会関係　第3巻

本ファイルは，1961（昭和36）年7月から1962（昭和37）年3月までの国連における中国代表権問題に関する文
書を収録。具体的には，同問題に対する各国動向に関する在外公館からの報告，第16回総会（1962年開催）
における各国代表の発言，海外新聞論調等を含む。

1961/7 1962/3 中国代表権問題

58 2014-2743 国連中国代表権問題／中共
本ファイルは，1971（昭和46）年7月から9月までの国連における中国代表権問題に関する文書を収録。具体
的には，ニクソン米大統領訪中発表前後の時期における諸外国の態度に関する在外公館からの報告，海外
新聞論調等を含む。

1971/7 1971/9 中国代表権問題

59 2014-2744
国連中国代表権問題／中共（各国の
態度）

本ファイルは，1971（昭和46）年9月から10月までの国連における中国代表権問題に関する文書を収録。具体
的には，同問題に対する諸外国の投票態度（ニクソン訪中発表後）に関する在外公館からの報告，日本政府
共同決議案及び先議権獲得の動議の支持要請に係わる文書等を含む。

1971/9 1971/10 中国代表権問題

60 2014-2767
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－、
英、独御訪問6

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46）年12月までの文書を収録。具体的に
は，御訪問形式・日程・行事の決定・準備過程，御出発・御帰国電報等の文書を含む。

1971/2 1971/12
天皇皇后両陛下外

国御訪問

61 2014-2768
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－、
英、独御訪問7

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971（昭和46）年2月から同年9月までの文書を収録。
具体的には，両陛下のデンマークお立寄りにおける御日程・御引見等各種行事調整過程，デンマーク王室・
一般事情資料，デンマーク要人略歴，日・デンマーク外相会談等を含む。

1971/2 1971/9
天皇皇后両陛下外

国御訪問

62 2014-2769
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－、
英、独御訪問12

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971（昭和46）年2月から同年9月までの文書を収録。
具体的には，両陛下のオランダお立寄りにおける御訪問発表反応ぶり，御日程・御引見・午餐会，各種行事
次第・報道関係事項等調整過程等に関する文書を含む。

1971/2 1971/9
天皇皇后両陛下外

国御訪問

7
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63 2014-2770
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－、
英、独御訪問18

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971（昭和46）年2月から同年11月までの文書を収
録。具体的には，両陛下による英国御訪問における御日程交渉・発表及び反応，ヒューム外相拝謁日程，
ウィンザー公との御会見を含む。

1971/2 1971/11
天皇皇后両陛下外

国御訪問

64 2014-2771
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－、
英、独御訪問19

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971（昭和46）年2月から同年10月までの文書を収
録。具体的には，両陛下によるお立寄り国（フランス，米国）に関する行事調整過程及び御訪問国以外の欧
州及びアジア・アフリカ・中東・中南米・大洋州各国における報道ぶりを含む。

1971/2 1971/10
天皇皇后両陛下外

国御訪問

65 2014-2758 ランブイエ首脳会議

本ファイルは，第1回首脳会議開催前の1974（昭49）年9月末にワシントンで開催された国際経済に関する5カ
国会議に関する文書を収録。具体的には，(1)会議前に行われた木村外相・キッシンジャー米長官会談概要，
(2)同外相会議及び蔵相会議の概要，(3)石油危機に対する米提案・仏提案及び右提案に対する我が国及び
関係国の反応等を含む。

1974/9 1975/11 サミット

66 2014-2759 ランブイエ首脳会議

本ファイルは，第1回首脳会議(1975(昭和50）年11月開催)に関する文書を収録。具体的には，(1) 日本のカナ
ダ参加支持に対するトルドー加首相の謝意表明及び三木総理の返書，(2) フォード米大統領発三木総理大
臣宛親書，(3) 仏からの招請状，(4) 首脳会議の手続き及び議題に関するカールトン・グループの合意点，(5)
議題についての各省コメント，(6) キッシンジャー米国務長官のピッツバーグでの演説（11月11日），(7) ジス
カール・デスタン仏大統領のパリ理工大学での講演（10月28日），(8) コミュニケ（ランブイエ宣言），(9) 記者懇
談会記録，(10) 記者会見要旨等を含む。

1975/9 1975/11 サミット

67 2014-2760 ランブイエ首脳会議

本ファイルは，第1回首脳会議(1975(昭和50）年11月開催)に関する文書を収録。具体的には(1) 主要国首脳
会議の速報(電話連絡メモ等），(2) 三木総理・ソヴァニャルグ仏外相懇談記録，(3) 宮沢外相記者懇談会記
録，(4) 総理記者会見概要，(5) 三木総理・ジスカール・デスタン仏大統領会談記録，(6) 大平蔵相・フルカード
仏蔵相会見記録，(7) 海外新聞報道等を含む。

1975/9 1975/11 サミット

68 2014-2761 ランブイエ首脳会議

本ファイルは，第1回首脳会議(1975(昭和50）年11月開催)に関する文書を収録。具体的には，(1) 首脳会議開
催発表振り，(2) 通貨頂上会談構想に対する各国の反応，(3) 三木総理・キッシンジャー米長官会談要旨，(4)
宮沢大臣・キッシンジャー米長官会談要旨，(5) キッシンジャー米長官の演説「工業的民主主義と未来」，(6)
ジスカール・デスタン仏大統領の演説「新経済秩序」，(7) 総理と各省幹部の懇談会概要，(8) 総理と自民党関
係者との懇談会等を含む。

1975/7 1975/11 サミット

69 2014-2762 ランブイエ首脳会議

本ファイルは、第1回首脳会議(1975(昭和50）年11月開催)に関する文書を収録。具体的には、(1) ランブイエ
宣言、(2)ホワイトハウス及び国務省発表文、(3) 諸外国の報道及び反応振り、(4) 主要国首脳会議の成果、
(5) 三木総理の仏大統領宛謝意表明電報、(6) 三木総理の核融合国際協力発言、(7) トルドー加首相宛三木
総理書簡等を含む。

1975/10 1975/12 サミット

70 2014-2763 第1回主要国首脳会議

本ファイルは，第1回首脳会議(1975(昭和50）年11月開催)に関する文書を収録。具体的には，(1) シュミット西
独首相の訪米とフォード米大統領との会談，(2) 北原在仏大使とジスカール・デスタン仏大統領との会談，(3)
牛場外務省顧問の訪欧，(4) 仏大統領構想に対する各国の反応，(5) 仏大統領構想に関する仏の説明，(6)
開催日の日程調整，(7) カナダ参加問題，(8) イタリア参加問題，(9) 会議開催前の報道ぶり等を含む。

1975/7 1975/10 サミット
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71 2014-2764 第1回主要国首脳会議

本ファイルは，第1回首脳会議(1975(昭和50）年11月開催)に関する文書を収録。具体的には，(1) 仏外務省官
房長の内話，(2) 主要国首脳会議に関する在仏日本国大使の意見具申，(3) 通貨頂上会談及び首脳会議に
関する在仏日本国大使館からの各種報告電報，(4) 主要国首脳会議に関す報告電報(総理発言，討議概要
及び記者会見等），(5) パリ理工科大学におけるジスカール・デスタン仏大統領演説，(6) ランブイエ宣言，(7)
仏誌報道概要等を含む。

1975/7 1975/12 サミット

72 2014-2765 第1回主要国首脳会議
本ファイルは，第1回首脳会議(1975(昭和50）年11月開催)に関する文書を収録。具体的には，各国経済，貿
易，通貨，開発途上国との関係，エネルギー問題，一次産品問題，東西経済に関する主要国首脳会議用資
料。

1975/11 1975/11 サミット

73 2014-2766 第2回主要国首脳会議
本ファイルは，第2回首脳会議(1976(昭和51）年6月（於：サン･フアン（プエルトリコ））に関する文書を収録。具
体的には，(1)アジア諸国への第2回首脳会議に関する内容報告，(2)首脳会議後に発出される総理ステートメ
ント案，(3)首脳会議関連の日程，(4)EC参加問題，(5)日本の対伊投資問題等を含む。

1976/6 1976/7 サミット

74 2014-2752 国連安保理軍縮委員会
本ファイルは，1952（昭和27）年10月から1959(昭和34）年10月までの国連安保理軍縮委小委員会の審議に
係る事務局文書を収録。具体的には事務局作成同小委員会議事録，参加者リスト，同小委員会宛てにメッ
セージを送付した各国NGO等リスト等を含む。

1952/10 1959/10 軍縮問題

75 2014-2753
国連安保理軍縮委員会軍縮小委員
会

本ファイルは，1957 （昭和32）年8月から同年9月までの国連安保理軍縮委小委員会の審議に係る事務局文
書を収録。具体的には事務局作成同小委員会議事録等を含む。

1957/8 1957/9 軍縮問題

76 2014-2745 国連軍縮問題

 本ファイルは，1958(昭和33)年2月から1964(昭和39)年6月までの国際軍事情勢に関連する文書を収録。具
体的には，中欧非核武装地帯設置案に関するポーランド政府覚書（ラパツキー案），中共の軍縮交渉参加問
題，日本の軍縮交渉参加問題，フルシチョフ首相の完全軍縮提案，国連軍縮委招集問題，資料「完全軍縮に
関する1960（昭和35）年6月2日付ソ連の新提案について」，資料「1960（昭和35）年6月27日付米国全面的完
全軍縮計画案について」等を含む。

1958/2 1964/6 軍縮問題

77 2014-2746
国連軍縮問題／核兵器問題（諸外国
の動向）

本ファイルは，1966(昭和41)年4月から1968 (昭和43)年3月までの諸外国の国防･軍事情勢に関連する文書を
収録。具体的には，多角的核戦略（ＭＬＦ）・大西洋核戦略（ＡＮＦ）を巡る欧米諸国の考え，インド・シャストリ首
相の核兵器共同防衛構想，核兵器禁止首脳会議開催に係る中共周恩来提案とその反響，資料「英国の軍縮
問題に対する態度」，｢軍縮に対するソ連の態度｣及び｢ソ連の非核武装地帯設置問題に対する態度」を含
む。

1966/4 1968/3 軍縮問題

78 2014-2748 国連第13回総会／米軍軍縮決議案

本ファイルは，1957（昭和32）年9月から1958（昭和33）年10月までの核実験停止等の軍縮問題に関する国際
的動向に関する文書を収録。具体的には,ソ連の軍縮委ボイコット後（57年11月）の核実験停止交渉と一般軍
縮交渉との関係づけに関する国連での検討振り及び各国の動向，第13回国連総会(第一委員会）でのわが
国核実験停止決議案提案問題，米国提案に対するわが方の対応を巡る日米間の折衝，ソ連・インド案に関
する国連討議を含む。

1957/9 1958/10 軍縮問題
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79 2014-2749 国連第14回総会／軍縮関係
本ファイルは，1959（昭和34）年9月から1959(昭和34）年11月までの第14回国連総会の審議に係る事務局文
書を収録。具体的には同総会におけるフルシチョフ・ソ連首相演説，軍縮に関するソ連の宣言，各国反応振り
（わが国国連代表演説等）及び新聞論調を含む。

1959/9 1959/11 軍縮問題

80 2014-2750 国連第15～17，19回総会／軍縮問題

本ファイルは，1961（昭和36）年9月から1965（昭和40）年5月までの国連第15～17，19回総会における軍縮に
係る主要テーマに関する文書を収録。具体的には，「国連第19回総会における軍縮問題の審議･各国（ソ連、
インド）の態度」，「全面軍縮問題の現状」，「核実験禁止条約の審議」，「核拡散防止問題・ＭＬＦ（多角的核兵
力）問題」，「核非武装地域設置問題の審議」，「非核クラブ問題」，「核兵器使用禁止問題に関する審議」等を
含む。

1961/9 1965/5 軍縮問題

81 2014-2751 国連第22回総会／軍縮関係決議集

本ファイルは，1968（昭和43）年1月から7月までの国連第22回総会における軍縮関係決議に関連する文書を
収録。具体的には資料｢第22回総会軍縮関係決議集」，｢核兵器拡散防止改訂条約案とわが国の態度]，「国
連第22回総会における全面的核兵器実験禁止問題審議の概要」，｢国連第22回総会における核兵器使用禁
止条約締結問題審議の概要」，「国連第22回総会における核兵器拡散防止問題審議の概要」，｢第22回国連
総会再会期及び安全保障理事会における核兵器不拡散問題の審議概要」等を含む。

1968/1 1968/7 軍縮問題

82 2014-2754

日・IAEA国際原子力機関との核兵器
不拡散条約（NPT条約）第三条1及び4
の実施協定（保障措置協定）／国会
審議、批准

本ファイルは，1975(昭和50）年8月から1976（昭和51）年12月までの核兵器不拡散条約（NPT条約）の国会審
議・批准に関する文書を収録。具体的には，国連局作成資料「第75回国会における核兵器不拡散条約
（NPT）の審議概要」，「第75回国会における「核兵器不拡散条約」の審議録」，「核防条約批准の必要性」，
「原子力平和利用先進国間会議」に関する文書を含む。

1975/8 1976/12 NPT

83 2014-2755

国際原子力機関と核兵器不拡散条約
（NPT条約）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）／批准問題に関する
国会審議

本ファイルは， 1974（昭和49）年10月から1975（昭和50）年6月までの核兵器不拡散条約（NPT条約）の国会審
議・批准に関する文書を収録。具体的には，第75回国会での提案理由の説明・条約の説明書，資料「国際情
勢の展望とＮＰＴ批准問題」，「ＮＰＴ再検討会議最終宣言（仮訳）」，「ＮＰＴ再検討会議における外交努力」，大
臣記者懇談・記者会見記録，次官記者懇談記録，国会議事録等を含む。

1974/10 1975/6 NPT

84 2014-2756

日・IAEA国際原子力機関との核兵器
不拡散条約（NPT条約）第三条1及び4
の実施協定（保障措置協定）／国会
審議

本ファイルは，1975（昭和50）年2月から1976（昭和51）年12月までの核兵器不拡散条約（NPT条約）国会審
議・批准に関する文書を収録。具体的には，第75～77回国会での国会答弁資料，国会議員への説明振りメ
モ，NPT条約批准書寄託の際の政府声明・刊行物・雑誌・新聞の記事等を含む。

1975/2 1976/12 NPT

85 2014-2757 通常兵器移転規制問題

本ファイルは，1966（昭和41）年4月から1977（昭和52）年7月までの通常兵器に関する文書を収録。具体的に
は，（1）資料「アヤクチョ宣言（ペルーにおける中南米8ヵ国首脳会談）」，（2）通常兵器規制問題に関する米側
見解に対するわが方コメント，（3）軍縮委（ＣＣＤ）における米国イクレ長官演説テキスト，（4）調書「米国の新
外交政策ー通常兵器関係ー」，「軍縮委員会における通常兵器の移転規制問題」及び「ＥＮＤＣ及び軍縮委員
会における従来の通常兵器の国際的移転問題の審議経緯（1966－1975）」，（5）資料「世界の武器輸出の現
状」，（6）資料「米国の1976－77会計年度対外軍事援助法の概要」等を含む。

1966/4 1977/7 軍縮問題

86 2014-2747 国連軍縮第1回特別総会
本ファイルは，1977（昭和52）年4月から11月までの第1回国連軍縮特別総会に関する文書を収録。具体的に
は，国連軍縮特別総会報告書，同特別総会一般討論演説テキスト等を含む。

1977/4 1977/11 軍縮問題
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