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本ファイルは，1961（昭和36）年から1962（昭和37）年までの米国の対日援助ガリオア・エロア問題及び1971
（昭和46）年5月の琉球開発金融公社融資先企業の合弁問題に関する文書を収録。具体的には，（1）戦後対

1 2011-0694 沖縄関係11
（昭和46）年5月の琉球開発金融公社融資先企業の合弁問題に関する文書を収録。具体的には，（1）戦後対
日援助におけるガリオアとエロアの関係，（2）米国の対沖縄援助の債務性に関する米国側の見解（仮訳），
（3）ガリオア関係擬問擬答（琉球に対するガリオア援助），（4）米国の対沖縄援助費の債務性（条約局作成），
（5）琉球開発金融公社融資先企業の合弁に関する文書を含む。

1961/1 1962/12 北米第一課

2 2011-0706 日米関係（沖縄返還）4
本ファイルは，1962（昭和37）年7月から同年10月までの大平外務大臣訪米関係の文書を収録。具体的には，
在欧公館長会議議題，外相の欧州各国への非公式訪問申し入れ，国連総会出席及び国務長官との会談等 1962/7 1962/10 北米第一課2 2011-0706 日米関係（沖縄返還）4 在欧公館長会議議題，外相の欧州各国への非公式訪問申し入れ，国連総会出席及び国務長官との会談等
行事日程，大平・ラスク会談関係の資料等を収録。

1962/7 1962/10 北米第一課

3 2011-0702 日米関係（沖縄返還）34

本ファイルは，1964（昭和39）年7月から1971（昭和46）年8月までの沖縄返還問題等に関する記者会見，講
演，論文等を収録。具体的には，日米両国の要人（日本側：総理，外相，防衛庁長官等，米側：ライシャワー
大使，ニクソン及びハンフリー両大統領候補，ヒッケル内務長官，ウエストモーランド陸軍参謀総長等）による
記者会見及び発言要旨，ジョンソン米大使の霞クラブ記者団との会見バックグラウンド・ペーパー，米国の学
識経験者（ライシャワー教授，ジョージ・ケナン博士等）及び政治家（マンスフィールド上院議員，マスキー上院

1964/7 1971/8 北米第一課3 2011-0702 日米関係（沖縄返還）34
識経験者（ライシャワー教授，ジョージ・ケナン博士等）及び政治家（マンスフィールド上院議員，マスキー上院
議員）等の講演及び論文要旨，ブルッキングス研究所による米国の直面する内外の諸問題に関する報告書
抜粋（ライシャワー論文），米NBC番組におけるライシャワー教授の記者会見録，沖縄復帰の目途の確定に
ついての総務長官談話，関係新聞記事を含む。

1964/7 1971/8 北米第一課

4 2011-0703 日米関係（沖縄返還）41
本ファイルは，1966（昭和41）年8月から1972（昭和47）年10月までの沖縄返還協定に関連する文書を収録。
具体的には，協定交渉，同協定の署名，佐藤総理・ニクソン大統領会談等に関するソ連，英，仏，東欧諸国 1966/8 1972/10 北米第一課4 2011-0703 日米関係（沖縄返還）41 具体的には，協定交渉，同協定の署名，佐藤総理・ニクソン大統領会談等に関するソ連，英，仏，東欧諸国
の現地紙報道を含む。

1966/8 1972/10 北米第一課

5 2011-0696 沖縄関係7

本ファイルは，1969（昭和44）年9月から1970（昭和45）年3月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的に
は，（1）オキナワ問題（在韓大使・韓国外務部長官会談），（2）スナイダー在京米公使の訪台，（3）スナイダー
在京米公使の来台，（4）東郷・スナイダー会談（10月29日午後），（5）愛知大臣・マイヤー在京米大使会談，
（6）東郷・スナイダー会談（11月8日午前），（7）安保問題等に関するサイ長官との会談（在韓大使・韓国外務

1969/9 1970/3 北米第一課5 2011-0696 沖縄関係7
（6）東郷・スナイダー会談（11月8日午前），（7）安保問題等に関するサイ長官との会談（在韓大使・韓国外務
部長官会談），（8）在京フランス大使との会談，（9）携帯書簡，口上振り（佐藤総理発蒋総統及び朴大統領宛
書簡），（10）オキナワ問題（在韓大使・朴大統領会談），（11）オキナワ問題（韓国元外務部長官内話），（12）
オキナワ問題（韓国報道振り），（13）沖縄問題に関する対韓回答（訓令），（14）オキナワ返かん問題（中国の
反応，報道振り）に関する文書を含む。

1969/9 1970/3 北米第一課

6 2011-0697 沖縄関係9
本ファイルは，1969（昭和44）年10月7日から同年10月8日までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的に
は，（1）沖縄返かんに伴う財政問題，（2）共同声明の復帰準備部分に関する総理府の希望に関する文書を含 1969/10 1969/10 北米第一課6 2011-0697 沖縄関係9 は，（1）沖縄返かんに伴う財政問題，（2）共同声明の復帰準備部分に関する総理府の希望に関する文書を含
む。

1969/10 1969/10 北米第一課

7 2011-0699 沖縄関係15

本ファイルは，1971 （昭和46）年における「日本国による沖縄局地防衛責務の引受けに関する取極」の締結
に関し，防衛庁と外務省との話合いについての文書を収録。具体的には，（1）防衛政務次官来沖（屋良主席
表敬訪問），（2）自衛隊の沖縄配備計画，（3）日本国による沖縄局地防衛責務の引受けに関する取極，（4）
防衛庁との意見交換に関する文書を含む。

1971/1 1971/12 北米第一課

防衛庁との意見交換に関する文書を含む。

8 2011-0705 日米関係（沖縄返還）22
本ファイルは，1971（昭和46）年2月から1972（昭和47）年4月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的に
は，米軍占領下で1954年に米民政府の出資により設立された琉球電力公社の復帰後の特殊法人への移行
に伴う諸問題に関して，日本政府と米民政府・琉球政府間で行われた各種協議に関する文書を含む。

1971/2 1972/4 北米第一課

1



平成２３年１２月２２日外交記録公開　概要

№
管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始年月
ファイル期間

終了年月
原主管課室

本ファイルは，1971（昭和46）年3月から同年9月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的には，沖縄復
帰に係わる国内の準備関連資料として，「沖縄復帰対策要綱案」，「琉球政府立法院の返還協定ならびに復

9 2011-0704 日米関係（沖縄返還）29
帰に係わる国内の準備関連資料として，「沖縄復帰対策要綱案」，「琉球政府立法院の返還協定ならびに復
帰対策要項に対する要請事項」，「（日本弁護士連合会からの）沖縄復帰対策に関する要望書」，「（立法院
の）沖縄返還日米協定調印に際し県民の決意を表明する決議」を含む。

1971/3 1971/9 北米第一課

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から同年12月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的には，日本弁
護士連合会の沖縄の公用地等の暫定使用に関する声明及び国内関連法案に関する報告書，復帰措置に関
する琉球政府の建議書，衆議院沖縄返還協定特別委員会における曽祢議員に対する総理答弁，米軍の岩

10 2011-0700 日米関係（沖縄返還）46

する琉球政府の建議書，衆議院沖縄返還協定特別委員会における曽祢議員に対する総理答弁，米軍の岩
国基地に関する質問主意書（社会党楢崎衆議院議員），沖縄返還協定・沖縄復帰に伴う関連特別措置法案
に関する衆・参両院委員会の公聴会関係，衆議院本会議における福永議員の賛成討論要旨，衆参両院にお
ける沖縄返還協定及び関連法案の可決，官房長官談話，非核兵器及び沖縄米軍基地縮小に関する衆議院
特別委員会決議と総理発言案，沖縄現地紙の反響，沖縄国会対策関係各種資料（国会議事録の整理，返還
協定に関する野党等の批判）に関する文書を含む。

1971/8 1971/12 北米第一課

11 2011-0701 日米関係（沖縄返還）44

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から同年11月までの沖縄返還協定に関する米国議会関係委員会の聴聞
会に関する文書を収録。具体的には，返還協定の議会上院へ送付するニクソン大統領の書簡，上院審議の
見通しに関する米側関係者の発言，返還協定の上院提出に関するホワイト・ハウス記者会見，上院外交委員
会聴聞会議事録，上院軍事委員会討議記録，上院審議に関する新聞報道・論調，下院歳出委員会聴聞会記
録，下院軍事委員会聴聞会記録に関する文書を含む。

1971/8 1971/11 北米第一課

12 2011-0693 沖縄関係1

本ファイルは，1973（昭和48）年7月12日から1974（昭和49）年3月28日までの沖縄返還に関する文書を収録。
具体的には，（1）沖縄におけるヴォイス・オブ・アメリカ（VOA）中継局について（郵政省電波監理局長発外務
省アメリカ局長宛公信），（2）沖縄におけるヴォイス・オブ・アメリカ中継局について（回答）（外務省アメリカ局
長発郵政省電波監理局長宛公信），（3）沖縄VOA中継局の運営に関する日米予備協議記録に関する文書を
含む。

1973/7 1974/3 北米第一課

13 2011-0695 沖縄関係12
本ファイルは，1976（昭和51）年9月のヴォイス・オブ・アメリカ（VOA）沖縄中継局運営停止問題に関する日米
非公式協議の報告を収録。

1976/9 1976/9 北米第一課

14 2011-0698 沖縄関係10

本ファイルは，1978（昭和53）年5月における沖縄開発庁作成文書で，米国施政権下において沖縄が被った被
害のうち沖縄返還協定により対米請求権が放棄された被害問題の処理に関する関係省庁連絡会議（第1回）
文書を収録。具体的には，（1）国会答弁抜粋，（2）沖縄の対米請求権問題の処理に関する連絡会議要綱
（案），（3）沖縄におけるいわゆる対米放棄請求権問題について，（4）対米請求権放棄にかかる法律上の見

1978/5 1978/5 北米第一課
（案），（3）沖縄におけるいわゆる対米放棄請求権問題について，（4）対米請求権放棄にかかる法律上の見
解（案），（5）対米放棄請求権問題のうち漁業関係事案の処理状況に関する文書を含む。

15 B'.5.1.0.J/U3-1-2
日米安全保障条約関係一件　第三条
に基づく行政協定関係　刑事裁判権
条項改正関係（第17条）　第1巻

本ファイルは，1953（昭和28）年3月から同年10月までの日米間の改正交渉に関する文書を収録。本件ファイ
ルの内容は，全ページの電子画像データを8月26日に外務省ホームページで公表済み。

1953/3 1953/10 日米地位協定室

16 B'.5.1.0.J/U3-1-2
日米安全保障条約関係一件　第三条
に基づく行政協定関係　刑事裁判権
条項改正関係（第17条）　第2巻

本ファイルは，1953（昭和28）年3月から同年10月までの本件改定交渉に従事していた条約局参事官の手持
ち文書等を収録。本件ファイルの内容は，全ページの電子画像データを8月26日に外務省ホームページで公
表済み。

1953/3 1953/10 日米地位協定室
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17 B'.5.1.0.J/U3-1-2
日米安全保障条約関係一件　第三条
に基づく行政協定関係　刑事裁判権

本ファイルは，1953（昭和28）年3月から同年10月までの本件改定交渉の開始からその署名までの関連文書
を収録。本件ファイルの内容は，全ページの電子画像データを8月26日に外務省ホームページで公表済み。

1953/3 1953/10 日米地位協定室17 B'.5.1.0.J/U3-1-2 に基づく行政協定関係　刑事裁判権
条項改正関係（第17条）　第3巻

を収録。本件ファイルの内容は，全ページの電子画像データを8月26日に外務省ホームページで公表済み。
1953/3 1953/10 日米地位協定室

18 2011-0717 日中国交正常化

本ファイルは，1955（昭和30）年4月から1968（昭和43）年3月までの日中国交正常化問題に関する文書を収
録。具体的には，我が国政・財界関係者と中共側要人との会談記録の他，我が国と中共との実務関係（記者
交換，漁業，電波管理規制，気象協定，LT貿易事務所駐在員問題）に関する経緯説明資料，当時の米中関
係に関する調書を含む。

1955/4 1968/3 中国・モンゴル課

19 2011-0716 日中国交正常化
本ファイルは，1965（昭和40）年9月から1972（昭和47）年7月までの日中国交正常化問題に関する文書を収
録。具体的には，将来の中国との国交正常化交渉を想定しての法律上および事実上の問題点を整理・検討
した際の各種資料を含む。

1965/9 1972/7 中国・モンゴル課

20 2011-0719 日中国交正常化
本ファイルは，1968（昭和38）年4月から1971（昭和46）年7月までの日中国交正常化問題に関する文書を収
録。具体的には，カナダ，イタリア，ベルギー，クウェート等各国の中共承認問題，わが国の中国政策検討の
現状，米国の対中政策，国府（台湾）内部の政治情勢，台湾の法的地位等に関する調書・資料を含む。

1968/4 1971/7 中国・モンゴル課

21 2011-0707 日中国交正常化
本ファイルは，1969（昭和44）年1月から1971（昭和46）年6月までの日中国交正常化問題に関する文書を収
録。具体的には，ベルギーの中共承認問題をめぐる同国内の動向や各国の反応に関する報告を含む。

1969/1 1971/6 中国・モンゴル課21 2011-0707 日中国交正常化
録。具体的には，ベルギーの中共承認問題をめぐる同国内の動向や各国の反応に関する報告を含む。

1969/1 1971/6 中国・モンゴル課

22 2011-0709 日中国交正常化
本ファイルは，1970（昭和45）年5月から1971（昭和46）年 4月までの日中国交正常化問題に関する文書を収
録。具体的には，1970（昭和45）年11月に行われたイタリアの中共承認に関する当省による非公式見解の発
表や各国政府・プレスの反応についての報告を含む。

1970/5 1971/4 中国・モンゴル課

本ファイルは，1970（昭和45）年10月から同年11月までの日中国交正常化問題に関する文書を収録。具体的
23 2011-0708 日中国交正常化

本ファイルは，1970（昭和45）年10月から同年11月までの日中国交正常化問題に関する文書を収録。具体的
には，同年10月に行われたカナダの中共承認に関する各国のプレス報道ぶりを中心とした反応についての
文書を含む。

1970/10 1970/11 中国・モンゴル課

24 2011-0721 田中総理中国訪問

本ファイルは，1971(昭和46)年9月から1973(昭和48)年2月までの田中総理の中国訪問に関する文書を収録。
具体的には，地方自治体等からの日中国交正常化促進に関する請願書，北京における同交渉を記録した田
中総理・周総理会談録及び大平外相・姫外交部長会談録，日中首脳会談に関する二階堂官房長官の対邦
人記者ブリーフ，日中共同声明に関する大平外相の対プレス説明，田中総理の帰国の際のステートメント，
同総理の訪中概要を取り纏めた資料，日中正常化交渉に関する大平外相の講演録，第70回国会における同

1971/9 1973/2 中国・モンゴル課
同総理の訪中概要を取り纏めた資料，日中正常化交渉に関する大平外相の講演録，第70回国会における同
総理の所信表明演説及び大平外相の外交演説，並びに同総理の訪中時におけるスピーチ・テキスト等を含
む。

25 2011-0710 日中国交正常化
本ファイルは，1972（昭和47）年6月から同9月までの日中国交正常化問題に関する文書を収録。具体的に
は，新聞報道ぶりや任国政府高官の内話等の日中国交正常化に対する各国の反応に関する文書を含む。

1972/6 1972/9 中国・モンゴル課

26 2011-0715 日中国交正常化
本ファイルは，1972（昭和47）年7月から同10月までの日中国交正常化問題に関する文書を収録。具体的に
は，北京における日中国交正常化交渉の時期における台湾側の反応に関する文書を含む。

1972/7 1972/10 中国・モンゴル課

3
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27 2011-0718 日中国交正常化

本ファイルは，1972（昭和47）年7月から同9月までの日中国交正常化問題に関する文書を収録。具体的に
は，日中国交正常化交渉（田中訪中）を間近に控えた段階における米国及び国府（台湾）のプレス報道ぶりの

1972/7 1972/9 中国・モンゴル課27 2011-0718 日中国交正常化
は，日中国交正常化交渉（田中訪中）を間近に控えた段階における米国及び国府（台湾）のプレス報道ぶりの
他，先方政府高官と我が方との会談記録，在台邦人の反応等など米，台湾における反応に関する文書を含
む。

1972/7 1972/9 中国・モンゴル課

28 2011-0711 日中国交正常化

本ファイルは，1972（昭和47）年8月から1973年（昭和48）年1月までの日中国交正常化問題に関する文書を収
録。具体的には，各国の反応に関する文書として，椎名特使の訪台を中心とした国府（台湾）の反応，主要国
への事前通報に対する任国政府の反応，在台在留邦人の反応，在台北大使館からの関係断絶で生ずるで
あろう事態に関する報告，現地華僑団体による抗議文及びプレスの報道ぶりに関する報告を含む。

1972/8 1973/1 中国・モンゴル課

あろう事態に関する報告，現地華僑団体による抗議文及びプレスの報道ぶりに関する報告を含む。

29 2011-0714 日中国交正常化
本ファイルは，1972（昭和47）年9月から同年10月までの日中国交正常化問題に関する文書を収録。具体的
には，諸外国の政府関係者の反応やプレスの報道ぶり，現地華僑団体等の抗議活動に関する各在外公館
からの報告を含む。

1972/9 1972/10 中国・モンゴル課

30 2011-0712 日中国交正常化
本ファイルは，1972（昭和47）年9月から1973（昭和48）年1月までの日中国交正常化問題に関する文書を収
録。具体的には，アジア諸国に派遣した我が方特使と任国政府要人との会談記録，米政府関係者の内話，
諸外国の反応に関する文書を含む。

1972/9 1973/1 中国・モンゴル課

31 2011-0713 日中国交正常化
本ファイルは，1972（昭和47）年9月から同10月までの日中国交正常化問題に関する文書を収録。具体的に
は，諸外国におけるプレス報道ぶりや現地華僑団体等による抗議活動に関する報告を含む。

1972/9 1972/10 中国・モンゴル課
は，諸外国におけるプレス報道ぶりや現地華僑団体等による抗議活動に関する報告を含む。

32 2011-0720 日中国交正常化

本ファイルは，1972（昭和47）年10月から1973（昭和48）年11月までの日中国交正常化問題に関する文書を収
録。具体的には，正常化に基づく各種実務関係構築に向けた日中間の折衝及び台湾との関係の調整に関す
る文書，特に，台湾航空機の取り扱いを含む航空協定締結問題が両国間の最重要懸案として浮上してきたこ
とを背景とした，国会関係者を含む両国要人間の会談記録や中国側要人に宛てた田中総理，大平外相親書
を含む。

1972/10 1973/11 中国・モンゴル課

33 2011-0726 福田総理東南アジア諸国訪問

本ファイルは，1977（昭和52）年4月から同年7月までの第2回ASEAN首脳会談と総理歴訪に関する文書を収
録。具体的には，同年5月9日付報道課作成「園田大臣臨時代理記者懇談要旨」，同年5月10日付地域政策
課作成「福田総理の東南アジア訪問について」，我が方大使館からのASEAN首脳会議及び福田総理のマ
レーシア訪問等に関する報告（当国新聞論調）等の文書を含む。

1977/4 1977/7 地域政策課

34 2011-0344 福田総理東南アジア諸国訪問
本ファイルは，1977年（昭和52）年8月の福田総理の東南アジア諸国歴訪に関する同年6月から同年8月まで
の文書を収録。具体的には，本訪問に先立ち開催された4回の勉強会（初回は外務省関係者のみ，二回目以
降は総理出席の下で開催された）で使用・配布された外務省関係局作成調書等を含む。

1977/6 1977/8 地域政策課

本ファイルは，1977年（昭和52）年8月の福田総理の東南アジア諸国歴訪に関する同年7月から同年8月まで

35 2011-0345 福田総理東南アジア諸国訪問

本ファイルは，1977年（昭和52）年8月の福田総理の東南アジア諸国歴訪に関する同年7月から同年8月まで
の文書を収録。具体的には，マレーシア，インドネシア訪問に係わる関係在外公館との日程・行事内容準備
過程，首脳会談・閣僚会談記録報告，関係在外公館長所感報告，歓迎晩餐会スピーチ要旨，外交団等の評
価，及び日本とＡＥＡN域外国たるオーストラリア・ニュージーランドとの首脳会談を含む。

1977/7 1977/8 地域政策課

4
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本ファイルは，1977年（昭和52）年8月の福田総理の東南アジア諸国歴訪に関する同年7月から同年8月まで
の文書を収録。具体的には，ビルマ，シンガポール，フィリピン，タイ4カ国訪問に係る，首脳会談報告，歓迎

36 2011-0722 福田総理東南アジア諸国訪問
の文書を収録。具体的には，ビルマ，シンガポール，フィリピン，タイ4カ国訪問に係る，首脳会談報告，歓迎
晩餐会スピーチ・テキスト，日程・議題・共同コミュニケ，宿舎部屋割り・配車・夫人日程・空港行事，歴訪の評
価・成果のほか，日本・マレーシア首脳会談報告，福田総理・マルコス・フィリピン大統領の二者会談議事録を
含む。

1977/7 1977/8 地域政策課

本ファイルは，1977（昭和52）年7月の福田総理の東南アジア諸国訪問に際し作成された東南アジア諸国関係
37 2011-0723 福田総理東南アジア諸国訪問

本ファイルは，1977（昭和52）年7月の福田総理の東南アジア諸国訪問に際し作成された東南アジア諸国関係
資料を収録。具体的には，同年7月アジア局作成「各国あれこれ（インドネシア，シンガポール，マレーシア，ビ
ルマ，フィリピン，タイ）」，同年7月アジア局作成「各国要人の略歴と横顔」等の文書を含む。

1977/7 1977/7 地域政策課

38 2011-0724 福田総理東南アジア諸国訪問

本ファイルは，1977（昭和52）年7月から同年8月までの第2回ASEAN首脳会談とこの機会に行われた福田総
理の東南アジア訪問の準備段階及びマレーシア滞在中の文書を収録。具体的には，同年7月14日付アジア
局作成調書「対ASEAN外交推進の意義」，同年8月8日付マレーシア大使発来電「日本・ASEAN首脳会議」， 1977/7 1977/8 地域政策課38 2011-0724 福田総理東南アジア諸国訪問 局作成調書「対ASEAN外交推進の意義」，同年8月8日付マレーシア大使発来電「日本・ASEAN首脳会議」，
「総理東南アジア諸国訪問（日・ASEAN共同声明）」，総理の東南アジア訪問に関する各在外公館からの報告
（現地の報道ぶり），各国首脳のオープニング・スピーチ等の文書を含む。

1977/7 1977/8 地域政策課

39 2011-0727
日・ビルマ関係（福田総理東南アジア
諸国訪問）

本ファイルは，1977（昭和52）年7月から同年8月までの福田総理のＡＳＥＡＮ及びビルマ訪問に関する文書を
収録。具体的には，同年8月10付「福田総理のミンガラドン空港到着時ステートメント（仮訳）」，「フクダ総理，
ネ・ウイン大統領会談（プレス，記者ブリーフ）」，「フクダ総理，マウン・マウン・カ首相会談（プレス，記者ブリー 1977/7 1977/8 南東アジア第一課39 2011-0727 諸国訪問）
ネ・ウイン大統領会談（プレス，記者ブリーフ）」，「フクダ総理，マウン・マウン・カ首相会談（プレス，記者ブリー
フ）」及び「日メン外相会談（プレス・記者ブリーフ）」に関する在ビルマ大使からの報告，8月18日付「福田総理
のマニラにおけるスピーチ（わが国の東南アジア政策）」等の文書を含む。

1977/7 1977/8 南東アジア第一課

40 2011-0725 福田総理東南アジア諸国訪問

本ファイルは，1977（昭和52）年8月から同年9月までの第2回ASEAN首脳会議とその際に行われた総理の東
南アジア歴訪に関する文書を収録。具体的には，同年8月19日付外務省作成「福田総理の東南ア歴訪の成
果」，同年8月9日付外務省作成「福田総理とASEAN首脳との会談について（8月9日閣議における鈴木外務大
臣臨時代理発言要旨）」，ASEAN首脳会談に関する各在外公館からの報告（社説等報道ぶり）」等の文書を

1977/8 1977/9 地域政策課
臣臨時代理発言要旨）」，ASEAN首脳会談に関する各在外公館からの報告（社説等報道ぶり）」等の文書を
含む。

41 E'.2.3.1.17-7
日米貿易経済合同委員会関係　第１
回小委員会（1968.1）

本ファイルは，1973（昭和48）年1月に開催された日米貿易経済合同委員会第1回小委員会に関する文書を収
録。具体的には，日米貿易経済合同委員会小委員会に関する擬問擬答，同小委員会議事概要を含む。

1968/1 1968/2 北米第二課

42 2011-0327 日米貿易経済合同委員会（第9回）

本ファイルは，1973（昭和48）年7月に開催された第9回日米貿易経済合同委員会に関する文書を収録。具体
的には，（１）日米貿易経済合同委員会開催期日・米側出席閣僚・議題・個別会談日程についての米側との調
整に関する文書，（２）同委員会に出席する米側閣僚の略歴，（３）同委員会議事日程案原稿，（４）ロジャーズ
米国務長官の羽田空港到着時の挨拶文・大平正芳外務大臣の同委員会開幕時のステートメント（英文）を含
む。

1973/3 1975/3 北米第一課

本ファイルは，1973（昭和48）年6月から同年7月までの日米貿易経済合同委員会の共同コミュニケ作成に関
43 E'.2.3.1.17-10-5

日米貿易経済合同委員会関係　第9
回委員会（１９７３．７）　共同コミュニケ

本ファイルは，1973（昭和48）年6月から同年7月までの日米貿易経済合同委員会の共同コミュニケ作成に関
する文書を収録。具体的には，同年7月17日付の和文及び英文の共同声明及び共同声明最終版に至る和英
両文の初稿から最終稿までの案文を含む。

1973/6 1973/7 北米第二課
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日米貿易経済合同委員会関係　第9

本ファイルは，1973（昭和48）年6月から同年7月までの日米貿易経済合同委員会第9回委員会における総理
ブリーフ用資料及びロジスティックス関連文書を収録。具体的には，総理ブリーフ用資料には，両国の貿易経

44 E'.2.3.1.17-10-6
日米貿易経済合同委員会関係　第9
回委員会（1973.7）　資料　第1巻

ブリーフ用資料及びロジスティックス関連文書を収録。具体的には，総理ブリーフ用資料には，両国の貿易経
済関係，米側対日批判とわが方の対処振り，資本自由化，輸入拡大措置，海運問題，航空問題，政府調達，
ダンピング及び相殺関税関連文書を含む。また，ロジスティクスに関しては，双方出席閣僚及び夫人略歴，日
程，接遇，議事日程等の文書を含む。

1973/6 1973/7 北米第二課

45 2011-0728 日米貿易／対米国綿製品輸出

本ファイルは，1959（昭和34）年5月から1961（昭和36）年9月までの繊維製品の対米輸出に関する文書を収
録。具体的には，米国被服業界の輸入制限運動及び綿製品の輸入制限に関する米紙報道，レインコート用
生地の日本側対米輸出割当に関する米関係業者の要望，別珍の第三国経由米国流入問題，防水性綿布の

1959/5 1961/9 北米第二課45 2011-0728 日米貿易／対米国綿製品輸出
生地の日本側対米輸出割当に関する米関係業者の要望，別珍の第三国経由米国流入問題，防水性綿布の
定義に関する法案の米議会審議情況を含む。

1959/5 1961/9 北米第二課

46 2011-0736 日米貿易／既製服対米国輸出問題

本ファイルは，1964（昭和39）年5月から1967（昭和42）年5月までの日米貿易・既製服対米輸出問題に関する
文書を収録。具体的には，日本製既製服対米輸出急増に関する米紙報道，既製服の対米輸出に係る米労
働省からの日米協議要請，既製服の対米輸出に関するワーツ米労働長官と武内大使の懇談（以上在米大使
館報告），既製服輸入制限問題（米合同衣料労働組合等の動向），日本製既製服の販売状況調査結果（以上

1964/5 1967/5 北米第二課
館報告），既製服輸入制限問題（米合同衣料労働組合等の動向），日本製既製服の販売状況調査結果（以上
在NY総領事館報告），経済局作成調書「男子既製服（men’s　suits）の対米輸出問題」，経済局作成調書資
料「経済局特別情報」を含む。

47 2011-0729 日米貿易／綿製品問題

本ファイルは，1965（昭和40）年2月から同年9月までの日米貿易・綿製品問題に関する文書を収録。具体的
には，日米綿製品取極改訂に関する在ジュネーブ代表部青木大使とブルメンタール米大使との間の交渉に
係る代表部からの報告・意見具申及び本省からの訓令，ケネディ・ラウンド及びＧＡＴＴ貿易交渉委員会・運営
委員会会合での綿製品討議に関するジュネーブ代表部の報告，米国繊維品製造業者協会年次大会におけ

1965/2 1965/9 北米第二課
委員会会合での綿製品討議に関するジュネーブ代表部の報告，米国繊維品製造業者協会年次大会におけ
るＧＡＴＴ事務局長の演説を含む。

48 2011-0730 日米貿易／綿製品問題

本ファイルは，1965（昭和40）年9月から同年11月までの日米貿易・綿製品問題に関する文書を収録。具体的
には，ジュネーブのケネディ・ラウンド交渉の機会を活用した日米綿製品取極改訂に係る在ジュネーブ代表部
青木大使とブルメンタール米大使間の十数回におよぶ交渉に関する代表部からの報告及び請訓並びに本省
の訓令電を含む。

1965/9 1965/11 北米第二課

49 2011-0731 日米貿易／綿製品輸出問題

本ファイルは，1965（昭和40）年11月から1967（昭和42）年4月までの日米貿易・綿製品輸出問題に関する文
書を収録。具体的には，日本海員組合ストライキに伴う規制綿製品の船積延期に関する対米要請，対米輸
出が延期された綿製品のグループ・カテゴリー別明細表，経済局作成調書「日米綿製品問題の現状」，日米
綿製品統計の相違問題を含む。

1965/11 1967/4 北米第二課

50 2011-0329 日米貿易／繊維問題

本ファイルは，1966（昭和41）年1月から1971（昭和46）年2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，「男子既製服の対米輸出問題」及び「化合繊加工糸の米国輸入状況」等の資料，日米繊
維貿易規制問題に関する各種の調書，対処方針案の文書を含む。具体的には，国際会議開催反対について
（米国の繊維品貿易規制問題），繊維輸入規制に関する日本の基本的態度等に関する文書を含む。

1966/1 1971/2 北米第二課

本ファイルは，1967（昭和42）年5月から同年9月までの日米貿易・繊維製品の対日輸入制限に関する文書を

51 2011-0733 日米貿易／対日輸入制限（繊維）

本ファイルは，1967（昭和42）年5月から同年9月までの日米貿易・繊維製品の対日輸入制限に関する文書を
収録。具体的には，繊維輸入制限法案に関連した議会の動静に関する在米大使館報告，繊維品輸入制限法
案等に関する米国紙報道（在ニューオリンズ総領事館報告），米議会に上程された繊維品輸入制限法案に対
する共同行動に係る在京英国大使館からの打診，米繊維産業の日本からの人造繊維品輸入制限の動きに
関する宮沢経企庁長官とホワイトＧＡＴＴ事務局長との書簡の交換などを含む。

1967/5 1967/9 北米第二課

6



平成２３年１２月２２日外交記録公開　概要

№
管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始年月
ファイル期間

終了年月
原主管課室

52 2011-0732 日米貿易／綿製品輸出問題
本ファイルは，1967（昭和42）年5月から同年10月までの日米貿易・綿製品輸出問題に関する文書を収録。具
体的には，日米綿製品取極交渉に関する在米大使館報告，日米綿製品輸出入統計の相違に関する在米大 1967/5 1967/10 北米第二課52 2011-0732 日米貿易／綿製品輸出問題 体的には，日米綿製品取極交渉に関する在米大使館報告，日米綿製品輸出入統計の相違に関する在米大
宛訓令，日米綿製品輸出入統計相違問題に関する日本綿糸布輸出組合作成資料を含む。

1967/5 1967/10 北米第二課

53 2011-0341 米国・諸外国間綿製品取極

本ファイルは，米国がわが国を含む諸外国との間で締結した綿製品の対米輸出規制協定・取極に関する
1967（昭和42）年8月から1970（昭和45）年10月までの間の文書を収録。具体的には，GATT第24会期での米
特別通商代表演説英文テキスト，GATT綿繊維委員会に提出された米国の綿製品貿易・生産統計，米国が

1967/8 1970/10 北米第二課53 2011-0341 特別通商代表演説英文テキスト，GATT綿繊維委員会に提出された米国の綿製品貿易・生産統計，米国が
GATT事務局長に伝達した米国と諸外国間の綿製品対米輸出規制協定英文テキスト（22カ国分）を含む。

54 2011-0734 日米綿製品取極

本ファイルは，1968（昭和43）年2月から同年12月までの日米綿製品取極めに関する文書を収録。具体的に
は，分類表示の修正に関する日米綿製品作業部会ワシントン会合報告電・議事録，日本綿製品統計不突合
問題に関する日米間の折衝，日米綿製品取極合衆国関税率表への移行に関する口上書（日米書簡・訳
文），日米綿製品貿易取極の一部改正に関する取極（交換公文）を含む。

1968/2 1968/12 北米第二課

文），日米綿製品貿易取極の一部改正に関する取極（交換公文）を含む。

55 2011-0735 米国繊維品貿易規制問題

本ファイルは，1968（昭和43）年4月から1969（昭和44）年5月までの米国繊維品貿易輸入規制問題の米国内
外の動きに関する文書を収録。具体的には，日本絹化繊輸出組合米国駐在員報告，中山在ジュネーブ代表
部大使の事務連絡信，ニクソン大統領訪欧についての現地公館からの報告及び米国関係者等の関連情報，
繊維品貿易規制問題等に関する愛知外相の発言要旨案等を含む。

1968/4 1969/5 北米第二課

56 2011-0737 米国繊維品貿易規制問題

本ファイルは，1968（昭和43）年4月から同年12月までの米国における繊維品貿易規制問題に関する文書を
収録。具体的には，繊維輸入割当に関するホリングス上院議員法案及び1968年輸入規制法案の審議状況，
繊維輸入制限に関するハンフリー書簡（在米大使館報告），米国繊維産業の諸問題，繊維輸入制限，繊維品
国際取極に関するニクソン候補の公約（以上在NY総領事館報告），繊維品輸入制限に関するミルズ米下院
歳入委員長発言，繊維品輸入割当法案否決の反響，繊維輸入制限に関するニクソン声明に対するサウスカ
ロライナ州選出議員等の反響，ニクソン候補のサウスカロライナ州遊説に際しての繊維輸入問題に対する態

1968/4 1968/12 北米第二課

ロライナ州選出議員等の反響，ニクソン候補のサウスカロライナ州遊説に際しての繊維輸入問題に対する態
度，ニクソン政権による繊維輸入制限措置に対する米繊維業界の期待（以上，現地紙報道を纏めた在
ニュー・オルリンズ総領事館報告）を含む。

本ファイルは，米国による繊維製品の輸入規制に関する1969（昭和44）年1月から同年12月までの間の文書
を収録。具体的には，同年1月21日のニクソン政権による繊維製品の輸入規制に関する米紙報道，繊維製品

57 2011-0343 米国繊維品貿易規制問題
を収録。具体的には，同年1月21日のニクソン政権による繊維製品の輸入規制に関する米紙報道，繊維製品
輸入規制に関する同年1月27日のミルズ米下院歳入委員長の演説に関する在米日本大使館報告，同年2月6
日のニクソン大統領記者会見発言，繊維製品自主規制に関するエルスワース米大統領補佐官見解に関する
在米日本大使館報告，米国の繊維品輸入規制に関する我が方の立場（在米日本大使館宛訓令）を含む。

1969/1 1969/12 北米第二課

58 2011-0328 日米貿易／綿製品輸出問題
本ファイルは，1969（昭和44）年1月から同年2月までの日米綿製品輸出問題に関する文書を収録。具体的に
は，日米綿製品統計不突合（綿製品の米国輸入統計分類問題）について在米大使館との来往電及び綿製品 1969/1 1969/2 北米第二課58 2011-0328 日米貿易／綿製品輸出問題 は，日米綿製品統計不突合（綿製品の米国輸入統計分類問題）について在米大使館との来往電及び綿製品
統計資料を含む。

1969/1 1969/2 北米第二課
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№
管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始年月
ファイル期間

終了年月
原主管課室

本ファイルは，1969（昭和44）年3月から1970年（昭和45）年1月までの期間における日米繊維問題に関する日
米両政府間の折衝等の関連文書を収録。具体的には，上記期間中に佐藤総理の訪米と佐藤・ニクソン日米

59 2011-0333 日米貿易／繊維
米両政府間の折衝等の関連文書を収録。具体的には，上記期間中に佐藤総理の訪米と佐藤・ニクソン日米
首脳会談が行われた（昭和44年11月19日～21日）ところ，同首脳会談の前後に2回にわたる日米繊維問題に
関する予備会談，第2回予備会談の後の米側からの日米首脳会談のフォローアップと事態の速やかな収拾を
図るための対案の提案を含む。

1969/3 1970/1 北米第二課

60 2011-0331 日米貿易／繊維問題

本ファイルは，1969（昭和44）年3月から同年11月までの日米繊維品貿易規制に関する各種文書を収録。具
体的には，スタンズ米商務長官一行の訪日日程・議題等の外務大臣発在米大使宛往電，日米繊維専門家会

1969/3 1969/11 北米第二課60 2011-0331 日米貿易／繊維問題
体的には，スタンズ米商務長官一行の訪日日程・議題等の外務大臣発在米大使宛往電，日米繊維専門家会
議日程及び対処方針，繊維輸出規制問題に関する国会での政府答弁要旨公信，熊谷通産次官とトレザイス
米国務次官補との会談要旨，ジュネーブで開催の日米繊維予備会談日程・対処方針等の関係文書を含む。

1969/3 1969/11 北米第二課

61 2011-0342 米国繊維品貿易規制問題

本ファイルは，1969（昭和44）年3月から1971（昭和46）年12月までの間の日米繊維問題に関する文書を収
録。具体的には，ニクソン大統領が議会に提出した通商法案に関する報告，繊維問題に関するジャヴィッツ
上院議員の日米協会に於ける演説テキスト，繊維問題に関する米上院本会議議事録，繊維問題に関する米
紙報道（ジャーナル・オブ・コーマス，ワシントンポスト，ＮＹタイムズ，ステーツ，ヒューストン・クロニカル，シカ

1969/3 1971/12 北米第二課
紙報道（ジャーナル・オブ・コーマス，ワシントンポスト，ＮＹタイムズ，ステーツ，ヒューストン・クロニカル，シカ
ゴ・サンタイムズ他）を含む。

62 2011-0330 日米貿易／繊維問題

本ファイルは1969（昭和44）年11月から同年12月までジュネーブで開催された日米繊維予備会談に関する文
書を収録。具体的には，第１回予備会談に関する対処方針，予備会談要旨報告，中山在ジュネーブ代表部
大使と米国グリーンワルド大使及びロングGATT事務局長との懇談，第２回予備会談に際しての中山大使の
意見具申及び対処方針案，同時期にジュネーブで開催された米中，米韓繊維製品規制会議についての情報
等の来往電を含む。

1969/11 1969/12 北米第二課

等の来往電を含む。

63 2011-0337 日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年9月22日から同年10月31日までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体
的には，佐藤総理とニューヨーク財界人との午餐会，植村経団連会長とロックフェラー，ケンドールとの個別
会談，日米繊維問題についての総理・外相・牛場大使・植村会長との累次にわたる協議結果についての電
信，愛知・ロジャーズ会談報告電，日米繊維問題と4カ国会合についてロング事務局長・在寿府代館員との意
見交換，繊維問題についての中山大使・ロング局長の電話会談，ダーレンドルフ委員の訪米報告と米・ＥＥＣ

1970/10 1970/10 北米第二課

見交換，繊維問題についての中山大使・ロング局長の電話会談，ダーレンドルフ委員の訪米報告と米・ＥＥＣ
関係，ガット4カ国会合等について独経済省の情報，現地紙論調報告等を含む。

64 2011-0334 日米繊維問題

本ファイルは，1970（昭和45）年11月から同年12月までの日米繊維問題に関する文書を収録。具体的には，
日本側提案（11月24日及び12月1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及
び請訓，愛知大臣の訓令，牛場大使・ミルズ下院議員との会談，11月24日の米側堤案に対する条約課コメン
ト，日本繊維産業連盟の個別品目規制に対する反対声明，（自主規制に関する）Memorandum of

1970/11 1970/12 北米第二課
ト，日本繊維産業連盟の個別品目規制に対する反対声明，（自主規制に関する）Memorandum of
Understanding試案ほかフラニガン提案等の英文資料，日米繊維交渉に臨む我が方の考え方及び通商法案
と繊維交渉の関係についての調書等を含む。

65 2011-0338 日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年11月3日から同年11月14日までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体
的には，（1）11月9日の牛場駐米大使とフラニガン大統領補佐官との会談要旨及び業界の動きをふまえたわ
が方の考え方，（2）日米繊維問題に関する国内業界との折衝等について外務省及び通産省幹部との懇談要
旨，（3）11月14日の佐藤総理，福田大臣，宮沢大臣，保利官房長官，木村同副長官による日米繊維問題に

1970/11 1970/11 北米第二課
旨，（3）11月14日の佐藤総理，福田大臣，宮沢大臣，保利官房長官，木村同副長官による日米繊維問題に
関する協議要旨及び佐藤総理裁断による交渉開始の方針決定と提案を含む。
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№
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ファイル期間
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ファイル期間
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66 2011-0340 日米綿製品取極／長期取極延長

本ファイルは，1970（昭和45）年12月から1971（昭和46）年10月までの日米綿製品取極，綿製品の国際貿易に
関する長期取極（ＬＴＡ）再延長に関する文書を収録。具体的には，日米綿製品取極の暫定延長に関する吉
野公使・トレザイス国務次官補会談，暫定延長に関する交換書簡等についての在米大使館員と国務省係官 1970/12 1971/10 北米第二課66 2011-0340 日米綿製品取極／長期取極延長 野公使・トレザイス国務次官補会談，暫定延長に関する交換書簡等についての在米大使館員と国務省係官
との会談，署名済の日米交換書簡，米国と韓国・香港・中国との綿製品取極の延長，ＬＴＡ再延長議定書の受
諾及び日・ＥＥＣ綿製品取極の署名等を含む。

1970/12 1971/10 北米第二課

67 2011-0336 日米繊維問題

本ファイルは，1970（昭和45）年12月から1971（昭和46）年1月までの日米繊維問題に関する文書を収録。具
体的には，牛場大使・フラニガン補佐官会談，12月11日の米側提案，佐藤総理・愛知大臣・宮沢大臣・保利官
房長官の4者会談による交渉妥結のための方針，米側提案の概要・問題点についての調書，安川外務審議
官の繊維問題解決私案，牛場大使私案および要点，フラニガン補佐官発植村経団連会長宛書簡写等を含

1970/12 1971/1 北米第二課
官の繊維問題解決私案，牛場大使私案および要点，フラニガン補佐官発植村経団連会長宛書簡写等を含
む。

68 2011-0738 日米繊維問題

本ファイルは，1971（昭和46）年9月から1972（昭和47）年3月までの日米繊維問題に関する文書を収録。具体
的には，繊維輸出規制に関する了解覚書に基づく輸出数量枠公表処分禁止請求に関する日本繊維連盟の
訴状，対米輸出申請に対する不承認処分禁止命令請求に関する全国繊維産業労働組合同盟の訴状，繊維
訴訟関係に関し東京地方裁判所に提出の準備書面，繊維製品の対米輸出に関する数量枠設定公表処分等
禁止命令請求事件答弁書（第三次案），特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部改正法律案要綱，対米繊

1971/9 1972/3 北米第二課

禁止命令請求事件答弁書（第三次案），特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部改正法律案要綱，対米繊
維輸出規制に係る特別措置の閣議決定，繊維工業審議会の答申を含む。

69 2011-0332 日米貿易／繊維問題

本ファイルは，1974（昭和49）年8月から1979（昭和54）年1月までの日米繊維問題に関する文書を収録。具体
的には，日米繊維取極のガット繊維監視機関（ＴＳＢ）への通報，日本製人造繊維（インプレッション・ファブリッ
クス）のダンピング問題，日・米・ＥＣ非公式繊維協議，化合繊ニットの輸出枠の増大問題，ガット繊維委員会
におけるＭＦＡ延長問題，子供服等への繊維難燃性添加剤（ＴＲＩS）使用禁止，綿・毛繊維製品等の米商務省
資料等を含む。

1974/8 1979/1 北米第二課

資料等を含む。

70 2011-0339 日米繊維取極

本ファイルは，1974（昭和49）年から1975（昭和50）年までの日米繊維品取極に関する各種文書を収録。具体
的には，（1）「日本国とアメリカ合衆国との間の綿製品，毛製品及び人造繊維製品の貿易に関する日本国政
府とアメリカ合衆国政府との間の取極に関する書簡の交換に関する閣議請議について」の公信案及び別紙，
（2）上記閣議請議に対する内閣総理大臣臨時代理発公信，（3）上記書簡交換に関する告示案（外務省告示
第32号）（官報掲載1975（昭和50）年2月25日）及び1975(昭和50)年2月25日付官報を含む。

1974/9 1975/12 経済条約課

第32号）（官報掲載1975（昭和50）年2月25日）及び1975(昭和50)年2月25日付官報を含む。

71 2011-0739 日米繊維取極

本ファイルは，1975（昭和50）年12月から1982（昭和57）年8月までの日米繊維取極に関する文書を収録。具
体的には，日米綿製品・毛製品・人造繊維製品の貿易に関する取極の一部改正に関する交換公文（閣議請
議，告示），日米綿製品・毛製品・人造繊維製品の貿易に関する取極に関する交換公文（閣議請議，告示），
日米綿製品・毛製品・人造繊維製品の貿易に関する取極の延長等に関する交換公文（閣議請議，告示，記
事資料）を含む。

1975/12 1982/8 北米第二課

事資料）を含む。

72 2011-0335 日米繊維問題
本ファイルは，1971（昭和46）年11月から1972（昭和47）年1月までの日米繊維問題に関する文書を収録。具
体的には，日本繊維取極に関する全繊同盟による行政訴訟に関する文書等を含む。

1971/11 1972/1 北米第二課

本ファイルは，1967（昭和42）年8月から同12月までの国連第22回総会本会議及び各委員会の討議に関する
文書を収録。具体的には，（1）国連事務総長年次報告（軍縮関係抜粋），（2）今次国連総会一般討論におけ

73 2011-0347 国連第22回総会
文書を収録。具体的には，（1）国連事務総長年次報告（軍縮関係抜粋），（2）今次国連総会一般討論におけ
る軍縮関係発言（纏め），（3）総会本会議及び各委員会における各国代表発言（電報），（4）下田駐米大使・シ
スコ米国務次官補会談，（5）三木外相記者会見，（6）三木外相・グロムイコ・ソ連外相会談，（7）三木外相・
デービット・チェコ外相会談，（8）資料「国連第22回総会審議状況」（その1～13）を含む。

1967/8 1967/12 軍備管理軍縮課

9
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74 2011-0348 国連第23回総会第1委員会
本ファイルは，1968（昭和43）年10月から1969（昭和44）年1月までの国連第23回総会関係の文書を収録。具
体的には，国連第一委員会の軍縮問題審議及び非核保有国会議の議事報告，投票態度請訓，訓令，発言 1968/10 1969/1 軍備管理軍縮課74 2011-0348 国連第23回総会第1委員会 体的には，国連第一委員会の軍縮問題審議及び非核保有国会議の議事報告，投票態度請訓，訓令，発言
テキスト，決議案，報告書を含む。

1968/10 1969/1 軍備管理軍縮課

75 2011-0349 国連第24回総会

本ファイルは，1969（昭和44）年8月から同年11月までの国連第24回総会関係の文書を収録。具体的には，事
務総長年次報告（軍縮関連部分）（国連事務局作成文書：英文），ラテン・アメリカにおける核兵器禁止機関設
置構想（メキシコ代表作成文書：英文），総会議題（国連事務局作成文書：英文），軍縮委員会報告（同）など
の国連文書，日本代表発言集（公開用冊子：英文）を含む。

1969/8 1969/11 軍備管理軍縮課

76 2011-0351 国連軍縮問題／報道
本ファイルは，1969（昭和44）年12月から1970（昭和45）年6月までの国連軍縮問題に関する文書を収録。具
体的には，化学・生物兵器，核拡散防止条約，海底問題，軍縮一般，地下核実験，レーザー爆弾に関する各
種報道記事を含む。

1969/12 1970/6 軍備管理軍縮課

77 2011-0350 国連第28回総会
本ファイルは，1973（昭和48）年7月から1974（昭和49）年4月までの第28回国連総会及び第6回国連特別総会
に関する文書を収録。具体的には，核実験禁止決議案及び軍備競争の経済的・社会的影響に関する決議案 1973/7 1974/4 軍備管理軍縮課77 2011-0350 国連第28回総会 に関する文書を収録。具体的には，核実験禁止決議案及び軍備競争の経済的・社会的影響に関する決議案
等をめぐる各国の動きについての報告を含む。

1973/7 1974/4 軍備管理軍縮課

78 2011-0346 国連第6回特別総会／資源問題
本ファイルは，1974（昭和49）年3月から同年4月までの第6回国連特別総会（資源問題特別総会）に関する文
書を収録。具体的には，各国（低開発国，産油国，アジア・グループ，ＥＣ，ソ連）の動きに関する報告，わが方
首席代表演説，審議状況，主要国代表演説要旨を含む。

1974/3 1974/4 軍備管理軍縮課

79 2011-0742
核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）保障措置
協定

本ファイルは，1968（昭和43）年から1969（昭和44）年までの核兵器不拡散条約（NPT）第3条に基づく保証措
置協定案に関する文書を収録。具体的には，我が方の保障措置協定案についてのトーキングペーパー，国
連局科学課作成「NPTの下でのIAEA保障措置に関する日米話合い経緯」，同「NPT第3条に基づくIAEAとの
保障措置協定について」，同「保障措置問題に関する検討会記録」，同「保障措置に関する米国原子力法に
ついて」を含む。

1968/1 1969/12 不拡散・科学原子力課

80 2011-0740
核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）保障措置
協定

本ファイルは，1969（昭和44）年から1970（昭和45）年までの核兵器不拡散条約に係る保障措置協定案に関
する文書を収録。具体的には，原子力産業会議核防査察調査団作成資料「日本の立場の説明」，在メキシコ
大使館発来信「第一回ラ米核兵器禁止条約機構総会に関する報告書」，国連局科学課作成資料「我が国に
おける核物質の国内規制制度について（保障措置上の観点から）」，国連局科学課長作成「核不拡散条約第
三条に基づく国際原子力機関との保障措置協定について」を含む。

1969/1 1970/12 不拡散・科学原子力課

81 2011-0741
核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）保障措置
協定

本ファイルは，1969（昭和44）年から1970（昭和45）年までの核兵器不拡散条約（NPT）の署名・批准・発効に
関する文書を収録。具体的には，我が方の保障措置協定案についてのトーキングペーパー，各国のNPTの
署名・批准の状況，我が国のNPT署名に対する各国政府の反応・報道振り・論調を含む。

1969/1 1970/12 不拡散・科学原子力課

本ファイルは，1970（昭和45）年4月から同年6月までの核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）に基づく保障措置協定に対
する日本政府の見解に関する文書を収録。具体的には，「第63回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会

82 2011-0743
核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）保障措置
協定

本ファイルは，1970（昭和45）年4月から同年6月までの核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）に基づく保障措置協定に対
する日本政府の見解に関する文書を収録。具体的には，「第63回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会
議事録」，国連局作成「日本の核兵器不拡散条約（NPT）に対する立場（1972年度ストックホルム国際平和研
究所の年次報告）」，同「核兵器不拡散条約（NPT）に関する国会議論」，同「核兵器不拡散条約（NPT）（国連
第28回総会における本件関係審議状況ーその2ー）｣等を含む。

1970/4 1970/6 不拡散・科学原子力課

10
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国際原子力機関との核兵器不拡散条 本ファイルは，1972（昭和47）年から1973（昭和48）年までの国際原子力機関（IAEA）との保障措置協定の署
名・批准等に関する文書を収録。具体的には，我が国とIAEAとの保障措置協定締結のための予備交渉準備

83 2011-0745
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）

名・批准等に関する文書を収録。具体的には，我が国とIAEAとの保障措置協定締結のための予備交渉準備
状況，諸外国の保障措置制度の調査，国連局科学課作成「日本原子力産業会議NPT保障措置問題に関す
る懇談会について」等を含む。

1972/1 1973/12 不拡散・科学原子力課

84 2011-0744
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）

本ファイルは，1972（昭和47）年から1973（昭和48）年までの核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）に基づく保障措置協定
に係る国際原子力機関（ＩＡＥA）と我が国との保障措置協定交渉経緯に関する文書等を収録。具体的には，
我が国とＩＡＥAとの保障措置協定締結のための予備交渉を含む。

1972/1 1973/12 不拡散・科学原子力課
（保障措置協定） 我が国とＩＡＥAとの保障措置協定締結のための予備交渉を含む。

85 2011-0746
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）

本ファイルは，1973（昭和48）年の我が国と国際原子力機関（IAEA）とのNPT保障措置協定締結のための予
備交渉に関する文書を収録。具体的には，日本原子力産業会議作成「NPT保障措置協定問題に関する懇談
会議事要旨」，IAEA事務局提示「IAEAと日本国との間の保障措置協定案・同補足取極案・Facility
Attachment　Outline」，国連局作成「IAEAとのNPT保障措置協定予備交渉について」，国連局科学課作成
「NPT保障措置協定予備交渉における杉原代表発言骨子（案）」を含む。

1973/1 1973/12 不拡散・科学原子力課

「NPT保障措置協定予備交渉における杉原代表発言骨子（案）」を含む。

86 2011-0747
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）

本ファイルは，1973（昭和48）年7月から同年9月までの我が国と国際原子力機関（IAEA）とのNPT保障措置協
定締結のための予備交渉に関する文書を収録。具体的には，IAEAとの保障措置協定関係資料，同年9月のＩ
ＡＥＡ総会に先立つ本件予備協議専門家レベル会合資料を含む。

1973/7 1973/9 不拡散・科学原子力課

87 2011-0748
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）

本ファイルは，1973（昭和48）年9月から同年11月までの我が国と国際原子力機関（IAEA）とのNPT保障措置
協定締結のための予備交渉に関する文書等を収録。具体的には，1973（昭和48）年9月の第3回予備交渉（専
門家レベル）の対処方針及びわが方提出資料，代表団所見，第27回IAEA総会における各国代表演説，「第4
回予備協議」開催（於東京），同予備協議合意文書（イニシャル付），国連局科学課作成調書「第4回NPT保障
措置協定予備交渉（1973年11月）」等を含む。

1973/9 1973/11 不拡散・科学原子力課

88 2011-0749
諸外国・ＩＡＥＡ国際原子力機関との核
兵器不拡散条約（ＮＰＴ）第三条1及び
4の実施協定（保障措置協定）

本ファイルは，1973（昭和48）年11月から1975（昭和50）年1月までの国際原子力機関（IAEA）との核兵器不拡
散条約（NPT）保障措置協定交渉に関する文書等を収録。具体的には，IAEAと我が国の第4回NPT保障措置
協定予備交渉，国連局作成文書「我が国の保障措置制度について」，国連局科学課作成資料「日本原子力
産業会議要望書について」，NPT批准問題に関する国会議事録，日本原子力産業会議の要望書「核兵器不
拡散条約の早期批准について（案）」を含む。

1973/11 1975/1 不拡散・科学原子力課

89 2011-0752
日・ＩＡＥＡ国際原子力機関との核兵器
不拡散条約（ＮＰＴ）第三条1及び4の
実施協定（保障措置協定）

本ファイルは，1974（昭和49）年から1976（昭和51）年までの我が国と国際原子力機関（IAEA）とのNPT保障措
置協定締結のための予備交渉に関する文書を収録。具体的には，75 年2月の第5回予備協議で仮署名され
た本件保障措置協定のIAEA臨時理事会における承認（同年3月），我が国のNPT条約批准に対する各国の
反応・内外マスコミ報道振り，NPT批准書寄託に際しての日本政府声明を含む。

1974/1 1976/12 不拡散・科学原子力課

国際原子力機関との核兵器不拡散条 本ファイルは，1974（昭和49）年から1975年（昭和50）年までの我が国と国際原子力機関（IAEA）とのNPT保障

90 2011-0750
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）

本ファイルは，1974（昭和49）年から1975年（昭和50）年までの我が国と国際原子力機関（IAEA）とのNPT保障
措置協定締結のための予備交渉（75年2月交渉）に関する文書を収録。具体的には，予備交渉対処方針，代
表ステートメント，条文の字句をめぐる具体的交渉のやりとり，いわゆる「ユーラトム並み」待遇問題，イニシャ
ル問題，予備交渉についての記事資料を含む。

1974/1 1975/12 不拡散・科学原子力課

11
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本ファイルは，1974（昭和49）年9月から1975（昭和50）年5月までの我が国と国際原子力機関（IAEA）とのNPT
保障措置協定締結のための予備交渉に関する文書を収録。具体的には，75年2月の第5次予備交渉で仮署

91 2011-0751
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）／予備交渉

保障措置協定締結のための予備交渉に関する文書を収録。具体的には，75年2月の第5次予備交渉で仮署
名（イニシャル）したNPT条約保障措置協定・同付属議定書（プロトコール），産業機密保護に関するIAEA事務
局長書簡，保障措置技術委員会に関するフィッシャーIAEA交渉団長書簡，IAEA臨時理事会での同保障措置
協定の承認，NPT批准に関する原子力委員会の見解及び日本原子力産業会議の提言，我が国・IAEA間保
障措置協定（案）の説明書，NPT条約関係国会答弁資料等を含む。

1974/9 1975/5 不拡散・科学原子力課

本ファイルは，1975（昭和50）年から1977（昭和52）年までの国際原子力機関（IAEA）とのNPT保障措置協定締

92 2011-0754
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定
（保障措置協定）

本ファイルは，1975（昭和50）年から1977（昭和52）年までの国際原子力機関（IAEA）とのNPT保障措置協定締
結のための予備交渉・本交渉及び同協定の国会承認に関する文書を収録。具体的には，「第4回NPT保障措
置協定予備交渉（1973年11月）における日・IAEA合意メモ（仮文）」，保障措置協定，国会承認のために提出し
た「NPT保障措置協定の締結について承認を求めるの件」，邦文・英文協定・同説明書・同説明資料，NPT保
障措置協定の国会提出日程案を含む。

1975/1 1977/12 不拡散・科学原子力課

93 2011-0753
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定

本ファイルは，1976（昭和51）年から1977（昭和52）年までの我が国とIAEAとの間のNPT保障措置協定批准，
1976/1 1977/12 不拡散・科学原子力課93 2011-0753 約（ＮＰＴ）第三条1及び4の実施協定

（保障措置協定）

本ファイルは，1976（昭和51）年から1977（昭和52）年までの我が国とIAEAとの間のNPT保障措置協定批准，
国会提出資料「IAEAと日本との間のNPT保障措置協定案｣（協定和文・英文・説明書・日程表）等を収録。

1976/1 1977/12 不拡散・科学原子力課

94 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第8巻

本ファイルは，1942（昭和17）年10月から1947（昭和22）年12月までの俘虜情報局（旧陸軍省の設置）と終戦
連絡中央事務局（各部復員連絡局）との間で行われた連絡･照会･報告等の文書を収録。具体的には，GHQ
司令部から要求された個人の軍歴・経歴調査・陸軍及び赤十字病院における俘虜の死亡証明書，内外の俘
虜収容所勤務者及び俘虜使用会社勤務者の名簿提出，俘虜取扱規則及び名古屋俘虜収容所に関する照

1942/10 1947/12 官房総務課
事務局主管の部　俘虜関係　第8巻 虜収容所勤務者及び俘虜使用会社勤務者の名簿提出，俘虜取扱規則及び名古屋俘虜収容所に関する照

会，俘虜遺留金等の処理報告を含む。

95 D'.1.3.0.2-7-1-1

本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係（資料）
第10巻

本ファイルは1944(昭和19)年6月から1947（昭和22）年2月までの俘虜情報局と終戦連絡中央事務局との間の
連絡・調査結果等の関連文書を収録。具体的には，俘虜情報局保管の内地各収容所職員名簿の作成経緯，
GHQから要求された軍歴・履歴調査の取扱い，GHQ司令による俘虜情報局職員の追放問題，内地各俘虜収
容所明細表，内外地で取り扱った内外俘虜の数及び死亡数を含む。

1944/6 1947/2 官房総務課

第10巻 容所明細表，内外地で取り扱った内外俘虜の数及び死亡数を含む。

96 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第2巻

本ファイルは，1945(昭和20)年9月から同年11月までのGHQ指令に基づき，内外地における俘虜収容所での
連合国俘虜に対する処遇，及び帰還した俘虜の取扱責任者に対する尋問等に係る「俘虜関係調査中央委員
会」の調査報告等の文書を収録。具体的には，「比島バターン作戦終了後における米比軍俘虜取り扱いに関
する俘虜関係調査中央委員会調書」，「ビルマ方面俘虜関係（含泰緬鉄道）調書」，「内地俘虜収容所におけ

1945/2 1945/12 官房総務課
事務局主管の部　俘虜関係　第2巻 する俘虜関係調査中央委員会調書」，「ビルマ方面俘虜関係（含泰緬鉄道）調書」，「内地俘虜収容所におけ

る俘虜取り扱い状況に関する俘虜関係調査中央委員会第一次調書」等を含む。

97 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第3巻

本ファイルは，1946（昭和21）年1月から同年6月までのGHQと俘虜情報局との間でやりとりされた俘虜関係資
料提出要求・回答に関する文書を収録。具体的には，俘虜収容所勤務者に関する記録（氏名・住所・勤務期
間等），連合国俘虜収容者の取扱い，処遇に関する記録，俘虜情報局作成「各俘虜収容所（抑留者）引き渡し

1946/1 1946/6 官房総務課
事務局主管の部　俘虜関係　第3巻

間等），連合国俘虜収容者の取扱い，処遇に関する記録，俘虜情報局作成「各俘虜収容所（抑留者）引き渡し
人員表」に関する文書等を含む。
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№
管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始年月
ファイル期間

終了年月
原主管課室

本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す 本ファイルは，1947(昭和22)年1月から同年11月までのGHQと俘虜情報局との間で交信された俘虜関係資料

98 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第6巻

本ファイルは，1947(昭和22)年1月から同年11月までのGHQと俘虜情報局との間で交信された俘虜関係資料
の提出要求及び回答に関する文書を収録。具体的には俘虜収容所勤務者に関する記録，俘虜に対する不
適切処遇に関し内地俘虜収容所側での懲罰実施事案の報告，東京憲兵隊より移送した連合軍俘虜名調査
の記録等を含む。

1946/1 1947/4 官房総務課

本ファイルは，1946（昭和21）年1月から1948（昭和23）年10月までの間のGHQ国際検察部（現在の呼称は「国

99 D'.1.3.0.2-7-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　第6巻

本ファイルは，1946（昭和21）年1月から1948（昭和23）年10月までの間のGHQ国際検察部（現在の呼称は「国
際検察局(IPS)）と連絡中央事務局間の来往信を収録。具体的には，戦犯容疑者の逮捕と巣鴨拘置所への移
送要請，俘虜取扱いに関する東條首相書簡提出要請，戦時内閣閣僚・政府・軍関係者及び民間人等の所在
確認と尋問のための出頭要請，拘留旧軍人の軍歴提出要請，戦犯容疑者捜査状況報告提出要請，戦犯の
死刑執行通報，シンガポール・メルボルン・横浜・サイゴン軍事法廷の裁判結果通報，東京・グアム・マニラ・
香港・ラバウル軍事法廷での本邦からの証人出廷及び出頭要請，戦犯容疑者釈放通報を含む。

1946/1 1948/10 官房総務課

100 D'.1.3.0.2-7-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　第1巻

本ファイルは，1946(昭和21)年3月から同年7月までGHQ国際検察部(IPS)から提供要請のあった本邦戦犯裁
判に関連する各種資料等の文書を含む。具体的には，資料要請に関する連合国総司令部国際検察部(IPS)
とわが方終戦連絡事務所との往復書簡，IPSからの要請資料一覧表，明治憲法を含む戦前の国内諸法令テ
キスト（英訳），国際連盟脱退通告文，国際連盟諸機関との協力終止に関する通告文，俘虜の待遇に関する
東條陸相指令，俘虜たる将校及び准士官の労務に関する俘虜管理部長の通牒，第51帝国議会における幣
原外務大臣の演説，満州問題に関する張作霖及び南京政府に対する覚書，奉天に赴任する林大使に対す

1946/3 1946/7 国際法課

原外務大臣の演説，満州問題に関する張作霖及び南京政府に対する覚書，奉天に赴任する林大使に対す
る訓令，1934(昭和9)年4月17日の天羽声明，九ヵ国条約関係，満州拓殖公社の設立に関する条約及び附属
書，満州開拓公社定款を含む。

101 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第4巻

本ファイルは，1946（昭和21）年5月から同年7月までのGHQと俘虜情報局との間で交信された俘虜関係資料
提出要求・回答に関する文書を収録。具体的には，俘虜収容所勤務者に関する記録，連合国俘虜収容者の
取扱い・処遇に関する記録を含む。

1946/5 1946/7 官房総務課
事務局主管の部　俘虜関係　第4巻 取扱い・処遇に関する記録を含む。

102 D'.1.3.0.2-7-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整

本ファイルは，1946（昭和21）年6月から同年9月にかけて極東軍事裁判所国際検察部（IPS)に提出又は同部
よりの資料要求，並びにその真正性の認証に関する文書及び不存在の場合の釈明に関する文書を収録。具
体的には，ルーズベルト大統領より日本大使に手交されたオーラル・ステートメント，日本大使よりハル国務
長官に手交された日本側提案，合衆国政府覚書，日本側提案，ルーズベルト大統領親電(12月6日付)，12月 1946/6 1946/9 官房総務課102 D'.1.3.0.2-7-1 る資料提供及び証明関係　連絡調整

事務局主管の部　第2巻
長官に手交された日本側提案，合衆国政府覚書，日本側提案，ルーズベルト大統領親電(12月6日付)，12月
7日対米覚書，日米交渉に関する9月25日付日本案，東郷外相発大島駐独大使宛電報，真珠湾攻撃前の東
京・ホノルル間電報の件，満州事変直後の在満州公館発幣原外相宛電報，重光駐英大使・チャーチル英首
相会談，大島駐独大使発松岡外相宛電報，松岡外相発野村駐米大使宛電報を含む。

1946/6 1946/9 官房総務課

本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
本ファイルは，1946（昭和21）年6月から1947（昭和22）年8月にかけて極東軍事裁判所国際検察部（IPS)に提
出又は同部よりの要求資料，並びにその真正性の認証に関する文書及び不存在の場合の釈明に関する文

103 D'.1.3.0.2-7-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　第4巻

出又は同部よりの要求資料，並びにその真正性の認証に関する文書及び不存在の場合の釈明に関する文
書を収録。具体的には，中国における日本の領事裁判権，師団長会議における南陸将の演説，「Sixth
Report on Progress in Manchuria to 1939」の執筆者調査，王精衛・各相会談の記録提出の件，思想対策協
議会報告事項，外務省政務局長の調査，五相会議・興亜院会議記録提出の件を含む。

1946/6 1947/8 官房総務課
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104 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整

本ファイルは，1946（昭和21）年7月から1947（昭和22）年12月までの，戦犯裁判に関するGHQがわが方俘虜
情報局に発出した文書を収録。具体的には，終戦までの間わが国の俘虜収容所に配属されていた勤務者に

1946/7 1948/12 官房総務課104 D'.1.3.0.2-7-1-1 る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第1巻

情報局に発出した文書を収録。具体的には，終戦までの間わが国の俘虜収容所に配属されていた勤務者に
関する記録，勤務期間中の連合国俘虜に対する取り扱い，処遇に関する記録等の提供を要求する文書及び
俘虜収容所勤務者に対するGHQの調査結果を俘虜情報局に通報する文書を含む。

1946/7 1948/12 官房総務課

105 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第5巻

本ファイルは，1946（昭和21）年7月から1947（昭和22）年3月までのGHQと俘虜情報局との間で交信された俘
虜関係資料提出要求・回答に関する文書を収録。具体的には，俘虜収容所勤務者に関する記録，連合国俘
虜収容者の取扱い・処遇に関する記録に関する文書を含む。

1946/7 1947/3 官房総務課
事務局主管の部　俘虜関係　第5巻 虜収容者の取扱い・処遇に関する記録に関する文書を含む。

106 D'.1.3.0.2-7-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　第3巻

本ファイルは，1946（昭和21）年9月から1947（昭和22）年3月にかけて極東軍事裁判所国際検察部（IPS)に提
出又は同部よりの要求資料，並びにその真正性の認証に関する文書及び不存在の場合の釈明に関する文
書を収録。具体的には，帝国外交方針要綱，在日米軍俘虜宛書信の調査の件，日米交渉に関する東郷外
相・野村駐米大使間電報，日・蘭印経済交渉関係電報，御前会議出席者名簿の件を含む。

1946/9 1947/3 官房総務課

107 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第7巻

本ファイルは，1947（昭和22）年5月から同年7月までの間，GHQが俘虜情報局に対し，（1）戦犯裁判の容疑者
及び俘虜となった連合国軍兵士の所在確認，（2）連合国俘虜を徴用した日本企業の労働条件，就労規則，
（3）疾病を負った連合国兵士を治療した医療機関の関係者，更に，（4）治療を受けた俘虜の診断書，死亡証
明書等に関する調査及び情報提供を要求する指令文書を収録。戦犯容疑者の所在確認関連が36件，連合
国俘虜消息又は所在確認関連が7件，連合国俘虜を雇用した日本企業関連が3件，医療機関関連が5件，そ
の他3件を含む。

1947/5 1947/7 官房総務課

の他3件を含む。

108 D'.1.3.0.2-7-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　第5巻

本ファイルは，1947（昭和22）年7月から1948（昭和23）年2月までの間，極東軍事裁判国際検察部（IPS)に提
出又は同部よりの要求資料,並びにその真正性の認証に関する文書及び関係資料欠落の場合の釈明に関す
る文書を収録。具体的には，中国における日本の特殊権益に関する訓令電の件，日米交渉関係書類と一部
欠落の件，五相会議決定事項目次，俘虜関係ジュネーブ条約適用に関する日米英間往復文書の件，対独伊
「ソ」交渉案要綱，仏印に関する日仏間条約集の件を含む。

1947/7 1948/2 官房総務課

「ソ」交渉案要綱，仏印に関する日仏間条約集の件を含む。

109 D'.1.3.0.2-7-1-1
本邦戦犯裁判関係雑件　裁判に対す
る資料提供及び証明関係　連絡調整
事務局主管の部　俘虜関係　第9巻

本ファイルは，1948（昭和23）年1月から同1949（昭和24）年1月までのGHQと俘虜情報局との間で交信された
俘虜関係資料提出要求・回答に関する文書を収録。具体的には，「俘虜収容所勤務者に関する記録」，「日本
内地の病院での俘虜取り扱い振りに関する件」，「輸送の途次死亡した俘虜情報に関する件」，「俘虜に関す
る諸法規類リスト及び配布先リストに関する件」の文書等を含む。

1948/1 1949/1 官房総務課
事務局主管の部　俘虜関係　第9巻 る諸法規類リスト及び配布先リストに関する件」の文書等を含む。

110 2011-0756 軍事裁判・本邦戦争犯罪人

本ファイルは，1952（昭和27）年3月から1958（昭和33）年1月までの戦争犯罪人に関する文書を収録。具体的
には，東京高等裁判所に対する人身保護法による釈放請求事件，外国で服役中の戦犯の日本への送還，朝
鮮人・台湾人戦犯に係る人身保護法による釈放請求事件に関する最高裁判決，フィリピンにおける日本人戦
犯への特赦措置及び移送問題，A級等戦犯に関する米国政府の取扱い，台湾人等に対する中央更生保護

1952/3 1958/1 国際法課110 2011-0756 軍事裁判・本邦戦争犯罪人
犯への特赦措置及び移送問題，A級等戦犯に関する米国政府の取扱い，台湾人等に対する中央更生保護
審査会の赦免勧告決定書，戦犯の減刑・仮出所等に関する関係各国の現況とわが国政府のとった処置，サ
ンフランシスコ平和条約第11条の解釈を含む。

1952/3 1958/1 国際法課
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№
管理番号
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ファイル名 概要
ファイル期間
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ファイル期間
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原主管課室

本ファイルは，1953（昭和28）年2月から1959（昭和34）年2月までの戦争犯罪人に関する文書を収録。具体的
には，巣鴨刑務所に収監されたA, B 及びC級戦犯に関する戦犯統計報告，戦犯月例通報，戦犯赦免に関す

111 2011-0755 軍事裁判／戦争犯罪人
には，巣鴨刑務所に収監されたA, B 及びC級戦犯に関する戦犯統計報告，戦犯月例通報，戦犯赦免に関す
る関係各国との折衝，中央更生保護審査会による全員赦免勧告に関する決定書及び外務省情報文化局発
表，講和発効時における巣鴨在所者数及び釈放状況を含む。

1953/2 1959/2 欧州局政策課

112 A'.1.0.0.1 ポツダム宣言受諾関係
本ファイルは，1952（昭和27）年5月，外務省が編纂し，株式会社新聞月鑑社が発行した「終戦史録」を収録。
具体的には，外務省が太平洋戦争の終戦経緯の発端から終局までを，外務省記録及び終戦関係者の手記
等を総合的に研究・編纂し，執務参考資料として作成した資料を出版したもの。

1952/5 1952/5 国際法課
等を総合的に研究・編纂し，執務参考資料として作成した資料を出版したもの。

113 B'.3.1.1.6 「賠償月報」　第1巻

本ファイルは，1950（昭和25）年4月から同年12月までの賠償庁賠償月報（第一号から第九号）を収録。具体
的には，賠償庁官房，賠償部，特殊財産部の関係各課の所管業務活動の記録を含む。（1）官房関係では，
賠償庁設置法令の改正，同庁長官等幹部人事，（2）賠償部関係では，賠償指定工場に対する地方税免税問
題，旧軍工廠所在外国製機械調査，賠償物件撤去作業，外電及び邦字紙による日・独に関する賠償情報，
民間工場・旧軍工廠の生産転換使用等についてのGHQに対する申請と許可状況，賠償施設処理費の経理
状況，（3）特殊財産部関係では，特殊財産関係経費の調査及び報告，略奪財産の返還・没収・移管・解除を

1950/4 1950/12 国際法課

状況，（3）特殊財産部関係では，特殊財産関係経費の調査及び報告，略奪財産の返還・没収・移管・解除を
含む。

114 B'.3.1.1.6-1 「賠償月報」　作成資料　第1巻

本ファイルは，1950（昭和25）年4月から同年12月までの賠償庁賠償月報（第一号から第九号）の原稿を収
録。具体的には，賠償庁特殊財産部の関係各課の所管業務活動の記録を含む。即ち，特殊財産関係経費の
調査及び報告，略奪財産の返還・没収・移管・解除，払下げ代金返戻法による申請状況，特殊財産に関する
GHQとの連絡，略奪物件返還に関する資料整備，略奪文化財の所在調査，連合国及び特定国財産目録の

1950/5 1950/12 国際法課
GHQとの連絡，略奪物件返還に関する資料整備，略奪文化財の所在調査，連合国及び特定国財産目録の
作成・関係経費報告，返還財産一覧表を含む。

115 2011-0757
昭和46年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）

本ファイルは，1970（昭和45）年7月から1971（昭和46）年11月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問
(お立ち寄り）に関する文書を収録。具体的には，英国，ドイツ，ベルギー，デンマーク，オランダ，フランス，ス
イスへの御訪問（お立ち寄り）経緯，その他諸国からの招請経緯を含む。

1970/7 1971/11 儀典官室

116 L'.1.1.1.26
昭和４６年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）01

本ファイルは，1971（昭和46）年の昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）に関する文書を収
録。具体的には，御訪問招待経緯，御日程調整過程，担当課長の御訪問先出張報告，行事次第を含む。

1971/1 1971/12 儀典官室

117 L'.1.1.1.26-1
昭和４６年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）02

本ファイルは，1971（昭和46）年の昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）に関わる報道関係
者招待に関する文書・資料を収録。具体的には，招待者選考過程，訪日日程調整過程，招待訪日後の記事 1971/1 1971/12 儀典官室117 L'.1.1.1.26-1 問（ベルギー他）02
者招待に関する文書・資料を収録。具体的には，招待者選考過程，訪日日程調整過程，招待訪日後の記事
を含む。

1971/1 1971/12 儀典官室

118 L'.1.1.1.26-2
昭和４６年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）03

本ファイルは，1971（昭和46）年の昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）に関する文書を収
録。具体的には，広報活動，啓発資料作成，各国報道・論評振り・日本特集号を含む。

1971/1 1971/12 儀典官室

119 L'.1.1.1.26-3
昭和46年　天皇皇后両陛下外国御訪 本ファイルは，1971（昭和46）年の昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）に関する文書を収

録。具体的には，事前広報関係，報道関係に関する宮内庁との打合わせ，映画ナレーション原稿（英，仏，独 1971/1 1971/12 儀典官室119 L'.1.1.1.26-3
昭和46年　天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）04

録。具体的には，事前広報関係，報道関係に関する宮内庁との打合わせ，映画ナレーション原稿（英，仏，独
文），島宮内庁式部長官による事前記者会見資料，佐藤総理会見記録を含む。

1971/1 1971/12 儀典官室
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120 2011-0762
昭和46年天皇皇后両陛下外国御訪 本ファイルは，1971（昭和46）年1月から同年9月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）

に関する文書を収録。具体的には，御訪問（お立ち寄り）先のデンマーク，ベルギー，フランス，オランダ，スイ 1971/1 1971/9 儀典官室120 2011-0762
昭和46年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）

本ファイルは，1971（昭和46）年1月から同年9月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）
に関する文書を収録。具体的には，御訪問（お立ち寄り）先のデンマーク，ベルギー，フランス，オランダ，スイ
ス，ドイツ，英国におけるお泊まり所の情報，オランダにおける反対運動を懸念した宿舎決定の経緯を含む。

1971/1 1971/9 儀典官室

121 2011-0760
昭和46年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）

本ファイルは，1971（昭和46）年2月から同年9月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）
に関する文書を収録。具体的には，受け入れ態勢準備関係，国会答弁，式部官長記者会見を含む。

1971/2 1971/9 儀典官室

122 2011-0758
昭和46年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）

本ファイルは，1971（昭和46）年2月から11月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）に
関する文書を収録。具体的には，御訪欧準備体制（随行者等，省内体制，準備本部編成，準備委員会打合
せ事項，同議事要録，チェックリスト等），報道記事，各国における日本関係話題を含む。

1971/2 1971/11 儀典官室

昭和46年天皇皇后両陛下外国御訪 本ファイルは，1971（昭和46）年3月から同年10月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄
123 2011-0759

昭和46年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）

本ファイルは，1971（昭和46）年3月から同年10月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄
り）に関する文書を収録。具体的には，御訪問（お立ち寄り）国側との打合せ会合，御訪問先下見調査，当該
在外公館受入れ体制，応援出張関係を含む。

1971/3 1971/10 儀典官室

124 2011-0353
昭和４６年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）

本ファイルは，1971(昭和46)年3月から同年10月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄り）
に関する文書を収録。具体的には，御訪問（お立ち寄り）先のデンマーク，ベルギー，フランス，オランダ，スイ
ス，ドイツ，英国における広報活動(日本特集号，報道関係者訪日招待)，同行記者等プレス取材要領及び文
化活動（御訪欧記念日本文化紹介事業）を含む。

1971/3 1971/10 儀典官室

化活動（御訪欧記念日本文化紹介事業）を含む。

125 2011-0761
昭和46年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）

本ファイルは，1971（昭和46）年3月から1972（昭和47）年7月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問
（お立ち寄り）に関する文書を収録。具体的には，随員，献上品・御贈進・贈賜品，その他準備一般を含む。

1971/3 1972/7 儀典官室

126 2011-0352
昭和４６年天皇皇后両陛下外国御訪 本ファイルは，1971（昭和46）年8月から同年10月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄

126 2011-0352
昭和４６年天皇皇后両陛下外国御訪
問（ベルギー他）

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から同年10月までの昭和天皇皇后両陛下の西欧諸国御訪問（お立ち寄
り）に関する文書を収録。具体的には，御訪問（お立ち寄り）先各国での陛下のお言葉，御答辞，スピーチを
含む。

1971/8 1971/10 儀典官室
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