
平成２７年１２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(194) 沖縄関係／日米協議委員会開催関係
沖縄に関する日米協議委員会関連文書を収録。具体的には，第14回会合及び第15回会合の議長（外務大
臣）発言，総務長官発言要領，米国大使発言要領，新聞発表，日米琉諮問委員会の活動に関するアンガー
高等弁務官の報告含む。

1968/6 1968/10 沖縄

2 A'.3.0.0.7-1(195) 沖縄関係／日米協議委員会開催関係
沖縄に関する日米協議委員会関連文書を収録。具体的には，第16回会合及び第17回会合の議長（外務大
臣）発言要領，総理府総務長官発言，ジョンソン大使発言，琉球諸島高等弁務官に対する諮問委員会の活動
に関する高等弁務官報告，昭和44年度日本政府対沖縄援助計画一覧表，共同新聞発表を含む。

1968/10 1969/1 沖縄

3 A'.3.0.0.7-1(197) 沖縄関係／日米協議委員会開催関係
沖縄に関する日米協議委員会関連文書を収録。具体的には，第19回から第21回の議長（外務大臣）発言要
領，開催報告，会議録，総務長官発言要領，共同新聞発表を含む。

1970/3 1971/1 沖縄

4 B'.5.1.0.J/U24(51)
沖縄関係／沖縄返還協定関係交渉：
対米全般（4）

沖縄返還協定関係交渉に関する文書を収録。具体的には，1950-60年代の歴代日米首脳による共同声明等
における沖縄関連調書や沖縄返還をめぐる法律問題検討資料を含む。

1969/10 1971/4 沖縄

5 B'.5.1.0.J/U24(125)
沖縄関係／沖縄返還協定締結交渉
米国資産の引継　米国資産の処理
（2）

沖縄返還協定締結交渉に関連する米国資産の引継ぎ及び処理に関する文書を収録。具体的には，那覇空
港整備，沖縄返還に伴う航空無線施設の移管，沖縄における米軍の財政支出，宮古琉米文化会館譲渡の陳
情，那覇琉米文化会館譲渡の要請，報道記事を含む。

1970/8 1971/12 沖縄

6 2015-2081 日米関係（沖縄返還）20 沖縄返還に関する文書を収録。具体的には，沖縄VOA中継局の移転問題に係る文書を含む。 1973/1 1977/6 沖縄

7 2015-2104 大平総理中国訪問
大平正芳総理大臣の中国訪問（1979（昭和54）年12月）に関する文書を収録。具体的には，同総理の中国側
要人との会談に関する在外公館からの報告や共同新聞発表及び講演のテキストを含む。

1979/11 1979/12 要人往来

8 2015-2105 中曽根総理米国訪問
中曽根総理米国訪問（1983（昭和58）年1月）に関する文書を収録。具体的には，米国訪問の決定及び訪問時
期の調整，総理訪米連絡会議の開催，首脳会談の議題，訪米日程，米国要人発中曽根総理宛書簡・電信を
含む。

1982/11 1983/3 要人往来

9 2015-2106 レーガン米国大統領夫妻訪日

レーガン米国大統領夫妻訪日（1983（昭和58）年11月）に関する文書を収録。具体的には，日米首脳会談及
び全体会議，日米外相会議，中曽根総理主催晩餐会，安倍外相主催昼食会，首脳会談後の日米首脳による
プレス・リマークス，国会における米大統領の演説，レーガン大統領の訪日の評価，大河原駐米大使の帰国・
帰任挨拶を含む。

1983/10 1983/11 要人往来

10 2015-2094
第1回主要国首脳会議
(ランブイエ・サミット)

第1回主要国首脳会議（於：ランブイエ，1975（昭和50）年11月）に関する文書を収録。具体的には，同会議用
資料として，発言要領，ポジション・ペーパー，参加首脳のプロフィール，参加各国の概要を含む。

1975/11 1975/11 サミット

11 2015-2093
第1回主要国首脳会議
(ランブイエ・サミット)

第1回主要国首脳会議（於：ランブイエ，1975（昭和50）年11月）に関する文書を収録。具体的には（1）牛場顧
問とシュルツ米元財務長官の会談，（2）宮澤外務大臣・キッシンジャー米長官会議用資料（主要国首脳会議
関係発言要領），（3）主要国首脳会議に関する総理と各省幹部との懇談会概要，（4）主要国首脳会議に関す
る総理と自民党関係者との懇談会概要，（5）三木総理・キッシンジャー米長官会談要録，（6）大臣・キッシン
ジャー米長官会談議事録，(7）大平大蔵大臣・キッシンジャー米長官会談要録，（8）仏大統領の「通貨頂上会
談」開催提案に係る文書を含む。

1974/1 1975/12 サミット

12 2015-2095
第2回主要国首脳会議
(サンフアン・サミット)

第2回主要国首脳会議（於：サン・フアン（プエルトリコ），1976（昭和51）年6月）に関する文書を収録。具体的に
は，（1）準備会合関連報告電報，（2）カナダ及びＥＣ参加問題，（3）会議開催前後の報道記事，（4）米側記者
会見資料（英文），（5）三木総理発言概要，（6）共同宣言（英文），（7）アジア諸外国等の反応及び参加国の評
価を含む。

1976/6 1976/9 サミット

13 2015-2092
第4回主要国首脳会議
(ボン・サミット)

第4回主要国首脳会議（於：ボン（ドイツ），1978（昭和53）年7月）に関する文書を収録。具体的には，（1）サミッ
ト事前準備関連文書，（2）サミット非公式会合概要報告，（3）キャラハン構想に関するカーター米国大統領の
三木総理宛書簡（英文及び仮訳），（4）主要国首脳会議の開催に関する声明（プレス発表），（5）サミット準備
の為の「エンゲルマン・エネルギー専門家会合」報告電報，（6）米国のR＆D5億ドル構想について（問題点及
びわが方の考え方），（7）LDCに対する再生可能エネルギー資源R＆D協力米国提案（骨子），（8）米国提案に
関するわが国国内検討会議要旨，（9）米国提案に対するサミット参加各国の反応を含む。

1978/1 1978/7 サミット
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14 2015-2091
第4回主要国首脳会議
(ボン・サミット)

第4回主要国首脳会議（於：ボン（ドイツ），1978（昭和53）年7月）に関する文書を収録。具体的には，（1）主要
国首脳会議日程，（2）準備会議報告電報，（3）主要国首脳会議議事録，（4）園田大臣・ゲンシャー外相会談，
（5）福田総理とバール首相との会談，（6）主要国首脳会議（総理・シュミット首相会談），（7）日英外相会談，
（8）福田総理のサミット関係国大使との懇談会，（9）主要国首脳会議（総理・カーター大統領会談），（10）主要
国首脳会議参考資料（発言要領案）を含む。

1978/4 1978/7 サミット

15 2015-2097
第5回主要国首脳会議
(東京サミット)

日本が初めて議長国として主宰した第5回主要国首脳会議（於：東京，1979（昭和54）年6月）に関する文書を
収録。具体的には，首脳会議議事録，閣議報告に係る決裁文書，大平総理のシェルパ・宮崎外務審議官の
回想文，対プレス・ブリーフィング，記者会見録，記者懇談記録，東京サミット宣言を含む。

1979/6 1979/8 サミット

16 2015-2096
第5回主要国首脳会議
(東京サミット)

日本が初めて議長国として主宰した第5回主要国首脳会議（於：東京，1979（昭和54）年6月）に関する文書を
収録。具体的には大平総理の参加国首脳とのバイ会談記録，園田外務大臣の参加国外相とのバイ会談記
録，サミット会合議事進行要領，総理発言用メモ，首脳会合各セクションに於ける各国首脳発言要旨を含む。

1979/6 1979/7 サミット

17 2015-2082 国連代表権問題／中共（調書）

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，同問題についての会談記録や中国課が情
勢を分析した調書等であり，1970（昭和45年）年4月30日の佐藤総理と蒋経国中華民国副首相との会談記
録，同年11月16日の中国問題に関する愛知外相とマイヤー駐日大使との会談記録，ベルギーの中共承認問
題に関する調書を含む。

1968/11 1971/5
国連

中国代表権

18 2015-2085
国連代表権問題／中共（アジア、中近
東、アフリカ諸国の態度）

国連中国代表権問題に関する文書を収録。具体的には，第25回国連総会（1970（昭和45）年）における票差
接近の表決結果を踏まえ，第26回総会（1971（昭和46）年）に臨むアジア，中東，アフリカ諸国の態度に係る
文書を含む。

1970/12 1971/6
国連

中国代表権

19 2015-2086 国連代表権問題／中共（各国の態度）
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
おける米国，中華民国等諸外国の態度に関する在外公館からの報告を含む。

1971/7 1971/9
国連

中国代表権

20 2015-2083 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文書を収録。具体的には，日米国連定期協議議事要録，同問題に対
する米国の態度，第26回総会（1971（昭和46）年）に臨むにあたっての重要問題事項（IQV）決議案票読み予
想を含む。

1971/8 1971/9
国連

中国代表権

21 2015-2084 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文書を収録。具体的には，第26回国連総会（1971（昭和46）年）に臨
むにあたっての各国の態度や各種決議案の票読み，見通し等の資料，佐藤総理と総会議長を務めるインド
ネシア・マリク外相との会談録，中国代表権問題に関する我が方政府代表に対する訓令を含む。

1971/8 1971/10
国連

中国代表権

22 2015-2087 国連代表権問題／中共（各国の態度）
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
係る文書を含む。

1971/9 1971/10
国連

中国代表権

23 2015-2101 米ソ戦略兵器制限交渉（ＳＡＬＴ1）
米ソ戦略兵器制限交渉（SALT1）に関する文書を収録。具体的には，SALT交渉に関する米側のブリーフ資
料，報道記事を含む。

1970/6 1971/3 軍縮問題

24 2015-2102 米ソ戦略兵器制限交渉（ＳＡＬＴ1）
米ソ戦略兵器制限交渉（SALT1）に関する文書を収録。具体的には，第1次SALT妥結，第2次SALTに向けて
の動きについての関係公館（米，軍縮代表部）からの報告電報，資料（米議会審議，レアード国防長官，統合
参謀長の議会証言テキスト等），報道記事，調書類を含む。

1972/7 1982/12 軍縮問題

25 2015-2103 米ソ戦略兵器制限交渉（ＳＡＬＴ2）
米ソ戦略兵器制限交渉（SALT2）に関する文書を収録。具体的には，第2次SALTの動きに関する関係公館か
らの報告電報，公信，資料，報道記事，調書類（第2次SALT，米ソ核戦争防止協定，SALT基本原則の署名
等）を含む。

1973/1 1973/12 軍縮問題
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26 2015-2098 軍縮問題／資料
軍縮問題に関する資料を収録。具体的には，「主要国の軍縮問題処理機関一覧表」，「核軍縮及び核拡散防
止問題について」，「主要国の軍縮担当機関の概要」，「核兵器の不拡散に関する条約（案）」を含む。

1966/2 1968/12 軍縮問題

27 2015-2099
中距離核戦力問題／
米国・ソ連軍備管理交渉

中距離核戦力問題交渉開始に向けての米ソの態度等に関する文書を収録。具体的には，（1）同交渉開始に
関する米ソの動向報告，（2）ソ連のブレジネフ首相及びグロムイコ外相の演説，（3）コスイギン・ソ連首相の軍
縮交渉に関するメモランダム，（4）「ＩＡＥＡ保証措置制度と我が国に対する査察の実施状況」，（5）牛場次官と
ソ連大使との会談要録，（6）「米ソの戦略兵器規制交渉」，（7）「最近の米ソ関係」，（8）ロジャース米国務長官
議会証言，（9）報道記事を含む。

1967/3 1969/3 軍縮問題

28 2015-2088 国連第22回総会

国連第22回総会の軍縮問題についての文書を収録。具体的には，対処方針，軍縮関係決議集，三木外務大
臣一般討論演説，第一委員会における鶴岡国連大使ステートメント，核拡散防止問題・軍縮等に関する国連
決議，国連総会一般討論における軍縮関係発言，核拡散防止条約日米専門家会議及び日独協議のロジ資
料，日米専門家会議関係報道記事を含む。

1967/7 1968/1 軍縮問題

29 2015-2089
国連第23回総会／
第1委員会・海底平和利用問題

海底平和利用問題に関する文書を収録。具外的には，国連第23回総会前後及び常設委員会における海底
平和利用に関する非公式協議の報告，海底平和利用決議案についての請訓・訓令・対処方針案，対処方針
検討会議の記録を含む。

1968/10 1969/8 軍縮問題

30 2015-2090
国連軍縮委員会／
非核地帯専門家会議

国連軍縮委員会，特に，非核地帯専門家会議に関する文書を収録。具体的には，専門家会議開催に至る経
緯関係，各国提出ペーパー，会議の報告電報・公信，議事録草案，桃井真防衛庁防衛研修所教官による会
議提出報告（要旨）を含む。

1974/10 1975/8 軍縮問題

31 2015-2100
特定通常兵器移転規制問題／
ＣＣＷ，ナパーム，人道法外交会議，
赤十字国際会議

国際人道法外交会議等に関する文書を収録。具体的には，（1）ナパームに関する第31回国連総会決議，（2）
国連局調書「第30回国連総会第1委員会におけるナパーム等焼夷兵器問題の審議」及び「特定兵器政府専
門家会議（第2会期）の概要」，（3）特定兵器に関する政府専門家会議第2会期対処方針，（4）特定兵器専門
家会議に関する在軍縮代表部報告，（5）国際人道法外交会議対処方針（訓令）案，（6）武力紛争に適用され
る国際人道法の再確認と発展に関する外交会議訓令を含む。

1972/10 1976/10 軍縮問題

32 A'.3.0.0.4 本邦内政並びに国情　第1巻
占領期の国内情勢に関する文書を収録。具体的には，本邦内政に関する連合国総司令部の指示，戦病死
者・公務死亡者に対する弔意法に関する総司令部指令，国内重要問題解説，治安関係，国と地方公共団体
との事務配分，日本の民主化等に関する文書を含む。

1945/9 1976/6 戦後処理

33 A'.3.0.0.4 本邦内政並びに国情　第2巻
占領期の国内情勢に関する資料及び講和条約発効後の本邦政治情勢に関する在外公館（米，インド，香
港，タイ等）からの吉田首相及び同政権に対する評価，自由党内の派閥についての現地報道に係る報告を
含む。

1948/1 1955/12 戦後処理

34 A'.3.0.0.4 本邦内政並びに国情　第3巻
講和条約締結直前に実施された行政改革に関する閣議決定，在外公館（米，英，ソ連，中華民国等）からの，
日本の主権回復後の国内情勢についての現地報道に係る報告を含む。

1951/8 1973/9 戦後処理

35 A'.3.0.0.4 本邦内政並びに国情　第4巻
占領期の外務省作成資料「国内問題に対する省内の考え方」，「新左翼の動向と1970年闘争」，「日本におけ
る民主主義のあり方」（高山岩男・元京都帝国大学教授執筆）及び「国家の独立とその具体策」（西村栄一衆
議院議員執筆）を含む。

1949/7 1970/4 戦後処理

36 B'.3.1.1.2-9
対日中間賠償実施関係　参考文書
（他省庁その他）　第1巻

連合国による対日中間賠償計画に関する参考文書を収録。具体的には，米大統領任命のポーレー対日賠償
使節団の報告に基づく極東委員会の対日中間賠償計画に対する日本側の対応に関する文書を含む。

1946/11 1951/10 戦後処理

37 B'.3.1.1.2-9
対日中間賠償実施関係　参考文書
（他省庁その他）　第3巻

連合国による対日中間賠償計画に関する参考文書を収録。具体的には，連合国による日本占領及び管理の
諸問題について外務省関係部局が取りまとめた資料を含む。

1946/6 1950/6 戦後処理
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ファイル期間
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カテゴリー

38 C'.2.0.0.1 終戦に伴う本邦軍事処理関係雑件

日本陸海軍の軍事品処理に関する文書を収録。具体的には，連合国軍による旧陸海軍の武器，弾薬，軍需
品，食料，医薬品等の日本政府への引渡し等に関する連合国側との交渉，引渡しを受けた軍需品等の処理
を行う為に内閣に設置された兵器処理委員会と連合軍側との交渉記録，同処理委員会事務局による軍需
品・施設等処理作業状況の報告，旧陸海軍将校の名簿提出に係る文書を含む。

1945/9 1950/1 戦後処理
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