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報道発表時
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2011-0001

本ファイルは，1966(昭和41)年6月から1967（昭和42)年4月までの琉球列島米国民政府の日本航空に対する
沖縄関係 琉球列島米民政府の日本航空に対 沖縄諸島廻航便の就航許可に関する文書を収録。具体的には，沖縄における航空規則を規定した大統領
する沖縄諸島廻航便の就航許可
行政命令公布，米民政府による日本航空に対する沖縄諸島間運行認可問題，日航機による日章旗掲揚・使
用の問題を含む。

1

2011-0002

本ファイルは，1968（昭和43)年9月から1969（昭和44)年12月までの復帰後の沖縄経済の方向を議論する短
沖縄関係 沖縄問題（復帰後の沖縄経済の方向
期委員会（森永委員会）に関する文書を収録。具体的には，同委員会の議事録，報告書，沖縄経済に関す
に関する短期委員会（森永委員会））
る各種資料を含む。

2

2011-0003

沖縄関係 沖縄関係一般／資料

本ファイルは，1968（昭和43)年1月から1970（昭和45)年3月までの沖縄復帰一般に関する文書を収録。具体
的には，本土・沖縄一体化調査報告書，沖縄返還問題調査報告書，沖縄の治安問題に関する特命事項の
報告を含む。

3

2011-0004

沖縄関係 沖縄返還交渉（VOA)(Ⅰ)

本ファイルは，1969（昭和44)年9月から1971(昭和46)年7月までの沖縄返還交渉に関する文書を収録。具体
的には，在沖縄ボイス・オブ・アメリカ（ＶＯＡ）存続問題（対処方針，調書，資料，交渉経緯等），日米要人会
談の記録を含む。

4

2011-0005

沖縄関係 日米沖縄返還協定/VOA存続問題

本ファイルは，1971(昭和46)年5月から1973(昭和48）年3月までの在沖縄ボイス・オブ・アメリカ（ＶＯＡ）存続
問題に関する文書を収録。具体的には，ＶＯＡ借地問題，ＶＯＡに関する国会提出資料，ＶＯＡ傍受問題，交
換公文関係，周波数変更，放送内容の事前入手問題を含む。

5

2011-0006

本ファイルは，1971(昭和46)年7月から1972(昭和47）年3月までの沖縄返還協定実施準備に際しての請求権
沖縄関係 沖縄返還協定実施準備請求権関係
に関する文書を収録。具体的には，対米請求権問題，軍用地復元補償問題，土地裁判所の判例，民政府裁
（現地要望等）
判所の裁判記録調査を含む。

6

2011-0007

沖縄関係 日米沖縄返還協定/未完成プロジェ
クト引継問題

本ファイルは1971(昭和46)年10月から1972(昭和47）年6月までの沖縄復帰までの未完成プロジェクトの引継
問題に関する文書を収録。具体的には，当時進行中であった福地ダム，41 号線等の工事が沖縄復帰まで
に完成しない場合の取扱いについての日米交渉，関係省庁間協議の記録，交渉経緯メモ，米国側免責条項
問題，国会対応関係の文書を含む。
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2011-0008

沖縄関係 日米沖縄返還協定/海没地補償問題

本ファイルは，1971(昭和46)年8月から1972(昭和47）年6月までの沖縄の海没地問題に関する文書を収録。
具体的には，那覇軍港内補償問題，調書，陳情書，那覇軍港以外の海没地補償問題に関する文書を含む。

8

2011-0009

本ファイルは，1971(昭和46)年6月から1972(昭和47）年5月までの沖縄返還に伴う琉球水道公社引継問題に
沖縄関係 日米沖縄返還協定/琉球水道公社引 関する文書を収録。具体的には，在沖縄米軍所有水道施設の琉球水道公社への移管，琉球水道公社の日
継問題
本側への移管，在沖縄米軍施設に対する給水問題，水道地図，琉球水道公社・ガルフ間の給水契約，琉球
水道公社・労働組合間の契約問題，関係各省庁間協議，関係資料を含む。

9

2011-0010

沖縄関係 日米沖縄返還交渉/国会提出資料
（第67回）

本ファイルは，1971(昭和46)年11月から1972(昭和47）年1月までの沖縄返還に関する国会提出資料等を収
録。具体的には，各省庁作成の諸資料，各党の資料要求書，防衛庁の国会提出資料についての北米一課
メモを含む。

10

2011-0011

沖縄関係 日米沖縄返還交渉/国会提出資料
（第67回）

本ファイルは，1970（昭和45)年6月から1971(昭和46)年12月までの沖縄返還に関する各省庁の国会提出資
料等を収録。具体的には，防衛庁提出の「基地・施設別在沖縄米軍一覧表」，大蔵省提出の「琉球水道公社
の主たる固定資産」を含む。

11

2011-0012

本ファイルは，1972(昭和47）年3月から10月までの沖縄返還協定交渉の秘密漏洩事件に関する新聞記事切
抜き等を収録。具体的には，同年3月27日の衆議院予算員会での横路孝弘議員（社）による外務省の極秘
沖縄関係 外務省機密漏洩（公判，国会，報道） 電報の暴露及びその後の国会での動き等の関連記事，同年10月の第一回及び第二回公判関係記事，同年
4月12日の衆議院外務委員会秘密理事会報告要旨メモ，外務省機密漏洩事件について国務省幹部に対す
る在米大による遺憾の意表明，米国現地紙記事を含む。

12

2011-0013

本ファイルは，1972(昭和47）年12月から1978（昭和53)年6月までの外務省機密漏洩事件に関する文書を収
録。具体的には，「復帰」後沖縄返還問題に関する瀬長亀次郎議員の質問主意書，在仏大使発外務大臣あ
て来電第877号の押収に関する閣議決定案及び同理由案，電報漏洩事件に関する米側反応についてのメ
モ，第5回から第10回までの東京地裁の証言関係新聞記事，東京地裁及び最高裁判決関連記事を含む。
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2011-0014

沖縄放棄請求権（4条1項）国内措置

本ファイルは，1972(昭和47）年6月から1975（昭和50）年12月までの沖縄返還協定4 条1 項により日本政府
が放棄した請求権問題の国内処理に関する文書を収録。具体的には，(1)「那覇軍港内海没地問題」，(2)
「沖縄におけるいわゆる請求権の調査状況及び請求権問題の整理」，(3)「沖縄請求権問題の国内処理につ
いて」，(4)愛知10項目に関する衆沖特委での上原委員（社）の質疑速記録，(5)沖縄における対米請求権問
題等の沖縄開発庁と防衛施設庁の了解事項，(6)北米一課作成資料「沖縄における対米請求権」，(7)放棄
請求権問題に対する補償処置に関する沖縄県知事の陳情書等，(8)沖縄の住民等が受けた損害の補償に
関する特別措置法案テキスト，(9)在外財産問題審議会諮問及び答申，(10)講和条約発効前の米軍使用土
地等の損失補償問題に対する大蔵省見解，(11)「沖縄関係特別措置費の支出について」（閣議決定）を含
む。
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2011-0015

本ファイルは，1972(昭和47）年4月から1974(昭和49年）6月までの在沖縄米軍施設用地問題に関する文書を
収録。具体的には，（1)米国在郷軍人組織（ＶＦＷクラブ）施設用地関係（日米合同委メモランダム，官報告
示，対米申入れ及び日本側トーキング・ペーパー，現地地主代表の陳情書，安里衆議院議員の施設用地に
沖縄問題 沖縄VFW（米在郷軍人組織）施設用
関する質問主意書及び政府答弁書），（2)アメリカン・リージョン・クラブ及びブラック・オイル・ターミナル施設
地問題
用地関係（両施設用地収拾策に関する日米協議メモ，ブラック・オイル・ターミナルに関する大出衆議院議員
質問等要旨メモ，屋良沖縄県知事の要請・地主からの陳情及び回答），（3)田中総理沖縄訪問資料（米在郷
軍人施設等の問題）を含む。

15

2011-0016

沖縄関係 沖縄返還協定放棄請求権

本ファイルは，1976(昭和51)年8月から1978（昭和53)年1月までの沖縄返還協定放棄請求権に関する文書を
収録。具体的には，（1）沖縄関係諸問題（沖縄開発庁関係）メモ，（2）関係各省会議報告要旨及び関係省庁
作成の別添資料，（3）沖縄の対米放棄請求権の補償に関する質問主意書（提出者瀬長亀次郎衆議院議
員），（4）漁業特別支出金についての了解事項に関する沖縄漁業関連三団体による念書，（5）講和条約発
効前の米軍使用土地等の損失補償問題に対する大蔵省の見解，（6）日弁連の沖縄報告書，（7）ヘメンディ
ンガー弁護士等による対日平和条約発効前の沖縄における米軍使用土地等の損失補償に関する請願書，
(8)防衛施設庁作成「いわゆる沖縄における対米請求権問題実態調査概要」，(9)北米二課作成「沖縄の請求
権問題について」を含む。

16

沖縄復帰一般／資料

本ファイルは，1971(昭和46)年5月1日付条約局作成の「沖縄の施政権返還に際しての琉球政府の財産及び
権利義務関係の処理について（案）」を収録。具体的には，同文書では，沖縄の施政権がわが国に返還され
ることに伴う琉球政府の法的地位，琉球政府の財産及び琉球政府の権利義務関係，沖縄の施政権返還に
際しての琉球政府の財産及び権利義務関係の存続または消滅について論じている。

17

日米琉球諮問委員会，沖縄復帰準備委員会

本ファイルは，1968（昭和43)年1月から1970（昭和45)年5月までの日米琉諮問委員会及び沖縄復帰のため
の準備委員会に関する文書を収録。具体的には，日米琉諮問委員会への日本政府代表の設置に関する暫
定法案及び原案，同法案に関する衆議院沖縄・北方問題特別委員会会議録，沖縄復帰のための準備委員
会への日本政府代表に関する臨時措置法案及び同原案，同参照法令，同準備委員会事務所に勤務する職
員の在勤手当に関する政令，閣議請議のための公信案，官房長官説明資料を含む。

18

管理番号/分類番号

2011-0017

2011-0018

ファイル件名

3

平成22年度第4回外交記録公開（平成23年2月18日）ファイル概要

管理番号/分類番号

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

A'.3.0.0.7

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況雑件

本ファイルは，1951(昭和26)年7月から1963(昭和38）年5月までの米国管理下の南西諸島状況に関する文書
を収録。具体的には，北緯29度以南の南西諸島に関する対米折衝要領，懸案事項に関する資料，南西諸
島の地位についての調書，日本政府及び府県所有の土地に関する文書を含む。

19

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1949（昭和24)年11月から1960（昭和35)年11月までの米国管理下の南西諸島（沖縄）に関す
沖縄関係 米国管理下の南西諸島（沖縄）状況
る文書を収録。具体的には，琉球の地位に関する民政長官布告，琉球諸島統治に関する基本法案，共産党
雑件
非合法化法案，琉球政界再編成を含む。

20

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1960（昭和35)年2月から1968（昭和43)年2月までの米国管理下の南西諸島（沖縄）に関する
沖縄関係 米国管理下の南西諸島（沖縄）状況 文書を収録。具体的には，沖縄・小笠原問題に関する調書，池田総理訪米資料，秩父宮妃殿下の沖縄訪問
雑件 第2巻
（取り止め），大平外相・キャラウェー高等弁務官会談，池田首相・ライシャワー大使会談，佐藤総理・ワトソン
高等弁務官会談，椎名外相・ジョンソン大使会談を含む。

21

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 米国管理下の南西諸島（沖縄）状況 本ファイルは，1948（昭和23)年5月から1952(昭和27）年8月までの米国管理下の南西諸島（沖縄）に関する
雑件 第3巻
文書を収録。具体的には，沖縄史に関する諸資料，沖縄政府残務処理関係の文書を含む。

22

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 米・琉球関係者内話

本ファイルは，1965（昭和40）年10月から1971（昭和46）年9月までの沖縄施政権返還問題に関する文書を収
録。具体的には，米国大統領，米国立法府，行政府，米軍当局，現地当局（沖縄政府，沖縄米高等弁務官・
民政官），学者及び報道界の各関係者の考え方，沖縄政治社会状況（立法府選挙，主席公選，全軍労のス
トライキ），小笠原返還問題を含む。

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和37年度）

本ファイルは，1962（昭和37)年5月から1972（昭和47)年3月までの復帰後の沖縄支援に関する文書を収録。
具体的には，「琉球諸島に対する援助金に関する覚書」の実施に関わる細目協議，「実施細目了解事項」，
事業計画案，会計検査院による現地調査を含む。

24

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和38年度）

本ファイルは，1962（昭和37)年5月から1972（昭和47)年3月までの復帰後の沖縄支援に関する文書を収録。
具体的には，援助金継続供与のための「覚書」締結に関する日米協議，「琉球諸島に対する援助計画の項
目及び金額に関する覚書」，「琉球諸島に対する援助金の執行に関する覚書」を含む。
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A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和39年度）

本ファイルは，対沖縄経済援助に関し，1963(昭和38）年11月から1965(昭和40）年3月までに行われた日米
協議関連文書を収録。具体的には，昭和39年度事業計画及び金額，同事業実施覚書，擬問擬答集を含む。

26

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和40年度）

本ファイルは，対沖縄経済援助に関し，1964(昭和39）年9月から1970(昭和40)年12月までに行われた日米協
議関連文書を収録。具体的には，昭和40年度事業計画及び金額，同事業実施覚書を含む。

27

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和41年度）

本ファイルは，対沖縄経済援助に関し，1966(昭和41）年1月から1977(昭和42)年4月までに行われた日米協
議関連文書を収録。具体的には，昭和41年度事業計画及び金額，同事業実施覚書を含む。

28

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和42年度）

本ファイルは，対沖縄経済援助に関し，1966(昭和41）年7月から1967(昭和42)年12月までに行われた日米協
議関連文書を収録。具体的には，(1)沖縄のインフレ急進等諸経費の急増に伴う日本政府の対沖縄経済援
助金の大幅増額問題。(2)昭和42年度事業計画の実施に関する覚書締結関係を含む。

29

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和43年度）

本ファイルは，対沖縄経済援助に関し，1968（昭和43)年5月から1969(昭和44)年6月まで行われた日米協議
関連文書を収録。具体的には，昭和43年度事業計画及び援助金に関する覚書締結協議，同援助計画の項
目及び金額に関する覚書締結協議，同援助金に関する覚書協議，第16 号台風災害対策用として援助計画
及び金額の修正協議，対沖縄援助財政投融資に関する覚書協議を含む。

30

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和44年度）

本ファイルは，対沖縄経済援助に関し，1969（昭和44)年4月から1969(昭和44)年12月まで行われた日米協議
関連文書を収録。具体的には，昭和44年度事業計画及び援助金に関する覚書締結協議，同援助計画の項
目及び金額に関する覚書締結協議，同援助金に関する覚書協議，第11号及び第12号台風災害対策用とし
て援助計画及び金額の修正協議，対沖縄援助財政投融資に関する覚書協議を含む。

31
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A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 援助金に関する覚書（昭和46年度）

本ファイルは，1970（昭和45)年10月から1972(昭和47）年3 月までに行われた「日本政府の琉球諸島援助に
関する協議委員会及び技術委員会の設立並びに実施手続」の改訂に関する日米流準備委員会関連文書，
及び昭和46年度の琉球諸島援助金供与に関する覚書締結のための日米協議文書を収録。具体的には，(1)
「返還時におけるアメリカ合衆国の民政の諸権限の日本国への移行を容易にするための合意」，(2)日米交
換書簡の及び関連書簡（琉球諸島の経済開発等援助供与及び実施手続），（3）「援助に関する技術委員会
の権限」（参考収録），（4）琉球諸島援助計画の項目及び金額覚書，（5）琉球諸島に対する援助金供与覚書
を含む。

32

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1970（昭和45)年9月から1972(昭和47）年5月までの沖縄復帰対策予算案に関する文書を収
録。具体的には，昭和46年度沖縄復帰対策予算案（復活予算）の作成作業及び昭和47年度沖縄関係予算
沖縄関係 日本政府援助予算(昭和46，47年度)
案の作成準備，並びに1972（昭和47）年5月15日の沖縄復帰に備え，同年4月1日から5月14日までの対沖縄
復帰対策予算案の作成作業に関する文書（大部分は沖縄対策庁が作成）を含む。

33

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 日本政府援助 琉球政府財政赤字
問題(1)

本ファイルは，琉球政府の赤字財政問題に関し，1970(昭和45)年5月から7月までに行われた外務省・沖縄
対策庁協議，日米協議等に関する文書を収録。具体的には，山中総務長官とランパート高等弁務官会談
（含，長官発言要領），日米協議日本側見解（含，米側回答）を含む。

34

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 日本政府援助 琉球政府財政赤字
問題(2)

本ファイルは，琉球政府の赤字財政問題に関し，1970(昭和45)年10月から1971(昭和46)年4月までの日米準
備委員会（代理会議）及び4回に亘る日米交渉に関する文書を収録。具体的には，高瀬沖縄大使・ランパート
高等弁務官会談，琉球政府赤字問題に関する日米交渉記録（4回分）を含む（注：第3回交渉分につき，資料
のみで記録の収録無し）。

35

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1970（昭和45)年8月から1972(昭和47）年1月までの琉球政府の赤字財政問題等に関する文
沖縄関係 日本政府援助 琉球政府・財政問題
書を収録。具体的には，琉球政府財政問題調査団（自治省・沖縄対策庁・大蔵省）の派遣及び調査報告書，
(1)
渡嘉敷村ミサイル跡地への「国立青年の家」建設問題を含む。

36

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1970（昭和45)年11月から1972(昭和47）年3月までの琉球政府予算等に関する文書を収録。
沖縄関係 日本政府援助 琉球政府・財政問題 具体的には，昭和47年度琉球予算編成作業に関する日米琉協議（山中・屋良会談を含む），沖縄水資源開
(2)
発に関する日米協議，琉球銀行の復帰前民営化に関する米側措置，琉球石油配給基金運用に関する調査
質問状，琉球財産管理部資金の返還時移管要請を含む。

37
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A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1969（昭和44)年2月から1970（昭和45)年12月までの沖縄総合職業訓練所設立をめぐる日米
沖縄関係 日本政府援助 総合訓練所設置（覚
琉協議文書を収録。具体的には，（1）山野沖縄・北方対策庁長官・米民政官会談，（2）沖縄の総合職業訓練
書の締結）
所の設立運営に関する覚書，（3）山野長官発フィアリー米民政官宛書簡を含む。

38

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1969（昭和44)年4月から6月までの琉球諸島の電気通信設備の琉球電信電話公社への譲与
に関する文書を収録。具体的には，日本政府が1967（昭和42)年度及び1968（昭和43)年度に琉球諸島援助
沖縄関係 日本政府援助 沖縄・先島間マイクロ
計画により設置した沖縄島，宮古島及び石垣島相互間の電気通信設備を琉球電信電話公社に譲与するた
ウェーブ施設譲渡に関する覚書
めの覚書締結に関する日米琉協議文書，沖縄島，宮古島及び石垣島相互間の電気通信設備の譲与に関す
る法律関係資料（総理府作成）を含む。

39

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1968（昭和43)年10月から1970(昭和45)年3月までの日本政府による沖縄向本土米供与計画
沖縄関係 日本政府援助 本土米供与（産業開 に関する日米協議及び日豪協議関連文書を収録。具体的には，(1)東郷北米局長・バージャ在京米大使館
発資金）(1)
公使会談，(2)翁長琉球政府農林局長・大河原北米局参事官会談，(3)対米豪対処方針（案），(4)琉球政府に
対する米穀売渡し特別措置法律案，(5)琉球政府に対する米穀売渡し覚書を含む。

40

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1970(昭和45)年7月から1972(昭和47)年3月までの日本政府による沖縄向本土米供与計画に
関する日米協議及び日豪協議関連文書を収録。具体的には，(1)大河原北米局参事官・エドモンド在京米大
沖縄関係 日本政府援助 本土米供与（産業開
使館公使会談，(2)日米協議委員会（愛知外相，山中総務長官，マイヤー駐日米大使発言要旨），(3)大河原
発資金）(2)
北米局参事官・マックスウィーニ在日豪大使館公使会談，(4)昭和46年及び昭和47年度の琉球政府に対する
米穀の売渡し覚書を含む。

41

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1958(昭和33)年8月から1965(昭和40)年10月までの米国の「琉球列島における経済的社会的
発展を促進する法律」（所謂「プライス法」）の修正法案及び1963(昭和38）年対外援助関係歳出法案に関す
沖縄関係 日本政府援助 プライス法（改正案を
る米国上・下両院の審議状況文書を収録。具体的には，(1)1960年プライス法，(2)1962年プライス法修正法
含む）(1)
案，(3)朝海大使・ハリマン国務次官補会談（予算削減懸念表明），(4)プライス法修正法案下院聴聞会証言
録，(5)プライス法修正案上院聴聞会証言録を含む。

42

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1966 (昭和41)年2月から1968(昭和43)年10月までの米国の「琉球列島における経済的社会的
発展を促進する法律」（所謂「プライス法」，1962年修正）の再修正法案及び1969（昭和44)年対外援助関係
沖縄関係 日本政府援助 プライス法（改正案を
歳出法案に関する米国上・下両院の審議状況文書を収録。具体的には，(1)1966 年プライス法再修正法案，
含む）(2)
(2)1968（昭和43）年対外援助関係歳出法案，(3)塚原総務長官・オズボーン在京米臨時代理大使会談（対沖
縄援助増額要請），(4)米国上・下院軍事委員会聴聞会議事録（含，証言テキスト）を含む。

43
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沖縄関係 日本政府援助 年度別援助(1)

本ファイルは，1961 (昭和36)年5月から1971(昭和46)年9月までの米国の対琉球経済援助関係予算に関する
文書を収録。具体的には，(1)米国の1961（昭和36）年度～1964（昭和39）年度における対琉球援助関係予算
案，(2)米国の対沖縄援助費の債務性に関する作業文書，(3)米国の1962年度及び1964（昭和39）年度にお
ける対琉球余剰農産物借款供与，米国政府沖縄調査団に対する要請（琉球政府）を含む。

44

沖縄関係 日本政府援助 年度別援助(2)

本ファイルは，1964(昭和39）年2月から1971(昭和46)年9月までの米国の対琉球経済援助関係予算に関する
文書を収録。具体的には，(1)米国の1965（昭和40）年度～1972（昭和47）年度における対琉球経済援助関係
予算案に関する米国下院審議（議事録を含む），(2)千葉北米局第一課長・エリクソン在京米大参事官会談
（1971（昭和46）年度の米国対琉球援助予算の大幅削減問題），(3)米国下院歳出委員会聴聞会証言（ラン
パート米高等弁務官）を含む。

45

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 一般重要案件(1)

本ファイルは，1965（昭和40）年2月から1967（昭和42）年3月までの沖縄返還問題に関する文書を収録。具体
的には，琉球列島米国民政府（ＵＳＣＡＲ）作成「沖縄返還問題質疑応答集」，日米定期協議に関する事務連
絡（日米定期協議記録の未定稿を千葉在米大書記官が枝村北米課長に送付したもの），ワトソン前高等弁
務官夫人内話（ワトソン夫人が沖縄生活を回顧して千葉在米大書記官に感想を語ったもの）を含む。

46

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 一般重要案件(2)

本ファイルは，1965（昭和40）年2月から1967（昭和42）年11月までの沖縄返還問題に関する文書を収録。具
体的には，沖縄返還問題に関する在京米大あて質問状，琉球政府前主席太田政作氏の「復帰雑感」を含
む。

47

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 一般重要案件(3)

本ファイルは，1959（昭和34）年6月から1970（昭和45）年10月までの沖縄および小笠原問題に関する文書を
収録。具体的には，調書「沖縄，小笠原問題の経緯と現状」，調書「沖縄施政に関する日，米，琉球の立場
及び将来の方針について」，調書「アメリカの極東戦略に占める沖縄の地位」を含む。

48

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 沖縄関係一般(2)

本ファイルは，1967（昭和42）年6月から1968（昭和43）年8月までの沖縄返還問題に関する文書を収録。具体
的には，(1)「沖縄の施政権返還への具体的提案（私案）」（山野特別地域連絡局長起案），(2)「最近の沖縄
情勢について」（末次一郎氏起案），(3)「沖縄返還と日本の防衛体制」（賀屋興宣代議士論文），(4)「佐藤首
相帰国後の沖縄―小笠原対策の推進について（私案）」（末次一郎氏記述），(5)「日本はアジア政策のかな
め」（ライシャワー教授論文）を含む。

49

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 外紙報道（在米大使館関係）(1)

本ファイルは，1964（昭和39）年5月から1968（昭和43）年12月までの沖縄返還問題に関する報道についての
在米国大使館からの報告を収録。

50
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A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 外紙報道（在米大使館関係）(2)

本ファイルは，1969（昭和44）年1月から同11月までの沖縄返還問題に関する報道についての在米国大使館
からの報告を収録。

51

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 外紙報道（在米大使館関係）(3)

本ファイルは，1970（昭和45）年9月から1972（昭和47）年4月までの沖縄返還問題に関する報道についての
在米国大使館からの報告を収録。

52

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 外紙報道（在米その他公館関係）(1)

本ファイルは，1964（昭和39）年5月から1967（昭和42）年12月までの沖縄返還問題に関する報道についての
在米国大使館等からの報告を収録。

53

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1969（昭和44）年の沖縄返還問題に関する報道についての在米各公館からの報告を中心に
沖縄関係 外紙報道（在米その他公館関係）(2) 公館別に綴られている。具体的には，ハースト系各紙の「Okinawa Surrender?」と題する社説に対する調査
関係を含む。

54

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 外紙報道（在アジア，欧州等公館関
係）

本ファイルは，1969（昭和44）年の沖縄返還問題に関する報道についての在アジア，欧州等公館からの報告
を収録。

55

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 外紙報道（海外論調）

本ファイルは，沖縄返還問題に関する海外論調をまとめた文書を収録。具体的には。(1)「「沖縄返還問題」に
関する海外論調」（1月～6月）（1969（昭和44）年5月，報道課），(2)「「沖縄返還協定」に関する海外論調
（Ⅰ）」（1971（昭和46）年7月，報道課），(3)「沖縄返還協定」に関する海外論調（Ⅱ）」（1971（昭和46）年7月，
報道課），(4)「最近のソ連の対日論調」（1971（昭和46）年7月，東欧第一課），(5)国際情報資料「沖縄返還特
集」（1972（昭47）年5月)を含む。

56

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 USCARニュース・リリース

本ファイルは，1969（昭和44）年5月から12月までの琉球列島米国民政府（USCAR）プレス・リリースを収録。

57
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A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 本邦紙報道

本ファイルは，1964（昭和39）年から1972（昭和47）年までの沖縄返還問題に関する報道を収録。具体的に
は，本邦紙及び外電の報道記事，大臣記者会見，寄稿文，米国務次官ニュースリリース，部外対処振りを含
む。

58

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 米国関係（議員等発言）（2）（講演，
記者会見等）

本ファイルは，1969（昭和44）年から1971（昭和46）年にかけて沖縄返還問題に関してなされた米国議会議員
による演説，内話，記者会見，投書，報告等及び沖縄返還問題に対する関係議員の態度調査等を収録。具
体的には，バード議員の演説（沖縄返還に反対），ウオルフ，バーク両議員の報告書（日本の軍国主義化に
言及）を含む。

59

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 米国議会審議（議会証言，議事録）

本ファイルは，1968（昭和43）年から1971（昭和46）年までの米国議会における審議に関する文書を収録。具
体的には，沖縄返還問題等に関する外交，軍事委員会等における証言や議事録，議員等の内話を含む。

60

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 米国の反応

本ファイルは，1967（昭和42）年から1971（昭和46）年における沖縄返還問題に対する米国の反応に関する
文書を収録。具体的には，(1)在米国大使館から報告（日本人学者，国務省関係者，英外交官の内話等），
(2)米国在郷軍人団体の動向，(3)米国特派員記事，(4)米国政府関係者等の見解，(5)League of Women
Voters主催討論会，(6)ニューヨーク教育TV局のTV討論会，(7)沖縄における米軍記念碑建立，(8)日本及び
沖縄に関するアメリカ在郷軍人会年次総会決議を含む。

61

A'.3.0.0.7-1

本ファイルは，1965（昭和40）年から1972（昭和47）年までの琉球米民政府の機構に関する文書を収録。具体
沖縄関係 米国政府現地出先機関（米国民政府
的には，組織図，電話帳などの資料，沖縄返還に伴う民政府職員の人員整理に関する民政官発書簡を含
機構，電話帳）(1)
む。

62

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 国連関係 植民地独立宣言（沖縄）

本ファイルは，1960（昭和35）年から1963（昭和38）年までの沖縄の祖国復帰の動きに関する文書を収録。具
体的には，沖縄解放祖国復帰促進懇談会の開催，帆足計議員（社）による国連17人委員会（植民地独立）へ
の書簡を含む。

63
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64

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 国府の沖縄帰属問題（2）

本ファイルは，1956（昭和31）年から1970（昭和45）年までの中華民国国民政府と沖縄帰属問題に関する文
書を収録。具体的には，(1)報道関係，(2)中華民国に於ける琉球住民保護，(3)技術・教育関係の実情，(4)太
田琉球主席の訪台，(5)国際剣道大会への沖縄参加チームの標識，(6)国民大会での周士傑代表等の声
明，(7)中華民国漁船の沖縄不法入域，(8)沖縄・中華民国海底ケーブルを含む。

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 沖縄に関する第三国の動向（韓国）

本ファイルは，1969（昭和44）年から1971（昭和46）年までの沖縄返還に対する韓国の動向に関する文書を
収録。具体的には，(1)アグニュー米副大統領訪韓，(2)第四回日韓定期閣僚会議共同コミュニケ，(3)擬問擬
答，(4)日加閣僚委発言資料（韓国，中華民国），(5)報道記事を含む。

65

A'.3.0.0.7-1

沖縄関係 沖縄に関する第三国の動向（その
他）

本ファイルは，1961（昭和36）年から1971（昭和46）年までの沖縄返還に対する（韓国，中華民国国民政府以
外の）第三国の動向に関する文書を収録。具体的には，(1)中華人民共和国，(2)タイ，(3)フィリピン，(4)べト
ナム，(5)イラン，(6)ソ連を含む。

66

A'.3.0.0.7-1-1

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 財産
関係

本ファイルは，1916(大正5)年から1957（昭和32)年までの在沖縄財産に関する文書を収録。具体的には，(1)
鉱業権関係，(2)在沖縄 尚（ショウ）氏所有不動産関係，(3)南北大東島の土地所有権及び借地権等を含
む。

67

A'.3.0.0.7-1-1-1

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 財産 本ファイルは，1957（昭和32)年から1964(昭和39）年までの講和条約発効前の米軍による財産損害補償問題
関係（講和条約発効前の米軍による財産損害補 に関する文書を収録。具体的には，(1)沖縄における講和発効前の損害補償に関する交渉経緯，(2)沖縄住
民の講和発効前の土地等の損失補償に対する日本政府の立替え見舞金を含む。
償問題）

68

A'.3.0.0.7-1-1-1

本ファイルは，1965(昭和40）年1月から1970（昭和45)年2月までの講和条約発効前の米軍による財産損害補
沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 財産
償問題に関する文書を収録。具体的には，(1)講和発効前損害補償に関する議会共同決議，(2)米上下両院
関係（講和条約発効前の米軍による財産損害補
公聴会証言テキスト，(3)米上下両院における会議録，(4)講和発効前補償の際の米側支出見舞金と日本政
償問題）（第2巻）
府支出見舞金を含む。

69

A'.3.0.0.7-1-2

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用
地問題（プライス報告を含む） 第1巻

本ファイルは，1952(昭和27）年11月から1958（昭和33)年6月までの沖縄軍用地問題に関する文書を収録。
具体的には，(1)南西諸島における米軍の土地収用，(2)軍用土地無期限使用賃貸料の一括払い，(3)沖縄返
還問題に関する日本政府の見解，(4)沖縄返還問題（軍用地問題を含む）に関する米国務省見解を含む。

70
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A'.3.0.0.7-1-2

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用
地問題（プライス報告を含む） 第2巻

本ファイルは，1956(昭和31)年1月から1960（昭和35)年8月までの沖縄軍用地問題に関する文書を収録。具
体的には，(1)土地接収米国予算の件，(2)沖縄返還問題に関する外務大臣・アリソン駐日米大使の会談，(3)
土地問題に関するアリソン駐日米大使の声明，(4)プライス報告（土地代一括払い方式を提案）に対する日本
側（特に沖縄）の反応，(5)沖縄軍用地問題に関する山田次官による在日米国大使館への申入れを含む。

71

A'.3.0.0.7-1-2

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用
地問題（プライス報告を含む） 第3巻

本ファイルは，1953(昭和28）年4月から1958（昭和33)年6月までの沖縄軍用地問題に関する文書を収録。具
体的には，(1)外務省における沖縄代表団との会談関係，(2)米軍布告関係，(3)沖縄民政長官（レムニッツ
アー大将）の声明，(4)沖縄の法的問題に関する各省会議，(5)ムーア高等弁務官（中将）のアドレス（沖縄の
土地取得計画再検討）を含む。

72

A'.3.0.0.7-1-2

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用
地問題（プライス報告を含む） 第4巻

本ファイルは，1944(昭和19）年12月から1963(昭和38）年8月までの沖縄軍用地問題に関する文書を収録。
具体的には，(1)ブース高等弁務官（中将）声明（土地代一括払い廃止），(2)現地会談関係，(3)擬問擬答関
係，(4)旧日本飛行場の土地所有権問題，(5)沖縄住宅公社関係，(6)伊江島及び伊佐浜軍用地接収関係，
(7)新聞論調を含む。

73

A'.3.0.0.7-1-2-1

本ファイルは，1955(昭和30）年8月から1956(昭和31)年10月までの沖縄軍用地問題に関する文書を収録。具
沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用 体的には，(1)「沖縄返還問題に関する日本政府の見解」，(2)米下院プライス調査団の沖縄調査に関する報
地問題 プライス報告書関係（米国下院軍事委 告書，(3)沖縄返還問題に関する米国下院軍事委員会分科会報告書（沖縄土地問題に関するプライス報告
書）（英文，全訳文），(4)プライス報告に関する現地における動き，(5)プライス勧告に対する反論（琉球立法
員会調査団訪沖関係）（昭和33年） 第1巻
院）を含む。

74

A'.3.0.0.7-1-2-1

本ファイルは，1956(昭和31)年5月から1956(昭和31)年12月までの沖縄軍用地問題に関する文書を収録。具
体的には，(1)プライス勧告に対する現地の反響（那覇日本政府南方連絡事務所長発総理府南方連絡事務
沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用
局長宛報告「軍用地問題の動き」），(2)プライス勧告に対する五者協議会（立法院，行政府，軍用土地連合
地問題 プライス報告書関係（米国下院軍事委
会，市町村長会，市町村議長会により構成）の反論（1954(昭和29）年4月立法院決議「軍用地問題に関する
員会調査団訪沖関係）（昭和34年） 第2巻
四原則」（適正地代，地代の毎年払い，新規接収反対，損害の賠償）を認めなかったことに対する抗議）を含
む。

75

A'.3.0.0.7-1-2-2

本ファイルは，1955(昭和30）年5月から12月までの沖縄軍用地問題に関する文書を収録。具体的には，(1)
沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用
軍用地問題に関する沖縄陳情団一行の訪米，(2)比嘉主席一行と重光大臣の会見，(3)一行の携行資料（英
地問題（プライス報告を含む） 比嘉主席一行訪
文），(3)訪米説明資料（英文）を含む。
米関係

76
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A'.3.0.0.7-1-2-3

本ファイルは，1958（昭和33)年5月から7月までの沖縄軍用地問題に関する文書を収録。具体的には，(1)立
沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用 法院代表の米国派遣に関する決議（琉球政府立法院），(2)沖縄軍用地最終処理に関する日米諒解案，(3)
地問題（プライス報告を含む） 沖縄代表団訪米 沖縄軍用地問題の解決について，(4)當間琉球政府主席との会談における藤山外務大臣発言要旨（案），(5)
渡米折衝の基本態度（渡米代表団），(6)沖縄土地問題について（調書），(7)沖縄土地問題に関し次官，米大
関係（昭和33年） 第1巻
使会談の件，(8)沖縄渡米代表団と米政府要路の関係者との会談に関する報告（在米大来電）を含む。

77

A'.3.0.0.7-1-2-3

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況 軍用 本ファイルは，1958（昭和33)年6月の沖縄軍用地問題に関する文書を収録。具体的には，(1)沖縄軍用土地
地問題（プライス報告を含む） 沖縄代表団訪米 問題対米折衝方針議事速記録（第一日の一），(2)沖縄軍用土地問題対米折衝方針議事速記録（第一日の
関係（昭和33年） 第2巻
二），(3)沖縄軍用土地問題対米折衝方針議事速記録（第二日）を含む。

78

A'.3.0.0.7-1-7

沖縄関係 米国管理下の南西諸島状況雑件
「政経情報」 第3巻

本ファイルは，1966(昭和41)年8月から1967（昭和42)年4月までの米国管理下の南西諸島（沖縄）に関する文
書を収録。具体的には，那覇日本政府南方連絡事務所から提出された沖縄政経情報を含む。

79

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 企業，職業別5

本ファイルは，在沖縄外資系企業に認可・割当てられていた周波数の復帰時における取扱いに関する文書
を収録。具体的には，外資系企業に対する周波数関係措置方針（通告主管庁を，国務省から郵政省に変
更），登録周波数の記録の変更を含む。

80

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 企業，職業別6

本ファイルは，米系石油資本の沖縄進出及び沖縄民需用石油製品長期購入契約に関する文書を収録。

81

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 企業，職業別7

本ファイルは，米系石油資本の一社であるガルフ社が同社の精油所建設用地である沖縄金武湾（キンワン）
港の独占的管理運営権を米国民政府より許与された件に関する文書を収録。

82
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B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 企業，職業別8

本ファイルは，米系石油資本の一社であるガルフ社が同社の精油所建設用地である沖縄金武湾（キンワン）
港の独占的管理運営権を米国民政府より許与された件に関する文書を収録。具体的には，(1)記録・調書，
(2)関係省庁協議，(3)新聞報道を含む。

83

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄の航空権益 第1巻

本ファイルは，沖縄復帰時における沖縄の航空権益（日米航空交渉）に関する文書を収録。具体的には，(1)
経緯/問題点，(2)米側申入れ，(3)日本側回答ぶり，(4)対米交渉主要事項，（5）日米政府間で合意された沖
縄の復帰準備に関する原則・指針，（6）沖縄外資の事務処理を含む。

84

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄の航空権益 第2巻

本ファイルは，沖縄復帰時における沖縄の航空権益（日米航空交渉）に関する文書を収録。具体的には，対
米交渉経緯，了解覚書（案）及び附表の修正に関する交換公文（案）を含む。

85

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄の航空権益 第4巻

本ファイルは，沖縄復帰時における沖縄の航空権益（日米航空交渉）に関する文書を収録。具体的には，(1)
第三国（米国以外）の取扱いについて，(2)中華航空の取扱い，(3)コンティネンタル航空の沖縄乗り入れ権問
題，資料「沖縄の施政権の日本国への返還後の日米民間航空運送業務に関する了解覚書」を含む。

86

沖縄関係 沖縄の航空権益 第5巻

本ファイルは，沖縄復帰時における沖縄の航空権益（日米航空交渉）に関する文書を収録。具体的には，(1)
返還協定締結交渉と航空問題，(2)同トーキング・ペーパー，(3)大河原米局参事官・スナイダー公使会談，(4)
日米航空協定附表修正，(5)日米航空交渉対処方針（案），(6)愛知外相・屋良主席会談，(7)了解覚書（案），
(8)参考資料（含沖縄管制施設調査報告書）を含む。

87

沖縄関係 沖縄復帰に伴う特別措置法案(1)

本ファイルは，沖縄復帰に伴う特別措置法案に関する文書を収録。具体的には，関係省庁別法案，沖縄に
おける公有水面埋立の実態調査（建設省関連案の「公有水面埋立法」の制定前に，米国側行政機関等の処
分に基づいて行われる公有水面の埋立の実態を把握するため建設省が外務省を通して米側に調査を依頼
したもので，処分を行った機関，処分を受けた者，埋立場所，埋立目的・地用状況埋立面積等が記載されて
いる）を含む。

88

沖縄関係 沖縄復帰に伴う特別措置法案(2)

本ファイルは，沖縄復帰に伴う特別措置法案に関する文書を収録。具体的には，関係省庁別法案，「沖縄の
復帰に伴う特別措置に関する法律案」，「沖縄の復帰に伴う関係法案の改廃に関する法律案」，「沖縄開発
庁設置法案」，「沖縄振興開発特別措置法案」，「沖縄振興開発金融公庫法案」，「沖縄の復帰に伴う防衛庁
関係法律の適用の特別措置等に関する法律案」，「沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律案」を
含む。

89

B'5.1.0.J/U24

B'5.1.0.J/U24

B'5.1.0.J/U24
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B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄復帰に伴う特別措置法（政令
案）

本ファイルは，沖縄復帰に伴う特別措置法案に関する文書を収録。具体的には，(1)沖縄関係法律の政令の
取扱い，(2)沖縄開発庁組織令，(3)沖縄振興開発金融公庫施行令案，(4)第68国会で成立した沖縄関係四法
律，(5)特別措置法の一部改正を含む。

90

B'5.1.0.J/U24

本ファイルは，沖縄返還協定発効準備における関係各省業務引継ぎのうち運輸省及び防衛庁に係わる文
沖縄関係 沖縄返還協定発効準備（各省業務引
書を収録。具体的には，那覇空港，灯台等の業務引き継ぎ，沖縄における公用地等の暫定使用問題を含
継問題）
む。

91

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄返還協定調印式(1)（調印式次
第，首脳挨拶文）

本ファイルは，沖縄返還協定調印式に関する文書を収録。具体的には，同式次第，日米首脳挨拶文を含
む。（注：返還協定調印式は，東京・ワシントンで同時署名し，調印式の模様は宇宙中継により日米同時に
TV放映された。なお，本件調印式にはニクソン米大統領及び屋良琉球政府主席が出席しなかった。）

92

B'5.1.0.J/U24

本ファイルは，沖縄返還協定調印式に関する文書を収録。具体的には，沖縄返還協定調印式における佐藤
沖縄関係 沖縄返還協定調印式(2)（総理挨拶，
総理の挨拶・談話及び愛知外務大臣の挨拶，外務大臣記者会見記録，在米大使館プレス・リリース，ワシン
談話，外務大臣挨拶）
トンにおける式次第，沖縄返還協定署名の際のスピーチ等，日韓会談調印式関係（参考資料）を含む。

93

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄返還協定調印式(3)（ロジスティッ 本ファイルは，沖縄返還協定調印式に関する文書を収録。具体的には，東京で行われた沖縄返還協定調印
クス，警備，プレス，写真）
式におけるロジスティックス関係文書，調印式写真を含む。

94

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 協定調印に関する反響，意見(1)（琉 本ファイルは，沖縄返還協定に関する文書を収録。具体的には，琉球政府が非公式に準備委員会を通じ提
球政府の疑問，要望）
出した沖縄返還協定等に関する疑問及び要望事項 と関係省庁回答案を含む。

95

B'5.1.0.J/U24

本ファイルは，沖縄返還協定調印に関する文書を収録。具体的には， 沖縄返還協定調印に際しての屋良琉
沖縄関係 協定調印に関する反響，意見(2)（沖
球主席談話及び琉球政府立法院の決議，調印式後の日本各地の地方公共団体の決議・要望，民間団体・
縄自治体決議，団体個人意見）
個人からの要望書・決議書・意見書を含む。

96
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B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 協定調印に関する反響，意見(3)（批 本ファイルは，沖縄返還協定調印に関する文書を収録。具体的には， 沖縄返還協定調印に際しての沖縄を
准要請，反対）
含めた全国各地の地方自治体・民間団体・個人からの決議書・要望書・意見書を含む。

97

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄返還協定批准書交換式

本ファイルは，1972（昭和47）年3月15日に総理官邸において行われた沖縄返還協定批准書交換式に関する
文書を収録。具体的には，外務大臣及び駐日米国大使の挨拶文，批准書交換調書写，批准書交換式写真
を含む。

98

B'5.1.0.J/U24

本ファイルは，1972（昭和47）年5月15日に行われた沖縄復帰記念式典に関する文書を収録。具体的には，
沖縄関係 沖縄復帰記念式典(1)（閣議決定，関
同式典の東京（武道館）及び沖縄（那覇市民会館）での開催，東京での式典への天皇･皇后両陛下御臨席に
係省庁連絡会議）
係わる準備と実施に関する文書を含む。

99

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄復帰記念式典(2)（招待者推薦）

本ファイルには，1972（昭和47）年5月15日開催の沖縄復帰記念式典への招待者に関する文書を収録。具体
的には，招待者の取扱い及び推薦者名簿を含む。

100

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄復帰記念式典(3)（アグニュー副 本ファイルは，1967（昭和47）年5月12日 ～16日までの沖縄復帰記念式典に米国政府代表として参列したア
大統領関係）
グニュー米国副大統領訪日に関する文書を収録。

101

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄復帰記念式典(4)（ロジスティック 本ファイルは，1972(昭和47）年5月15日に開催された沖縄復帰記念式典に関する文書を収録。具体的には，
ス関係）
ロジスティックス関係（式典実行組織及び分掌等，東京会場会場図，招待状作成）を含む。

102

B'5.1.0.J/U24

沖縄関係 沖縄返還交渉資料 第12巻

本ファイルは，復帰前の沖縄における沖縄船舶関係（漁船を含む）及びダレス・藤山会談関係に関する文書
を収録。具体的には，(1)船舶拿捕，(2)沖縄乗組員遺族問題，(3)漁船安全操業関係，(4)日本漁船の沖縄導
入，（5)ダレス長官との会談要領案，(6)藤山大臣・ダレス米国務長官会談を含む。

103
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沖縄関係4

本ファイルは，1966（昭和41)年9月から1967（昭和42)年10月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的
には，（1)総理訪韓（佐藤・ハンフリー会談），（2)沖縄返還問題に関する在京米大使館員の内話，（3)在米下
田大使・バンディー米国務次官補会談，（4)沖縄･小笠原問題（ハルペリン米国防次官補代理内話），（5)沖縄
返還問題に関する質問点，（6)沖縄出張報告，（7）三木大臣・ジョンソン在京米大使会談録，（8）米側に手交
せる覚書，（9）沖縄に関し在京米大使と懇談の件（北米局長），（10）三木大臣・ラスク米国務長官会談録，
（11)三木大臣・ハンフリー米副大統領会談録，（12)三木大臣・マクナマラ米国防長官会談録，（13)沖縄住民
の国政参加を含む。

104

2011-0020

沖縄関係5 返還交渉前史（対米・対内）

本ファイルは，1967（昭和42）年8月から11月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的には，(1)在沖縄
米軍の戦略上の役割，(2)施政権返還に伴う沖縄基地の地位，(3)沖縄及び小笠原の軍事的役割（米側見
解），(4)沖縄の施政権返還の方途，(5)佐藤総理・ジョンソン大統領会談録，(6)佐藤総理・マクナマラ国防長
官会談録，(7)佐藤総理･ラスク国務長官会談録，(8)日米共同声明案，(9)共同声明の沖縄関係部分の最終
段階における経緯，(10)三木大臣・ジョンソン米大使会談記録を含む。

105

2011-0021

日米関係（沖縄返還）47

本ファイルは，1964（昭和39）年12月から1969（昭和44）年4月までの沖縄返還交渉に関する会談記録を収
録。具体的には，1967（昭和42）年の日米首脳会談以降の沖縄返還交渉が日米間で具体化するまでの交渉
に関するもので佐藤・ジョンソン会談を含む。

106

2011-0022

日米関係（沖縄返還）19

本ファイルは，1968（昭和43）年3月から1969（昭和44）年7月までの沖縄施政権返還と基地の問題に関する
会談録等を収録。具体的には，北米局長作成大臣ブリーフ資料，東郷アメリカ局長の訪米，佐藤総理の沖
縄返還に対する発言，岸特使訪米を含む。

107

2011-0023

日米関係（沖縄返還）10

本ファイルは，1969（昭和44）年11月の佐藤総理訪米前の共同声明文案をめぐるやりとりに関する文書を収
録。具体的には，核問題，財政問題，日米安保条約・地位協定の沖縄適用に関する東郷局長発スナイダー
公使宛書簡を含む。

108

沖縄関係21

本ファイルは，1967（昭和42）年6月から10月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的には，（1）沖縄返
還問題（意見具申），（2）沖縄・小笠原問題（訓令），（3)沖縄経済発展の方向とその施策（案）（総理府），（4）
沖縄施政権返還問題に関する米国政府関係者発言，（5）三木大臣・ジョンソン米大使会談における沖縄・小
笠原問題，（6）米側に手交した覚書，（7）外務大臣訪米の際の安全保障及び沖縄・小笠原問題に関する協
議，（8）沖縄，小笠原返還問題に関する米側の考え方，（9）沖縄に関する当面の問題を含む。

109
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2011-0025

沖縄関係22 返還交渉前史（対米・対内）

本ファイルは，1967（昭和42)年7月から11月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的には，（1)施政権
返還に伴う沖縄基地の地位，（2)沖縄･小笠原問題（総理との打合わせ），（3)沖縄返還問題の処理，（4)沖縄
の当面の問題に対する対処方針，（5)事前協議条項による制約，（6)総理訪米及び大臣訪加，（7）大臣・ジョ
ンソン大使会談（英文資料）を含む。

110

2011-0026

本ファイルは，1969（昭和44)年6月から1971(昭和46)年10月までの沖縄返還に伴う米軍資産の処理問題に
関する文書を収録。具体的には，沖縄復帰までに解放又は縮小される予定の基地リスト，基地研究会報告，
沖縄関係23 （米国民政・軍用資産引継調査・交
沖縄の財政問題についての日米会談，沖縄の財政問題解決方式についての佐藤総理の反応，沖縄返還問
渉Ⅳ）
題等に関する福田蔵相・ケネディー財務相会談，返還後の米国企業の取扱いに関する愛知大臣書簡につい
ての通産省申入れ，沖縄返還についての日本側ポジション・ペーパー（英文）を含む。

111

2011-0027

沖縄関係24

本ファイルは，1965（昭和40）年1月から1998（平成10）年8月までの沖縄返還問題に関する文書を収録。具体
的には，(1)在日米軍基地改善費等の１億９０００万ドル関係応答要領，(2)沖縄返還関連大臣用ブリーフ資
料，沖縄返還に伴う日本政府の補償金支払い問題に関する北米局長手持ち資料及び添付資料，(3)外交文
書不公表の想定問答，(4)1971年6月の日米外相会談関係対外応答要領，(5)「返還協定」の３億２０００万ド
ル関連：国会議員からの資料要求，国会答弁資料，関連国会議事録抜粋，(6)沖縄返還交渉戦略文書関係：
対外応答要領，沖縄返還に関する米政府公開文書，(7)「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」関連想定問答，事前
協議に関する米外交文書関連想定問答及び関連米政府文書，(8)共産党が提出要求している文書リスト及
び関連擬問擬答，(9)沖縄返還に関する日米協議記録関係：米国政府文書，下田大使・バンディー国務次官
補会談，佐藤総理・ラスク国務長官会談，佐藤総理・ニクソン大統領会談（第一回），愛知外相・ロジャース国
務長官会談を含む。

112

2011-0028

沖縄関係25

本ファイルは，1965(昭和40）年1月から1971(昭和46)年6月までの沖縄返還交渉に関する文書を収録。具体
的には，佐藤総理・ジョンソン大統領会談，佐藤総理・ラスク国務長官会談，佐藤総理・マクナマラ国防長官
会談，佐藤総理・ニクソン大統領会談，佐藤総理・ロジャーズ国務長官会談，愛知外相・ジョンソン駐日米大
使会談，愛知外相・ロジャーズ国務長官会談，下田駐米大使・ジョンソン国務次官会談，沖縄返還問題に関
する国会審議用参考資料，米国務省公開資料（日米首脳会談関係），共同声明8項に関する経緯を含む。

113

2011-0029

本ファイルは，1975（昭和50）年から1976(昭和51)年までの初のASEAN首脳会議（1976年2月，インドネシア
第一回ASEAN公式首脳会議（1976年2月，於：バ
のバリにて開催）に関する文書を収録。具体的には1976（昭和51）年2月初旬から中旬にかけての一連の事
リ）
務レベル及び外相会議での準備作業，及び首脳会議開催を含む。

595

2011-0030

本ファイルは，1970（昭和45）年11月から12月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，日本
側提案（11月29日）についての牛場大使・フラニガン補佐官会談，牛場大使の意見具申，米国と極東諸国の
繊維交渉についての米側情報，牛場大使・ロックフェラー氏との会談，愛知大臣の訓令（12月8日）と牛場大
使・フラニガン補佐官会談，日米綿製品協定に関する在京米大使館の申し入れ，福田一自民党繊維対策特
別委員長他の訪米を含む。
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日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年11月から12月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，日本
側提案（11月16日及び同月29日の二提案）についての牛場大使・フラニガン補佐官会談，牛場大使の意見
具申及び請訓，愛知大臣の訓令，牛場大使・ミルズ下院議員会談，植村経団連会長発フラニガン補佐官宛
電報写，牛場大使・ロックフェラー氏との会談，日米繊維交渉に臨む今後の我が方考え方についての調書，
牛場大使・安川外務審議官電話連絡メモ，繊維問題解決についての安川外務審議官私案，1970年12月11
日の米側新提案テキスト（英文及び同仮訳）および同提案の問題点に関するメモ，福田一議員とマイヤー米
大使との会談を含む。

115

日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年5月から6月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体的にはジュネー
ブにおける日，米，英，ＥＥＣの四ヵ国会談開催問題についての在京英大使館コータッチ参事官・平原経済局
次長会談及び同問題についての在京英大使館作成ペーパー，日英貿易交渉と日米繊維問題等についての
コータッチ参事官・通産省課長との会談，繊維問題についての寿府非公式協議の提案に関する小田部駐ベ
ルギー大使・ＥＥＣドニオ委員との会談，ＥＥＣ事務局から非公式協議への米国の参加についての情報，米輸
入制限法案の情報交換等のための日，中，韓，香港の四ヵ国会議開催についての在香港総領事への訓
令，繊維規制問題に関する米紙論調を含む。

116

2011-0033

日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年12月から1971（昭和46）年1月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具
体的には，福田一訪米議員団と米関係議員との会談，通商法案の議会審議状況及び見通しに関する米側
情報，通商法案に関するモンデール上院議員の発言，総理他関係閣僚による繊維交渉妥結の方針決定，
牛場大使・フラニガン補佐官会談，米現地紙論調を含む。

117

2011-0034

日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年5月から6月までの日米繊維交渉に関する文書を収録。具体的には，ジュ
ネーブにおける繊維問題に関する四ヵ国会議概要，アジア参加国代表との意見交換，中山大使・ロングＧＡ
ＴＴ事務局長会談およびロング事務局長斡旋案，ロング斡旋案に対する中山大使の意見具申を含む。

118

2011-0035

日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年3月から4月までの繊維規制問題に関する米国紙論調等の文書を収録。

119

日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年11月17日から同月27日までの日米繊維問題に関する牛場大使・フラニガン
大統領補佐官会談に関連する文書を収録。 具体的には，牛場大使・フラニガン補佐官会談に対する訓令，
牛場・フラニガン会談報告電，植村経団連会長のフラニガン補佐官およびデビット・ロックフェラー会長宛電
報写，ミルズ法案に関する米行政府の対策についての情報電，日米繊維交渉およびミルズ法案の議会審議
に関する米国紙論調報告を含む。

120

ファイル件名

管理番号/分類番号

2011-0031

2011-0032

2011-0036
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日米繊維

本ファイルは，1970（昭和45）年3月11日から同月27日までのサンフランシスコで開催された全米繊維製造業
者協会（ＡＴＭＩ）の大会に関する文書を収録。具体的には，ＡＴＭＩ大会の会議概要，大会決議，在サンフラン
シスコ総領事館の経済情報コンサルタントの大会決議をめぐる動き等の報告を含む。

121

日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年12月10日から同月17日までの日米繊維協議に関する文書を収録。 具体的
には，福田一議員等訪米団の便宜供与および米側要人との会談，牛場大使・フラニガン補佐官会談，最終
米国規制案に対する意見具申及び回訓，米通商法案の議会審議見通し，通商法案に対する米側関係者の
内話，通商法案と日米繊維交渉に関する牛場大使意見具申を含む。

122

日・米貿易／繊維

本ファイルは，1970（昭和45）年1月から同年4月までの日米繊維問題に関する文書を収録。具体的には，佐
藤総理・マイヤー駐日米大使会談要旨（繊維問題関係部分），日本側エードメモワールの留意点等について
の訓令，日本側エード・メモワールに関する下田駐米大使・キッシンジャー大統領補佐官会談及び吉野駐米
公使・トレザイス国務次官補会談要旨，日本側モラトリアム案及び米側カウンター・プロポーザルをめぐる下
田大使・ジョンソン国務次官会談要旨，ケンドール案をめぐるマクニール全米繊維製造業者団体事務局長の
情報，下田大使意見具申の文書を含む。

596

日・米貿易／繊維

本ファイルは，1970（昭和45）年1月から同年3月までの日米繊維品貿易規制問題に関する文書を収録。具体
的には，米国2次案に対するわが方評価電，愛知外相・マイヤー駐日米大使会談要旨，佐藤総理・マイヤー
駐日米大使会談要点，米国2次案をふまえたロングＧＡＴT事務局長私案，平沢和重氏作成エード・メモワー
ル，ダニエルス弁護士作成のエード・メモワール等，米国2次案に対するわが方回答案（外務省案，通産省
案等），米国エード・メモワール（註：本ファイルには未収録）に対するわが方回答案，吉野駐米公使と通産省
幹部との懇談要点メモ，佐藤総理・ニクソン大統領会談でニクソン大統領から手交されたペーパーの一部抜
粋メモを含む。

597

日・米貿易／繊維

本ファイルは，1970（昭和45）年9月から同年11月までの日米繊維問題に関する文書を収録。具体的には，
平原経済局長と繊維業界関係者（大屋帝人社長，柿坪日東紡社長，宮崎化繊協会会長等）との個別会談，
牛場大使・フラニガン補佐官会談，岸元総理・ニクソン大統領会談，森次官・宮崎会長会談，中山大使・ロン
グＧＡＴＴ事務局長会談，ＡＴＭＩ副会長の内話を含む。

598

福田総理東南アジア諸国訪問

本ファイルは，福田総理の東南アジア6カ国歴訪（1977年8月）中に，マレーシアのクアラルンプールで開催さ
れたASEANと域外3カ国との8カ国首脳会談用資料及び内外記者会見用資料を収録。具体的には，8カ国首
脳非公式予備会談用の総理御発言要領と参考資料，福田総理・ASEAN首脳会談用の総理御発言要領と参
考資料（冒頭発言・国際情勢・国際経済・日本ASEAN関係），内外記者会見想定問答集（共通部分，マレイシ
ア・インドネシア・シンガポール・タイ・フィリピン）を含む。

123
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2011-0037

2011-0038

2011-0039

2011-0040

2011-0041

2011-0042
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2011-0043

福田総理東南アジア諸国訪問

本ファイルは，福田総理の東南アジア6カ国歴訪（1977年8月）に関する当該訪問の6カ国の日本大使館から
の報告を収録。具体的には，現地紙報道振り，プレス・リリース，在ビルマ大使の総理東南アジア歴訪に関
する所感，我が方域外在外公館からの同訪問に関する報道についての報告を含む。

124

2011-0044

福田総理東南アジア諸国訪問

本ファイルは，福田総理の東南アジア6カ国歴訪（1977年8月）の際に当該6カ国で開催された二国間首脳会
談に関する文書を収録。具体的には，総理発言要領，プレス・リリース，歓迎晩餐会に於ける総理スピーチを
含む。

125

A'.3.0.0.8

小笠原諸島・その他

本ファイルは，硫黄島の旧島民の受領金をめぐる陳情・調停の経緯に関する文書を収録。

564

A'.3.0.0.8-1

小笠原諸島・その他

本ファイルは，小笠原住民の帰島及び財産権の処理に関する文書を収録。

565

A'.3.0.0.8-1

小笠原諸島・その他

本ファイルは，小笠原群島の旧島民の帰島及び補償の陳情等の経緯に関する文書を収録。

566

A'.3.0.0.8-1-1

小笠原諸島・その他

本ファイルは，小笠原群島の旧島民のための受領金問題の処理経緯，小笠原帰島問題の法的検討，各種
陳情に関する文書を収録。

567

A'.3.0.0.8-1-1

小笠原諸島・その他

本ファイルは，小笠原群島の旧島民の帰島及び補償の交渉をめぐる経緯に関する文書を収録。

568

A'.3.0.0.8-1-1

小笠原諸島・その他

本ファイルは，小笠原群島の旧島民の帰島とその課題についての交渉に関する文書を収録。

569

A'.3.0.0.8-1-1

小笠原諸島・その他

本ファイルは，小笠原群島の旧島民の帰島とその課題についての交渉に関する各種文書を収録。

570
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A'.3.0.0.8-1-1-1

小笠原諸島・その他

本ファイルは，小笠原住民の帰島及び財産権の処理に係る陳情等各種文書を収録。

571

A'.3.0.0.8-2

小笠原諸島・その他

本ファイルは，パラオ等南洋諸島での事業を再開に関する各種文書を収録。

572

A'.3.0.0.8-2

小笠原諸島・その他

本ファイルは，南洋群島の事業再開，権利回復に係る各種文書を収録。

573

A'.6.1.1.5

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原群島等の返還に係る経緯，請願書・要望書や復帰後の現地行政体制等に関する文書
を収録。

574

A'.6.1.1.5-1

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原群島等の返還に係る協定案文の推敲，署名手続きや発効手続き等に関する文書を収
録。

575

A'.6.1.1.5-1

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還協定についての新聞公表のやり方，及び返還に係る国内省庁との調整に関する
文書を収録。

576

A'.6.1.1.5-1-1

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還協定を含む返還交渉の基礎となる資料，交渉記録，小笠原群島旧島民のための
受領金問題の処理経緯に関する文書を収録。

577

A'.6.1.1.5-1-4-1

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還協定の締結に際しての小笠原島民子弟等旧島民の保護のための法的な手続き
に関する文書等を収録。

578

A'.6.1.1.5-1-4-2

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還協定に関する文書を収録。具体的には硫黄島の米国側記念碑の国旗問題に関
する交渉を含む。

579
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A'.6.1.1.5-1-5

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還協定についての国会運営に関する文書を収録。具体的には，国会運営の段取
り，擬問擬答，国会議事録等に関する文書を収録。

580

A'.6.1.1.5-3

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還に際しての政府等関係者調査団に関する文書を収録。

581

A'.6.1.1.5-3

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原住民の帰島及び財産権の処理に関する文書を収録。

582

A'.6.1.1.5-3-1

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原諸島返還に際して国内省庁の調査団の派遣に関する文書を収録。

583

A'.6.1.1.5-4

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原諸島返還に関する文書を収録。具体的には，国内省庁が小笠原において措置を要す
るものにつき，検討・調査（依頼）を含む。

584

A'.6.1.1.5-4-1

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原諸島返還に関する文書を収録。具体的には，小笠原諸島返還のための暫定措置法及
びその審議文書を含む。

585

A'.6.1.1.5-5

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還に際しての返還記念式典に関する文書を収録。

586

A'.6.1.1.5-6

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還に際しての祝賀会の準備，スピーチ，報道に関する文書を収録。

587

A'.6.1.1.5-7

小笠原諸島関係

本ファイルは，小笠原返還に際しての報道に関する文書を収録。

588
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589

A'.6.1.1.3

南西諸島帰属問題

本ファイルは，1947(昭和22）年3月から1952（昭和27）年10月までの南西諸島及び小笠原諸島帰属をめぐる
対米折衝に関する文書を収録。具体的には，十島村（じっとうそん）の一部（下七島（しもしちとう））帰属問
題，「沖縄及び小笠原等平和条約第3 条の地域及び住民の地位」に関する資料，「沖縄及び小笠原問題に
対する米国の態度と復帰運動」，南西諸島及び南方諸島等の復帰に関する国会決議を含む。

A'.6.1.1.3

南西諸島帰属問題

本ファイルは，1950(昭和25）年7月から1955（昭和30）年4月までの沖縄の帰属問題に関する文書を収録。具
体的には，「沖縄諸島日本復帰運動概要」（外務省管理局総務課作成），各種沖縄復帰請願文書（昭和25年
～同30年），「沖縄諸島日本復帰期成会の陳情書」（英・和両文）を含む。

590

A'.6.1.1.3

南西諸島帰属問題

本ファイルは，1950(昭和25）年7月から1956（昭和31）年8月までの沖縄復帰請願に関する文書を収録。具体
的には，沖縄復帰請願関係の諸文書（外務省作成文書，諸団体からの陳情・決議・要望・要請・意見書等）を
含む。

591

南西諸島帰属問題

本ファイルは，1955(昭和30）年2月から1959（昭和34）年8月までの沖縄復帰請願に関する文書を収録。具体
的には，沖縄復帰請願関係の諸文書（外務省作成文書，諸団体（日本社会党，琉球政府立法院議員団を含
む。）からの陳情・要望・要請・決議・意見書等）を含む。（注：本ファイルには，「沖縄諸島日本復帰期成会」に
よる陳情書が多数あるが，同団体は沖縄の日本復帰運動の初期段階から活動しており，対日本政府のみな
らず，直接米国政府関係者にも積極的に陳情書を提出していた。)

592

南西諸島帰属問題

本ファイルは，1952(昭和27）年3月から1964（昭和39）年3月までの沖縄復帰請願に関する文書を収録。具体
的には，沖縄復帰請願関係の諸文書（外務省作成文書，諸団体（日本国内の地方自治体が多数を占める）
からの陳情・要望・要請・決議・意見書等），「沖縄自由民主党提出の要請書」，「琉球政府立法院の母国復
帰請願関係文書」，沖縄復帰問題と直接には関係のない「在外財産補償問題の早急な解決についての陳情
書（鹿児島県議会提出）」及び「琉球水難救済会所属救助船建造援助方陳情書」を含む。

593

南西諸島帰属問題

本ファイルは，1964(昭和39）年5月から1972（昭和47）年12月までの沖縄復帰請願に関する文書を収録。具
体的には，沖縄復帰請願関係の諸文書（外務省作成文書，諸団体（日本国内の地方自治体が多数を占め
る）からの請願書），尖閣列島問題関係文書（一般刊行紙「言論人」の記事，情報文化局国内広報課作成
「尖閣諸島問題に関する各党の見解と新聞論調について」等を含む。

594

A'.6.1.1.3

A'.6.1.1.3

A'.6.1.1.3
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円借款／対韓国

本ファイルは，1970（昭和45）年7月から1975（昭和50）年9月までの韓国に対する資金協力（円借款）の交渉
経緯に関する文書を収録。具体的には，円借款の主な対象案件であるソウル地下鉄建設，通信施設拡充，
農業開発プロジェクト，大清多目的ダム建設，北坪港開発及び擬問擬答を含む。

126

円借款／対韓国

本ファイルは，1972（昭和47）年9月から1973（昭和48）年7月までの韓国に対する資金協力（円借款）の交渉
経緯に関する文書等を収録。具体的には，韓国側が要請した通信施設拡充計画，輸出産業育成計画，商品
借款，農業基盤整備等の各プロジェクト，浦項総合製鉄所拡充計画，韓国の経済情勢報告，経済協力問題
を中心とした田中総理及び大平外相と太完善韓国副総理との会談録を含む。

127

2011-0047

円借款／対韓国

本ファイルは，1970（昭和45）年5月から1971（昭和46）年12月までの韓国に対する資金協力（円借款）の交渉
経緯に関する文書等を収録。具体的には，第5回日韓閣僚会議における対韓資金協力問題（ソウル地下鉄
等都市交通計画，浦項総合製鉄所追加資金，重工業プロジェクト等）に対する対処方針（案），対韓協議グ
ループ会議，佐藤総理・丁一権韓国国務総理会談記録を含む。

128

2011-0048

円借款／対韓国

本ファイルは，1968（昭和43）年8月から1973（昭和48）年6月までの韓国の浦項総合製鉄所建設に対する資
金協力（円借款）の交渉経緯に関する文書等を収録。具体的には，同製鉄所建設の経緯，建設計画に関す
る対処方針，調査団の派遣，借款契約を含む。

129

2011-0049

円借款／対韓国

本ファイルは，1972（昭和47）年5月から1975（昭和50）年7月までの韓国の浦項総合製鉄所建設に対する資
金協力（円借款）の交渉経緯に関する文書等を収録。具体的には，浦項総合製鉄所第二次拡張計画に対す
る融資問題，田中総理・太完善韓国副総理及び大平外務大臣・太副総理会談記録，第二次韓国鉄鋼調査
団の派遣，浦項製鉄所に対する世銀の融資を含む。

130

2011-0050

円借款／対韓国

本ファイルは，1978（昭和53）年1月から1978（昭和53）年12月までの韓国の浦項総合製鉄所建設に対する資
金協力（円借款）に関する文書等を収録。具体的には，我が国の浦項総合製鉄所建設資金協力実績，同製
鉄所建設に対する我が国の協力クロノロジー，国会関係資料を含む。

131

2011-0051

円借款／対韓国

本ファイルは，1966（昭和41）年7月から1967（昭和42）年9月までの対韓経済協力第2年度実施計画案につ
いての日韓両政府間協議に関する文書を収録。具体的には，経済協力資金（無償及び有償）の初年度キャ
リーオーバー金額の第2年度における取扱についての在京韓国代表部及び韓国使節団との協議を含む。

132
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2011-0052

有償資金協力／対韓国（民間信用供与）

本ファイルは，1963（昭和38）年3月から1966（昭和41）年1月までの民間信用供与による延払輸出に関する
文書等を収録。具体的には，1965（昭和40）年6月22日付「商業上の民間信用供与に関する交換公文」に基
づく個々のプラント（衣岩発電所，アクリルプラント，第2PVCプラント，尿素肥料プラント，セメントプラント等）
に対する対韓延払輸出許可に関する在京韓国大使館とのやりとりを含む。

2011-0053

有償資金協力／対韓国

本ファイルは，1965（昭和40）年12月から1966（昭和41）年12月までの請求権資金（有償・無償）による初年度
実施計画をめぐる日韓政府間協議に関する文書を収録。具体的には，張基栄韓国副総理表敬の際の佐藤
総理発言要領，日韓合同委員会に関する疑問疑答，合意内容・実施状況，韓国国内反響を含む。

A'.7.1.0.15-4-6

ヴィエトナム紛争 各国の態度及び反響 ソ連邦 本ファイルは，1961（昭和36）年から1968（昭和43）年までのソ連のベトナム紛争に対する態度に関する文書
第1巻
を収録。具体的には，イズベスティア，タス，プラウダ等の報道・論評を含む。

135

A'.7.1.0.15-4-6

ヴィエトナム紛争 各国の態度及び反響 ソ連邦 本ファイルは，1967（昭和42）年のソ連のベトナム紛争に対する態度に関する文書を収録。具体的には，赤
第2巻
星，イズベスティア，タス，プラウダ等の報道・論評を含む。

136

A'.7.1.0.15-5-4

本ファイルは，1965（昭和40）年7月から1967（昭和42）年10月までに開催されたベトナム問題政務担当官会
ヴィエトナム紛争 本邦の立場及び役割 ヴィエ
議に関する文書を収録。具体的には，第1回～第4回ベトナム問題政務担当官会議の開催高裁案，外務省
トナム問題政務担当官会議
及び大使館作成会議資料，会議報告書を含む。

137

A'.7.1.0.15-6

本ファイルは，1961（昭和36）年から1967（昭和42）年までの南ベトナム解放戦線に関する文書を収録。具体
ヴィエトナム紛争 南ヴィエトナム民族解放戦線
的には，南ベトナム解放戦線勢力拡大の動静（成立直後の動き，南ベトナム国内での反政府プロパガンダ，
関係
東欧諸国への在外事務所設置等）に関する報告を含む。

138

A'.7.1.0.15-7

本ファイルは，1961（昭和36）年から1966（昭和41）年までの南ベトナム情勢に関する文書を収録。具体的に
ヴィエトナム紛争 南ヴィエトナム在留各国人の
は，南ベトナムにおける外国人専門家やゴム園経営者等のベトコンによる拉致誘拐事件，ベトナム紛争激化
被害及び保護関係
に伴う南ベトナム在住の米人家族の引揚げの報告を含む。

139

133

134
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A'.7.1.0.15-8

ヴィエトナム紛争 和平問題 第1巻

本ファイルは，1963（昭和38）年から1965（昭和40）年までのベトナム和平の動きに関する文書を収録。具体
的には，ベトナム紛争の平和的解決を目指す仏，加，英，非同盟諸国グループ等のデマルシュとそれに対す
る米国，ソ連，中国等の反応に関する報告を含む。

140

A'.7.1.0.15-8

ヴィエトナム紛争 和平問題 第2巻

本ファイルは，1965（昭和40）年から1966（昭和41）年までのベトナム和平をめざす国際社会の動きに関する
文書を収録。具体的には，非同盟17ヵ国提案，インドのAAグループの軍隊によるベトナムの北緯17度線国
境の監視提案，英連邦首相会議の動き，ヌクルマ・ガーナ大統領の北ベトナム訪問を含む。

141

ヴィエトナム紛争 和平問題 第3巻

本ファイルは，1966（昭和41）年から1967（昭和42）年までのベトナム和平をめざす国際社会の動きに関する
文書を収録。具体的には，ベトナム紛争解決へ向けてのカナダ・インド・法王庁・ルーマニアの呼掛け，マ
レーシア・フィリピン・タイ3カ国によるアジア平和会議開催提案，ド・ゴール仏大統領のプノンペン演説，川島
特使のユーゴスラビア・ルーマニア訪問の報告を含む。

142

ヴィエトナム紛争 和平問題 米国の態度及び
反響 第1巻

本ファイルは，1964（昭和39）年から1965（昭和40）年までのベトナム紛争に対する米国の態度に関する文書
を収録。具体的には，ベトナム紛争に関する米国主要紙の論調記事，ジョンソン米大統領スピーチ（ベトナム
紛争に関し無条件で話合いに応じるが必要の範囲内で軍事行動は継続するとの内容）に関する米国内外の
報道及び各国政府筋の反応についての報告，北ベトナム爆撃再開に関する米国の立場を説明したライシャ
ワー駐日大使の黄田外務次官との会談記録を含む。

143

A'.7.1.0.15-8-1

ヴィエトナム紛争 和平問題 米国の態度及び
反響 第2巻

本ファイルは，1966（昭和41）年から1967（昭和42）年までのベトナム紛争に対する米国の態度に関する文書
を収録。具体的には，米国政府のベトナム紛争政策に関する米国主要紙の論調，ハリマン米国政府特使の
欧州及び我が国を含むアジア諸国訪問やウイリアムズ米国政府特使のアフリカ諸国訪問に関する報道ぶり
報告，国連における米国代表のスピーチテキスト，（タイ，フィリピン，マレーシアの提唱した）アジア平和会議
開催案に対する米国務省の反応を含む。

144

A'.7.1.0.15-8-2

本ファイルは，1964（昭和39）年から1966（昭和41）年までのベトナム問題に対するウ・タント国連事務総長の
ヴィエトナム紛争 和平問題 国連における取扱 活動に関する文書を収録。具体的には，ウ・タント国連事務総長の14カ国会議開催提案及び7カ国会議開催
い 第1巻
提案（いずれも見送られた），ウ・タント国連事務総長の仏訪問及びソ連訪問，国連本部における三木外相
のクーヴ仏外相及びラスク米国務長官との会談，ベトナム紛争の安保理上程問題についての報告を含む。

145

A'.7.1.0.15-8

A'.7.1.0.15-8-1
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A'.7.1.0.15-8-2

本ファイルは，1967（昭和42）年の国連におけるベトナム紛争に関する文書を収録。具体的には，(1)ウ・タン
ト国連事務総長の年頭メッセージ，(2)ウ・タント国連事務総長の北ベトナムとの接触工作，(3)ゴールドバーグ
ヴィエトナム紛争 和平問題 国連における取扱 米国連大使の日本及びアジア諸国訪問，(4)ウ・タント国連事務総長の北ベトナムとのラングーンにおける協
議，(5)ウ・タント国連事務総長のベトナム問題に関する基本的スタンス，(6)ウ・タント国連事務総長の新提案
い 第2巻
と関係国の反応，(7)ベトナム紛争の安保理提起問題，(8)三木外相の国連総会スピーチ，(9)佐藤総理とウ・
タント国連事務総長との会談，(10)国連における日米協議についての文書を含む。

146

A'.7.1.0.15-9

ヴィエトナム紛争 調書・資料 第1巻

本ファイルは，1961（昭和36）年から1964（昭和39）年までのベトナム紛争に関する文書を収録。具体的に
は，南ベトナムの国内政情及び軍事情勢，米国の対ベトナム援助，ベトナム紛争関連主要事件年表，トンキ
ン湾事件，仏教徒の反政府運動等に関する南東アジア課作成の調書を含む。

147

ヴィエトナム紛争 調書・資料 第2巻

本ファイルは，1963（昭和38）年から1967（昭和42）年までのベトナム紛争に関する文書を収録。具体的に
は，ベトナム重要事項日誌 （1963（昭和38）年11月～1964（昭和39）年12月），国連におけるインドシナ関係
諸問題の審議，ベトナム問題に関する各国の重要言明，北ベトナムの和平打診，北ベトナム情勢について
の一見解，ベトナム軍事情勢（1965（昭和40）年～1966（昭和41）年），ベトナムの兵力配置図および編成表，
ベトナムと日本軍占領についての調書を含む。

148

A'.7.1.0.TOKU1

ヴィエトナム紛争 本質と法的側面

本ファイルは，1963（昭和38）年から1969（昭和44）年までのベトナム問題に関する文書を収録。具体的に
は，日本軍のベトナム占領から始まる歴史的側面及びジュネーヴ協定の詳細，わが国のベトナム共和国新
政府承認に関する閣議決定（案），北ベトナム・ベトコンの在外事務所設置状況，スウェーデンの北ベトナム
承認についての調書を含む。

149

A'.7.1.0.TOKU2

ヴィエトナム紛争 本質と法的側面

本ファイルは，1954（昭和29）年から1972（昭和47）年までに作成されたベトナム問題に関する文書を収録。
具体的には，調書「南ベトナムにおける平定計画（PACIFICATION PROGRAM）」，「米国介入の根拠」，「米
軍のベトナムにおける軍事行動の法的根拠」，「日本国とベトナムとの間の沈没船舶引上げに関する賠償協
定交渉の経緯」及び「仏印特別円問題に関する交渉調書」を含む。

150

A'.7.1.0.TOKU3

ヴィエトナム紛争 ヴィエトナム情勢全般

本ファイルは，1967（昭和42）年から1969（昭和44）年までのベトナム紛争に関する文書を収録。具体的に
は，南東アジア課作成のベトナム紛争関連調書，ベトナム紛争に関する外務大臣外国訪問用資料，大使会
議用資料，二国間定期協議用資料を含む。

151

A'.7.1.0.15-9
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ヴィエトナム紛争 軍事情勢

本ファイルは，1965（昭和40）年から1969（昭和44）年までに作成されたベトナム紛争に関する文書を収録。
具体的には，南東アジア課作成「南ベトナム軍事情勢」資料を含む。

152

ヴィエトナム紛争 軍事情勢 主要事件

本ファイルは，1966（昭和41）年から1968（昭和43）年までのベトナム戦争に関する文書を収録。具体的に
は，トンキン湾事件，北爆開始，北爆再開，ハノイ・ハイフォン爆撃，毒ガス使用問題，テト攻勢，北爆部分停
止，北爆全面停止，ホノルル会談，マニラ会議，南ベトナム主要都市攻撃（サイゴン第二次攻勢）に関する調
書を含む。

153

A'.7.1.0.TOKU6

ヴィエトナム紛争 南越政情

本ファイルは，1961（昭和36）年から1969（昭和44）年までの南ベトナム内政に関する文書を収録。具体的に
は，南ベトナムの政治情勢，南ベトナム要人略歴，南ベトナム諸政党の概要，グエン・カオ・キ首相の退任と
グエン・ヴァン・ロック新首相の任命，ロック首相の退任とチャン・ヴァン・フォン新首相の任命，フォン内閣の
改造に関する調書を含む。

154

A'.7.1.0.TOKU7

ヴィエトナム紛争 和平問題

本ファイルは，1966（昭和41）年から1968（昭和43）年までのベトナム紛争に関する文書を収録。具体的に
は，南東アジア課が作成したベトナム紛争の政治的解決を目指す関係国・国連（事務総長）・ICCの外交活
動に関する資料を含む。

155

A'.7.1.0.TOKU8

ヴィエトナム紛争 和平問題 米国の態度

本ファイルは，1966（昭和41）年から1968（昭和43）年までのベトナム紛争についての米国政権の和平活動に
関する文書を収録。具体的には，ジョンソン大統領の和平提案，1968（昭和43）年の米国大統領選挙に際し
てのハンフリー及びニクソン両候補者の対ベトナム政策，大統領選挙に勝利したニクソンのベトナム政策に
ついての調書を含む。

156

A'.7.1.0.TOKU9

本ファイルは，1966（昭和41）年から1969（昭和44）年までのベトナム紛争解決を目指す国連における動きに
ヴィエトナム紛争 和平問題 国連における取扱
関する文書を収録。具体的には，ベトナム紛争に関する国連安保理の審議・非公式協議，松井国連代表部
い
大使のデマルシュについての国連局政策課作成調書を含む。

157

A'.7.1.0.TOKU10

ヴィエトナム紛争 和平問題 各国の態度

本ファイルは，1964（昭和39）年から1968（昭和43）年までのベトナム紛争に関する主要国の対応に関する文
書を収録。具体的には，ベトナム紛争和平問題に関する米，北ベトナム，南ベトナム，インド，カナダ，ソ連，
東欧諸国，中国，スウェーデン，非同盟諸国の動きについての報告を含む。

158

A'.7.1.0.TOKU4

A'.7.1.0.TOKU5
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A'.7.1.0.TOKU11

ヴィエトナム紛争 パリ和平会談

本ファイルは，1968（昭和43）年から1969（昭和44）年までのベトナム紛争和平交渉のパリ会談に関する文書
を収録。具体的には，パリ会談開催決定に至る米国と北ベトナムの思惑・国内事情に関する調書，南ベトナ
ムと南ベトナム解放戦線を加えた拡大会議に至る経緯に関する調書を含む。

159

A'.7.1.0.TOKU21

ヴィエトナム紛争 日本の立場及び態度 物資
の修理調達

本ファイルは，1962（昭和37）年から1966（昭和41）年までのベトナム紛争がわが国に与えた経済的影響に関
する文書を収録。具体的には，米軍のわが国における物資や技術・労働力の調達，LST（米軍輸送船）邦人
船員のベトナムにおける死亡事件，ベトナム特需の収入高統計についての報告を含む。

160

A'.7.1.0.TOKU27

ヴィエトナム紛争 国会用一般資料

本ファイルは，1966（昭和41）年から1969（昭和44）年までに作成されたベトナム紛争に関する擬問擬答・国
会答弁参考資料を収録。

161

A'.7.1.0.TOKU28

ヴィエトナム紛争 国会用一般資料

本ファイルは，1968（昭和43）年10月から12月までに作成されたベトナム紛争に関する擬問擬答・国会答弁
参考資料を収録。

162

A'.7.1.0.TOKU29

ヴィエトナム紛争 日本外交

本ファイルは，1965（昭和40）年から1967（昭和42）年までのわが国国会における日本外交の基本政策（ベト
ナム紛争を含む）に関する答弁案を収録。具体的には，(1)一般，(2)対米国，(3)安全保障条約，(4)沖縄問
題，(5)対ソ連（含北方領土問題），(6)国連協力（含国連軍参加問題），(7)軍縮問題（核拡散防止条約，軍縮
庁関係）に関する国会答弁案を含む。

163

A'.7.1.0.TOKU31

ヴィエトナム紛争 パリ公式会談 第1巻

本ファイルは，1968（昭和43）年4月から7月まで開催された米国と北ベトナムとのパリ公式会談に関する文書
を収録。具体的には，会議場所をパリに決定するまでの米国と北ベトナム間のやり取り，パリ開催決定後の
予備会談，第1回～第10回パリ公式会談概要，米国・北ベトナム双方のステートメントの報告を含む。

164

A'.7.1.0.TOKU32

ヴィエトナム紛争 パリ公式会談 第2巻

本ファイルは，1968（昭和43）年7月から9月まで開催された米国と北ベトナムとのパリ公式会談に関する文書
を収録。具体的には，第11回～第20回パリ公式会談概要，米国・北ベトナム双方のステートメントの報告を
含む。

165
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ヴィエトナム紛争 パリ公式会談 第3巻

本ファイルは，1968（昭和43）年9月から10月まで開催された米国と北ベトナムとのパリ公式会談に関する文
書を収録。具体的には，第21回～第28回パリ公式会談概要報告を含む。

166

マレイシア紛争 諸外国の態度及び軍事援助

本ファイルは，1963（昭和38）年から1966（昭和41）年までのマレーシア紛争に関する諸外国の態度に関する
文書を収録。具体的には，調書（「マレーシア連邦成立に対する各国の態度について」，「ソ連の対インドネシ
ア武器供与概況」，「中国のマレーシア連邦成立に対する態度について」），西独のインドネシアに対する態
度，カナダの対マレーシア軍事援助発表に関する報告を含む。

167

A'.7.1.0.12-8-2

マレイシア紛争 諸外国の態度及び軍事援助
オーストラリアの部

本ファイルは，1961（昭和36）年から1966（昭和41）年までのマレーシア紛争に対するオーストラリアの態度に
関する文書を収録。具体的には，マレーシア構想に対するオーストラリアの反響，スカルノ・インドネシア大統
領のマレーシア連邦樹立反対声明に関するメンジス・オーストラリア首相の発言，在ジャカルタ英大使館焼
打ち事件に関するオーストラリア外務省の反応についての報告，調書「オーストラリアとマレーシアとの軍事
的関係について」を含む。

168

A'.7.1.0.12-9

本ファイルは，1966（昭和41）年8月11日にジャカルタで調印されたインドネシア・マレーシア関係正常化協定
マレイシア紛争 インドネシア・マレイシア和平協
に関する文書を収録。具体的には，インドネシア・マレーシア関係正常化協定調印の報告，仏ル・モンド紙の
定
論評記事を含む。

169

A'.7.1.0.12-11

本ファイルは，1963（昭和38）年9月にスカルノ・インドネシア大統領が発表した対マレイシア経済断交決定に
マレイシア紛争 インドネシア・マレイシア経済関
関する文書を収録。具体的には，スカルノ大統領の最高経済作戦会議における発表，マレーシアの対インド
係
ネシア禁輸措置，マレーシア・インドネシアの対立がシンガポール経済に及ぼす影響に関する報告を含む。

170

A'.7.1.0.12-12

本ファイルは，1958（昭和33）年から1966（昭和41）年までの北ボルネオ領有権問題に関する文書を収録。具
体的には，英領北ボルネオに対するフィリピンの領有権主張，英・フィリピン会談，北ボルネオ領有権問題の
マレイシア紛争 北ボルネオ（サバ）領有権問題
国際司法裁判所提訴，フィリピンのサバ請求権問題について日本の調停役引受け打診，サバ領有権問題に
対するわが国の立場についての報告を含む。

171

A'.7.1.0.TOKU33

A'.7.1.0.12-8

A'.7.1.0.12-13

マレイシア紛争 第14巻

本ファイルは，1964（昭和39）年から1967（昭和42）年までの間におけるインドネシア共産ゲリラの破壊活動
関連文書を収録。具体的には，シンガポールにおける爆弾事件，クアラルンプールにおける爆弾事件，サラ
ワク州における共産党員逮捕，マレーシア・インドネシア関係正常化後のラザック・マレーシア副首相発言
（サラワクにおける脅威に関するもの）についての報告を含む。
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カンボディア問題

本ファイルは，1966（昭和41）年から1967（昭和42）年までの間に作成されたカンボジア問題に関する文書を
収録。具体的には，タイと南ベトナム（米軍）の国境侵犯や軍事攻撃を非難するカンボジア代表部の国連事
務総長・安保理議長宛文書，右に反駁するタイ・南ベトナム側の文書を含む。

173

国連安保理緊急特別会合／カンボディア問題

本ファイルは，1978（昭和53）年末から1979（昭和54）年初のベトナム軍のカンボジア進攻の前後に国連を中
心に取り上げられたカンボジア問題に関する文書を収録。具体的には，ベトナム・カンボジア紛争に関するわ
が国の対ベトナム申入れ，シハヌーク前カンボディア国家元首の本邦立ち寄り，グエン・ズイ・チン・ヴィエトナ
ム社会主義共和国副首相兼外相の訪日に関する報告，国連安保理のカンボジア問題討議におけるわが国
対処方針（案）を含む。

174

国連安保理緊急特別会合／カンボディア問題

本ファイルは，1979（昭和54）年1月から2月にかけての国連安保理でのカンボジア・ベトナム紛争討議等に関
する文書を収録。具体的には，「カンボジア情勢に関する安保理審議」（調書），カンボジア情勢に関するわ
が国の安保理における演説，中国・ベトナム紛争の可能性，アジア・太平洋経済社会委員会（ESCAP）会議
への民主カンボジア代表の参加に関する報告を含む。

175

2011-0057

国連安保理緊急特別会合／カンボディア問題

本ファイルは，1979（昭和54）年1月に開催されたカンボジア問題に関する国連安保理緊急特別会合等に関
する文書を収録。具体的には，ベトナム外相の安保理議長あて中国非難メッセージ，カンボジア国連常駐代
表（プラッシット大使）の本邦立寄り，中国の対ベトナム非難，クリアンサック・タイ首相及びウパディット同国
外相のわが国立ち寄りの報告，「中国・ベトナム武力衝突に関する想定問答（第八十七国会）」を含む。

176

2011-0058

カンボディア問題

本ファイルは，1964（昭和39）年1月から2月までのカンボジアの外交活動に関する文書を収録。具体的に
は，メスメール仏国防相のカンボジア訪問，在豪カンボジア大使館の人員縮小，シハヌーク殿下のマレーシ
ア・フィリピン・インドネシア歴訪に関する報告を含む。

220

2011-0059

カンボディア問題

本ファイルは，1964（昭和39）年1月から3月までのカンボジアの外交活動に関する文書を収録。具体的に
は，南ベトナム空軍機のカンボジア領爆撃非難声明，マレーシア問題に関するフィリピン・マレーシア首脳会
談のプノンペン開催，米国の道路建設援助拒否声明，カンボジアの中立保障に関する四カ国（カンボジア，
米，南越，タイ）会議提唱，プーマ・ラオス首相のカンボジア訪問，プノンペンにおける反米英デモの勃発，カ
ンボジア軍事使節団の中国・ソ連訪問，カンボジア・南ベトナム二国間会議開催，在米カンボジア大使館閉
鎖に関する報告を含む。

221

2011-0060

カンボディア問題

本ファイルは，1963（昭和38）年から1969（昭和44）年の間に開催されたカンボジア国民大会に関する文書を
収録。具体的には，第15～18回及び第21～27回カンボジア国民大会に関する報告を含む。

177

2011-0054

2011-0055

2011-0056
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2011-0061

カンボディア問題

本ファイルは，1967（昭和42）年から1970（昭和45）年までのカンボジアの対外関係に関する文書を収録。具
体的には，カンボジア・タイ間の国境紛争，カンボジアのクーデターに対するタイの反応等の報告を含む。

178

2011-0062

カンボディア問題

本ファイルは，1969（昭和44）年1月から3月までのカンボジアの外交関係に関する文書を収録。具体的に
は，パリ四者会談に関する声明，米軍機の墜落，在中国カンボジア大使の任命，米人捕虜の釈放等の報告
を含む。

179

2011-0063

カンボディア問題

本ファイルは，1969（昭和44）年4月から6月までのカンボジア内政・外交に関する文書を収録。具体的には，
カンボジア・タイ和平工作，カンボジアの東独承認に対する独政府の態度，シハヌーク元首の記者会見（西
独との断交について），カンボジアの現状に関するロン・ノル臨時首相代理主催会合の報告を含む。

180

2011-0064

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年1月から5月までのカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，わが
国在カンボジア大使館が担当した南ベトナムの利益代表事務，カンボジアがわが国に対しアラブ連合におけ
る同国利益代表を要請した顛末等に関する報告を含む。

181

2011-0065

カンボディア問題

本ファイルは，1973（昭和48）年10月から1974（昭和49）年5月までの第28回国連総会におけるカンボジア代
表権問題に関する文書を収録。具体的には，カンボジア代表権問題（わが国・米国・ASEAN等がアルジェリ
ア・中国案の成立を阻んだ経緯）に関する報告を含む。

182

2011-0066

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年4月前半のクーデター直後のカンボジア国内情勢に関する文書を収録。具体
的には，国家非常事態宣言法，カンボジア情勢に関する外交団の見解に関する報告を含む。

183

2011-0067

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年4月後半のカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，利益代表事務
に関する在ベトナム日本国大使所見，カンボジアの米国に対する援助要請，ロン・ノル首相の記者会見に関
する報告を含む。

184
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カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年5月前半のカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，ニクソン米大
統領演説（1970（昭和45）年4月30日）で明らかにされた米軍によるカンボジア領内の北ベトナム軍及びベトコ
ンの活動拠点掃討攻撃の開始，アルジェリア・アラブ連合・ユーゴスラビア・ルーマニア等によるシハヌーク亡
命政権支持の動き，プノンペン市内の治安悪化に関する報告を含む。

185

2011-0069

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年6月のカンボジアの国内情勢及び諸外国のロン・ノル新政権或いはシハヌー
ク亡命政府に対する対応振りに関する文書を収録。具体的には，カンボジア東部に拠点を築いた北ベトナ
ム・ベトコン両軍に対する米・南ベトナム・カンボジア軍の戦闘状況，カンボジアにおけるわが国の南ベトナム
利益代表終了問題，カンボジアのわが国に対するアラブ連合における同国利益代表事務執行要請，カンボ
ジア取材中に行方不明となった邦人報道関係者等に関する報告を含む。

186

2011-0070

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年7月のカンボジア国内情勢等に関する文書を収録。具体的には，カンボジア
領侵入の北ベトナム・ベトコン軍と米軍の援助を受けたカンボジア及び南ベトナム軍の戦闘情勢，カンボジア
在住邦人の緊急避難計画立案と米側に対する協力依頼，わが国のカンボジア援助案等の報告を含む。

187

2011-0071

カンボディア問題

本ファイルは，1973（昭和48）年7月から11月までのカンボジアの政府側と反政府側の首都攻防戦及び両派
の正当性をめぐる外交活動等に関する文書を収録。具体的には，ロン・ノル大統領の率いる政府側が支配
するプノンペンに対するクメール・ルージュ等反政府側の攻撃，ロン・ノル派のわが国・米国等に対する援助
要請，クメール・ルージュ及びシハヌーク側の中国・ソ連・仏・アルジェリア等への接近，クメール・ルージュの
支配する反政府勢力内部におけるシハヌーク殿下の政治的地位の低下等に関する報告を含む。

188

2011-0072

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年8月から9月までのクーデターから数カ月を経たロン・ノル政権下のカンボジア
情勢に関する文書を収録。具体的には，カンボジア政府軍と北ベトナム・ベトコン軍との戦闘状況，国内経済
情勢，非同盟諸国ルサカ会議に関する報告を含む。

189

2011-0073

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年10月から12月までのカンボジアの共和国制への移行と北ベトナム・ベトコン
軍の首都攻撃等に関する文書を収録。具体的には，カンボジア国会における共和国宣言の採択，新国名「Ｋ
ＨＭＥＲ ＲＥＰＵＢＬＩＣ」への改正，プノンペン空港への北ベトナム・ベトコン軍の爆撃，夜間外出禁止令発出
の報告を含む。

190

2011-0074

カンボディア問題

本ファイルは，1971（昭和46）年2月から3月までのカンボジアの政治・経済・軍事情勢に関する文書を収録。
具体的には，ロン・ノル首相の病気とハワイでの療養，シリク・マタク副首相の臨時代理首相就任，クーデ
ター一周年記念と反クーデター活動情報，北ベトナム・ベトコン軍のプノンペン攻撃等に関する報告を含む。

191
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192

2011-0075

カンボディア問題

本ファイルは，1971（昭和46）年4月から5月までのカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，ロン・ノ
ル首相の進退情報（治療のためのハワイ滞在からの帰国，帰国1週間後の同首相の辞表提出，後任首相の
任命工作の迷走），ロン・ノル首相再任とシリク・マタク前副首相の首相代行就任，新内閣国会承認，わが国
の対カンボジア援助政策，カンボジア経済情勢分析等の報告を含む。

2011-0076

カンボディア問題

本ファイルは，1971（昭和46）年6月から9月までのカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，北ベト
ナム・ベトコン軍のプノンペン攻撃激化，コメ不足等経済状況の悪化，シリク・マタク首相代行の米国亡命説
の流布，ロン・ノル首相の訪日計画とその取り止め等に関する報告を含む。

193

2011-0077

カンボディア問題

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から6月までのカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，チェ
ン・ヘン前国家元首夫妻の治療のための訪日，新憲法の採択，大統領選挙の実施とロン・ノル大統領の再
選，北ベトナム・ベトコン軍及びカンボジア民族統一戦線（ＦＵＮＫ）の首都攻撃，首都機能の麻痺，政府軍兵
士の犯罪横行等の報告を含む。

194

2011-0078

カンボディア問題

本ファイルは，1972（昭和47）年7月から8月までの反政府軍の首都進攻を中心としたカンボジア情勢に関す
る文書を収録。具体的には，「クメール共和国」初代大統領ロン・ノル元帥の就任宣誓式，食糧事情の悪化
（コメ不足等）の報告を含む。

195

2011-0079

カンボディア問題

本ファイルは，1972（昭和47）年9月から12月までのカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，わが
国での治療を終え帰国したチェン・ヘン元国家元首のわが国政府関係者への謝意表明，上院・下院選挙結
果，共産側の激化する首都攻撃，米国臨時代理大使へのテロ未遂事件に関する報告を含む。

196

カンボディア問題

本ファイルは，1973（昭和48）年1月から6月までのロン・ノル政権の危機的状況を中心とするカンボジア内政
に関する文書を収録。具体的には，首都プノンペンに対する昼間のロケット攻撃，物価騰貴に対する市民・
兵士の騒擾活動，革命3周年記念（3月18日）ロン・ノル大統領声明，ロン・ノン内務省付大臣（ロン・ノル大統
領の実弟）の辞任，国民議会停止と最高政治協議会設立，米軍機による首都近郊の共産側拠点爆撃，イ
ン・タム内閣の成立等に関する報告を含む。

197

2011-0080
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カンボディア問題

本ファイルは，1973（昭和48）年12月から1974（昭和49）年3月までのカンボジア政治・軍事情勢に関する文書
を収録。具体的には，米国のカンボジア政策，共産軍による首都プノンペンへの攻勢（ロケット砲攻撃と地上
部隊による首都包囲），新内閣成立（新首相はロン・ボレ前国連常駐代表），ニクソン大統領のロン・ノル大統
領あて激励書簡，「白色クメール」（米国の資金により南ベトナム軍が養成したとされるカンボジア特殊部隊）
の動き等の報告を含む。

198

カンボディア問題

本ファイルは，1974（昭和49）年4月から12月までのカンボジア国内情勢及び対外政策に関する文書を収録。
具体的には，（1年前に鳴り物入りで設立された）最高政治評議会の廃止と執行評議会の創設，シハヌーク
派とキュー・サンファン派等共産主義者で構成するカンボジア代表団の中国公式訪問，キュー・サンファン団
長一行の欧州・アフリカ諸国訪問，首都での学生騒擾と文部大臣および顧問の殺害，第二次ロン・ボレ内閣
組閣，わが国ＮＧＯ（立正佼成会，オイスカ産業開発協力団）の活動，ロン・ボレ首相の中東訪問，ロン・ノル
大統領の実弟ロン・ノン准将の復帰等に関する報告を含む。

199

カンボディア問題

本ファイルは，1972（昭和47）年1月から3月までのカンボジア政治・軍事情勢に関する文書を中心に収録。具
体的には，共産勢力のプノンペンに対するゲリラ攻撃，地方における反政府組織（FUNK，GRUNK）の拡大，
チェンヘン国家元首の辞任，ロン・ノル大統領就任，ソン・ゴク・タイ新内閣の成立，プノンペン市内に架かる
通称「日本橋」に対する破壊攻撃の報告を含む。

200

2011-0084

カンボディア問題

本ファイルは，1971（昭和46）年10月から12月までのカンボジアの政治・軍事情勢に関する文書を収録。具体
的には，カンボジア人の反ベトナム感情，制憲議会への改編，ロン・ノル第三次内閣の成立，キュウ・サン
ファン等共産側幹部のプロパガンダ活発化，政府軍将校・一般兵の腐敗，緊急避難対応に関する在留邦人
との会合，政府軍の共産軍に対する反撃作戦（チェンラⅡ）の失敗等の報告を含む。

201

2011-0085

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年5月のカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，スハルト大統領の
イニシアチブで開催された「アジア会議」（同年5月16～17日開催，わが国から愛知外務大臣出席）の報告を
含む。

202

カンボディア問題

本ファイルは，1975（昭和50）年2月から1976（昭和51）年3月までのカンボジア情勢に関する文書を収録。具
体的には，崩壊直前のロン・ノル政権下のカンボジア情勢に関する報告，シハヌーク元首の帰国時の空港で
の演説，新政権によるインテリ層・高齢者等の大量虐殺に関する報道，シハヌーク元首の国連演説，イエン・
サリ副首相の非同盟諸国会議での演説，シハヌーク元首の中東諸国訪問，新憲法の公布と新国名「民主カ
ンプチア」・新国旗の決定等の報告を含む。

203

ファイル件名

管理番号/分類番号

2011-0081

2011-0082

2011-0083

2011-0086

36

平成22年度第4回外交記録公開（平成23年2月18日）ファイル概要

ファイル概要

報道発表時
概要番号

カンボディア問題

本ファイルは，1976（昭和51）年4月から10月までのカンボジア（民主カンプチア）の内政と外交政策に関する
文書を収録。具体的には，1975（昭和45）年4月17日（ロン・ノル政権打倒一周年）のシハヌーク国家元首辞
任，カンボジア新政権の国造り政策（都市住民を強制移住の上，農業生産に従事させる政策）による被害
（数十万人の死者の発生，プノンペンの無人化）についての報道，カンボジア政治体制の成立（国民議会開
会，キュウ・サンファン最高幹部評議会議長，ポル・ポト首相，イエン・サリ副首相の任命等）についての報
告，密入国で逮捕され数日後に釈放された邦人報道関係者のインタビュー記事，カンボジア政府作成イン
フォメーション・ブレティンを含む。

204

2011-0088

カンボディア問題

本ファイルは，1976（昭和51）年11月から1977（昭和52）年12月までのカンボジア（民主カンプチア）の外交政
策に関する文書を収録。具体的には，タイとの国境紛争に関するカンボジア政府の善隣政策を確認する覚
書の発出，イエン・サリ副首相兼外相のビルマ・パキスタン・セイロン・シンガポール・マレーシア訪問，カンボ
ジアの対ベトナム警戒政策，北京におけるカンボジア「解放」2周年記念レセプション，カンボジア・ベトナム国
境小競り合い，ロン・ノル元大統領のハワイでの記者会見，ポル・ポト首相の中国訪問，ネ・ウィン・ビルマ大
統領のカンボジア訪問，リタウデン・マレーシア外相のカンボジア訪問等に関する報告を含む。

205

2011-0089

カンボディア問題／米国の対カンボディア援助

本ファイルは，1970（昭和45）年8月から1972（昭和47）年12月までの米国の対カンボジア援助に関する文書
を収録。具体的には，1971（昭和46）年度の米国の対カンボジア軍事援助額（約1億8500万ドル），経済援助
額（約8000万ドル）の報告を含む。

206

2011-0090

カンボディア問題／米国の対カンボディア援助

本ファイルは，1973（昭和48）年1月から1975（昭和50）年3月までの米国の対カンボジア援助に関する文書を
収録。具体的には，米国の対カンボジア軍事援助額（1972（昭和47）年度約1億8700万ドル，1973（昭和48）
年度約1億3800万ドル），経済援助額（1972（昭和47）年度約5800万ドル，1973（昭和48）年度約9300万ドル）
の報告を含む。

207

2011-0091

カンボディア問題（含，カンボディア民族連合王
国政府）

本ファイルは，1971（昭和46）年2月から1974（昭和49）年4月までのカンボジア国内情勢及び米・ソ連・仏の対
カンボジア政策に関する文書を収録。具体的には，（シハヌーク派を含む共産勢力による）プノンペン包囲網
とロン・ノル政権の弱体化，FUNK及びGRUNKの国内外活動の活発化，キッシンジャー米大統領補佐官のカ
ンボジア立寄り，同補佐官の中国訪問等に関する報告を含む。

208

2011-0092

カンボディア問題（含，カンボディア民族連合王
国政府）

本ファイルは，1971（昭和46）年3月から1973（昭和48）年11月までのカンボジア王国民族連合政府（GRUNK)
の外交活動に関する文書を収録。具体的には，中国とGRUNKとの軍事・経済援助協定調印（1972（昭和47）
年2月），GRUNK代表団のスウェーデン訪問，シハヌーク国王一行のアルバニア・ルーマニア・ユーゴスラビ
ア・アルジェリア・モーリタニア・セネガル・マリ・コンゴ（ブラザビル）公式訪問に関する報告を含む。

209
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2011-0093

カンボディア問題／政変に対する各国反応

本ファイルは，1970（昭和45）年3月から6月までのカンボジア・ロン・ノル将軍のクーデターに対する近隣諸国
の反応に関する文書を収録。具体的には，ラオス，タイ，韓国，インドネシア，比，マレーシア，シンガポー
ル，中華民国，スリランカのカンボジア・クーデターに対する反応についての報告を含む。

210

2011-0094

カンボディア問題／政変に対する各国反応

本ファイルは，1970（昭和45）年3月から5月までのカンボジア・ロン・ノル将軍のクーデター直後の諸外国の
反応に関する文書を収録。具体的には，アジア・欧州・アフリカ諸国政府のカンボジア・クーデターに対する
反応についての報告を含む。

211

2011-0095

カンボディア問題（含，カンボディア民族連合王
国政府）

本ファイルは，1974（昭和49）年12月から1975（昭和50）年6月までのロン・ノル政権崩壊からクメール・ルー
ジュ政権樹立までのカンボジア情勢に関する文書を収録。具体的には，FUNKの政治理念に関する報道，政
変に関する各国紙報道，GRUNK要人の外国訪問，シハヌーク国王の政治舞台への復帰に関する報告を含
む。

212

2011-0096

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年1月から2月までのカンボジアの内政及び外交政策に関する文書を収録。具
体的には，シハヌーク国王の外遊（仏，ソ連，中国等）のための出国（同年3月のロン・ノル将軍によるクーデ
ターのきっかけとなったもの），ロン・ノル将軍の海外療養からの帰国，新紙幣の発行，日・カンボジア貿易取
極の単純延長に対するカンボジア側の反応に関する報告を含む。

213

2011-0097

カンボディア問題

本ファイルは，1970（昭和45）年3月から4月までのカンボジアにおける政変発生とその前後の情勢に関する
文書を収録。具体的には，プノンペンを中心として組織された反ベトコン・反北ベトナム・デモ，その一週間後
のクーデター，シハヌーク殿下の元首解任，ロン・ノル政権樹立に関する報告を含む。

214

2011-0098

本ファイルは，1959（昭和34）年1月から1961（昭和36）年12月までのカンボジアの外交政策に関する文書を
カンボディア問題／近隣諸国の対応（含，タイと 収録。具体的には，シハヌーク殿下の1961（昭和36）年10月の記者会見（タイを非難する内容でカンボジアと
の国交断絶）
タイとの外交関係断絶の端緒となった），カンボジアのタイとの国交断絶，サリット・タナリット・タイ首相のカン
ボジア非難発言の報告を含む。

215

2011-0099

本ファイルは，1960（昭和35）年1月から1961（昭和36）年12月までのカンボジアの内政及び外交政策に関す
る文書を収録。具体的には，中国の対カンボジア政策，シハヌーク殿下の国際情勢に関する見解，同殿下
のカンボジア共産党弾圧政策，スラマリット国王の崩御とシハヌーク殿下の国民投票による国家元首就任，
周恩来首相のカンボジア公式訪問，カンボジア・南ベトナム軍事衝突，シハヌーク殿下のソ連訪問等に関す
る報告を含む。

216

カンボディア問題／諸外国の対応
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カンボディア問題／諸外国の対応

本ファイルは，1963（昭和38）年4月から10月までのカンボジアの内政・外交政策に関する文書を収録。具体
的には，劉少奇中国国家主席のカンボジア訪問（劉少奇暗殺未遂事件を含む），南ベトナム軍のカンボジア
領侵犯問題，シハヌーク殿下のタイ非難演説，ソ連の対カンボジアMIG戦闘機供与に関する報告を含む。

217

2011-0101

カンボディア問題／諸外国の対応

本ファイルは，1963（昭和38）年7月から12月までのカンボジアの外交政策に関する文書を収録。具体的に
は，シハヌーク殿下のカンボジア中立保障国際会議開催再提案，カンボジアの米国援助拒否，ジョンソン米
大統領特使のカンボジア訪問，ロン・ノル国防相の副首相兼任，カンボジアの在外公館削減等緊縮財政措
置，米国・カンボジア両国大使召還問題，カンボジアの駐英大使召還問題，中国のカンボジア中立保障国際
会議開催案支持表明の報告を含む。

218

2011-0102

本ファイルは，1962（昭和37）年8月から12月までのカンボジアの外交政策に関する文書を収録。具体的に
は，カンボジア軍のタイ侵入事件，タイ軍のカンボジア領内侵入を非難する陳毅中国外相声明，シハヌーク
カンボディア問題／カンボディア・タイ，南ヴィエト
殿下のカンボジア中立保障国際会議提案と会議に参加招請された13カ国の対応振り（全面的支持：ソ連，中
ナム国境紛争
国，北ベトナム，ポーランド，条件付支持：仏，ビルマ，拒否または他の方策示唆：米，英，カナダ，タイ，南ベ
トナム，インド，未回答：ラオス）に関する報告を含む。

219

2011-0103

ボイヤー豪州関税委員会委員訪日

本ファイルは，1971（昭和46年）の豪州の対中国外交に関する文書を収録。 具体的には，（中国代表権問
題に関する）マクマーン豪首相発佐藤総理宛親書及びこれに対する返書，中国代表権問題に関する国連の
決定に関する豪政府の反応を含む。

241

宮澤通商産業大臣豪州訪問

本ファイルは，1971（昭和46）年の宮澤通商産業大臣の豪州訪問に関する文書を収録。 具体的には，宮澤
通産大臣のマクマーン首相，アンソニー副首相，スゥオーツ国土開発相との会談，宮澤大臣の豪紙特派員と
の会見，日豪資源委員会設置問題を含む。宮澤大臣の一連の豪側との会談においては，農産物自由化問
題，日豪通商・関税問題，濃縮ウラン設備問題等が話し合われた。

242

宮澤通商産業大臣豪州訪問

本ファイルは，1971（昭和46）年の宮澤通商産業大臣の豪州・ニュージーランド訪問に関する文書を収録。
具体的には，宮澤大臣の豪ナショナル・プレス・クラブにおけるスピーチ，同大臣のバーンズ豪州海外領土大
臣及びウイットラム豪州労働党党首との会談録，日豪閣僚レベル合同委員会設置，大臣訪豪資料「日本側
要望事項及び豪側質問に対する応答要領」を含む。バーンズ海外領土大臣との会談ではパプアニューギニ
ア問題が，ウイットラム労働党党首との会談ではインドネシアにおける日豪経済協力を含む日豪関係が話し
合われた。

243
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田中総理豪州，ニュージーランド訪問／日程

本ファイルは，1974（昭和49）年5月から同年10月までの田中総理の豪州，ニュージーランド訪問に関する文
書を収録。 具体的には，訪豪，ニュージーランド日程案，同行記者関係，小坂善太郎議員の豪州側との会
談要旨メモ，（タイにおける総理スピーチ，田中総理東南アジア訪問参考資料）を含む。なお、同年の同総理
のタイ訪問に関する文書も収録。

246

2011-0107

日豪総理，外相会談

本ファイルは，1976（昭和51)年から1979（昭和54)年までの日豪首脳会談・外相会談に関する文書を収録。
具体的には，宮澤外相・ピーコック外相会談，三木総理・フレーザー首相会談（以上1976（昭和51）年）），福
田総理・フレーザー首相会談，鳩山外相・ピーコック外相会談（以上1977（昭和52)年），園田外相・ピーコック
外相会談（3回：いずれも1978（昭和53)年），アンソニー首相兼貿易資源大臣の来日会談記録（1979（昭和
54)年）を含む。

250

2011-0108

フレーザー豪州首相訪日

本ファイルは，1971（昭和46）年のフレーザー豪州首相の訪日に関する文書を収録。具体的には，同首相の
三木総理との首脳会談，福田副総理，大平大蔵，河本通産各大臣との会談，宮沢外務大臣・ピーコック豪外
務大臣会談を含む。

248

マッキュアン豪州副首相夫妻訪日

本ファイルは，1970（昭和45）年から1971（昭和46）年のマッキュアン豪州副首相兼貿易産業大臣の訪日及
び（日豪経済関係緊密化のための）「マッキュアン構想」に関する文書を収録。 具体的には，マッキュアン副
首相の佐藤総理，福田外務大臣臨時代理兼大蔵大臣との会談，「マッキュアン構想」に関する日豪政府間
のやりとりに関する文書を含む。

232

2011-0110

マッキュアン豪州副首相夫妻訪日

本ファイルは，1970（昭和45）年のマッキュアン豪州副首相兼貿易産業大臣の訪日に関する文書を収録。
具体的には，佐藤総理とマッキュアン副首相との会談発言参考資料，（日豪経済関係緊密化のための）
「マッキュアン構想」の概要，福田外務大臣臨時代理兼大蔵大臣と同副首相との会談要旨，牛場外務事務
次官とウエスタマン豪貿易産業省次官との会談参考資料，大慈弥通産事務次官と「ウ」次官との会談要旨，
奥村大蔵省国際金融局長と「ウ」次官との会談要旨を含む。

233

2011-0111

日豪閣僚委員会（第2回）

本ファイルは，1973（昭和48）年の第2回日豪閣僚委員会に関する文書を収録。具体的には，田中総理・ウ
イットラム首相会談，各閣僚個別会談，共同コミュニケ，新聞記事を含む。

247

2011-0112

豪州要人訪日

本ファイルは，1952（昭和27）年から1965（昭和40）年までの日豪航空問題に関する文書を収録。具体的に
は，日豪関係を中心とする豪州の対外航空政策を含む。

225
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2011-0113

豪州要人訪日

本ファイルは，1968（昭和43）年から1969（昭和44）年までの豪州要人訪日に関する文書を収録。 具体的に
は，ホール南オーストラリア州首相の訪日，ゴートン首相夫人の訪日，ボルテ・ビクトリア州首相の訪日を含
む。

226

2011-0114

豪州要人訪日

本ファイルは，1965（昭和40）年から1969（昭和44）年までの豪州要人の訪日に関する文書を収録。 具体的
には，バーナード労働党副党首の訪日，アストン下院議長の訪日，カトラー・ニュー・サウス・ウエールズ州総
督の訪日，豪州議員団の訪日を含む。

230

豪州要人訪日

本ファイルは，1967（昭和42）年から1970（昭和45）年までの豪州要人の訪日に関する文書を収録。 具体的
には，キャンベル・クインズランド州産業開発大臣の訪日，シンクレア豪州運輸大臣の訪日，ウエスタマン豪
州貿易産業省次官の訪日，ヒューズ・ニュー・サウス・ウエールズ州公共大臣の訪日を含む。キャンベル・ク
インズランド州産業開発大臣の小宮山通産政務次官表敬訪問においては，日豪の経済・産業協力等につい
ての意見交換が行われた。

244

2011-0116

豪州要人訪日

本ファイルは，1970（昭和45）年の豪州要人の訪日に関する文書を収録。 具体的には，クラーク・タスマニア
州産業開発大臣，スゥオーツ国土開発大臣，アンソニー第一次産業開発大臣の各訪日を含む。スゥオーツ
国土開発大臣の宮澤通産大臣との会談においては，日本企業との合弁による豪州の資源開発，タスマニア
産ウッドチップ輸出問題等につき，また，アンソニー第一次産業開発大臣の福田大蔵大臣との会見において
は，羊毛問題，日本の対豪投資，輸出等につき意見交換が行われた。

245

2011-0117

豪州要人訪日

本ファイルは，1976（昭和51）年から1977（昭和52）年までの豪州要人の訪日に関する文書を収録。具体的に
は，ウイットラム前豪州首相（労働党党首）の訪日（三木総理との会談あり），コトン商工大臣の訪日（小坂外
務大臣表敬，河本通産大臣との会談あり），ホークACTU議長の訪日を含む。

249

2011-0118

豪州，ナウル要人訪日

本ファイルは，1969（昭和44）年から1970（昭和45）年までの豪州及びナウルの要人訪日に関する文書を収
録。具体的には，ウイザーズ豪州上院議員の訪日，デロバート・ナウル大統領の訪日，オリバー・カウラ市長
の訪日を含む。

227

2011-0119

ニュージーランド要人訪日

本ファイルは，1970（昭和45）年から1971（昭和46）年までのニュージーランド要人の訪日に関する文書を収
録。 具体的には，ジャック国会議長，アダムズ・シュナイダー関税大臣の訪日，ホリオーク首相の訪日，ポ
リット総督の訪日を含む。

231
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2011-0120

本ファイルは，1972（昭和47）年から1973（昭和48）年までの豪州沖沈没旧日本軍潜水艦の引揚げ・売却と遺
豪州沖旧日本軍潜水艦引揚，遺骨収集及び売 骨収集に関する文書を収録。 具体的には，「豪州沖合の旧日本軍潜水艦引揚売却問題」，同潜水艦引揚
却問題
げ問題に関する対処方針，旧日本海軍潜水艦伊124号艦長遺族よりの大平外務大臣宛請願書・厚生省援
護局長回答，本問題に関する邦字紙記事を含む。

222

2011-0121

本ファイルは，1973（昭和48）年から1975（昭和50）年までの豪州沖沈没旧日本軍潜水艦の引揚げ売却と遺
豪州沖旧日本軍潜水艦引揚，遺骨収集及び売 骨収集に関する文書を収録。 具体的には，旧日本軍潜水艦引揚げ問題に関する豪GARRICK GRAY社と
却問題
のやりとり書簡，同潜水艦の遺骨収集及び船体引揚げに関する厚生省とのやりとり書簡，本問題に対する
日本政府から豪政府への申し入れを含む。

223

2011-0122

本ファイルは，1972（昭和47）年から1973（昭和48）年までの豪州沖沈没旧日本軍潜水艦の引揚げ・売却と遺
豪州沖旧日本軍潜水艦引揚，遺骨収集及び売
骨収集に関する文書を収録。 具体的には，豪州業者による同潜水艦の売却問題，現地報道記事，本問題
却問題
に関する各省会議記録を含む。

224

2011-0123

豪州国防・軍事

本ファイルは，1965（昭和40）年から1970（昭和45）年までの豪州の国防政策・軍事事情に関する文書を収
録。 具体的には，豪国防省再組織化の動き，米豪共同防衛宇宙通信施設構想（ウーメラ・ロケットセン
ター），西豪州海軍基地建設計画，ヒーリー英国防相の訪豪を含む。

234

2011-0124

豪州国防・軍事

本ファイルは，1970（昭和45）年から1971（昭和46）年までの豪州の国防政策・軍事事情に関する文書を収
録。 具体的には，フレーザー国防相演説，ゴートン内閣の国防政策，安全保障問題と豪州の対日関心，カ
リトン英国防相の訪豪を含む。

236

2011-0125

豪州国防・軍事

本ファイルは，1972（昭和47）年の豪州の国防政策・軍事事情に関する文書を収録。 具体的には，豪・
ニュージーランド両国国防相共同声明，豪国防白書，労働党バーナード副党首の国防問題に関する発言，
調査部企画課作成「軍事問題資料」を含む。上記「軍事問題資料」は，ローレンス・グリスウォルド政戦略専
門家とマッキンタイヤ・カンタベリー大学歴史学教授による論文を邦訳（要約）したもので，それぞれ「インド洋
防衛の一構想」と「ニュージーランド人の見たインド洋の安全保障」と標題がつけられている。

237

2011-0126

豪州国防／防衛政策

本ファイルは，1966（昭和41）年から1969（昭和44）年までの豪州の国防政策に関する文書を収録。 具体的
には，フェアホール豪国防相演説，ゴートン豪首相の防衛政策声明，豪労働党の国防政策に関する論文，
世界主要各国における国防意識に関する文書を含む。

235
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2011-0127

日豪航空問題

本ファイルは，1969年（昭和44年）から1971年（昭和46年）の豪州の対日，対米，対ソ航空関係に関する文書
を収録。 具体的には，日豪航空協定に基づく航空会社の指定に関する日豪政府間のやりとり，豪米航空
交渉，カンタス航空のソ連への乗り入れを含む。

238

2011-0128

ニュージーランド国防・軍事

本ファイルは，1968（昭和43）年から1972（昭和47）年までのニュージーランドの国防・軍事に関する文書を収
録。具体的には，英，豪，ニュージーランド，マレイシア，シンガポール5カ国防衛会議，第17回～第20回ＡＮＺ
ＵＳ閣僚理事会，第13～第17回ＳＥＡＴＯ閣僚理事会を含む。

239

2011-0129

ニュージーランド国防・軍事

本ファイルは，1963（昭和38）年から1972（昭和47）年までの，ニュージーランドの国防・軍事に関する文書を
収録。具体的には，ニュージーランドの防衛外交政策に関するホリオーク首相演説，豪州及びニュージーラ
ンドの新防衛政策，東南アジアからの英軍撤退，英連邦5カ国防衛閣僚会議を含む。

240

資料ファイル

本ファイルは，1978（昭和53）年から1979（昭和54）年までの欧亜局大洋州課作成資料を収録。具体的には，
第12回日豪事務レベル協議，南太平洋情勢検討会議，昭和53年度太平洋地域経済担当官会議，昭和53年
度貿易合同会議（パプア・ニューギニア，ニュージーランド，豪州），アンソニー豪副首相兼貿易資源大臣の
来日，トールボイズ・ニュージーランド副首相の来日，日豪首脳（大平総理・フレーザー首相）会談，南太平洋
諸国関係各種調書（一般事情，政治経済情勢報告，閣僚名簿，主要経済指標，本邦関連企業一覧表等）を
含む。

228

2011-0131

資料ファイル

本ファイルは，1979（昭和54）年6月から12月までの欧亜局大洋州課作成資料を収録。 具体的には，豪州，
ニュージーランド，パプア・ニューギニアの各政治経済情勢，対南太平洋漁業交渉対処方針，南太平洋地域
機構（ＳＰＣ，ＳＰＦ），ウランをめぐる日豪関係，豪州国防の概要，第33回豪州労働党大会，第13回日ニュー
ジーランド事務レベル協議，日ニュージーランド航空協定を含む。

229

E'.2.3.2.9-1

本ファイルは，1961（昭和36）年6月から1963（昭和38）年1月までの第1回日・加経済閣僚委員会に関する文
書を収録。具体的には，開催日時（1963（昭和38）年1月）合意に至るまでの日・加間の折衝，委員会開催諸
日・加経済閣僚委員会関係 第1回委員会 第1 準備に関するロジ（接遇，日程，議題，設宴等の日本側打合せメモ等），昭和36年の池田首相訪加と加首相
訪日時の共同声明テキスト及び閣僚委員会第一回会合共同コミュニケ・日英テキスト，開催に関する新聞発
巻
表文，各種声明・挨拶（双方代表開会挨拶，午餐会での池田首相と大平外相の挨拶，加代表の帰国時記者
会見での声明等），加代表の第一回閣僚委員会に関する議会での報告，日・加紙の報道・論調を含む。

252

2011-0130
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E'.2.3.2.9-1

本ファイルは，1961（昭和36）年11月から1963（昭和38）年10月までの第1回日加経済閣僚委員会（1963（昭
和38）年1月東京で開催）に関する文書を収録。具体的には，経済閣僚委員会開催，経済局作成「日加閣僚
日・加経済閣僚委員会関係 第1回委員会 第2 委員会一般資料」，国際経済情勢に関する加側への質問案（関税一括引き下げ交渉，農産物問題，後進国
貿易問題等），議題設定に関する折衝，大平外相及び加側代表の冒頭挨拶，関係議題（ガットにおける関税
巻
一括引き下げ交渉及び後進国貿易促進，日本経済の現状と見通し，国際収支事情及び租税条約，日加貿
易促進，日加農林水産物貿易の現状等）に係る日本側閣僚発言要旨，経済局作成「議事概要」を含む。

253

E'.2.3.2.9-2

本ファイルは，1963 （昭和38 ）年6月から同年11月までの第2回日加経済閣僚委員会（同年9月オタワで開
日・加経済閣僚委員会関係 第2回委員会 第1 催）に関する文書を収録。具体的には，日程や交渉，国連総会に際しての大平外相と加首相・外相会談，閣
巻
僚委員会等に関する加下院の質疑，アメリカ局作成資料「第2回日加閣僚委員会の件」及び閣僚委員会出
席代表・随員・同行者等名簿，閣僚委員会開催に関する新聞発表文（英文・和文）を含む。

254

E'.2.3.2.9-2

本ファイルは，1963（昭和38）年9月から同年10月までの第2回日加経済閣僚委員会（同年9月オタワで開催）
日・加経済閣僚委員会関係 第2回委員会 第2 に関する文書を収録。具体的には，日本側団長赤城農林大臣の各行事挨拶（オタワ到着・出発，会合開会
巻
式，加総理主催午餐会等），共同コミュニケ（双方折衝過程，コミュニケ双方案，最終テキスト），本邦及び加
紙報道記事を含む。

255

E'.2.3.2.9-2

本ファイルは，1963（昭和38）年8月から同年12月までの第2回日加経済閣僚委員会（同年9月オタワで開催）
に関する文書を収録。具体的には，議題に関する双方折衝，閣僚会議報告，資料（議題案，議事日程，国際
日・加経済閣僚委員会関係 第2回委員会 第3
貿易経済に関する諸問題に関する日本側閣僚発言要領等），関係省（大蔵・通産･農林）作成発言要領案，
巻
第2回日加閣僚委員会議題（案），資料「国際貿易経済に関する諸問題」，資料「国際情勢一般」，資料「国際
貿易経済に関する諸問題及び日加貿易経済関係に関する日本側発言要領案」を含む。

256

E'.2.3.2.9-2

本ファイルは，1963（昭和38）年9月から同年10月までの第2回日加経済閣僚委員会（注：同年9月オタワで開
催）に関する文書を収録。具体的には，「第2回日加閣僚委員会議事概要」及び「閣僚委員会一般資料」（カ
日・加経済閣僚委員会関係 第2回委員会 第4
ナダ一般概況，カナダ経済概況及び，日加経済関係）を含む。なお，上述の「議事概要」は，日加間で合意議
巻
事録は作成せず，又速記はとらないとの事前了解があることから，正規の「議事記録」ではなく，日本側事務
当局が全く非公式に作成した執務参参考用記録。

257

E'.2.3.2.9-3

本ファイルは，1964年6月から同年11月までの第3回日加経済閣僚委員会（1964（昭和39）年9月東京で開
催）に関する文書を収録。具体的には，開催日程に関する双方の折衝，日程・出席者に関する資料，諸準備
日・加経済閣僚委員会関係 第3回委員会 第1
（議題に関する日加間協議メモ等，外務大臣冒頭発言案，会場の設営に関する各種ロジ・メモ，通訳の手
巻
配，便宜供与依頼書等），警備関係メモ，各行事に関するロジ資料，各種ステートメント（空港歓迎及び晩餐
会に於ける椎名外相挨拶等），加外相・通商相の帰国報告（下院議事録等）を含む。

258
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E'.2.3.2.9-3

本ファイルは，1964（昭和39）年7月から1965年9月までの第3回日加経済閣僚委員会（1964（昭和39）年9月
東京で開催）に関する文書を収録。具体的には，本会議の議題案，本会議の議事進行要領，「国際貿易経
日・加経済閣僚委員会関係 第3回委員会 第2
済に関する諸問題」に関する外務大臣発言要領案，「国際情勢一般」の討議及び外務大臣カウンターパー
巻
ト・ランチの為の政治問題関係資料・発言案・事項，椎名議長用メモ，日本側大臣（外務，経企，通産，農林，
大蔵）発言要旨，「議事概要」（日本側事務当局が非公式に作成した執務参考用メモ）を含む。

259

2011-0132

日仏外相定期協議（第15回）

本ファイルは，1978（昭和53）年7月から1979（昭和54）年1月までの第15回日仏外相定期協議に関する文書
を収録。具体的には，1978（昭和53）年11月に東京で開催された日仏定期協議（園田外務大臣，ギランゴー
外相）に関する日程・議題調整，発言要領・参考資料（濃縮ウラン購入問題，二国間セーフガード取極及び対
日差別ＱＲ撤廃問題，仏国人に対する商用査証発給問題，日仏共同南越沖石油開発問題），福田総理との
会談記録メモ，定期協議議事録を含む。

260

2011-0133

第34回国会関係資料

本ファイルは，1960（昭和35）年に作成された第34回国会関係資料を収録。具体的には，当時の国会におけ
る安保関係の実際の質疑応答の抜粋を含む。

599

B'.5.4.0.J/M1

日本・メキシコ航空協定関係一件

本ファイルは，1953（昭和28）年から1955（昭和30）年までの日墨航空協定締結に関する文書を収録。具体的
には，準備段階（日本側から協定案と路線案を提示し，交渉開始を申し入れ）での折衝に係る文書，墨が
比，加，仏等との間で締結した航空協定テキストを含む。

600

E'.2.3.0.5-5

メキシコ経済使節，視察団訪日関係

本ファイルは，1959(昭和34）年の墨経済使節団に関する文書を収録。具体的には，サリナス墨商工大臣の
岸総理・藤山外相・池田通産相との会談録，藤山外相の発言要領，カンポス商工大臣訪日，文書椎名外相
の会見発言要領，モレノ上院議長（特派大使）の訪日．経済使節団訪日（ジェトロ招請）を含む。

601

E'.2.3.0.5-5-1

メキシコ経済使節，視察団訪日関係 ラウル・サ 本ファイルは，1959（昭和34）年のサリナス墨商工大臣の訪日関連文書を収録。具体的には，日程使節団メ
ルナス通商使節団（1960．5）
ンバー，プロトコール（接遇基準）を含む。

602
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E'.2.3.1.3-4-1

ニカラグァ経済使節視察団訪日関係 ソモサ経 本ファイルは，1963（昭和38）年のニカラグア通商使節団（団長ソモサ前大統領）訪日関連文書を収録。具体
済使節団関係
的には，訪日日程調整，日本側要人との会談との会談を含む。

603

A'.6.2.0.1-4

領水問題 中近東・アフリカ諸国

606

M'.3.1.7.8-2-7

本ファイルは，1959(昭和34）年3月東京で開催された第7回アジア太平洋地域公館長会議に関する文書を収
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
録。具体的には，議題，実施要領，出席者（帰任日程），大臣訓辞，大阪経済界との懇談会，各公館要望事
公館長会議第7回会議関係 第1巻
項を含む。

261

M'.3.1.7.8-2-7

本ファイルは，1959（昭和34）年3月東京で開催された第7回アジア太平洋地域公館長会議に関する文書を
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
収録。具体的には，各種資料（管内情勢報告，要望事項，我が国の対中国，朝鮮，中近東基本態度，日米
公館長会議第7回会議関係 第2巻
安保条約改定，ソ連を中心とする国際情勢，1959（昭和34）年度外務省所管予算大要等）を含む。

262

M'.3.1.7.8-2-7

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1959（昭和34）年3月東京で開催された第7回アジア太平洋地域公館長会議に関する文書を
公館長会議第7回会議関係 第3巻
収録。具体的には，参加在外公館作成の「管内情勢報告」を含む。

263

M'.3.1.7.8-2-8

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1959（昭和34）年9月バンコクで開催された第8回アジア太平洋地域公館長会議に関する文書
公館長会議第8回会議関係 第3巻
を収録。具体的には，参加在外公館作成の「管内事情報告」を含む。

264

M'.3.1.7.8-2-10

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1961（昭和36）年6月東京で開催された第10回アジア・太平洋地域公館長会議に関する文書
公館長会議第10回会議関係 第2巻
を収録。具体的には在中華民国大使館等9公館作成「管内事情報告」を含む。

265

本ファイル収録文書は中近東・アフリカ諸国の領海幅員拡張に対する各国の動向に関する文書を収録。
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M'.3.1.7.8-2-10

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1961（昭和36）年6月東京で開催された第10回アジア・太平洋地域公館長会議関係四冊ファイ
公館長会議第10回会議関係 第3巻
ルの第三冊目の文書を収録。具体的には在インド大等9公館作成「管内事情報告」を含む。

266

M'.3.1.7.8-2-11

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1962（昭和36）年5月東京で開催された第11回アジア・太平洋地域公館長会議関係六冊ファイ
公館長会議第11回会議関係 第1巻
ルの第一冊を収録。具体的には，開催準備，出席者帰任日程，議題及び実施要領等関係文書を含む。

267

M'.3.1.7.8-2-11

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1962（昭和37）年5月東京で開催された第11回アジア大洋州地域公館長に関する文書を収
公館長会議第11回会議関係 第4巻
録。具体的には，中華民国大使館等11公館作成「館内事情報告」を含む。

268

M'.3.1.7.8-2-11

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1962（昭和37）年5月東京で開催された第11回アジア大洋州地域公館長に関する文書を収
公館長会議第11回会議関係 第5巻
録。具体的には，在インド大等8公館作成「館内事情報告」を含む。

269

M'.3.1.7.8-2-12

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルには，1963（昭和38）年月東京で開催された第12回アジア太平洋地域公館長会議に関する文書を
公館長会議第12回会議関係 第1巻
収録。具体的には，開催準備，出席者，議題・実施要領，外務大臣他の発言要領関係文書を含む。

270

M'.3.1.7.8-2-14

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1965（昭和40）年5月東京で開催された第14回アジア・太平洋地域公館長会議に関する文書
公館長会議第14回会議関係 第1巻
を収録。具体的には，開催経緯，出席者，議題・議事日程，外務大臣挨拶を含む。

271

M'.3.1.7.8-2-14

本ファイルは，1965（昭和40）年5月東京で開催された第14回アジア・太平洋地域大使会議に関する文書を
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
収録。具体的には，諸行事（政党関係懇談会，経済界との懇談，招宴関係等），報道記事，議事要録（未定
公館長会議第14回会議関係 第3巻
稿）等関係文書を含む。

272
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M'.3.1.7.8-2-14

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1965（昭和40）年5月東京で開催された第14回アジア・太平洋地域公館長会議に関する文書
公館長会議第14回会議関係 第5巻
を収録。具体的には，16公館作成「管内事情報告」（原稿）を含む。

273

M'.3.1.7.8-2-14

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1965（昭和40）年5月東京で開催された第14回アジア・太平洋地域公館長会議に関する文書
公館長会議第14回会議関係 第6巻
を収録。具体的には，19公館の「管内事情報告」を含む。

274

M'.3.1.7.8-2-15

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1966（昭和41）年5月東京で開催された昭和41年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
公館長会議昭和41年度会議関係 第1巻
書を収録。具体的には，開催準備，出席者，議題・議事日程，外務大臣挨拶等関係文書を含む。

275

M'.3.1.7.8-2-15

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1966（昭和41）年5月東京で開催された昭和41年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
公館長会議昭和41年度会議関係 第3巻
書を収録。具体的には，本省作成会議配布資料を含む。

276

M'.3.1.7.8-2-15

本ファイルは，1966（昭和41）年5月東京で開催された昭和41年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
書を収録。具体的には，アジア局作成討議資料（韓国問題，台湾の情勢，中国の情勢，中国問題対策，イン
公館長会議昭和41年度会議関係 第4巻
ドネシア問題，ヴィエトナム問題，印パ関係の現状と分析，総合的討論）を含む。

277

M'.3.1.7.8-2-16

本ファイルは，1967（昭和42）年6月東京で開催された昭和42年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
書を収録。具体的には，開催準備，会議諸経費，議題・実施要領，出席者，議事要録（未定稿）等文書を含
公館長会議昭和42年度会議関係 第1巻
む。

278

M'.3.1.7.8-2-16

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1967（昭和42）年6月東京で開催された昭和42年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
公館長会議昭和42年度会議関係 第2巻
書を収録。具体的には，本省各局作成会議配布資料及び討議資料を含む。

279
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M'.3.1.7.8-2-16

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1967（昭和42）年6月東京で開催されたアジア・太平洋地域大使会議に関する文書を収録。具
公館長会議昭和42年度会議関係 第3巻
体的には，在インド大使館等7公館が作成した会議用資料「管内事情報告」を含む。

280

M'.3.1.7.8-2-16

本ファイルは，1967（昭和42）年6月東京で開催されたアジア・太平洋地域大使会議に関する文書を収録。具
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
体的には，総理主催午餐会，外務大臣との昼食会，自民党との懇談，東京・大阪財界との懇談等諸行事関
公館長会議昭和42年度会議関係 第5巻
連文書を含む。

281

M'.3.1.7.8-2-17

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1968（昭和43）年5月東京で開催されたアジア・太平洋地域大使会議に関する文書を収録。具
公館長会議昭和43年度会議関係 第1巻
体的には，開催経緯，諸経費，議題，日程及び実施要領，出席者，大臣挨拶等関連文書を含む。

282

M'.3.1.7.8-2-17

本ファイルは，1968（昭和43）年5月東京で開催されたアジア・太平洋地域大使会議に関する文書を収録。具
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
体的には本省関係局が作成した討議資料（ベトナム戦争を巡る諸問題，中国問題，地域協力問題，韓国情
公館長会議昭和43年度会議関係 第2巻
勢等）及び配布資料を含む。

283

M'.3.1.7.8-2-17

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1964（昭和39）年6月東京で開催された第13回アジア・太平洋地域公館長会議関係四冊ファイ
公館長会議昭和43年度会議関係 第3巻
ルの第一冊を収録。具体的には，開催準備，出席者，議題，会議要領，大臣他の発言要領を含む。

284

M'.3.1.7.8-2-18

本ファイルは，1969（昭和44）年7月東京で開催された昭和44年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
書を収録。具体的には，開催経緯，準備・庶務事項，諸経費，議題・会議日程，出席者，総理大臣挨拶案等
公館長会議昭和44年度会議関係 第1巻
関係文書を含む。

285

M'.3.1.7.8-2-19

本ファイルは，1970（昭和45）年9月東京で開催された昭和45年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 書を収録。具体的には，出席者，会議日程・実施要領，本省作成外交政策討議資料，一般資料（アジア諸国
公館長会議昭和45年度会議関係 第1巻
に対する経済協力の問題点，アジアの現状とわが国のアジア政策），議事要録（但し，グループ別懇談：アジ
アにおける日本の役割，経済・経済協力問題討議関連部分のみ）を含む。

286
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M'.3.1.7.8-2-19

在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館 本ファイルは，1970（昭和45）年9月東京で開催された昭和45年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
公館長会議昭和45年度会議関係 第2巻
書を収録。具体的には，各館から提出された要望事項を含む。

287

M'.3.1.7.8-2-20

本ファイルは，1971（昭和46）年9月東京で開催された昭和46年度アジア・太平洋地域大使会議に関する文
在外公館長会議関係 アジア，太平洋地域公館
書を収録。具体的には，経緯，日程，準備要領，出席者，経費関係，懇談会関係，議事要録等関係文書を
公館長会議昭和46年度会議関係
含む。

288

M'.3.1.7.8-3-5

在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議第5 本ファイルは，1956（昭和31）年5月にロンドンで開催された第5回在欧州公館長会議に関する文書を収録。
回会議関係
具体的には，ロジ関係，各館からの要望事項，要望事項に対する本省回答，会議概要報告を含む。

289

M'.3.1.7.8-3-6

在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議第6 本ファイルは，1957（昭和32）年9月にロンドンで開催された第6回在欧州公館長会議に関する文書を収録。
回会議関係 第2巻
具体的には，ロジ関係，議事録，任国情勢等会議用資料，各館要望事項を含む。

290

M'.3.1.7.8-3-6

在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議第6 本ファイルは，1958（昭和33）年6月にローマで開催された第7回在欧州公館長会議に関する文書を収録。具
回会議関係 第3巻
体的には，ロジ関係，議事録原稿，外務大臣訓示，会議用参考資料，各館要望事項を含む。

291

M'.3.1.7.8-3-11

在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議第 本ファイルは，1962（昭和37）年9月にパリで開催された第11回在欧州公館長会議に関する文書を収録。具
11回会議関係 第1巻
体的には，ロジ関係，外務大臣挨拶，記事資料を含む。

292

M'.3.1.7.8-3-14

本ファイルは，1966（昭和41）年1月にイタリア（ローマ）で開催された第14回在欧州公館長会議に関する文書
在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議第 を収録。具体的には，ロジ関係（会議日程，出席者等），議題の選定（我が国の国内情勢及び主要外交案
14回会議関係 第1巻
件，欧州をめぐる主要な外交問題，我が国外交のあり方，我が国と西欧との経済関係等），大臣挨拶（案），
大臣との懇談会への出席者の調整を含む。

293
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M'.3.1.7.8-3-14

本ファイルは，1966（昭和41）年1月にイタリア（ローマ）で開催された第14回在欧州公館長会議に関する文書
を収録。具体的には，会議用資料（最近の仏ソ関係，東欧諸国の西欧への接近傾向，最近のドイツ・ベルリ
ン問題，東西貿易の現状と問題点，欧州安全保障問題，軍縮問題，欧州統合問題，日ソ関係，中ソ関係，中
在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議第
国の内外動向，日華及び日中関係，国連における中国代表権問題審議の結果，ベトナム情勢，インドネシ
14回会議関係 第2巻
ア情勢，日韓関係，日米関係，西欧諸国と関係ある経済問題等），議事要旨我が国の国内情勢及び主要外
交案件，欧州をめぐる主要な外交問題，我が国外交のあり方，我が国と西欧との経済関係，議事録（未定
稿）修正表を含む。

294

M'.3.1.7.8-3-15

本ファイルは，1966（昭和41）年3月から1967（昭和42）年4月までの昭和41年度在欧大使会議に関する文書
を収録。具体的には，同会議に関するロジ事項（会議日程，出席者等），議題及び運営要領，大臣挨拶
在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議昭 （案），会議用資料（日本の対中国政策，ド・ゴールの欧州政策の妥当性とその可能性の限界，東南アジア開
発問題，中国・台湾問題，ベトナム問題，軍縮問題，欧州安全保障問題，最近のドイツ・ベルリン問題，EEC
和41年度会議関係
問題，欧州諸国と関係ある経済問題等），議事概要（ベトナム問題，中国問題，東南アジア開発協力，西欧と
東欧との関係，欧州統合問題等），会議参加者による議事録（未定稿）修正表を含む。

295

M'.3.1.7.8-3-19

本ファイルは，1970（昭和45）年9月にローマで開催された昭和45年度在欧大使会議及び愛知外務大臣のイ
タリア及びフランス訪問に関する文書を収録。具体的には，同大使会議ロジ関係（会議日程，出席者等），同
在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議昭
議題（我が国外交の当面の重要案件，最近の欧州情勢と今後の進路，我が国と欧州との関係），愛知外務
和45年度会議関係
大臣の同会議における挨拶（案），同会議用資料，同議事報告，愛知外務大臣のイタリア及びフランス訪問
（訪問日程，ローマ法王謁見，フランス大統領及び同国首相表敬，イタリア外相との会談用資料）を含む。

296

M'.3.1.7.8-3-20

本ファイルは，1971（昭和46）年１１月にロンドンで開催された昭和46年度在欧大使会議に関する文書を収
在外公館長会議関係 欧州地域公館長会議昭
録。具体的には，ロジ関係（会議日程，出席者等），議題（当面の我が国外交主要案件，最近の欧州情勢，
和46年度会議関係
我が国と欧州諸国との関係），大臣挨拶（案），会議用資料，議事報告電，議事要録を含む。

297

M'.3.1.7.8-4

本ファイルは，1969（昭和39）年から1975（昭和50）年までに開催された中南米地域公館長会議に関する文
書を収録。具体的には，中南米大使会議（昭和43年度）官房関係資料．官房長発言要領，中南米大使会議
在外公館長会議関係 中南米地域公館長会議
（昭和46年度）出席者帰任日程，中南米大使会議（昭和48年度）議題（案），中南米大使会議（昭和49年度）
日程及び配布資料，第16回中南米経済担当官会議議事録を含む。

604

51

平成22年度第4回外交記録公開（平成23年2月18日）ファイル概要

管理番号/分類番号

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

M'.3.1.7.8-4-1

本ファイルは，1953（昭和28）年に開催された第1回中南米地域公館長会議（於：リオデジャネイロ）に関する
在外公館長会議関係 中南米地域公館長会議
文書を収録。具体的には，会議録及び会議説明資料（経済局第三課作成）並びに会議報告（欧米局第三課
第1回会議関係
作成），会議資料（欧米局第二課作成）を含む。

605

M'.3.1.7.8-4-12

在外公館長会議関係 中南米地域公館長会議 本ファイルは，1964（昭和38）年7月にブラジル（リオ・デ・ジャネイロ）で開催された第12回中南米公館長会議
第12回会議関係 第1巻
に関する文書を収録。具体的には，ロジ関係資料及び議事録を含む。

298

M'.3.1.7.8-6-5

本ファイルは，1959（昭和34）年5月にベイルートで開催された第5回中近東地域公館長会議に関する文書を
収録。具体的には，日本綿花協会・日本紡績協会等本邦繊維業界からの要望書，本省各局作成会議用調
在外公館長会議関係 中近東地域公館長会議
書資料（「わが国の当面する主要外交案件」，「最近の中近東の情勢」，「中近東アフリカ市場における中国
第5回会議関係 第2巻
の経済進出状況」，「対中近東貿易振興策」，「対中近東諸国貿易国別問題点並びに対策」，「東南アジア諸
国の政情概要」，「中国問題」，「クエイトへの技術者移住」等）を含む。

299

M'.3.1.7.8-6-7

本ファイルは，1961（昭和36）年11月にテヘランで開催された第7回中近東地域公館長会議に関する文書を
在外公館長会議関係 中近東地域公館長会議 収録。具体的には，会議開催経緯（開催地･時期検討ペーパー），議題（幹部会協議書等），出席者（本省，
第7回会議関係 第1巻
応援者等関係公館への通報連絡），会議運営方針，本省出席者打ち合わせ・関係課のブリーフィング，外務
大臣挨拶，本邦紙報道を含む。

300

M'.3.1.7.8-6-7

本ファイルは，1961（昭和36）年11月にテヘランで開催された第7回中近東地域公館長会議に関する文書を
収録。具体的には，本省出席者用ブリーフ資料「対中近東諸国主要案件表（未定稿）」，原稿（「最近の中近
東情勢」，「中近東に対する貿易振興及び経済協力について」，「国連に於ける中近東諸国の態度及び中近
在外公館長会議関係 中近東地域公館長会議
東関係主要議題に対する対処方針」，「国際原子力機関と中近東」，「対中近東文化広報活動について」，
第7回会議関係 第2巻
「最近に於ける中立国の動向：カサブランカ・グループについて」等），並びに域内公館作成資料（参加公館
が「最近の政治経済情勢と見通し・我が国の対当該国政策の重点事項と優先順位」について取り纏めた
ペーパー）を含む。

301

M'.3.1.7.8-6-7

本ファイルは，1961（昭和36）年11月にテヘランで開催された第7回中近東地域公館長会議に関する文書を
収録。具体的には，議事録作成要領，イラン大作成議事記録，本省訂正の議事記録（未定稿），議事記録最
在外公館長会議関係 中近東地域公館長会議
終版，会議要望事項を含む。同会議では，池田総理の訪米等主要外交案件及びわが国の国内情勢，最近
第7回会議関係 第3巻
の中近東情勢の変動と今後の動向，東西問題等最近の重要国際問題に対する中近東諸国の態度，並びに
中近東経済の動向等について討議された。
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管理番号/分類番号

M'.3.1.7.8-6-8

2011-0134

2011-0135

2011-0136

2011-0137

2011-0138

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

本ファイルは，1962（昭和37）年12月ベイルートで開催された第8回中近東地域公館長会議に関する文書を
在外公館長会議関係 中近東地域公館長会議 収録。具体的には，開催地・時期の調整に関する来往信，会議（本省及び域外公館）出席者に関する調整，
第8回会議関係 第1巻
議題･議事運営要領，外務大臣挨拶，本省出席者打ち合わせ会議，官房関係等に関する在外公館要望事
項，新聞報道（本邦及び現地紙）を含む。

303

在外公館長帰朝報告

本ファイルは，在外公館長が，1968（昭和43）年12月から1969（昭和44）年12月の間，愛知外務大臣（又は外
務次官，官房長）に提出した帰朝（離任）報告に関する文書を収録。具体的には，在ノルウエー，コスタリカ，
パキスタン，ガーナ，中華民国，デンマーク，ユーゴスラビア，カナダ，スイス，イタリア等大使及び，在シアト
ル，ニューオルリンズ，ポルトアレグレ，プレトリア等総領事が作成した総計31件の報告を含む。これら報告
には，任国（地）の政治経済情勢，対外関係（特に日本との二国間関係の現況）及び訓達の執行処理状況，
並びに我が国が採るべき施策等に関する所感や提言等が記述されている。

304

在外公館長帰朝報告

本ファイルは，在外公館長が1974（昭和49）年7月から1975（昭和50）年10月までの間，外務大臣に提出した
帰朝（離任）報告に関する文書を収録。具体的には，在タンザニア，ガボン，ビルマ，ポルトガル，ブルガリ
ア，ベトナム，スペイン等大使及び，在ボンベイ，イスタンブール，メダン，カラチ，ラスパルマス等総領事が作
成した報告を含む。これら報告には，任国（地）の政治経済情勢，対外関係（特に，日本との二国間関係の現
況）及び訓達の執行状況や任務遂行上の成果，並びに我が国が採るべき施策に関する意見具申・所感等
が記述されている。

305

在外公館長帰朝報告

本ファイルは，在外公館長が1975（昭和50）年10月から1976（昭和51）年4月までの間，外務大臣に提出した
帰朝（離任）報告に関する文書を収録。具体的には，在オランダ，英国，ハンガリー，ポルトガル，アイルラン
ド，ペルー，ベルギー，パキスタン等大使及び，在ポルトアレグレ，ホノルル，モントリオール等総領事が作成
した報告を含む。これら報告には，任国（地）の政治経済事情，対外関係（特に，日本との二国間関係の現
況）及び，訓達の執行状況や任務遂行上の成果，並びに我が国が採るべき施策に関する意見具申等が記
述されている。

306

在外公館長帰朝報告

本ファイルは，在外公館長が1976（昭和51）年2月から1977（昭和52）年7月までの間，外務大臣に提出した帰
朝（離任）報告に関する文書を収録。具体的には，在イスラエル，ラオス，インドネシア，比，ポルトガル，中
国，ブルガリア等大使及び，在シドニー，ボンベイ，ブリスベン，シカゴ等総領事が作成した報告を含む。これ
ら報告には，任国（地）の政治経済情勢，対外関係（特に，日本との二国間関係の現況）及び，訓達の執行
状況や任務遂行上の成果，並びに我が国が採るべき施策に関する意見具申等が記述されている。

307

在外公館長帰朝報告

本ファイルは，在外公館長が1967（昭和42）年5月から1973（昭和48）年12月までの間，外務大臣に提出した
帰朝（離任）報告等に関する文書を収録。具体的には，在タイ，シンガポール，ジュネーブ，象牙海岸，クエー
ト大使及びトロント総領事が作成した報告，並びに1966（昭和41）年1月13日付在釜山領事に対する訓達を
含む。これら報告には，任国（地）の政治経済情勢，対外関係（特に，日本との二国間関係の現況）及び訓達
の執行状況，並びに我が国が採るべき施策に関する所感・意見具申等が記述されている。
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管理番号/分類番号

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

本ファイルは，在外公館長が1977（昭和52）年7月から1978（昭和53）年12月までの間，外務大臣に提出した
帰朝（離任）報告に関する文書を収録。具体的には，在アイルランド，アフガニスタン，ガボン，ネパール，国
連，インド，スーダン，ハンガリー等大使及び，在シドニー，トロント，マルセイユ，上海，ニューヨーク，エドモ
ントン等総領事が作成した総計38件の報告を含む。これら報告には，任国（地）の政治経済情勢，対外関係
（特に，日本との二国間関係の概況）及び，訓達の執行状況，並びに我が国が採るべき施策に関する所見
等が記述されている。

309

2011-0139

在外公館長帰朝報告

M'.1.3.2.4

本ファイルは，1952（昭和27）年4月から1956（昭和31）年3月までの間に制定・公布・改正された「在外公館の
名称と位置を定める法律」（以下「名称位置法」という。）及び「在外公館に勤務する外務公務員の給与に関
する法律」（以下「外務公務員給与法」という。）に関する文書を収録。具体的には，平和条約の発効に伴い
在外本邦公館の名称及び位置を定める法律関 在外公館の新設と日本政府在外事務所の整理等を行う必要から制定された名称位置法に関する法案・要
綱・閣議請議資料及び国会提案説明資料・答弁用「擬問擬答」の他，平和条約発効後に国交回復した諸国
係一件 第1巻
（例えばソ連）に於ける在外公館開設や公使館から大使館への昇格，或いは緊急措置的に政令で設置され
た大使館の法制化等の為に逐次必要とされた名称位置法の一部改正法関係資料を含む。また，これら名称
位置法の制定・改正と連動し実施された外務公務員給与法の改正関連法律・政令案等も含む。

310

M'.1.3.2.4

本ファイルは，1956（昭和31）年7月から1962（昭和37）年12月までの間，制定･公布・改正された名称位置法
と同法施行政令及び外務公務員給与法と同法施行政令に関する文書を収録。具体的には，在外公館の増
在外本邦公館の名称及び位置を定める法律関
設，昇格，種類変更の法制化及び当該公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額の設定の為に改正された
係一件 第2巻
名称位置法及び外務公務員給与法に関する法（政令）案・要綱・国会提出理由書並びに国会答弁用資料
「擬問擬答集」や「在外公館設置状況・国交回復状況一覧表」を含む。

311

M'.1.3.2.4

本ファイルは，1963（昭和38）年4月から1972（昭和47）年6月までの間に，改正・制定･公布された名称位置法
と同施行政令及び外務公務員給与法と同施行政令に関する文書を収録。具体的には，在外公館の新設や
在外本邦公館の名称及び位置を定める法律関
昇格に伴う法制化，及び当該公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額の設定の為必要とされた名称位置
係一件 第3巻
法及び外務公務員給与法の改正法律案，要綱，提案理由説明書，国会答弁資料「擬問擬答」，並びに名称
位置法で設置された在外公館の実際の施行期日を定める政令案・要綱を含む。

312

M'.1.3.2.4

本ファイルは，1974（昭和49）年5月及び，1978（昭和53）年4月に各々公布された「在外公館の名称及び位置
並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」（以下「名称位置給与法」という。）の一部改
在外本邦公館の名称及び位置を定める法律関 正に関する文書を収録。具体的には，名称位置給与法の一部改正に伴い，在外公館が新設（在ベトナム，ド
イツ，コモロ，ジブティ大使館及び在カンザス・シティ総領事館）され，併せ，これら公館に勤務する外務公務
係一件 第4巻
員に支給する在勤手当等が設定（改訂）された旨を省内関係課及び在外公館に通報する公信（及び回章）を
含む。

313

M'.1.3.2.4-1

本ファイルは，1955（昭和30）年5月から1959（昭和34）年1月の間に行われた名称位置法の改正に関する文
書を収録。具体的には，在外公館の新設や昇格等に伴う名称位置法の一部改正に関する提案理由及び内
在外本邦公館の名称及び位置を定める法律関
容説明書，関係説明資料（法律案，要綱，擬問擬答集，在外公館設置状況，国交回復状況一覧表，国交及
係一件 説明資料 第1巻
び外交関係概要），並びにインド，ビルマ等在アジア大洋州18公館，トルコ等在中近東・アフリカ3公館関係説
明資料を含む。
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管理番号/分類番号

M'.1.3.2.4-1

M'.1.3.2.5

M'.1.3.2.5

M'.1.3.2.5

M'.1.3.2.5-2-4

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

本ファイルは，1951（昭和26）年に締結されたサンフランシスコ平和条約発効に際しての，名称位置法等に基
在外本邦公館の名称及び位置を定める法律関 づく在外公館設置に関する文書を収録。具体的には，名称位置法等により設置される欧州地域の英国他14
係一件 説明資料 第2巻
公館（大使館及び公使館等）及び，米州地域の米国他20公館に関する説明資料（設置を必要とする理由，
管内の邦人数，通商関係の概要等）を含む。

315

在外本邦公館設置関係雑件 第1巻

本ファイルは，1950（昭和25）年2月から1961年（昭和26）年12月までの日本政府在外事務所設置法（以下「Ｊ
ＯＡ法」という。）及びサンフランシスコ平和条約調印に伴う外交関係再開のため，新たに公布された外務省
設置法等に関する文書を収録。具体的には，米政府の在外事務所設置の招請に異存ない旨の連合国総司
令部覚書，日本政府の原則受諾を記した吉田外相書簡，ＪＯＡ法擬問擬答等設置経緯に関する文書及びＪ
ＯＡ法に基づき開設された在米五事務所（ニューヨーク，サンフランシスコ，ロスアンゼルス，ホノルル，シアト
ル）を始めとしその後仏，印，英他に増設された在外事務所，並びに当該在外事務所の管轄区域，勤務時
間，領事手数料，職員の在勤・住居手当支給額等を定める政令・省令・訓令を含む。また，外務省設置法に
ついては，外交再開を控え，内部部局の再編や特別職の設置等組織改編が必要となったために従来の設
置法を廃止し，新規に制定されたもので，同法律案，提案理由・説明書等を含むほか，平和条約の発効に先
立ち日本側に国外渡航許可権が返還されたことを受け，自主的に渡航行政を実施するために制定された新
旅券法案・要綱・提案理由等を含む。

316

在外本邦公館設置関係雑件 第2巻

本ファイルは，1949 （昭和24）年2月から1965（昭和40）年7月までの「日本政府在外事務所設置法」及び「平
和条約の発効に伴う在外公館の設置に係る法的措置に関する外務省幹部会決定」等に関する文書を収
録。具体的には，日本政府在外事務所設置法及び同一部改正法テキスト，平和条約の発効に伴う在外公館
の設置に関連して採るべき措置に関する幹部会決定，在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法
律案，在外事務所設置に関する連合国総司令部と外務本省職員との会談記録，領事事務所の設置等，日
本政府在外事務所の設置に関する政令案，在外事務所設置法国会審議英文討議録，在外公館設置状況
（所在地）一覧を含む。

317

在外本邦公館設置関係雑件 第3巻

本ファイルは，1956（昭和31）年6月から1964（昭和39）年8月までの在外公館の設置に関する文書を収録。具
体的には，官房総務参事官室作成資料「共産圏に在外公館を設置する場合の法的措置について」，1964(昭
和39)年度予算「在外公館新設等要求資料」，在マナオス，イスタンブル等領事館に関する在外公館名称位
置給与法の一部改正法施行政令案，在マナオス領事館設置に関する伯政府の同意取付け関係，官房総務
参事官室作成資料「在外公館設置状況」を含む。

318

在外本邦公館設置関係雑件 欧州地域の部

本ファイルは，1959（昭和34）年7月から1964（昭和39）年5月の在ミラノ総領事館開設に関する文書を収録。
具体的には，欧西課メモ「在ミラノ総領事館設置理由・要求資料」，幹部会協議資料「昭和38年度在外公館
新設昇格要求表」，昭和38年度予算在外公館新設等要求，回章「在外公館名称位置給与法一部改正法の
制定」，「在外公館名称位置給与法案」テキスト，「在外公館名称位置給与法一部改正法施行期日政令案」，
在ミラノ総領事館開設報告を含む。

319
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本ファイルは，1962（昭和37）年7月から1965（昭和40）年2月までの在デュッセルドルフ領事館設置に関する
文書を収録。具体的には，領事館設置稟請，領事館設置に関する現地日本人会の嘆願，在デュッセルドル
フ領事部出張所開設，在ボン総領事館分館新設要求，在デュッセルドルフ総領事館分館開設に関する決裁
書及び領事館開設に同意する独外務省口上書，領事館開設報告を含む。

320

M'.1.3.2.5-2-5

在外本邦公館設置関係雑件 欧州地域の部

2011-0140

本ファイルは，1971（昭和46）年7月から1974（昭和49）年7月までのECAFE改革検討会合に関する文書を収
国連アジア経済極東委員会（ECAFE）／機能強 録。具体的には，1973（昭和48）年6月開催の非公式ECAFE機構改革協議グループ会合，同年8月開催の
化・機構改革
ECAFE改革に関する事務局長と各国常駐代表間の非公式会合，同年9月開催の第1回常駐代表会議及び
12月開催の常駐代表会議等の関連文書（わが方対処方針，ステートメント等）を含む。

323

2011-0141

国連アジア経済極東委員会（ECAFE）運輸・通信 本ファイルは，1971（昭和46）年7月から1974年(昭和49)年にかけてECAFE運輸通信関連会合に関する文書
委員会／鉄道専門家会合（第4回），鉄道研究調 を収録。具体的には(1)鉄道小委員会及びアジア鉄道網計画専門家会合（1972年6月バンコク），(2)アジア幹
整委員会（第5回）
線鉄道網専門家会合及び鉄道研究調整グループ会合（1974年9月バンコク）に関連する文書を含む。

321

2011-0142

国連アジア経済極東委員会（ECAFE）運輸・通信 本ファイルは，1973（昭和48）年10月開催の「第22回ECAFE第10回水上運輸小委員会運輸通信委員会」及
委員会／水上運輸小委員会（第10回），観光・国 び1973(昭和48)年9月開催の「第1回観光・国際交通促進小委員会」関連の文書を収録。具体的には，会議
際交通促進小委員会（第1回）
用事務局文書，我が方代表団構成，我が方対処方針，ステートメント類を含む。

322

2011-0143

FAO資料

本ファイルは，1973（昭和48）年6月から1974（昭和49）年6月までの世界の穀物事情に関する文書を収録。具
体的には，穀物銀行構想，世界の食糧事情に関する統計資料，世界食糧会議準備委関係電報，世界食糧
会議第24回政府間委員会報告書及びＦＡＯ第１２回アジア極東地域総会等の文書を含む。

385

2011-0144

FAO

本ファイルは，1977（昭和52）年1月から1979（昭和54）年11月までのＦＡＯの林業関係各種委員会に関する
文書を収録。具体的には，第4回林業委員会，アジア地域木材輸出国政府間会合，第5回木製パネル委員
会，第10回アジア太平洋林業委員会等の対処方針，報告書，事務局文書及び米国の丸太輸出規制に関す
る動向（調書）を含む。

350

2011-0145

FAO第19回総会文書

本ファイルは，1977（昭和52）年7月から同年10月までの第19回FAO総会（11月12日～12月1日，ローマにて
開催）に関する事務局文書を収録。具体的には，ＦＡＯ作業計画及び予算（1978～1979）を含む。

352
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2011-0146

FAO第20回総会文書

本ファイルは，1979（昭和54）年7月から同年9月までの第20回FAO総会（11月10日～29日，ローマにて開催）
に関する文書を収録。具体的には，事務局作成の作業計画及び予算（1980～1981），レギュラー・プログラム
に関するレビュー文書を含む。

353

2011-0147

FAO第20回総会／理事国選挙

本ファイルは，1979（昭和54）年5月から11月までの第20回FAO総会における理事国選挙に関する文書を収
録。具体的には，我が国の理事国立候補支持要請に関する訓令，各国への支持要請及びその回答を含
む。

356

2011-0148

FAO理事会（第74，75回）

本ファイルは，1978（昭和53）年5月から1979（昭和54）年6月までの第74，75回理事会に関する文書を収録。
具体的には，対処方針，審議報告電，代表団所感電及び事務局文書を含む。

384

2011-0149

FAO理事会（第70，76，77回）

本ファイルは，1976（昭和51）年1月から1979（昭和54）年12月までのＦＡＯ理事会に関する文書を収録。具体
的には，第70，76，77回理事会に対する対処方針，ベトナム社会主義共和国のメンバーシップ問題，ＷＦＰ，
財政委及び計画委等のメンバー選挙関係を含む。

355

2011-0150

FAO理事会（第78回）文書

本ファイルは，1979（昭和54）年6月から11月までのFAO理事会に関する文書を収録。具体的には，事務局作
成の第75回，第76回理事会報告書を含む。

354

2011-0151

本ファイルは，1979（昭和54）年12月に開催された第13回ＦＡＯ・ＷＨＯ合同食品規格委員会総会に関する文
FAO／WHO合同食品規格委員会総会（第13回）
書を収録。具体的には，食品規格委員会の下部組織―食品添加物，食品衛生，加工食肉・食鳥，油脂及び
文書
水産・水産製品等の各部会報告書を含む。

357

2011-0152

本ファイルは，1979（昭和54）年12月に開催された第13回ＦＡＯ・ＷＨＯ合同食品規格委員会総会に関する文
FAO／WHO合同食品規格委員会総会（第13回）
書を収録。具体的には，食品規格委員会の下部組織―加工果実・野菜，食品表示，残留農薬，急速冷凍食
文書
品，特殊用途食品等の各部会報告書を含む。

358
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B'.2.3.2.2-4-2-3

国際連合食糧農業機関関係一件 （FAO） 理事 本ファイルは，1956（昭和31）年9月から1961（昭和36）年7月までのココア研究部会に関する文書を収録。具
会関係 商品問題委員会関係（CCP） ココア研 体的には，第1回から第4回までの同部会開催通知，出席者の報告書，ココアの需給事情，ココア協定案文
究部会関係 第1巻
及び事務局文書を含む。

324

B'.2.3.2.2-4-2-3

国際連合食糧農業機関関係一件 （FAO） 理事
本ファイルは，1962（昭和37）年2月から1963（昭和38）年9月までのココア研究部会に関する文書を収録。具
会関係 商品問題委員会関係（CCP） ココア研
体的には，第5回及び第6回関連事務局文書，報告書，同部会への出席問題を含む。
究部会関係 第2巻

325

B'.2.3.2.2-4-2-3

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関 本ファイルは，1962（昭和37）年10月から1969（昭和44）年3月までのココア研究部会に関する文書を収録。具
係 商品問題委員会関係（CCP） ココア研究部 体的には，第8回及び第12回執行委員会，第13回統計委員会及び第19回より第24回統計委に関する文書を
会関係 第3巻
収録。具体的には，オブザーバー参加問題，報告書及び事務局文書，統計を含む。

326

B'.2.3.2.2-4-2-3

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関 本ファイルは，1961（昭和36）年8月から1968（昭和43）年4月までのココア格付作業部会，ココア生産に関す
係 商品問題委員会関係（CCP） ココア研究部 る専門作業部会，価格安定作業部会，国連ココア会議第一作業部会に関する文書を収録。具体的には，事
会関係 第4巻
務局よりの照会に対する回答及び事務局文書，報告書，統計を含む。

327

B'.2.3.2.2-4-2-4

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関 本ファイルは，1956（昭和31）年11月から1959（昭和36）年6月までの穀物特別会議及び第1回から第4回穀物
係 商品問題委員会（CCP） 穀物部会関係 第 部会に関する文書を収録。具体的には，各会議・部会に関する報告書，穀物関係資料及び事務局文書を含
む。
1巻

328

B'.2.3.2.2-4-2-4

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
本ファイルは，1960（昭和35）年3月から1961（昭和36）年5月までの第5回及び第6回穀物特別会議に関する
係 商品問題委員会（CCP） 穀物部会関係 第
文書を収録。具体的には，両会議に関する報告書，穀物関係資料及び事務局文書を含む。
2巻

329

B'.2.3.2.2-4-2-4

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
本ファイルは，1962（昭和37）年2月から6月までの第7回穀物特別会議に関する文書を収録。具体的には，
係 商品問題委員会（CCP） 穀物部会関係 第
同会議関係資料，報告書及び事務局文書を含む。
3巻

330
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B'.2.3.2.2-4-2-4

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
本ファイルは，1963（昭和38）年から1964（昭和39）年6月までの第8回及び第9回穀物特別会議に関する文書
係 商品問題委員会（CCP） 穀物部会関係 第
を収録。具体的には，訓令，対処方針，部会報告書及び事務局文書を含む。
4巻

331

B'.2.3.2.2-4-2-5

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
本ファイルは，1962（昭和37）年10月から1963（昭和38）年3月までの硬質繊維特別会合に関する文書を収
係 商品問題委員会関係（CCP） 硬質繊維特
録。具体的には，同会合への代表派遣問題，会議報告及び事務局文書を含む。
別会議

332

B'.2.3.2.2-4-2-6

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関 本ファイルは，1959（昭和34）年12月から1962（昭和37）年12月までの第1回及び第2回柑橘部会に関する文
係 商品問題委員会（CCP） 柑橘部会関係 第 書を収録。具体的には，オブザーバー派遣問題，部会報告書，事務局よりの質問書に対する回答，事務局
1巻
文書及び統計を含む。

333

B'.2.3.2.2-4-2-6

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関 本ファイルは，1962（昭和37）年11月から1967（昭和42）年2月までの第3回柑橘部会に関する文書を収録。具
係 商品問題委員会（CCP） 柑橘部会関係 第 体的には，同部会開催延期通報，開催通報，事務局作成資料，事務局文書及び生産見込み質問書と同質
2巻
問書に対する回答を含む。

334

B'.2.3.2.2-4-2-7

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関 本ファイルは，1956（昭和31）年10月から1959（昭和34）年9月までのココナット作業部会設立経緯，第1回，第
係 商品問題委員会（CCP） ココナット部会関係 2回部会及びコプラ品質及び格付作業部会に関する文書を収録。具体的には国際協定案文，事務局文書及
び報告書を含む。
第1巻

335

B'.2.3.2.2-4-2-7

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
本ファイルは，1959（昭和34）年から1963（昭和38）年8月までの第3，4，5回のココナット部会に関する文書を
係 商品問題委員会（CCP） ココナット部会関係
収録。具体的には，事務局への資料提出，対処方針，部会報告書及び事務局文書を含む。
第2巻

336

B'.2.3.2.2-4-2-7

本ファイルは，1958（昭和33）年3月から1965（昭和40）年7月までのココナット製品貿易に関する情報及び第6
国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
回ココナット・ココナット製品研究部会に関する文書を収録。具体的には，ココナット事情調査の質問書，同回
係 商品問題委員会（CCP） ココナット部会関係
答，1957（昭和32）年から1962（昭和37）年上半期に至る製品貿易に関する質問書と回答及び第6回製品部
第3巻
会報告書，事務局文書を含む。

337
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B'.2.3.2.2-4-2-7

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関 本ファイルは，1965（昭和40）年3月から12月までの第6回ココナット及びココナット製品部会に関する文書を
係 商品問題委員会（CCP） ココナット部会関係 収録。具体的には，第6回会合に関する対処方針，報告書，事務局文書及び油脂加工業に関する資料を含
第4巻
む。

338

B'.2.3.2.2-4-2-8

本ファイルは，1965（昭和40）年2月から1967（昭和42）年11月までの第1回及び第2回バナナ研究部会に関す
国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
る文書を収録。具体的には，第1回研究部会へのオブザーバー出席，対処方針，報告書及び統計，事務局
係 商品問題委員会（CCP） バナナ部会関係
文書及び第2回部会に関する報告書，事務局文書を含む。

339

B'.2.3.2.2-4-2-9

国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
本ファイルは，1967（昭和42）年9月に開催された第2回油脂研究部会に関する文書を収録。具体的には，対
係 商品問題委員会（CCP） 油脂研究部会関
処方針，討議概要，資料，報告書及び事務局文書を含む。
係

340

2011-0153

FAO商品問題委員会（第51，52回）

本ファイルは，1977（昭和52）年2月から1979（昭和54）年11月までの商品問題委員会及び理事会に関する文
書を収録。具体的には，第51回，第52回商品問題委員会及び第76回理事会に対する対処方針，審議状況，
代表団所感及び事務局文書を含む。

351

2011-0154

FAO商品問題委員会／バナナ政府間部会

本ファイルは，1975（昭和50）年1月から1984（昭和59）年10月までのバナナ協定に関する文書を収録。具体
的には，第6，第7，第8回バナナ政府間部会，第8，第10，第11回統計小部会，バナナ協定の要素に関する
第4回作業部会及びＵＮＣＴＡＤバナナ予備協議の各会合に対する対処方針，報告及び事務局文書を含む。

349

B'.2.3.2.2-4-4

本ファイルは，1964（昭和39）年12月から1965（昭和40）年4月までの水産問題特別委員会に関する文書を収
国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
録。 具体的には，省内における国際漁業問題に関する連絡会議の設置，特別委対処方針，討議概要，報
係 水産委員会関係 第1巻
告書，資料及び関係事務局文書を含む。

341

B'.2.3.2.2-4-4

国際連合食糧農業機関 （FAO） 理事会関係
水産委員会関係 第2巻

342

本ファイルは，1965（昭和40）年2月から1966（昭和41）年6月までの第1回水産委員会関係事務局文書を収
録。
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管理番号/分類番号

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

B'.2.3.2.2-4-4

本ファイルは，1966（昭和41）年1月から6月までの第1回水産委員会に関する文書を収録。具体的には，第1
国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
回水産委員会開催にあたりＦＡＯ水産局長との事前意見交換，同委員会への対処方針，議長選出問題及び
係 水産委員会関係 第3巻
同委員会報告書を含む。

343

B'.2.3.2.2-4-4

本ファイルは，1966（昭和41）年12月から1967（昭和42）年6月までの第2回水産委員会に関する文書を収録。
国際連合食糧農業機関関係 （FAO） 理事会関
具体的には，代表団任命，対処方針，討議概要，報告書，中南米諸国の200カイリ領海問題に関する日米協
係 水産委員会関係 第4巻
議及び事務局文書を含む。

344

B'.2.3.2.2-5-5

国際連合食糧農業機関関係一件 （FAO） 各種
本ファイルは，1954（昭和29）年12月から1956（昭和31）年4月までの公海漁業規制専門家会議に関する文書
会議，講習会，セミナー関係 公海制度に関す
を収録。具体的には，代表団構成・発令，訓令及び各出席国の態度を含む。
る漁業専門家会議関係 第1巻

345

B'.2.3.2.2-5-5

国際連合食糧農業機関関係一件 （FAO） 各種 本ファイルは，1954（昭和29）年4月から1958（昭和33）年9月までの公海制度漁業専門家会議に関する文書
会議，講習会，セミナー関係 公海制度に関す を収録。具体的には，海洋生物資源の保存に関する技術的国際会議報告書，専門家会議に関する資料，
る漁業専門家会議関係 第2巻
国連総会文書，事務局文書及び国連総会に於ける漁業問題，大陸棚問題関連文書を含む。

346

B'.2.3.2.2-5-5-1

国際連合食糧農業機関関係一件 （FAO） 各種 本ファイルは，1954（昭和29）年10月から1955（昭和30）年6月までの海洋資源保存専門家会議に関する文書
会議，講習会，セミナー関係公海制度に関する を収録。具体的には，漁場の経済的開発並びに保存及び規制の問題に対する方針，覚書，海洋生物資源
保存に関する資料，報告書並びに事務局文書を含む。
漁業専門家会議関係 調書，資料 第1巻

347

B'.2.3.2.2-5-5-1

本ファイルは，1954（昭和29）年12月から1955（昭和30）年10月までの公海制度に関する漁業専門家会議関
国際連合食糧農業機関関係一件 （FAO） 各種
係文書を収録。具体的には，国連第9総会第6委員会に於ける漁業問題に関する国連文書，資源保存に関
会議，講習会，セミナー関係公海制度に関する
する資料，「海洋生物資源保存に関する技術的国際会議」に関する調書，「公海自由の原則と漁業の自由」
漁業専門家会議関係 調書，資料 第2巻
に関する調書，「公海制度に対する各国の態度」に関する調書を含む。

348

2011-0155

FAOインド洋漁業委員会（第1回）

本ファイルは，1967（昭和42）年9月から1968（昭和44）年9月までのＦＡＯ第1回インド洋漁業委員会に関する
文書を収録。具体的には，ＦＡＯ第48回理事会に於いて設立されたインド洋漁業委員会への参加意思照会
に対する参加通報，第1回委員会の対処方針，報告書及び事務局文書を含む。

359
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ファイル概要

報道発表時
概要番号

FAOインド洋漁業委員会

本ファイルは，1971（昭和46）年1月から1973（昭和48）年3月までのインド洋マグロ管理委員会，インド太平洋
漁業理事会マグロ管理特別委合同会議及び第3回インド洋漁業委員会に関する文書を収録。具体的には，
対処方針，参考資料，報告書及び事務局文書を含む。

364

FAOインド洋漁業委員会

本ファイルは，1970（昭和45）年6月から1975（昭和50）年8月までのインド洋漁業委員会に関する文書を収
録。具体的には，第1，2回インド洋マグロ管理小委対処方針，第2，3回漁業委対処方針，インド洋漁業委に
おける規制問題に関する日韓協力についての韓国の意向打診訓令，漁業調査開発計画実施のための第4
回執行委報告及びインド洋マグロ管理に関する事務局文書を含む。

369

2011-0158

FAOインド洋漁業委員会（第4回）

本ファイルは，1975（昭和50）年5月から12月までの第4回インド洋漁業委員会に関する文書を収録。具体的
には，第4回インド洋漁業委員会対処方針，事務局文書，第3及び第4回インド洋まぐろ管理小委員会合同会
議対処方針，報告書及びまぐろ調査管理機構に関するアドホック委員会に関する対処方針及び事務局文書
を含む。

375

2011-0159

FAOインド洋漁業委員会（第5，6回）

本ファイルは，1977（昭和52）年7月から11月までの第5回インド洋漁業委員会及び第6回同執行委員会に関
する文書を収録。具体的には，第5回漁業委員会及び第6回執行委員会に対する訓令，漁業委員会報告書
及び事務局文書を含む。

390

2011-0160

本ファイルは，1969（昭和44）年10月から1976（昭和51）年4月までのインド洋漁業委員会・執行委員会（第1
FAOインド洋漁業委員会／執行委員会（第1～5
回～第5回）に関する文書を収録。具体的には，それぞれの会合に対する対処方針，報告書及び事務局文
回）
書を含む。

379

2011-0161

本ファイルは，1977（昭和52）年9月から1979（昭和54）年5月までのインド洋漁業委員会・執行委員会に関す
FAOインド洋漁業委員会／執行委員会（第6～8
る文書を収録。具体的には，第6回，第7回及び第8回の各漁業委員会及び各執行委員会に対する対処方
回）
針，報告書，事務局文書及び漁業訓練に関するワークショップを含む。

392

2011-0162

FAO水産委員会

ファイル件名

管理番号/分類番号

2011-0156

2011-0157

本ファイルは，1971（昭和46）年12月から1973（昭和48）年1月までの第7回水産委員会に関する文書を収録。
具体的には，対処方針及び事務局文書を含む。

361

62

平成22年度第4回外交記録公開（平成23年2月18日）ファイル概要

管理番号/分類番号

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

2011-0163

FAO漁業管理・開発技術会議

本ファイルは，1972（昭和47）年2月から1973（昭和48）年9月までの北太平洋漁業統計作業部会及び漁業管
理・開発技術会議に関する文書を収録。具体的には，北太平洋漁業統計作業部会の本邦開催問題，対処
方針，報告書及び事務局文書を含む。

363

2011-0164

FAOインド太平洋漁業理事会（第13回）

本ファイルは，1968（昭和43）年6月から1970（昭和45）年3月までの第13回ＦＡＯインド太平洋漁業理事会に
関する文書を収録。具体的には，関係作業部会事務局文書，理事会対処方針，同報告書，中華民国のオブ
ザーバー出席問題及び事務局文書を含む。

360

2011-0165

FAOインド太平洋漁業委員会（第14回）

本ファイルは，1968（昭和43）年12月から1971（昭和46）年4月までの第14回インド太平洋漁業委員会，沿岸
養殖に関する作業部会及びシンポジウム等に関する文書を収録。具体的には，対処方針，会議報告書及び
事務局文書を含む。

365

2011-0166

FAOインド太平洋漁業委員会（第15回）

本ファイルは，1972（昭和47）年2月から9月までの第15回インド太平洋漁業理事会及び漁業に関する各種情
報交換促進に関する文書を収録。具体的には対処方針，報告書及び事務局文書を含む。

366

2011-0167

FAOインド太平洋漁業委員会（第16回）

本ファイルは，1972（昭和47）年5月から1975（昭和50）年2月までの第16回インド太平洋漁業委員会に関する
文書を収録。具体的には，同委員会の本邦開催問題，対処方針，報告書及び事務局文書を含む。

386

2011-0168

FAOインド太平洋漁業委員会（第17回）

本ファイルは，1975（昭和50）年10月から1977（昭和52）年1月までの第17回インド太平洋漁業委員会に関す
る文書を収録。具体的には，対処方針，漁業委報告書，事務局文書，漁業委予算，改組問題，資源調査及
び開発に関するスタンデイングコミテイ及び養殖への下水利用に関する情報提供を含む。

381

FAOインド太平洋漁業委員会（第18回）

本ファイルは，1978（昭和53）年2月から1979（昭和54）年4月までの第18回インド太平洋漁業委員会に関する
文書を収録。具体的には，1978（昭和53）年3月にマニラにおいて開催された同委員会に対する対処方針，
国別ステートメントを含む事務局文書，報告書，南太平洋生物資源開発，及び第19回委員会の本邦開催に
伴う議長候補に関する文書を含む。

389

2011-0169
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管理番号/分類番号

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

2011-0170

FAOインド太平洋漁業委員会文書

本ファイルは，1973（昭和48）年2月から1974（昭和49）年1月までのインド太平洋漁業委員会に関する文書を
収録。具体的には，漁業品開発に関する共同研究，養殖活動作業部会及び委員会活動強化のための専門
家派遣を含む。

367

2011-0171

FAO中東大西洋漁業委員会

本ファイルは，1969（昭和44）年1月から同年7月までの第1回中東大西洋漁業委員会に関する文書を収録。
具体的には，対処方針，報告書及び事務局文書を含む。

370

2011-0172

FAO中東大西洋漁業委員会（第2回）

本ファイルは，1971（昭和46）年1月から1972（昭和47）年12月までの第1回資源管理小委員会，資源評価作
業部会及び第2回中東大西洋漁業委員会に関する文書を収録。具体的には，それぞれの会合に関する対
処方針，報告書及び事務局文書を含む。

362

2011-0173

FAO中東大西洋漁業委員会（第3回）

本ファイルは，1972（昭和47）年11月から1974（昭和49）年6月までの第3回中東大西洋漁業委員会に関する
文書を収録。具体的には，第1回開発小委員会対処方針，報告書，資源評価作業部会関係文書及び第3回
中東大西洋漁業委員会対処方針等の文書を含む。

368

2011-0174

FAO中東大西洋漁業委員会（第4回）

本ファイルは，1974（昭和49）年7月から1976（昭和51）年6月までの第4回中東大西洋漁業委員会に関する文
書を収録。具体的には，会合への招請，対処方針，報告書，事務局文書，中東大西洋地域における漁業協
力及び中東大西洋における遠洋底引き網漁船の操業実態調査・指導を含む。

382

2011-0175

FAO中西大西洋漁業委員会

本ファイルは，1974（昭和49）年1月から1979（昭和54）年2月までの中西大西洋漁業委員会に関する文書を
収録。具体的には，第1回会合（1975（昭和50）年10月）についての事務局文書，報告書，第2回会合
（1978(昭和53)年5月）に対する訓令，資料，討議概要，事務局文書，中西大西洋漁業委員会執行委委員会
の漁業開発プロジェクトへのミッション派遣及びシュリンプWG（分科会）を含む。

391

2011-0176

FAO水産加工技術会議

本ファイルは，1973（昭和48）年5月から1974（昭和49）年2月までの水産加工技術会議に関する文書を収録。
具体的には，第7回国連アジア極東地図会議に対する訓令，水産加工展資料，準備委員会関係文書及び事
務局文書を含む。

371
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ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

2011-0177

FAOいか漁業専門家会議

本ファイルは，1974（昭和49）年4月から1975（昭和50）年10月までのいか漁業専門家会議に関する文書を収
録。具体的には，同専門家会議（1975（昭和50）年9月東京・函館にて開催）の開催に関する覚書の交換，出
席者名の通報を含む。

372

2011-0178

FAO水産増殖技術国際会議

本ファイルは，1975（昭和50）年2月から1976（昭和51）年6月までの水産増殖技術国際会議に関する文書を
収録。具体的には，京都開催に関する覚書，ロジ関係文書，国内組織委員会関係資料を含む。

374

2011-0179

FAO水産増殖技術国際会議

本ファイルは，1975（昭和50）年5月から1976（昭和51）年6月までの水産増殖技術国際会議に関する文書を
収録。具体的には，1976（昭和51）年5月に京都で開催された同会議の準備文書及び会議報告書を含む。

373

2011-0180

FAO水産関係会議

本ファイルは，1972（昭和47）年2月から1977（昭和52）年7月までの各種水産関係文書を収録。具体的には，
枯渇に関する海洋生物資源調査報告書，地中海の汚染に関する文書，漁業水産加工品の規格に関する政
府間協議会，南太平洋の生物資源の保存に関する条約及び資源統計及び南極条約会議資料を含む。

376

2011-0181

FAO／OIE主要伝染性魚病の伝播防止国際条
約作成政府間協議

本ファイルは，1973（昭和48）年7月から1974（昭和49）年4月までの主要伝染性魚病の伝播防止に関する文
書を収録。具体的には，欧州における主要伝染性魚病のシンポジウム報告書及び欧米における国内・国際
的措置報告書を含む。

377

2011-0182

FAO／OIE主要伝染性魚病の伝播防止国際条
約作成政府間協議

本ファイルは，1974（昭和49）年3月から1976（昭和51）年10月までの主要伝染性魚病の伝播防止国際条約
作成政府間協議に関する文書を収録。具体的には，1974（昭和49）年4月30日から5月4日まで英国にて開催
された同会議の対処方針，報告書，条約草案及び事務局文書を含む。

378

2011-0183

FAO／OIE主要伝染性魚病の伝播防止国際条
約作成政府間協議

本ファイルは，1976（昭和51）年11月から1978（昭和53）年6月までのＦＡＯ／ＯＩＥ主要伝染性魚病の伝播防
止国際条約作成政府間協議（1977（昭和52）年1月パリ開催）に関する文書を収録。具体的には，対処方針，
会議資料，報告書及び条約案文を含む。

383
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380

2011-0184

FAO海洋資源調査専門家諮問委員会

本ファイルは，1965（昭和40）年3月から1976（昭和51）年8月までの海洋資源調査専門家諮問委員会に関す
る文書を収録。具体的には，専門家の指名，会合報告の他海産哺乳動物作業部会メンバー指名，漁業デー
タセンター運営アドホック作業部会，魚類の遺伝性選択等に関する特別作業部会，マグロ調査促進のため
の専門家パネル及び幼魚調査に関する作業部会メンバー等の指名を含む。

2011-0185

FAO世界食糧安全保障委員会（第3回）

本ファイルは，1977（昭和52）年11月から1979（昭和54）年4月までの世界食糧安全保障委員会に関する文書
を収録。具体的には，同委員会への対処方針，報告書，食糧安全保障援助計画への協力要請及び事務局
文書を含む。

388

2011-0186

FAO世界食糧安全保障委員会（第4回）

本ファイルは，1979（昭和54）年1月から7月までの第4回世界食糧安全保障委員会（同年4月5日～11日開
催）に関する文書を収録。具体的には，対処方針，審議の報告電，報告書，ＦＡＯ事務局長行動計画提案及
び事務局文書を含む。

387

2011-0187

FAO世界農地改革農村開発会議

本件ファイルは，1979（昭和54）年1月から3月までの世界農地改革農村開発会議準備委員会（同年3月12日
～16日開催）に関する文書を収録。具体的には，べネズエラの議長選挙支持要請，対処方針，会議報告書
及び事務局文書を含む。

393

2011-0188

FAO世界農地改革農村開発会議

本ファイルは，1979（昭和54）年1月から7月までのＦＡＯ世界農地改革農村開発会議（同年7月12日～20日開
催）に関する文書を収録。具体的には，訓令，政府代表演説及び事務局文書を含む。

394

B'.2.3.3.2-15

本ファイルは，1954（昭和29）年8月から1959（昭和34）年6月までの国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 航空委員 を収録。具体的には，ＩＣＡＯ関係一般（航空委員会理事の選出等），第18回から第31回までの航空委員会報
会関係 第1巻
告文書を含む。なお，航空委員会委員のポストに3名の欠員があったところ，我が国候補多賀谷氏（運輸省
航空局技官）が1956年11月に選出されたところ，その関連の来往信（電）も含まれている。

395
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B'.2.3.3.2-15

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 航空委員 本ファイルは，1960（昭和35）年6月から1966（昭和41）年4月までのＩＣＡＯ航空委員会会に関する文書を収
会関係 第2巻
録。具体的には，第34回から第50回までの航空委員会報告文書を含む。

396

B'.2.3.3.2-15

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 航空委員 本ファイルは，1966（昭和41）年1月から7月までのＩＣＡＯ航空委員会に関する文書を収録。具体的には，第
会関係 第3巻
51回及び第52回会期の航空委員会報告文書を含む。

397

B'.2.3.3.2-15

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 航空委員 本ファイルは，1966（昭和41）年7月から1967（昭和42）年2月までのＩＣＡＯ航空委員会に関する文書を収録。
会関係 第3-1巻
具体的には，第53回会期（第1～20回会議）の航空委員会報告文書を含む。

398

B'.2.3.3.2-15

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 航空委員 本ファイルは，1967（昭和42）年1月から1968（昭和43）年7月までのＩＣＡＯ航空委員会に関する文書を収録。
会関係 第4巻
具体的には，第54回から58回会期までの航空委員会報告文書を含む。

399

B'.2.3.3.2-16

本ファイルは，1948（昭和23）年10月から1959（昭和34）年10月までのＩＣＡＯ分担金に関する文書を収録。具
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 分担金関
体的には，我が国の分担金支払い（メンバーとなった1953年以降），査定額の推移，算定方式の再検討に関
係
するＩＣＡＯ事務局からの通報や運輸省との往復文書を含む。

400

B'.2.3.3.2-17-1

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 事務局関 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ＩＣＡＯ事務局職員募集に関する文書を収
係 事務局職員募集関係 第3巻
録。具体的には，ＩＣＡＯの事務局職員応募の一般手続き関係書類を含む。

401

B'.2.3.3.2-19

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 各種報告 本ファイルは，1957（昭和32）年1月から1958（昭和33）年7月までのＩＣＡＯの各種報告文書を収録。具体的に
書 第1巻
は，米国ランド・コーポレーションに関する調査を含む。

402
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B'.2.3.3.2-19

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 各種報告 本ファイルは，1959（昭和34）年4月から1961（昭和36）年1月までのＩＣＡＯの各種報告文書を収録。具体的に
書 第3巻
は，航空図上の障害の除去，民間及び軍用航空交通の調整，ＩＣＡＯバンコク事務所の活動状況を含む。

403

B'.2.3.3.2-19

本ファイルは，1960（昭和35）年6月から1961（昭和36）年4月までのＩＣＡＯの各種報告書文書を収録。具体的
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 各種報告 には，韓国軍用機の本邦領空通過許可申請（わが方は(1)輸送機である，(2)整備を目的とする，(3)詳細な
書 第4巻
データの添付あり等の理由を考慮して許可），飛行場からの鳥類駆逐，航空機給油中の乗客の安全性を含
む。

404

B'.2.3.3.2-19

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 各種報告 本ファイルは，1961（昭和36）年1月から12月までのＩＣＡＯの各種報告文書を収録。具体的には，大阪国際空
書 第5巻
港の税関空港としての指定，レーダー用のＸバンドの使用，航空機給油中における乗客の安全性を含む。

405

B'.2.3.3.2-19

本ファイルは，1961（昭和36）年12月から1968（昭和43）年1月までのＩＣＡＯの各種報告文書を収録。具体的
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 各種報告
には，欧州定点観測船の就航計画，通信特別会議勧告にもとづく諸国の研究成果，低開発地域のための科
書 第6巻
学技術の適用に関する国際会議資料を含む。

406

B'.2.3.3.2-20

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 耐空委員 本ファイルは，1956（昭和31）年11月から1963（昭和38）年5月までのＩＣＡＯ耐空性委員会に関する文書を収
会関係
録。具体的には，第1～6回会議の報告書及びその内容に関する報告公信を含む。

407

B'.2.3.3.2-21

国際民間航空機関関係一件（ICAO） ヨーロッパ 本ファイルは，1955（昭和30）年6月から1958（昭和33）年1月までのＩＣＡＯヨーロッパ航空委員会に関する文
航空委員会関係
書を収録。具体的には，第1回及び第2回ヨーロッパ航空会議の議事録，報告書，関係資料を含む。

408

B'.2.3.3.2-22

本ファイルは，1954（昭和29）年1月から1957（昭和32）年12月までのＩＣＡＯの事務局長及び事務局職員の訪
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 事務局長
日に関する文書を収録。具体的には，ユングベリー事務局長(1955年5月)，モルトン事務局手続簡素化課長
等職員訪日関係
（1954年12月），マーリン技術援助局長（1957年2月）の訪日を含む。

409
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B'.2.3.3.2-23

本ファイルは，1953（昭和28）年4月から1963（昭和38）年2月までの国際民間航空条約付属書に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 条約付属
を収録。具体的には，第1付属書（技能証明）及び第3付属書（気象）についてＩＣＡＯ事務局・外務省間，外務
書関係 第1巻
省・運輸省間往復書簡，修正勧告，提出意見を含む。

410

B'.2.3.3.2-23

本ファイルは，1952（昭和27）年11月から1953（昭和28）年8月までの国際民間航空条約附属書に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 条約付属
を収録。具体的には，第3附属書（気象）及び第4附属書（航空図）修正についてのICAO事務局とのやりとり
書関係 第2巻
及び国内調整を含む。

411

B'.2.3.3.2-23

本ファイルは，1952（昭和27）年4月から1963（昭和38）年9月までの国際民間航空条約附属書に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 条約付属
を収録。具体的には，第5附属書（計測単位）及び第6附属書（運航安全）修正についてのICAO事務局とのや
書関係 第3巻
りとり及び国内調整を含む。

412

B'.2.3.3.2-23

本ファイルは，1953（昭和28）年3月から1965（昭和40）年7月までの国際民間航空条約附属書に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 条約付属
を収録。具体的には，第7附属書（登録），第8附属書（耐空性）及び第9附属書（空港での出入国）修正につ
書関係 第4巻
いてのICAO事務局とのやりとり及び国内調整を含む。

413

B'.2.3.3.2-23

本ファイルは，1952（昭和27）年10月から1962（昭和37）年2月までの国際民間航空条約附属書に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 条約付属
を収録。具体的には，第10附属書（通信装置）修正についてのＩＣＡＯ事務局とのやりとり及び国内調整を含
書関係 第5巻
む。

414

B'.2.3.3.2-23

国際民間航空機関関係一件（ICAO） 条約付属 本ファイルは，1963（昭和38）年1月から1965（昭和40）年1月までの国際民間航空条約附属書に関する文書
書関係 第6巻
を収録。具体的には，第10附属書（航空通信）修正についての書簡，修正勧告，提出意見を含む。

415

B'.2.3.3.2-23

本ファイルは，1952（昭和27）年9月から1965（昭和40）年7月までの国際民間航空条約付属書に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 条約付属 を収録。具体的には，第11付属書（交通管制の運用），第12付属書（遭難救助），第13付属書（事故調査），
書関係 第7巻
第14付属書（飛行場設計）及び第15付属書（航空情報収集・伝達の方法）修正についての書簡，修正勧告，
提出意見を含む。

416
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B'.2.3.3.2-24

本ファイルは，1955（昭和30）年6月から1963（昭和38）年2月までの国際民間航空機関の各種パネルに関す
国際民間航空機関関係一件（ICAO） パネル会
る文書を収録。具体的には，ＩＣＡＯ医学諮問パネル，ＩＣＡＯ航空機垂直分離パネル，飛行場における救助
議関係 第1巻
及び消火施設に関するパネルを含む。

417

B'.2.3.3.2-24

本ファイルは，1956（昭和31）年8月から1964（昭和39）年4月までの国際民間航空機関の各種パネルに関す
国際民間航空機関関係一件（ICAO） パネル会
る文書を収録。具体的には，ヨーロッパ・地中海航空固定通商網パネル，航空機安全着陸用可視地上援助
議関係 第2巻
施設パネル，待機手続パネルを含む。

418

B'.2.3.3.2-24-1

本ファイルは，1956（昭和31）年8月から1960（昭和40）年3月までの国際民間航空機関のパネル会議に関す
国際民間航空機関関係一件（ICAO） パネル会
る文書を収録。具体的には，1956年から1959年にかけて4回開催されたＩＣＡＯジェット機運航要件パネル会
議関係 ジェット機の運航要件パネル会議
議（我が国から日本航空米州総支配人付が出席）に関する文書を含む。

419

B'.2.3.3.2-24-2

本ファイルは，1955（昭和30）年6月から1961（昭和36）年7月までの国際民間航空機関のパネル会議に関す
国際民間航空機関関係一件（ICAO） パネル会
る文書を収録。具体的には，1957年から1960年にかけて4回開催されたＩＣＡＯテレタイプ専門家パネル会議
議関係 テレタイプライター専門家パネル会議
に関する文書を含む。

420

B'.2.3.3.2-24-3

本ファイルは，1961（昭和36）年6月から1964（昭和39）年4月までの国際民間航空機関のパネル会議に関す
国際民間航空機関関係一件（ICAO） パネル会 る文書を収録。具体的には，ＩＣＡＯ航空交通管制業務自動化パネル設置の経緯，1962年から1964年にかけ
議関係 航空交通管制業務自動化パネル会議 て行われた4回の同パネル会議（第2回会議に我が国から運輸省管理課長が出席）についての関連文書を
含む。

421

B'.2.3.3.2-24-4

国際民間航空機関関係一件（ICAO） パネル会 本ファイルは，1958（昭和38）年7月から1963（昭和38）年12月までの欧州における航空気象電気通信網計画
議関係 欧州における航空気象電気通信網計 パネル（ＭＯＴＮＥパネル）に関する文書を収録。具体的には，同パネル設置の経緯，1958年から1963年にか
画 パネル会議（MOTNE）
けて行われた5回の会議の報告書を含む。

422

B'.2.3.3.2-25

本ファイルは，1959（昭和34）年1月から1963（昭和38）年2月までの日韓航空情報区画定交渉に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 日韓航空
を収録。具体的には，韓国との航空情報区（ＦＩＲ）境界問題発生の経緯，訓令，調書，地図，修正提案，ＩＣＡ
情報区画定交渉関係 第1巻
Ｏ第2回太平洋地域会議（1962年9～10月）への対処方針，同会議報告を含む。

423
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B'.2.3.3.2-25

本ファイルは，1960（昭和35）年1月から1963（昭和38）年3月までの日韓航空情報区画定交渉に関する文書
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 日韓航空 を収録。具体的には，第41回ＡＮＣ及び第47理事会における航空情報区（ＦＩＲ）審議（1962年11月及び12月）
情報区画定交渉関係 第2巻
での各国に対する支持要請，対処方針，口上書，各国反応表，打合せ会議記録，ＦＩＲ日韓交渉会議（1963
年2月）報告を含む。

424

B'.2.3.3.2-25

本ファイルは，1962（昭和37）年12月から1963（昭和38）年12月までの日韓航空情報区画定交渉（1963年4月
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 日韓航空
10日妥結）に関する文書を収録。具体的には，対処方針，会議議事録，各国反応についての報告，出席者
情報区画定交渉関係 第3巻
関係，口上書，書簡，調書を含む。

425

B'.2.3.3.2-26

本ファイルは，1955（昭和30）年11月から1966（昭和41）年3月までの国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）に関する文
国際民間航空機関関係一件（ICAO） 出入国手
書を収録。具体的には，我が国における出入国手続簡素化協議会の設立関係書及び1956年から1965年ま
続簡易化協議会 第1巻
で開催された8回の同協議会議事要録を含む。

426

2011-0189

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1971（昭和46）年9月から開催された第26回国連総会第2委員会関係の文書を収録。具体的
には，同委員会（国際金融，債務累積，第2次国連開発の10年，ＬＬＤＣ識別基準，技術移転，人間環境等：
1972（昭和47）年開催の第3回UNCTAD総会で議論が予想された案件）に関する報告を含む。

445

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1971（昭和46）年9月から開催された第26回国連総会第2委員会関連の文書を収録。具体的
には，同委員会（観光，コンピューター，人間環境，ECOSOC改革，公共行政，政府間海洋サービス，食用蛋
白質，地域諮問業務等：1972（昭和47）年開催の第3回UNCTAD総会で議論が予想された案件）に関する報
告，調書「第26回国連総会主要決議及び1971年度安保理決議一覧表」，「黒田国連局参事官の同総会出張
報告」，「愛知首席代表による同総会一般討論演説原稿」を含む。

446

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から開催された第3回UNCTAD総会の諸準備に関連する文書を収録。具
体的には，外務省作成資料「英国の欧州共同体への加盟に伴う英連邦特恵の処理」，「英国国会のEC加盟
原則の承認と今後の問題点」及び「コロンボ・プランの概要」，「東南アジア貿易，投資，観光促進センター」設
立総会（1972（昭和47）年1月開催）の議事要録を含む。

511

2011-0190

2011-0191
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ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から開催の第3回UNCTAD総会に関する文書を収録。具体的には，
UNCTAD総会挨拶原稿（ワルトハイム国連事務総長及びアジェンデ・チリ大統領），外務省作成資料「第3回
UNCTAD準備特別グループにおけるUNCTAD機構問題に関する討議のためにOECD事務局に提出するわ
が方見解」，開発融資に関連する「多国籍企業調査団資料，澄田団長帰国報告」を含む。

510

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月までチリで開催された第3回UNCTAD総会に臨む関係国・グルー
プ・諸機関の対応等に関する文書を収録。具体的には，77ｶ国（開発途上国）グループの準備状況，アジア
（1971（昭和46）年9，10月開催）及びアフリカ（同年10月開催）各グループ会合，B（先進国）グループ会合
（1971（昭和46）年3月～1972（昭和47）年3月開催），第3回UNCTAD準備特別グループ会合（1971（昭和46）
年4月～1972（昭和47）年3月開催）の各討議報告，並びに中国の国連加盟に伴うUNCTADへの参加問題に
関する国連事務局・国連機関（含UNCTAD）の見解に関する報告を含む。

494

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月までチリで開催された第3回UNCTAD総会に関する文書を収録。
具体的には，愛知首席代表の一般演説（1972（昭和47）年4月14日の本会議）に対する各国代表団の反響・
チリ主要紙の報道振り，初参加の中国代表・団員の動静，同年5月19日に合意された第3回UNCTAD総会に
おける新国際ラウンド決議等の報告を含む。

495

2011-0195

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会第1及び第2各委員会に関す
る文書を収録。具体的には，第1委員会（アクセスと価格，多様化，市場流通，天然産品競争力，海底鉱物，
ココア商品協定），第2委員会（調整援助措置，制限的商慣行，国際下請，輸出振興，特恵，非関税障壁）に
おける討議振り･決議の各報告及び第2委員会「特恵中国問題」に関する文書を含む。

496

2011-0196

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会の第3委員会及び第4委員会
に関する文書を収録。具体的には，第3委員会（国際金融，援助関係）及び第4委員会（海運，貿易外取引）
に関する討議概要報告を含む。

497

2011-0197

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会の第3委員会及び第4委員会
に関する文書を収録。具体的には，第3委員会（国際金融，援助関係）及び第4委員会（海運，貿易外取引）
に提起された各決議案に関する報告を含む。

498

2011-0192

2011-0193

2011-0194
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UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会の第5委員会及び第6委員会
に関する文書を収録。具体的には，第5委員会（経済社会体制を異にする貿易関係）及び第6委員会（低開
発途上国・内陸国特別措置，低開発途上国の識別，島国問題，商品協定，特別基金）に関する報告を含む。

499

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会の本会議に関する文書を収
録。具体的には，愛知首席代表の一般演説，環境と開発，軍縮，経済問題に関する基本的権利義務憲章，
スエズ運河閉鎖の経済的影響，頂上グループ会合，多国間貿易交渉，ベトナム問題，先進国間地域統合等
に関する開会から1972（昭和47）年5月16日までの討議報告を含む。

500

2011-0200

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月13日から5月21日まで開催された第3回UNCTAD総会本会議に関する文
書を収録。具体的には，頂上グループ会合，環境問題，ベトナム問題，経済問題に関する基本的権利義務
憲章，軍縮，先進国間地域統合，島国問題，低開発途上国特別措置，内陸国問題等に関する1972（昭和
47）年5月16日から閉会までの討議報告を含む。

501

2011-0201

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会に関する文書を収録。具体的
には，関係各省・機関の出張者の出張日程・外務事務官併任依頼書・外交（公用）旅券発給依頼書を含む。

502

2011-0202

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月までチリで開催された第3回UNCTAD総会に関する文書を収録。
具体的には，各国・国際機関代表（ジスカール・デスタン仏経済・財務相，シラー西独経済・財務相他）が行っ
たUNCTAD本会議における一般演説を収録。

503

2011-0203

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会の事前準備に関する文書を
収録。具体的には，チリ政府による会場等の設営準備状況報告，わが国代表団ロジ関係の諸準備文書を含
む。

504

2011-0204

UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会に関する文書を収録。具体的
には，同総会本会議，及び第三委員会おける援助，国際金融・通貨，及びSDR（Special Drawing Rights）と開
発融資とのリンク問題等に関する米，英，独，仏等主要国の態度に関する報告を含む。

509
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2011-0198

2011-0199
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UNCTAD第3回総会

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催の第3回UNCTAD総会に関する文書を収録。具体的に
は，第3回UNCTAD総会に関する擬問擬答（第68回国会参議院予算員会），同総会を取材する報道関係者
への便宜供与，同年4月のゲレロUNCTAD事務局長の訪日日程調整に関する文書を含む。

517

UNCTAD第3回総会／資料

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会に関する文書を収録。具体的
には，資料「第3回UNCTADについて（メモ）」，「UNCTADについて：サンチャゴで開催される第3回会議をめ
ぐって」，「経済社会制度を異にする諸国間の貿易関係（UNCTAD以外の国際フォ-ラムにおける本問題の検
討の現状）」，「天然産品の競争力（経緯と問題点）」，「一次産品に関する国際的措置：個別産品事情（1）」，
「経済成長と開発資金（問題点，政策及び提案）」，「国際金融問題（Ⅰ）」を含む。

518

2011-0207

UNCTAD第3回総会／資料

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会に関する文書を収録。具体的
には，資料「一次産品に関する国際的措置：個別産品事情（2）」，「経済社会制度を異にする諸国間の貿易
関係（UNCTADにおける本問題検討の経緯及びUNCTADⅢ関連資料）」，「経済社会制度を異にする諸国間
の貿易関係（日本の対ソ連・東欧・中国貿易の現状）」，「国際金融問題（案）Ⅱ」，「先進国間地域経済統合」
を含む。

519

2011-0208

UNCTAD第3回総会／資料

本ファイルは，1972（昭和47）年4月から5月まで開催された第3回UNCTAD総会に関連する文書を収録。具体
的には，第2次国連開発の10年（UNDD）準備委員会第4回会合（1969（昭和44）年9月～10月開催）報告，調
書「UNDD準備の状況と問題点」及び「UNDDについて（その1～5，その7）」を含む。

520

2011-0209

UNCTAD第4回総会

本ファイルは，1975（昭和50）年から1976(昭和51)年までに開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関
連する文書を収録。具体的には，第15回TDB（1975(昭和50)年8月開催）対処方針・審議報告，第15回TDB
再開会期（同年9，10月開催）報告（第4回UNCTAD総会仮議題の決定），TDB第7回特別会期（1976(昭和51)
年3月開催）対処方針・審議報告・議事要録，国連局経済課作成資料「TDB第7回貿易外融資委員会報告
書」を含む。

563

2011-0210

UNCTAD貿易開発理事会（第5回）

本ファイルは，1973（昭和48）年4月から5月まで開催されたUNCTAD第5回貿易開発理事会特別会期に関す
る文書を収録。具体的には，日本政府代表（北原在ジュネーブ代表部大使）の任命・委任状交付・対処方針
（訓令）の各高裁案，同特別会期での審議状況報告（「北原大使の所感」を含む。）を含む。

485

2011-0205

2011-0206
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UNCTAD貿易開発理事会（第8回）

本ファイルは，1969（昭和44）年1月開催の第8回貿易開発理事会に向けて開かれた各種専門家会合に関す
る文書を収録。具体的には，第3回製品委員会（1968（昭和43）年10月），第2回合成品･代替品常設グループ
（1968（昭和43）年10月開催），第3回一次産品委員会（1968（昭和43）年10～11月），第1回特恵特別委員会
（1968（昭和43）年11～12月），UNCTADと第2次国連開発の10年に関する政府間グループ（1969（昭和44）年
1月），第8回貿易開発理事会第1会期（1969（昭和44）年1～2月）等の各会合報告書を含む。

486

2011-0212

UNCTAD貿易開発理事会（第8回）

本ファイルは，1969（昭和44）年1月から2月に開催された第8回貿易開発理事会に関連して開かれた各種専
門家会合に関する文書を収録。具体的には，第8回貿易開発理事会報告書草案，同理事会会期内委員会
（1969（昭和44）年1月～2月及び5月）報告書，第8回貿易開発理事会再開会期（1969（昭和44）年5月）報告
書草案・公式記録を含む。

487

2011-0213

UNCTAD貿易開発理事会（第10回）

本ファイルは，1970（昭和45）年8月から9月まで開催された第10回貿易開発理事会（TDB）に関連する文書を
収録。具体的には，第10回TDBの日本政府代表（横田弘国連局参事官）の任命高裁案・訓令及びゲレロ
UNCTAD事務局長訪日時（同年8月）の愛知外務大臣との懇談報告を含む。

435

2011-0214

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，第1回特恵特別委員会（1968（昭和43）年11月から12月まで開催），第2回同委員会（1969（昭
和44）年4月開催），及び第3回同委員会（同年6月から7月まで開催）関係の文書を収録。具体的には，第1，
3回同委員会議事要録，第1～3回同委員会報告書草案，原産地規則に関するワーキング･グループ会合
（同年6月開催）報告書草案を含む。

456

2011-0215

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1973（昭和48）年8月から9月まで開催された第13回貿易開発理事会等の文書を収録。具体的
には，第13回貿易開発理事会の公式記録，UNCTAD会合カレンダー，カナダ等の現行一般特恵制度資料を
含む。

463

2011-0216

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1974（昭和49）年8月開催の第14回貿易開発理事会に関する文書を収録。具体的には，第6回
特恵特別委員会（1974（昭和49）年5月）報告書，第5回原産地規則のワーキング･グループ会合（同年12月）
報告書草案を含む。
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管理番号/分類番号

2011-0211
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UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1974（昭和49）年8月から9月まで開催された第14回貿易開発理事会第1会期に関連する文書
を収録。具体的には，開発途上国間の統合を促進する多角的融資機関の役割に関するアド･ホック・グルー
プ会合（同年3月開催）報告書，第3回技術移転政府間グループ会合（同年7月開催）報告書，UNCTAD資料
「内陸開発途上諸国が特に必要とする特別手段」，「価格指標」，「経済・社会体制を異にする諸国間の貿
易」及び「開発途上諸国中の後発途上国が裨益する特別手段」を含む。

466

2011-0218

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1974（昭和49）年8月から9月まで開催の第14回貿易開発理事会第1会期に関する文書を収
録。具体的には，第1回開発途上諸国の債務問題に関する政府専門家アド･ホック･グループ会合（同年5月
開催）報告書，UNCTAD資料「経済･社会体制を異にする諸国間の貿易」，「貿易融資」及び「1974（昭和49）
年の国際貿易と発展の概観」を含む。

467

2011-0219

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1974（昭和49）年8月及び1975（昭和50）年8月にそれぞれ開催の第14回及び第15回貿易開発
理事会に関連する文書を収録。具体的には，第14回貿易開発理事会第1会期報告書，国際コンテナ輸送規
則に関する政府間準備グループ会合（1974（昭和49）年11月開催）報告書，UNCTAD資料「国際貿易と開発
政策に関する新指針」及び「日本の特恵制度」を含む。

468

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1974（昭和49）年8月開催の第14回貿易開発理事会に向けて，1973（昭和48）年から1974（昭
和49）年までに開かれた各種会合に関する文書を収録。具体的には，国際コンテナ輸送協定に関する政府
間準備会合（1973（昭和48）年10月～11月開催）報告書，一般特恵制度（オーストラリア，EEC），UNCTAD資
料「1973（昭和48）年の国際貿易と開発のレビュー」，「海底からのマンガン生産が，特に開発途上国のマン
ガン生産者に及ぼす影響」及び「マンガン鉱産業の計量経済学的モデル」を含む。

458

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1974（昭和49）年5月より1975（昭和50）年2月までに開催の貿易外勘定と融資委員会に関する
文書を収録。具体的には，開発途上国の債務問題に関する政府専門家アドホック・グループ第2回会合報告
書，UNCTAD資料「現行援助と供与目標額の概念に関する政府専門家グループ会合」及び「開発途上国の
債務問題に関する政府専門家アドホック･グループ会合（第1回～第3回）」を含む。

459

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1975（昭和50）年2月開催の第8回一次産品委員会に向けて，1974（昭和49）年に開催された
各種の一次産品会合に関連する文書を収録。具体的には，第9回タングステン委員会（1974（昭和49）年8月
開催）報告書，UNCTAD資料「タングステン鉱石の保有量」，「合成・代替品との競合に直面している天然産
品問題と政策のレビュー」及び「一次産品貿易の振興に関係する技術援助」を含む。

460

管理番号/分類番号

2011-0217

2011-0220

2011-0221

2011-0222

ファイル件名
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管理番号/分類番号

ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

2011-0223

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1974（昭和49）年から1976（昭和51）年までの貿易開発理事会加盟国の一般特恵制度等に関
する文書を収録。具体的には，北欧諸国・カナダ・米国等の現行一般特恵制度，UNCTAD資料「皮革及び皮
革製品」を含む。

462

2011-0224

UNCTAD貿易開発理事会

本ファイルは，1974（昭和49）年7月から8月まで開催された第6回海運委員会に関する文書を収録。具体的
には，第6回海運委員会報告書草案，国連の定期船会議運営規則に関する全権会議（1974（昭和49）年3月
～4月開催）報告書，UNCTAD資料「1973（昭和48）年の海運概観」を含む。

465

UNCTAD貿易開発理事会（第10回）

本ファイルは，1971（昭和46）年3月に開催された第10回貿易開発理事会（TDB）再開会期及び同年5月に開
催された第10回TDB第3回会期に関する文書を収録。具体的には，第10回TDB再開会期及び第3回会期の
各報告書，UNCTAD資料「1970（昭和45）年～1973（昭和48）年のUNCTAD事業計画第一部及び第二部」を
含む。

515

2011-0226

UNCTAD貿易開発理事会（第11回）

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から9月まで開催された第11回貿易開発理事会に関する文書を収録。具
体的には，第11回貿易開発理事会議事要録草案，第5回製品委員会（1971（昭和46）年5月開催）報告書，第
6回一次産品委員会（同年7月開催）報告書，UNCTAD資料「第11回貿易開発理事会以前の理事会文書の
主要内容」を含む。

471

2011-0227

UNCTAD貿易開発理事会（第11回）

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から9月まで開催された第11回貿易開発理事会に関する文書を収録。具
体的には，日本政府代表の任命・委任状交付高裁案，資料「国際金融問題に関する開発途上国宣言
（案）」，「日本の対ソ連・東欧諸国貿易」及び「第2次国連開発の10年のための世論動員」を含む。

507

2011-0228

UNCTAD貿易開発理事会（第11回）

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から9月まで開催された第11回貿易開発理事会に関する文書を収録。具
体的には，第3回UNCTAD総会の議題案(国際金融，第2次国連開発の10年，ココア協定，後発開発途上国
問題等)に関する討議報告を含む。

508

2011-0225
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ファイル概要

報道発表時
概要番号

UNCTAD貿易開発理事会（第12回）

本ファイルは，1972（昭和47）年10月に開催された第12回貿易開発理事会に関連する文書を収録。具体的に
は，第12回貿易開発理事会報告書草案，貿易と開発に関する第7回アフリカ経済委員会（ECA）・OAU共同
会合（1972（昭和47）年9月開催）報告書，開発途上国の統合の経費と利益の配分に関する専門家グループ
会合（同年7月開催）報告書，UNCTAD資料「貿易開発理事会の留意と行動が要請される第3回UNCTAD総
会で採択された決議，勧告，その他の決定から生ずる事項」を含む。

470

2011-0230

UNCTAD貿易開発理事会（第12回）

本ファイルは，1972（昭和47）年10月に開催された第12回貿易開発理事会（TDB）に関連する文書を収録。具
体的には，第3回UNCTAD総会から第12回TDBに付託された諸決議案（多角的貿易交渉，一次産品，債務
累積，援助量目標改訂，技術移転等），第12回TDB本会議，同TDB会期中に設置された作業計画作業部会
（UNCTADの活動計画・予算・人員）の各討議報告を含む。

505

2011-0231

UNCTAD貿易開発理事会（第12回）

本ファイルは，1972（昭和47）年5月にサンチャゴ及び同年10月にジュネーブで開催された第12回貿易開発理
事会に関する文書を収録。具体的には，日本政府代表の任命・委任状交付の高裁案を含む。

506

2011-0232

UNCTAD貿易開発理事会（第2，7，8回）文書

本ファイルは，1968（昭和43）年から1969（昭和44）年までのUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関する文書
を収録。具体的には，TDB第7回理事会（1968（昭和43）年9月開催）及びTDB第8回理事会（1969（昭和44）年
1月～2月開催）の各公式記録を含む。

431

UNCTAD貿易開発理事会（第9，10回）文書

本ファイルは，1969（昭和44）年から1970（昭和45）年までのUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関する文書
を収録。具体的には，第8回TDB理事会再開会期（1969（昭和44）年5月開催），第9回TDB理事会（第1会期：
同年8月～9月開催，再開会期：同年9月開催，第3会期：1970（昭和45）年2月開催）及び第10回TDB理事会
（同年8月～9月開催）の議事録・公式記録を含む。

432

UNCTAD貿易開発理事会（第12回）文書

本ファイルは，1972（昭和47）年10月開催の第12回貿易開発理事会に向けて開かれた各種専門家会合に関
する文書を収録。具体的には，開発途上国の保険法令と管理に関する専門家会合（1971（昭和46）年7月開
催）及び第5回貿易外融資委員会（1971（昭和46）年12月開催）の各報告書，UNCTAD資料「英･米･日本の制
限的商慣行」，「経済社会体制を異にする諸国間の貿易」，「EECの1972（昭和47）年一般特恵制度」及び
「1970（昭和45）年～1974（昭和49）年のUNCTAD事業計画」を含む。

476

管理番号/分類番号

2011-0229

2011-0233

2011-0234
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ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

2011-0235

本ファイルは，1973（昭和48）年3月から6月までに開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関する文書
UNCTAD貿易開発理事会（第12回）文書（含，特 を収録。具体的には，TDB第5特別会期（1973（昭和48）年4月～5月開催）報告書，第12回TDB第2会期（同
別第5会期）
年5月）報告書，資料「国際開発戦略実施の回顧と評価」及び「国連の輸出促進と開発努力の地域協力」を
含む。

539

2011-0236

UNCTAD貿易開発理事会（第12，13回）文書
（含，特別第5会期）

本ファイルは，1973（昭和48）年4月から9月までに開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関する文書
を収録。具体的には，TDB第5特別会期（同年4月），第12回TDB第2会期（同年5月），第13回TDB（同年8月）
の各報告書草案を含む。

536

UNCTAD貿易開発理事会（第12～15回）文書

本ファイルは，1973（昭和48）年から1976（昭和51）年まで開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関す
る文書を収録。具体的には，第13回TDB第1・第2会期内委員会（1973（昭和48）年8月）の報告書案，第12回
TDB第2会期（1973（昭和48）年5月）文書「1974（昭和49）年-1975（昭和50）年のUNCTAD事業計画/予算を
検討する作業部会報告書案」を含む。

538

UNCTAD貿易開発理事会（第13回）文書

本ファイルは，UNCTAD第13回貿易開発理事会の開催（1973（昭和48）年8月～9月）に向けた関連会合の文
書を収録。具体的には，第7回一次産品特別委員会（1973（昭和48）年2月～3月），第5回特恵特別委員会
（同年4月），第6回貿易に関する国際金融及び融資外委員会（同年7月）の各公式議事録，並びに技術移転
に関する政府間グループ会合（同年1月～2月）報告書，後発開発途上諸国の裨益する特別措置（開発途上
島嶼国専門家のパネル（同年3月））報告書，UNCTAD資料「1973（昭和48）年のEECの一般特恵スキーム」
及び「経済・社会体制を異にする諸国間の貿易関係」を含む。

524

UNCTAD貿易開発理事会（第14回）文書

本ファイルは，1975（昭和50）年4月に開催された第14回貿易開発理事会（TDB）に関連する文書を収録。具
体的には，国際的一本化輸送（コンテナ船など）の取極に関する第1回政府間準備グループ会合（同年10月
～11月開催）報告書，開発途上諸国の統合促進における多国間金融機関の役割に関するアド･ホック･グ
ループ会合（1974（昭和49）年3月開催）報告書，UNCTAD資料「経済統合の現下の諸問題」，「経済社会制
度を異にする諸国間の企業レベルでの貿易創出の産業協力の展望」，「現行援助と供給量目標の概念」及
び「1974（昭和49）年の国際貿易と開発の回顧」を含む。

531

UNCTAD貿易開発理事会（第14，15回）文書
（含，特別第6会期）

本ファイルは，1975（昭和50）年に開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関連する文書を収録。具体
的には，資料「日本の1974（昭和49）年度一般特恵制度」，第14回TDB作業部会（1975（昭和50）年4月）資料
「1973（昭和48）年～1977（昭和52）年のUNCTAD事業計画」，TDB第6特別会期（同年3月）資料「国際開発戦
略の実施評価と中間回顧」，第15回TDB（1975（昭和50）年8月）資料「国際貿易と開発政策の新指針」，「経
済統合の現下の諸問題」，「1975（昭和50）年の国際貿易と開発の回顧」及び「開発途上諸国の貿易拡大，
経済協力及び地域的統合」を含む。

530

2011-0237

2011-0238

2011-0239

2011-0240
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ファイル概要

報道発表時
概要番号

UNCTAD貿易開発理事会（第14，15回）文書
（含，特別第6会期）

本ファイルは，1975（昭和50）年に開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関連する文書を収録。具体
的には，開発途上諸国の債務問題に関する第3回政府専門家アド･ホック･グループ（1975（昭和50）年2月25
日～3月7日）報告書，TDB第6特別会期（同年3月）報告書，第8回一次産品委員会第Ⅰ会期（同年2月）及び
第Ⅱ会期（同年7月）公式議事録，第14回TDB第Ⅱ会期（同年4月）報告書を含む。

529

UNCTAD貿易開発理事会（第14～16回）文書

本ファイルは，1974（昭和49）年から1976（昭和51）年までに開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関
する文書を収録。具体的には，第14回TDB第1会期（1974（昭和49）年8～9月）報告書草案，TDB第6特別会
期（1975（昭和50）年3月）報告書草案，第15回TDB第1会期（同年8月）報告書草案，第15回TDB第2会期（同
年9月開催）資料「第4回UNCTAD総会準備」，TDB第7特別会期（1976（昭和51）年3月）報告書草案，第16回
TDB第1会期（同年10月）報告書草案を含む。

535

UNCTAD貿易開発理事会（第14～16回）文書
（含，特別第6会期）

本ファイルは，1975（昭和50）年から1976（昭和51）年までに開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関
連する文書を収録。具体的には，TDB第6特別会期（1975（昭和50）年3月）文書「国際開発戦略に関する
UNCTAD事務局長への回答」，第14回TDB作業部会（同年4月），第15回TDB会期内委員会（同年8月），第
16回TDB会期内委員会（同年10月）の各報告書案，UNCTAD資料「開発途上諸国の資金の流れ」及び「三者
（西側，東側，途上国）間の産業協力」を含む。

537

UNCTAD貿易開発理事会（第15回）文書

本ファイルは，1975（昭和50）年から1976（昭和51）年までのUNCTAD貿易委開発理事会（TDB）に関連する
文書を収録。具体的には，第15回TDB第1会期（1975（昭和50）年8月開催）・第2会期（同年9月～10月）報告
書，第7回製品委員会（1975（昭和50）年6月～7月）報告書，後発開発途上諸国に関する政府間グループ会
合（同年7月）の報告書及びUNCTAD資料「ノールウエーの一般特恵制度」を含む。

534

UNCTAD貿易開発理事会（特別第7会期）

本ファイルは，1976（昭和51）年3月に開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB)第7特別会期に関連する
文書を収録。具体的には，TDB第7特別会期報告書，第7回貿易に関連する金融及び貿易外融資に関する
委員会（1975（昭和50）年10月～11月）報告書，第7回海運に関する委員会（同年11月）報告書，第1回技術
移転に関する委員会（同年11月～12月）報告書，多国間協力の多角的方式を通ずる産業特殊化セミナー
（同年12月）の報告書，第8回一次産品委員会第3会期（同年12月）報告書，第7回特恵に関する特別委員会
（1976（昭和51）年1月）報告書，UNCTAD資料「EECの制限的商慣行規制」を含む。

533

UNCTAD

本ファイルは，1969（昭和44）年9月に開催された第9回貿易開発理事会（TDB)に関する文書を収録。具体的
には，第9回TDB第1会期及び同再開会期，第9回TDB第3会期（1970（昭和45）年2月開催），第2次国連開発
10年準備委第4回会合（1969（昭和44）年9～10月開催）及び第4回製品委員会（1970（昭和45）年1月開催）
等の会議報告を含む。

443
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2011-0241

2011-0242

2011-0243

2011-0244

2011-0245

2011-0246
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ファイル件名

ファイル概要

報道発表時
概要番号

540

2011-0247

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1973（昭和48）年から1977（昭和52）年までに開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）に関
する文書を収録。具体的には，TDB第5特別会期（1973（昭和48）年4月）議事要録，並びに，第13回ＴＤＢ（同
年8月～9月），第6特別会期（1975（昭和50）年3月），第15回TDB第1会期（同年8月）・第2会期（同年9月～10
月），第7特別会期（1976（昭和51）年3月），第16回TDB第1会期（1976（昭和51）年10月）・第2会期（1977（昭
和52）年5月）の各公式議事録を含む。

2011-0248

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1972（昭和47）年から1973（昭和48）年までのUNCTAD貿易開発理事会に関する文書を収録。
具体的には，第12回貿易開発理事会第1会期（1972（昭和47）年10月）及び第2会期（1973（昭和48）年5月）
の公式議事録を含む。

541

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1970（昭和45）年から1973（昭和48）年の間に開催された国連の一次産品関連会議に関する
文書を収録。具体的には，国連錫会議（1970（昭和45）年4～5月開催）議事要録，国連小麦会議（1971（昭和
46）年1～2月開催）報告書，国連オリーブ･オイル会議（1973（昭和48）年3月開催）報告書，国連砂糖会議
（1973（昭和48）年5月及び10月開催）で採択された「国際砂糖協定」，第7回タングステン委員会（1973（昭和
48）年10月開催）報告書を含む。

472

2011-0250

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1970（昭和45）年7月に開催された原産地規則作業部会，及び対途上国特恵に関する文書を
収録。具体的には，同原産地作業部会に関する報告書草案，原産地規則，日，英，EEC，北欧諸国等より提
出された対途上国一般特恵，先進市場経済諸国による農産品以外の工業製品の1967（昭和42）年の輸入
統計（第2巻）等の資料を含む。

442

2011-0251

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1970（昭和45）年10月に開催されたUNCTAD貿易開発理事会（TDB）第4特別会期及び特恵問
題に関する文書を収録。具体的には，TDB第4特別会期の公式記録，UNCTAD資料「開発途上国が裨益す
る一般特恵の原産地規則」を含む。

441

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から9月まで開催された第11回貿易開発理事会の関係文書を収録。具体
的には，同理事会報告書，北欧諸国・日・英・スイス・ニュージーランド等の特恵制度，UNCTAD資料「経済統
合の諸問題/途上諸国間の農業・工業協力」，「皮革及び皮革製品」及び「外国との協力協定における輸出
制約（比及びインド）」を含む。

447

2011-0249

2011-0252
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2011-0253

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から9月まで開催された第11回貿易開発理事会関係文書を収録。具体的
には，第11回貿易開発理事会決議集，第6回アフリカ経済委員会（ECA）・OAU共同会合（1971（昭和46）年8
月開催）の報告書を含む。

448

2011-0254

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1974（昭和49）年7月に開催された第6回製品委員会第2会期の関係文書を収録。具体的に
は，同委員会第2会期報告書，77か国グループより提出された非関税障壁の自由化に関する決議草案を含
む。

450

2011-0255

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1974（昭和49）年5月に開催された第6回特恵特別委員会の関連文書を収録。具体的には，
UNCTAD資料「特恵供与国の一般特恵制度」，「先進市場経済国の一般特恵制度のレビュー」及び「一般特
恵制度の運用と効果」を含む。

451

2011-0256

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1975（昭和50）年2月に開催された第8回一次産品委員会に関連する文書を収録。具体的に
は，第7，8回タングステン委員会（1973（昭和48）年開催）報告書，UNCTAD資料「世界の一次産品情勢レ
ビュー及び国際的行動の報告書」，「バナナ・毛皮・皮革・皮製品・ココア等の市場売買と流通制度」及び「一
次産品の統合計画」を含む。

452

2011-0257

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1976（昭和51）年のUNCTAD貿易開発理事会に関連する文書を収録。具体的には，UNCTAD
資料「開発途上諸国間の経済協力と統合（ラテン・アメリカ，アフリカ，アラブ・アジア・オセアニア）」を含む。

532

UNCTAD貿易開発理事会文書

本ファイルは，1972（昭和47）年3月及び9，10月に開催された1972年国連ココア会議に関する文書を収録。
具体的には，1972年国連ココア会議議事要録，国際ココア協議会臨時委員会第1会期（1973（昭和48）年3月
開催）報告書，国際ココア協定の経済規則に関するワーキング･グループ会合（1973（昭和48）年5月開催）報
告書，UNCTAD資料「国際ココア協定草案」及び「国際ココア協定の暫定的経済・管理規則の準備」を含む。

477

UNCTAD製品委員会（第3回）

本ファイルは，1968（昭和43）年10月に開催されたUNCTAD第3回製品委員会に関する文書を収録。具体的
には，第3回製品委員会の日本政府代表（徳久茂在ジュネーブ国際機関代表部参事官）に対する委任状交
付の高裁案・対処方針・討議報告，調書「UNCTAD第3回製品委員会について」及び「第2回UNCTAD以後の
製品･半製品問題（特恵を除く）に関する討議経過」を含む。

428

2011-0258

2011-0259
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2011-0260

UNCTAD製品委員会（第4回）

本ファイルは，1970（昭和45）年1月に開催されたUNCTAD第4回製品委員会に関する文書を収録。具体的に
は，第4回製品委員会の日本政府代表（徳久ジュネーブ国際機関代表部参事官）に対する委任状交付の高
裁案・対処方針・討議報告及び調書「UNCTAD第4回製品委員会報告」を含む。

430

2011-0261

UNCTAD製品委員会（第4回）文書

本ファイルは，1970（昭和45）年1月に開催されたUNCTAD第4回製品委員会に関連する文書を収録。具体的
には，「第1回関税分類に関する政府間グループ会合」（1969（昭和44）年7月開催）報告書，UNCTAD資料
「関税非関税障壁撤廃」を含む。

433

2011-0262

UNCTAD製品委員会（第4回）文書

本ファイルは，1970（昭和45）年1月に開催されたUNCTAD第4回製品委員会に関する文書を収録。具体的に
は，UNCTAD資料「関税非関税障壁撤廃」，「製品輸出のインセンティブ」及び「開発途上国の製品貿易：
1969（昭和44）年の回顧」を含む。

434

2011-0263

UNCTAD製品委員会（第5回）

本ファイルは，1971（昭和46）年5月に開催された第5回製品委員会の関係文書を収録。具体的には，第5回
製品委員会報告書，同委員会議事要録，UNCTAD資料「非関税障壁の自由化」，「制限的商慣行」及び「開
発途上国の1970（昭和45）年製品貿易のレビュー」を含む。

449

2011-0264

UNCTAD製品委員会（第5回）

本ファイルは，1971（昭和46）年5月に開催されたUNCTAD第5回製品委員会に関する文書を収録。具体的に
は，日本政府代表（北原秀雄・在ジュネーブ国際機関代表部大使）の任命・委任状交付の高裁案，対処方
針，討議報告（「北原代表所感」を含む。），第27回ECAFE総会（1971（昭和46）年4月，於マニラ）における宮
澤通産大臣演説要旨を含む。

478

2011-0265

UNCTAD製品委員会（第5回）文書

本ファイルは，1971（昭和46）年3月に開催された第5回製品委員会に関する文書を収録。具体的には，
UNCTAD資料「製品輸出の拡大と多様化」，「世界の需給：開発途上国の輸出増大の見通し」，「開発途上国
製品の貿易：1970（昭和45）年の回顧」，「制限的商慣行」及び「非関税障壁の自由化」を含む。

521
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475

2011-0266

UNCTAD製品委員会（第6回）文書

本ファイルは，1973（昭和48）年8月に開催された第6回製品委員会に関する文書を収録。具体的には，第6
回製品委員会報告書草案，同委員会第1会期議事要録，非関税障壁の自由化を扱う会期内委員会報告書
草案，制限的商慣行に関するアド･ホック専門家グループ会合（1973（昭和48）年3月開催）報告書，UNCTAD
資料「非関税障壁の自由化」，「綿繊維と開発途上国の国際貿易（問題と展望）」，「1972（昭和47）年の開発
途上国の製品貿易」及び「開発途上国の輸出政策」を含む。

2011-0267

UNCTAD製品委員会（第6回）文書

本ファイルは，1974（昭和49）年7月に開催された第6回製品委員会第2会期の関係文書を収録。具体的に
は，UNCTAD資料「非関税障壁の自由化」，「繊維の国際貿易と開発途上国」及び「製品・半製品貿易の最近
の傾向と発展レビュー」を含む。

453

2011-0268

UNCTAD製品委員会（第7回）

本ファイルは，1974（昭和49）年7月に開催された第6回UNCTAD製品委員会再開会期に関する文書を収録。
具体的には，第6回製品委員会再開会期の日本政府代表（北原在ジュネーブ国際機関代表部大使）への委
任状交付高裁案，対処方針，審議報告及び公式議事録を含む。

556

2011-0269

UNCTAD製品委員会（第7回）再開会期

本ファイルは，1975（昭和50）年6月から7月までに開催された第7回製品委員会に関する文書を収録。具体
的には，第7回製品委員会の日本政府代表（鶴見在ジュネーブ国際機関代表部大使）への委任状交付高裁
案，対処方針，審議報告及び公式議事録を含む。

555

UNCTAD製品委員会文書

本ファイルは，1974（昭和49）年から1976（昭和51）年に開催されたUNCTAD製品委員会に関する文書を収
録。具体的には，第6回製品委員会第2会期（1974（昭和49）年7月開催）議事要録，第7回製品委員会（1975
（昭和50）年7月開催）議事要録・報告書，制限的商慣行に関する専門家アドホック･グループ会合（1975（昭
和50）年10月開催）報告書を含む。

548

UNCTAD製品委員会文書

本ファイルは、1975（昭和50）年から1976（昭和51）年までに開催されたUNCTAD製品委員会に関する文書を
収録。具体的には、第7回製品委員会（1975（昭和50）年6月開催）に関連するUNCTAD文書「1973(昭和48)
年の開発途上諸国・領域の製品貿易の回顧」、「先進市場経済諸国と開発途上諸国間のエレクトロニクスに
関する国際的下請け取極」、「米国環境規制の途上諸国との貿易と投資に対する関係」、「開発途上諸国か
らの製品輸出拡大と多様化手段としての輸出信用保険」、並びに第8回製品委員会（1976（昭和51）年3月開
催）に関連するUNCTAD資料 「1974（昭和49）年の開発途上諸国・領域の製品貿易の回顧」を含む。

549

2011-0270

2011-0271
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2011-0272

本ファイルは，1968（昭和43）年10月に開催されたUNCTAD第2回合成品・代替品常設グループ会合に関す
UNCTAD一次産品委員会合成品代替品常任グ
る文書を収録。具体的には，対処方針，報告書及びUNCTAD資料「合成品・代替品からの競合に直面する
ループ会合（第2回）
特定一次産品に対する問題と政策の回顧」を含む。

2011-0273

UNCTAD一次産品委員会（第4回）

本ファイルは，1969（昭和44）年5月に開催されたUNCTAD第4回一次産品委員会に関する文書を収録。具体
的には，第4回一次産品委員会の日本政府代表（西堀正弘在ジュネーブ国際機関代表部公使）任命高裁
案・対処方針・討議報告及び調書「UNCTAD第4回一次産品委員会報告」を含む。

427

2011-0274

UNCTAD一次産品委員会（第5回）

本ファイルは，1970（昭和45）年7月に開催されたUNCTAD第5回一次産品委員会に関する文書を収録。具体
的には，日本政府代表（中山在ジュネーブ代表部大使）の任命・委任状交付の高裁案，同委員会審議状況
報告（「中山代表の所感」を含む。），調書「UNCTAD第5回一次産品委員会報告」を含む。

484

UNCTAD一次産品委員会

本ファイルは，1971（昭和46）年5月から11月の間に開催された（UNCTAD一次産品委員会と密接な関連を有
する）各種一次産品会合に関する文書を収録。具体的には，ココア問題Bグループ会合（1971（昭和46）年5
～6月），国際錫・亜鉛研究会第30回常任委員会（同年5月），国際ココア協議（同年9～10月），硫黄に関する
第2回国際会議（同年10月），国際ゴム研究会第22回総会（同年9月），UNCTADゴム専門家作業部会（同年
11月）に関する報告を含む。

491

UNCTAD一次産品委員会

本ファイルは，1970（昭和45）年5月から1971（昭和46）年12月までの間に開催されたFAO等の一次産品会議
に関する文書を収録。具体的には，第5回FAO油脂研究部会（1970（昭和45）年12月），1971年国連小麦会議
（1971（昭和46）年1～2月），FAO 第9回硬質繊維協議小委員会（同年5月開催），FAO 第2回茶協議委員会
（同年11～12月），FAO第14回米穀研究部会（1970（昭和45）年5月），FAO・UNCTAD採油用種子・油脂研究
部会第1回統計小委員会（同年7月）の各報告書を含む。

492

UNCTAD一次産品委員会（第6回）文書

本ファイルは，1971（昭和46）年7月に開催されたUNCTAD第6回一次産品委員会に関する文書を収録。具体
的には，日本政府代表（北原秀雄・在ジュネーブ国際機関代表部大使）の任命・委任状交付の高裁案，対処
方針，討議報告（含「北原代表気付きの点」），調書「一次産品に関する国際的措置（第6回一次産品委員会
参考資料）」を含む。

474

2011-0275

2011-0276

2011-0277
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85

平成22年度第4回外交記録公開（平成23年2月18日）ファイル概要

管理番号/分類番号

2011-0278

2011-0279

2011-0280

2011-0281

2011-0282

2011-0283

ファイル概要

報道発表時
概要番号

UNCTAD一次産品問題

本ファイルは，1971（昭和46）年7月に開催されたUNCTAD第6回一次産品委員会に関する文書を収録。具体
的には，同委員会対処方針・会議報告，参考資料「一次産品に関する国際的措置」，「FAO第15回米穀研究
部会対処方針」を含む。

444

UNCTAD一次産品問題

本ファイルは，1976（昭和51）年の第4回UNCTAD総会で採択された一次産品総合プログラム・共通基金の
フォローアップに関する文書を収録。具体的には，1976（昭和51）年6月から11月までの間に関係者（主要西
側諸国（Bグループ），開発途上諸国（G77グループ），関係国際機関）から聴取した共通基金に関する立場
の報告，「OECD一次産品ハイレベル･グループ（1976（昭和51）年9月）」の対処方針・討議概要，資料「一次
産品総合プログラム・共通基金のフォローアップ」及び「第4回非同盟首脳会議において提案される『一次産
品国際緩衝在庫基金』（その概要とUNCTAD総合プログラム・共通基金との関連）」を含む。

526

UNCTAD一次産品委員会（第7回）文書

本ファイルは，1973（昭和48）年2月から3月まで開催された第7回一次産品特別委員会等に関する文書を収
録。具体的には，第7回一次産品特別委員会報告書，同特別委員会議事要録，貿易開発理事会及び一次
産品委員会に対する第8回諮問委員会（1973（昭和48）年7月開催）報告書，UNCTAD資料「一次産品（タング
ステン，マンガン，鉄，コメ，硬質繊維，肉，穀類，天然ゴム，タバコ，綿，バナナ等）の市場参入と価格政策に
関する政府間集中協議」及び「ココアの市場と流通制度」を含む。

473

UNCTAD一次産品委員会文書

本ファイルは，1968(昭和43)年から1971(昭和46)年までに開催されたUNCTAD一次産品問題と密接に関連
するFAO主催の一次産品会合に関する文書を収録。具体的には，FAOバナナ研究部会第1回統計委員会
（1968（昭和43）年7月），FAO主催茶の価格安定のための国際取極に関する特別作業部会（同年5月），FAO
米穀研究部会（同年3月開催）の各報告を含む。

523

UNCTAD一次産品政府間会議

本ファイルは，1975（昭和50）年2月開催の第8回一次産品委員会に向けて，1973（昭和48）年から1974（昭和
49）年までに開催された各種の一次産品政府間会議に関連する文書を収録。具体的には，一次産品（タング
ステン，ジュート・ケナフ）政府間会議報告書，（タングステン，マンガン，燐，コメ等それぞれに関する）貿易自
由化及び価格政策の問題に関する報告書，（コメに関する）国際貿易自由化により予想される影響に関する
報告書，（タバコに関する）世界市場の現状と中期的見通し等の資料を含む。

454

UNCTAD一次産品共通基金設立経緯

本ファイルは，1977（昭和52）年から1978（昭和53）年までのUNCTAD一次産品共通基金（CF）の設立経緯に
関する文書を収録。具体的には，OECD新執行委員会におけるCF非公式協議（1978（昭和53）年1月開催）
対処方針，在ジュネーブ代表部沢木大使作成「CF基本構想試案」，国連局経済課作成調書「一次産品総合
計画と南北双方の立場」，「共通基金をめぐる最近の動き」，「共通基金構想」を含む。

557

ファイル件名
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558

2011-0284

UNCTAD一次産品共通基金設立経緯

本ファイルは，1978（昭和53）年におけるUNCTAD一次産品共通基金（CF）の設立経緯に関する文書を収
録。具体的には，OECD･CFアドホック作業部会（1978（昭和53）年4，5月開催）概要報告，CFに関する英連邦
閣僚会議（同年4月開催）コミュニケ，CFに関するわが国と諸外国（米，英，独，オーストラリア，マレーシア）と
の意見交換を含む。

2011-0285

UNCTAD一次産品共通基金設立経緯

本ファィルは，1977（昭和52）年から1978（昭和53）年までのUNCTAD一次産品共通基金（CF）の設立経緯に
関する文書を収録。具体的には，UNCTADのCFハイ･レベル非公式協議（1978（昭和53）年5月及び6月に開
催）の報告，国連局経済課作成「CFに対する今後の対処ぶり」，同課作成調書 「CF基本構想」を含む。

559

2011-0286

UNCTAD一次産品共通基金設立経緯

本ファイルは、1977（昭和52）年から1978（昭和53）年までのUNCTAD一次産品共通基金（CF）の設立経緯に
関する文書を収録。具体的には、ロンドン・サミット（1977（昭和52）年5月開催）及びボン･サミット（1978（昭和
53）年7月開催）におけるCF関連報告、国連局経済課作成資料「CF交渉の最近の動き」を含む。

560

2011-0287

UNCTAD一次産品共通基金設立経緯

本ファイルは，1978（昭和53）年におけるUNCTAD一次産品共通基金（CF）設立経緯に関する文書を収録。
具体的には，UNCTADにおけるCF非公式協議（同年9月開催）報告，日米高級事務レベル協議（同年10月開
催）の南北問題（CFを含む）討議報告，OECDにおけるCFアドホック・グループ会合（同年10月及び11月に開
催）報告，国連局経済課作成資料「CFとSTABEX（輸出所得補償制度）について」及び「第33回国連総会にお
けるヴァンス米国務長官演説の一次産品関連部分要旨」を含む。

561

2011-0288

UNCTAD一次産品共通基金交渉会議（第2回）
再開会期

本ファイルは，1978（昭和53）年11月に開催されたUNCTAD一次産品共通基金（CF）交渉会議第2回再開会
期に関する文書を収録。具体的には，CF交渉会議第2回再開会期の日本政府代表（沢木在ジュネーブ国際
機関代表部大使）に対する委任状交付高裁案・対処方針、国連局経済課作成資料「CF拠出参考資料」，
「CFの投票権問題」，「CＦ：『第2の窓』の定義」及び「CF交渉会議第2回再開会期の動き」を含む。

562

2011-0289

UNCTAD一次産品共通基金予備協議（第3回）

本ファイルは，1977（昭和52）年2月から4月にかけて開催されたUNCTAD共通基金の交渉会議に関する文書
を収録。具体的には，共通基金交渉会議の対処方針・討議報告（「共通基金交渉会議の動き（その1～5）」）
を含む。

527

UNCTAD一次産品委員会特別会期（第7回）

本ファイルは，1973（昭和48）年2月から3月まで開催されたUNCTAD第7回一次産品委員会に関する文書を
収録。具体的には，第7回一次産品委員会政府代表（大川美雄在ジュネーブ国際機関代表部公使）委任状
高裁案・対処方針高裁案・討議概要報告・公式議事録，資料「第7回採油用種子及び油脂政府間部会対処
方針」，「CIPEC（銅輸出国政府間協議会）の問題点と最近の動向」，「COPA(ECの農民団体)事務局長提唱
の国際商品協定構想」を含む。

528

2011-0290
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2011-0291

本ファイルは，1973（昭和48）年から1974（昭和49）年までに開催されたUNCTAD経済権利義務憲章の作業
UNCTAD貿易開発理事会（第1～4回）文書／経
部会に関連する文書を収録。具体的には，「経済権利義務憲章の作業部会」（第1回（1973（昭和48）年2
済権利義務憲章
月），第2回（同年7月），第3回（1974（昭和49）年2月）及び第4回（同年6月））の報告書を含む。

2011-0292

UNCTAD経済権利義務憲章作業部会

本ファイルは，1974（昭和49）年6月に開催された「国家間の経済上の権利義務憲章：第4回作業部会」に関
する文書を収録。具体的には，日本政府代表（横田弘在エクアドル大使）の任命，委任状交付の高裁案，対
処方針，討議報告を含む。

479

2011-0293

UNCTAD経済権利義務憲章作業部会

本ファイルは，1974（昭和49）年6月に開催された「国家間の経済上の権利義務憲章：第4回作業部会」に関
する文書を収録。具体的には，同作業部会に臨む主要国の対応，討議報告を含む。

480

2011-0294

UNCTAD経済権利義務憲章作業部会

本ファイルは，1974（昭和49）年6月に開催された「国家間の経済上の権利義務憲章：第4回作業部会」に関
する文書を収録。具体的には，討議報告（交渉経緯・横田代表所感・今後のフォローアップ），「作業部会の
賛成を得た最終憲章草案」，メキシコ紙の報道記事報告を含む。

481

2011-0295

UNCTAD経済権利義務憲章作業部会

本ファイルは，1974（昭和49）年11月より開催された第29回国連総会第2委員会における「経済権利義務憲
章」の討議等に関する文書を収録。具体的には，国連での審議状況，主要関係国の対応・報道振り等の報
告（「北原ジュネーブ代表，斉藤国連大使の気付きの点」を含む。）を含む。

482

2011-0296

UNCTAD経済権利義務憲章作業部会

本ファイルは，1974（昭和49）年11月より開催された第29回国連総会第2委員会における「経済権利義務憲
章」の討議（非公式協議（同年10月開催）を含む。）等に関する文書を収録。具体的には，対処方針（訓令），
国連での審議状況及び主要関係国の態度等の報告を含む。

483

UNCTAD特恵特別委員会

本ファイルは，1969（昭和45）年6月から7月まで開催されたUNCTAD第3回特恵特別委員会において，特恵
問題に関する集中討議が予定されていたことから，同問題についてのOECD，ガット等の検討状況に関する
文書を収録。具体的には，調書「OECDにおける特恵問題の検討（原産地証明専門家グループ会合の概
要）」，「OECDにおける特恵問題の検討（各国リスト）」及び「特恵問題の国際的検討（経緯）」等の資料を含
む。

436

2011-0297
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2011-0298

本ファイルは，特恵問題が，1970（昭和45）年10月から開催の国連25周年記念総会で「第二次国連開発十
年」の開発戦略の重要課題の一つとしてとりあげられることを見据えたUNCTAD，OECD等における検討状
UNCTAD特恵特別委員会（含，諸外国，国際機 況に関する文書を収録。具体的には，「特恵に関する二国間協議の概要」，「一般特恵と最恵国待遇」，「特
恵に関する原産地規則（UNCTAD及びOECDの検討状況）」，「UNCTAD第4回特恵特別委員会再開会期の
関特恵供与問題）
概要」，「香港に対する特恵供与問題」，「わが国の特恵受益国」，「ガット35条対日援用国及び対日差別国
に対する特恵供与」等の資料を含む。

440

2011-0299

UNCTAD特恵特別委員会（第4回）文書

本ファイルは，1969（昭和44）年から1970（昭和45）年までに開催された特恵特別委員会に関する文書を収
録。具体的には，第4回特恵特別委員会（1970（昭和45）年3月開催）に提出される作業部会報告書（原産地
規則に関する報告書）草案， UNCTAD資料「開発途上国が裨益する一般特恵中の原産地規則」を含む。

488

2011-0300

UNCTAD特恵特別委員会（第4回）文書

本ファイルは，1970（昭和45）年9月から10月まで開催された第4回特恵特別委員会第2会期に関する文書を
収録。具体的には，第4回特恵特別委員会第2会期報告書・公式記録，日米英等の一般特恵制度資料を含
む。

489

2011-0301

UNCTAD特恵特別委員会文書

本ファイルは，1968（昭和43）年11月から1970（昭和45）年10月までの間に開催された特恵特別委員会に関
する文書を収録。具体的には，第1回特恵特別委員会（1968（昭和43）年11～12月），第2回同委員会（1969
（昭和44）年4～5月），第3回同委員会（同年6～7月），第4回同委員会（1970（昭和45）年3～4月），第4回同
委員会作業部会Ⅰ，Ⅱ（同年3月），第4回同委員会第1会期（同年3～4月），第4回同委員会第2会期（同年9
～10月）の議事要録草案・報告書草案を含む。

493

2011-0302

UNCTAD特恵特別委員会文書

本ファイルは，1970（昭和45）年5月から1972（昭和47）年4月までの対開発途上国特恵の早期実施に関する
文書を収録。具体的には，特恵の実施に関するOECDの審議及びEECの特恵問題への対応振りの報告，わ
が国の特恵実施に関する関係省庁会議議事録，第65回通常国会「特恵関税に関する想定問答」を含む。

490

UNCTAD特恵特別委員会文書

本ファイルは，1973（昭和48）年5月に開催された第5回UNCTAD特恵特別委員会に関する文書を収録。具体
的には，UNCTAD資料 「一般特恵制度：現行原産地規則の比較研究」，「先進市場経済諸国の一般特恵制
度レビュー」，「一般特恵制度：後発途上諸国が裨益する特別措置」，「一般特恵制度：EEC拡大の効果」，
「技術援助：一般特恵制度に関する訓練と助言サービス」を含む。

553

2011-0303
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2011-0304

UNCTAD特恵特別委員会文書

本ファイルは，1973（昭和48）年4月に開催された第5回特恵特別委員会に関係する文書を収録。具体的に
は，第5回同委員会報告書，同委員会公式記録，UNCTAD資料「一般特恵制度（受益国･供与国よりの回
答）」，「一般特恵制度の実施に関する第2次報告書」及び「一般特恵制度に関連する技術援助」を含む。

455

2011-0305

UNCTAD特恵特別委員会文書

本ファイルは，1974（昭和49）年5月に開催された第6回特恵特別委員会に関する文書を収録。具体的には，
第6回特恵特別委員会報告書草案・議事要録草案を含む。

469

2011-0306

UNCTAD特恵特別委員会文書

本ファイルは，1976（昭和51）年1月に開催された第7回UNCTAD特恵特別委員会に関する文書を収録。具体
的には，UNCTAD資料「先進市場経済諸国の一般特恵制度のレビュー：日本，米国」，「一般特恵制度と後
発途上諸国」，「一般特恵制度の実施に関する第3次報告書」を含む。

554

2011-0307

本ファイルは，1968（昭和43）年2月から3月まで開催されるUNCTAD第2回総会を控えて日本の関係業界か
ら外務省に提出された陳情書を収録。具体的には，日本軽工業品団体連合会，日本合板工業組合連合会，
UNCTAD第2回総会／後発発展途上国に対する
全国運動用品商工組合団体連合会，日本紡績協会，日本商工会議所等の陳情書（いずれも，開発途上国
特恵関税供与（陳情）
に対する特恵関税の適用制度が実現した場合には，日本の関係業界は壊滅的な打撃を受けるとして「同制
度の実現阻止，絶対反対，適用除外」等を陳情した内容）を含む。

437

2011-0308

本ファイルは，1968（昭和43）年10月に開催されたUNCTAD補足融資政府間グループ第4回会合に関する文
書を収録。具体的には，日本政府代表（国際連合局参事官）に対する委任状交付高裁案，対処方針，会合
UNCTAD補足融資政府間グループ会合（第4回）
報告（代表所感を含む），調書「UNCTAD第4回補足融資政府間グループ会合」及び「第4回補足融資政府間
グループ報告」を含む。

438

2011-0309

本ファイルは，1969（昭和44）年6月から7月まで開催されたUNCTAD第5回補足融資政府間グループ会合及
び同年6月に開催された同会合準備のためのDACアドホック会合に関する文書を収録。具体的には，両会合
UNCTAD補足融資政府間グループ会合（第5回）
の対処方針，第5回補足融資政府間グループ会合に出席する日本政府代表（横田国連局参事官）の任命・
委任状交付の高裁案及び「第5回補足融資政府専門家グループ会合」の報告書を含む。

516
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2011-0310

UNCTAD貿易外融資委員会（第4回）文書

本ファイルは，1970（昭和45）年7月から8月まで開催されたUNCTAD第4回貿易外融資委員会に関する文書
を収録。具体的には，第4回貿易外融資委員会の日本政府代表（中山在ジュネーブ国際機関代表部大使）
に対する委任状交付の高裁案・対処方針・討議報告を含む。

429

2011-0311

UNCTAD貿易外融資委員会

本ファイルは，1973（昭和48）年7月に開催された第6回貿易外融資委員会に関する文書を収録。具体的に
は，第6回貿易外融資委員会公式記録・議事要録，UNCTAD資料「開発途上国における再保険問題」，「現
行援助と供与目標の概念」，「開発途上国の債務問題」，「融資財源の流れ」及び「保険」を含む。

464

2011-0312

UNCTAD技術移転委員会

本ファイルは，1974（昭和49）年7月に開催の第3回技術移転政府間会合に関する文書を収録。具体的には，
第3回技術移転政府間会合の報告書草案，UNCTAD資料「開発途上国への技術移転から生ずる主要問題」
及び「開発途上国への技術移転における特許制度の役割」を含む。

461

2011-0313

UNCTAD技術移転委員会文書

本ファイルは，1975（昭和50）年に開催されたUNCTAD技術移転委員会に関する文書を収録。具体的には，
技術移転国際行動規範に関する政府間専門家グループ会合（1975（昭和50）年5月及び9月開催）報告書案
を含む。

544

UNCTAD技術移転委員会文書

本ファイルは，1975（昭和50）年に開催されたUNCTAD技術移転委員会に関する文書を収録。具体的には，
技術移転国際行動規範に関する政府間専門家グループ会合（1975（昭和50）年5月開催）資料「技術移転国
際行動規範の概要案」及び「技術移転の国際的管理法規の背景」，第1回技術移転委員会（同年11月開催）
報告書案を含む。

545

UNCTAD技術移転委員会文書

本ファイルは，1975（昭和50）年に開催されたUNCTAD技術移転委員会に関する文書を収録。具体的には，
技術移転国際行動規範に関する政府間専門家グループ会合（1975（昭和50）年5月及び11月開催）報告書，
技術移転における特許制度の役割に関する政府間専門家グループ会合（同年9月開催）報告書，UNCTAD
資料 「開発途上諸国に対する技術移転上の主要問題」，「技術移転から惹起される主要問題（スリ･ランカ
事例）」，「逆技術移転の範囲，経済的効果及び政治的影響」を含む。

546

2011-0314
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547

2011-0316

UNCTAD技術移転政府間会合文書

本ファイルは，1974（昭和49）年に開催されたUNCTAD技術移転に関する政府間会合に関連する文書を収
録。具体的には，第3回技術移転政府間会合（1974（昭和49）年7月開催）資料 「開発途上諸国に対する技
術移転上の特許制度の役割」，「逆技術移転：開発途上諸国からの専門技術者流出の経済的影響」を含
む。

2011-0317

UNCTAD海運委員会文書

本ファイルは，1975（昭和50）年から1976（昭和51）年までに開催されたUNCTAD海運委員会に関する文書を
収録。具体的には，UNCTAD海運委員会第5回国際海運法制定に関するワーキング･グループ第1会期
（1976（昭和51）年1月開催）資料 ｢船荷証券｣を含む。

543

UNCTAD海運委員会文書

本ファイルは，1975（昭和50）年から1976（昭和51）年に開催されたUNCTAD海運委員会に関する文書を収
録。具体的には，第7回海運委員会（1975（昭和50）年10月開催）に関連するUNCTAD資料 「海運の経済協
力」，「船舶取得に対する融資」，「船荷運賃（コメの海上輸送）」，並びに第8回海運委員会（1976（昭和51）年
1月開催）関連文書 「第5回国際的船舶法規に関するワーキング・グループ第1会期報告書」を含む。

550

UNCTAD海運委員会文書

本ファイルは，1975（昭和50）年開催のUNCTAD海運委員会に関連する文書を収録。具体的には，第4回海
運法規に関するワーキング･グループ会合（1975（昭和50）年1月～2月開催）報告書，並びに第7回海運委員
会（1975（昭和50）年11月開催）に関連するUNCTAD資料 「港湾料金」，「1972（昭和47）年～1973（昭和48）
年海運の回顧」，「1974（昭和49）年海運の回顧」，「港湾輻輳の特別料金」，「港湾業務の指針」，「用船料」
を含む。

552

2011-0320

UNCTAD海運委員会文書

本ファイルは，1974（昭和49）年から1976（昭和51）年までに開催されたUNCTAD海運委員会に関する文書を
収録。具体的には，第6回海運委員会（1974（昭和49）年7，8月開催）議事要録，第7回海運委員会（1975（昭
和50）年11月開催）報告書及び第5回国際船舶法規に関するワーキング･グループ第1会期（1976（昭和51）
年1月開催）報告書案を含む。
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2011-0321

UNCTAD／第2次国連開発10年

本ファイルは，1968（昭和43）年から1969（昭和44）年までのUNCTADの「第2次国連開発の10年」に向けた取
組に関する文書を収録。具体的には，外務省作成のUNCTAD資料「第2次国連開発の10年」（その1～その
6）及び「第2次国連開発の10年に関する準備委員会の開催に至る経緯」を含む。

542

2011-0322

UNCTAD諸会議／立候補支持要請

本ファイルは，1966（昭和41）年から1969（昭和44）年の間のUNCTAD貿易開発理事会及び同理事会傘下の
委員会（一次産品，製品，貿易外融資，海運）のメンバー選出に関する文書を収録。具体的には，諸外国（主
に途上国）からの立候補通報及びわが国への支持方要請越した口上書を含む。
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2011-0323

UNCTAD事務局／選挙

本ファイルは，1969（昭和44）年12月から1972（昭和47）年4月までの国連貿易開発会議（UNCTAD）総会開
催地，UNCTAD傘下の貿易開発理事会（TDB）理事国，及び同下部機関各委員会メンバー選挙に関する文
書を収録。具体的には，1972（昭和47）年4月から開催の第3回UNCTAD総会開催地へのチリの立候補，同
総会副議長へのマレイシアの立候補，及び同総会で各グループ毎に選出されるTDB理事国選挙に対する立
候補国からの各支持要請，更に1970（昭和45）年8月から開催の第10回TDB会議で選出される各全体委員
会メンバー立候補国からの支持要請口上書を含む。

2011-0324

UNCTAD事務局／人事

本ファイルは，1972（昭和47）年から1973（昭和48）年までのUNCTAD事務局の日本人職員採用に関する文
書を収録。具体的には，UNCTAD事務局職員募集公告，日本人のブラジル輸出促進アドバイザー及び会議
部専門家としての採用を含む。
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2011-0325

UNCTAD事務局／人事

本ファイルは，1970（昭和45）年から1971（昭和46）年までのUNCTAD事務局の日本人職員採用に関する文
書を収録。具体的には，UNCTAD事務局職員募集公告，日本人の製品部経済問題担当及び海運部エコノミ
ストとしての採用を含む。
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2011-0326

南極海洋生物資源保存条約準備会議文書

本ファイルは，1977（昭和52）年から1979（昭和54）年までの南極海洋生物資源保存条約会議に関する文書
を収録。具体的には，同条約会議の1977ロンドン会議，1978キャンベラ会議，ブエノスアイレス会議，ワシン
トン非公式会議，1979ワシントン会議を含む。
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