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本ファイルは，1953(昭和28)年8月から1970(昭和45)年12月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的に

1 2012-0763 沖縄関係2

本ファイルは，1953(昭和28)年8月から1970(昭和45)年12月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的に
は，沖縄ガリオアに関する米国議会議事録の調査依頼，オキナワ・ガリオアに関する米国議会議事録(米側
ポジション・ペーパー写添付)，米国資産問題に関する屋良主席の非公式意見，大蔵省資産調査団(報告)，在
沖米資産引き継ぎ問題(柏木・ジューリック交渉)及び沖縄返還問題擬問擬答(資産引継ぎ関係)を含む。

1953/8 1970/12 北米第一課

本ファイルは，1967(昭和42)年1月から9月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的には，「沖縄問題に
関しスナイダー国務省日本部長との懇談(北米局長)」，「岸元総理とラスク国務長官及び，マクナマラ国防長
官との会談について」，「安保協議委員会における大臣発言案(北米局長)」，「北米局長　ザヘレン参事官　懇

2 2012-0764 沖縄関係13
官との会談について」，「安保協議委員会における大臣発言案(北米局長)」，「北米局長　ザヘレン参事官　懇
談の件(北米局長)」，「本使バンディー会談(おきなわ，おがさわら問題)」，「沖縄に関し在京米大使と懇談の件
(北米局長)」，「三木大臣，ラスク長官会談録」，「三木大臣，マクナマラ国防長官会談録」及び「バンディー次
官補との会談(オキナワ・オガサワラ問題)」を含む。

1967/1 1967/9 北米第一課

3 2012-0765 日米関係(沖縄返還)32
本ファイルは，1971(昭和45)年6月から8月まで沖縄返還に伴う地位協定適用問題に関する文書を収録。具体
的には，沖縄返還後の沖縄米軍基地従事者の労働問題に関する日米間の意見交換の概要，関係資料及び 1971/6 1971/8 北米第一課3 2012-0765 日米関係(沖縄返還)32 的には，沖縄返還後の沖縄米軍基地従事者の労働問題に関する日米間の意見交換の概要，関係資料及び
書簡を含む。

1971/6 1971/8 北米第一課

4 2012-0766 日米関係(沖縄返還)25
本ファイルは，1969(昭和44)年12月から1971(昭和46)年1月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的に
は，沖縄に日米地位協定(SOFA)を適用する準備に必要な資料(米軍が使用している沖縄の施設・区域関連)
の提供を米側に要請した際に日米間で交わされた書簡等の文書及びこれに関連する付属資料を含む。

1969/12 1971/1 北米第一課

5 2012-0767 日米関係(沖縄返還)26
本ファイルは，1970(昭和45)年7月から12月までの沖縄返還に関する文書を収録。具体的には，沖縄返還後
の沖縄米軍労務問題に関する日米間の協議の概要，書簡等の文書及び関連する資料を含む。

1970/7 1970/12 北米第一課

6 2012-0768 日中国交正常化
本ファイルは，1951(昭和26)年12月から1965(昭和40)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，将来の政策課題としての日中国交正常化を想定した法律問題に関する調書等の文書を含
む。

1951/12 1965/10 中国・モンゴル課
む。

7 E'.2.3.1.17-3
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　第1巻

本ファイルは，1963(昭和38)年1月から1964(昭和39)年12月までの第3回日米貿易経済合同委員会（1964（昭
和39）年1月開催）開催準備等に関する文書を収録。具体的には，第3回日米貿易経済合同委員会開催決定
に至る両国間のやり取り(ケネディー大統領暗殺による日程変更等)及び第3回委員会の討議概要報告を含
む。

1963/1 1964/12 北米第二課

8 E'.2.3.1.17-3-3-1
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　本会議　議事概
要

本ファイルは，1963(昭和38)年1月から1964(昭和39)年3月までの第3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，「第3回日米貿易経済合同委員会議事概要(昭和39年1月27日～28日，於外務省講
堂)」を含む。

1963/1 1964/3 北米第二課

9 E'.2.3.1.17-3
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　第2巻

本ファイルは，1963(昭和38)年6月から1964(昭和39)年1月までの第3回日米貿易経済合同委員会に関する文
書を収録。具体的には，事前及び事後の報道関係者に対する各種発表内容に関する日米プレス責任者の交
渉を記した文書，池田勇人総理大臣及び大平正芳外務大臣並びにラスク米国務長官のスピーチテキストを

1963/6 1964/1 北米第二課
回委員会（1964.1）　第2巻 渉を記した文書，池田勇人総理大臣及び大平正芳外務大臣並びにラスク米国務長官のスピーチテキストを

含む。

10 E'.2.3.1.17-3-6
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　新聞論調

本ファイルは，1963(昭和38)年6月から1964(昭和39)年2月までの第3回日米貿易経済合同委員会に関する内
外の報道及び論調を収録。具体的には，第3回日米貿易経済合同委員会に関する米国メディアの論調に関
する報告，邦字紙のスクラップ及び外務省情報文化局冊子「国際週報」(経済局米国カナダ課寄稿記事「第3
回日米貿易経済合同委員会」を掲載)を含む。

1963/6 1964/2 北米第二課
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11 E'.2.3.1.17-3-3
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　本会議

本ファイルは，1963(昭和38)年8月から1964(昭和39)年1月までの第3回日米貿易経済合同委員会に関する文
書を収録。具体的には，第3回日米貿易経済合同委員会議題，議事日程，大平外務大臣の開会挨拶，及び
第3回日米貿易経済合同委に関する件(討議のポイントを報告する文書)を含む。

1963/8 1964/1 北米第二課11 E'.2.3.1.17-3-3 回委員会（1964.1）　本会議
書を収録。具体的には，第3回日米貿易経済合同委員会議題，議事日程，大平外務大臣の開会挨拶，及び
第3回日米貿易経済合同委に関する件(討議のポイントを報告する文書)を含む。

1963/8 1964/1 北米第二課

12 E'.2.3.1.17-3-8
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　トーキング・ペー
パー　第2巻

本ファイルは，1963(昭和38)年9月から1964(昭和39)年3月までの第3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，第3回日米貿易経済合同委員会の米国側のトーキング・ペーパー(会議における交
換資料)を含む。

1963/9 1964/3 北米第二課

13 E'.2.3.1.17-3-2
日米貿易経済合同委員会関係　第3 本ファイルは，1963(昭和38)年10月から1964(昭和39)年2月までの第3回日米貿易経済合同委員会における

1963/10 1964/2 北米第二課13 E'.2.3.1.17-3-2
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　諸行事

本ファイルは，1963(昭和38)年10月から1964(昭和39)年2月までの第3回日米貿易経済合同委員会における
関西旅行の資料及び総理，外相等主催午餐会，晩餐会等に関する文書を収録。

1963/10 1964/2 北米第二課

14 E'.2.3.1.17-3-3-2
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　本会議　冒頭発
言

本ファイルは，1963(昭和38)年10月から1964(昭和39)年1月までの第3回日米貿易経済合同委員会に関する
文書を収録。具体的には，第3回日米貿易経済合同委員会における議題別関係大臣(大平正芳外務大臣，田
中角栄大蔵大臣他)の発言原稿を含む。

1963/10 1964/1 北米第二課

日米貿易経済合同委員会関係　第3 本ファイルは，1963(昭和38)年10月から1964(昭和39)年3月までの第3回日米貿易経済合同委員会に関する
15 E'.2.3.1.17-3-5

日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　資料

本ファイルは，1963(昭和38)年10月から1964(昭和39)年3月までの第3回日米貿易経済合同委員会に関する
資料を収録。具体的には，第3回日米貿易経済合同委員会用参考資料及びロジ資料(日程，出席者リスト等)
を含む。

1963/10 1964/3 北米第二課

16 E'.2.3.1.17-3-8
日米貿易経済合同委員会関係　第3
回委員会（1964.1）　トーキング・ペー
パー　第1巻

本ファイルは，1963(昭和38)年10月から1964(昭和39)年2月までの第3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，第3回日米貿易経済合同委員会の日本側のトーキング・ペーパー(会議における
交換資料)を含む。

1963/10 1964/2 北米第二課

17 E'.2.3.1.17-5
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　第1巻

本ファイルは，1961(昭和36)年6月から1968(昭和43)年7月までの第5回日米貿易経済合同委員会(1966年7月
開催，於京都)に関する文書を収録。具体的には，日程調整等のロジ資料，トーキングペーパーの取扱いに
関する来往電，経済局特別情報「第五回日米貿易経済合同委員会における諸問題」及び経団連に於けるコ
ナー商務長官演説(英文)を含む。

1961/6 1968/7 北米第二課

日米貿易経済合同委員会関係　第5 本ファイルは，1961(昭和36)年7月から1966(昭和41)年7月までの第5回日米貿易経済合同委員会のロジに関
18 E'.2.3.1.17-5-2

日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　諸行事　第1巻

本ファイルは，1961(昭和36)年7月から1966(昭和41)年7月までの第5回日米貿易経済合同委員会のロジに関
する文書を主に収録。具体的には，米側閣僚一行の本邦における接遇振りに関する閣議了解案，ロジ資料，
佐藤総理主催晩餐案，総理主催晩餐会における総理スピーチ及びラスク国務長官スピーチを含む。

1961/7 1966/7 北米第二課

19 E'.2.3.1.17-5-1
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　各種準備　第1巻

本ファイルは，1963(昭和38)年11月から1966(昭和41)年7月までの第5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，米側閣僚一行の接遇(公賓に準ずる)に関する閣議了解案，及び関係閣僚打合会
議資料(議題案・議事日程案，議題の主要問題点，説明資料，外相発言要旨，討議事項関係外相発言案，議
事運営関係資料，米国側質問事項に対する日本側回答案及び対日直接投資問題に対するわが方対処方

1963/11 1966/7 北米第二課
回委員会（1966.7）　各種準備　第1巻 事運営関係資料，米国側質問事項に対する日本側回答案及び対日直接投資問題に対するわが方対処方

針)を含む。

20 E'.2.3.1.17-5-5
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　新聞論調　第2巻

本ファイルは，1966(昭和41)年3月から7月までの第5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，第5回日米貿易経済合同委員会会議開催日程発表から会議開催当日迄の本邦新聞報道記事を含
む。

1966/3 1966/7 北米第二課

21 E'.2.3.1.17-5-9
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　プレス関係

本ファイルは，1966(昭和41)年4月から7月までの第5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，取材要領及び取材参考資料，委員会開催に関する外務省及び国務省新聞発表，ラスク国務長官開
会挨拶和英文テキスト，在日米商業会議所等主催昼食会でのコナー商務長官演説和英文テキスト及び第5
回日米貿易経済合同委員会閉会後の椎名外相・ラスク長官合同記者会見記録を含む。

1966/4 1966/7 北米第二課
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22 E'.2.3.1.17-5-8
日米貿易経済合同委員会関係　第5

本ファイルは，1966(昭和41)年5月から7月までの第5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，日本側トーキング・ペーパー「日本経済の現状と見通し」(和英版)，米側トーキング・ペーパー「米国

1966/5 1966/7 北米第二課22 E'.2.3.1.17-5-8
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　資料

的には，日本側トーキング・ペーパー「日本経済の現状と見通し」(和英版)，米側トーキング・ペーパー「米国
経済の現状と見通し」(和英版)，経済局作成資料「対米残存輸入制限について」及び経済局作成「第5回日米
貿易経済合同委員会用資料(日米二国間経済問題)」を含む。

1966/5 1966/7 北米第二課

23 E'.2.3.1.17-5-3
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　本会議　第1巻

本ファイルは，1966(昭和41)年6月から7月までの第5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，議題に関する日米折衝，在米大使館宛合同委員会報告電，第5回日米貿易経済合同委員会全体会
議における主要発言及び討議資料，椎名外務大臣及びラスク国務長官の開会挨拶，日本側・米側質問事
項，米側質問事項に対する日本側回答及び各議題の主要問題点を含む。

1966/6 1966/7 北米第二課

項，米側質問事項に対する日本側回答及び各議題の主要問題点を含む。

24 E'.2.3.1.17-5-3
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　本会議　第2巻

本ファイルは，1966(昭和41)年6月から7月までの第5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，椎名・ラスク日米両外相及びその他双方参加閣僚の発言原稿及びメモを含む。

1966/6 1966/7 北米第二課

日米貿易経済合同委員会関係　第5

本ファイルは，1966(昭和41)年6月から9月までの第5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，日米貿易経済合同委員会に関する米国主要紙(WP，NYT，シカゴ・トリビューン，バルティモア・サン

25 E'.2.3.1.17-5-5
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　新聞論調　第5巻

的には，日米貿易経済合同委員会に関する米国主要紙(WP，NYT，シカゴ・トリビューン，バルティモア・サン
等)及び西独，加，ソ連，比，パキスタン，南ア，アフガニスタン及び香港主要紙報道，北米局作成資料「日米
貿易経済合同委員会に関する各国における報道ぶりの概要」，雑誌「経済と外交」，「官庁」，「フォト」及び「エ
コノミスト」の日米貿易経済合同委員会京都会議特集記事を含む。

1966/6 1966/9 北米第二課

26 E'.2.3.1.17-5-7
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　共同コミュニケ

本ファイルは，1966(昭和41)年6月から7月までの第5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，本件会議最終日に発表された共同コミュニケ(最終・暫定案の和英テキスト)，共同コミュニケに対す
る内外紙報道及び経済局作成「第5回日米貿易経済合同委員会共同コミュニケ作成の経緯について」を含

1966/6 1966/7 北米第二課26 E'.2.3.1.17-5-7 回委員会（1966.7）　共同コミュニケ る内外紙報道及び経済局作成「第5回日米貿易経済合同委員会共同コミュニケ作成の経緯について」を含
む。

1966/6 1966/7 北米第二課

27 E'.2.3.1.17-5-3-1
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　本会議　議事概
要

本ファイルは，1966(昭和41)年7月から8月までの第5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，外務省経済局・北米局作成の議事概要及び外務省経済局作成の第5回日米貿易経済合同委員会
カウンターパート討議における会談(貿易経済問題)要録を含む。

1966/7 1966/8 北米第二課

28 E'.2.3.1.17-5-5
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　新聞論調　第3巻

本ファイルは，1966(昭和41)年7月の第5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，日
米貿易経済合同委員会開会から２日目までの本邦新聞報道記事を含む。

1966/7 1966/7 北米第二課

29 E'.2.3.1.17-5-5
日米貿易経済合同委員会関係　第5
回委員会（1966.7）　新聞論調　第4巻

本ファイルは，1966(昭和41)年7月の第5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，日
米貿易経済合同委員会会議３日目以降の討議に係る本邦新聞報道記事を含む。

1966/7 1966/7 北米第二課

日米貿易経済合同委員会関係　第6 本ファイルは，1965(昭和40)年1月から1967(昭和42)年12月までの，第6回日米貿易経済合同委員会(1967(昭
30 E'.2.3.1.17-6-1

日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　各種準備

本ファイルは，1965(昭和40)年1月から1967(昭和42)年12月までの，第6回日米貿易経済合同委員会(1967(昭
和42)年9月，於：ワシントン)に関する文書を収録。具体的には，第6回日米貿易経済合同委員会の準備に係
る打合せ資料及び「第6回日米貿易経済合同委員会日程案」を含む。

1965/1 1967/12 北米第二課

31 E'.2.3.1.17-6-4
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　諸行事

本ファイルは，1967(昭和42)年1月から9月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会出席のため訪米した三木武夫外務大臣他日本側出席者のために
計画された諸行事(ジョンソン米国大統領主催午餐会，ウイリアムズバーグ視察等)の準備に関する文書を含
む。

1967/1 1967/9 北米第二課

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

本ファイルは，1967(昭和42)年3月から9月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会開催日決定までの日米双方のやり取り，会議日程・出席閣僚等の
閣議決定関連文書及び三木外務大臣・ラスク国務長官共同記者会見報告を含む。

1967/3 1967/9 北米第二課
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33 E'.2.3.1.17-6-2
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　日程及び出席者

本ファイルは，1967(昭和42)年3月から9月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会の日程調整に関する文書及び外務省作成資料「第6回日米貿易経 1967/3 1967/9 北米第二課33 E'.2.3.1.17-6-2 回委員会（1967.9）　日程及び出席者

第1巻
的には，第6回日米貿易経済合同委員会の日程調整に関する文書及び外務省作成資料「第6回日米貿易経
済合同委員会/出席者名簿・日程・行事・参考資料」を含む。

1967/3 1967/9 北米第二課

34 E'.2.3.1.17-6-10
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　新聞論調

本ファイルは，1967(昭和42)年3月から10月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会に関する日米双方における新聞報道報告等を含む。

1967/3 1967/10 北米第二課

日米貿易経済合同委員会関係　第6 本ファイルは，1967(昭和42)年6月から9月までの第6回日米貿易経済合同委員会に関する文書を収録。具体
35 E'.2.3.1.17-6-2

日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　日程及び出席者
第2巻

本ファイルは，1967(昭和42)年6月から9月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会に出席する日本側出席閣僚(三木武夫外務大臣，水田三喜男大蔵
大臣等)の日本出発から帰国までの日程に関する文書を含む。

1967/6 1967/9 北米第二課

36 E'.2.3.1.17-6-7
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　各種ステートメン
ト

本ファイルは，1967(昭和42)年6月から9月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会における三木武夫外務大臣挨拶原稿(ワシントン到着時，ジョンソン
大統領主催午餐会，ラスク長官主催晩餐会，会議冒頭及び閉会挨拶)を含む。

1967/6 1967/9 北米第二課
ト 大統領主催午餐会，ラスク長官主催晩餐会，会議冒頭及び閉会挨拶)を含む。

37 E'.2.3.1.17-6-5-2
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　本会議　議事概
要

本ファイルは，1967(昭和42)年7月から9月までの第6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，「第6回日米貿易経済合同委員会各大臣冒頭発言要旨(案)」，日本側閣僚(外務大臣，大蔵大臣等)
の各議題における発言原稿案及び「第6回日米貿易経済合同委員会における外務大臣の国際情勢に関する
冒頭発言」を含む。

1967/7 1967/9 北米第二課

本ファイルは，1967(昭和42)年7月から10月までの第6回日米貿易経済合同委員会に関する文書を収録。具

38 E'.2.3.1.17-6-6
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　個別会談　第1巻

本ファイルは，1967(昭和42)年7月から10月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会出席のために訪米した三木武夫外務大臣他日本側出席閣僚と
米側閣僚との個別会談(三木外務大臣のハンフリー副大統領・ラスク国務長官・マクナマラ国防長官等との個
別会談及び水田三喜男大蔵大臣のファウラー財務長官との個別会談)記録等を含む。

1967/7 1967/10 北米第二課

39 E'.2.3.1.17-6-9
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　資料

本ファイルは，1967(昭和42)年7月から9月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会本会議関係資料(日本側関心事項，米側主要関心事項，「日本経済
の現状と見通し」，日本側各大臣冒頭発言要旨(案)及び米側閣僚発言要旨)を含む。

1967/7 1967/9 北米第二課
の現状と見通し」，日本側各大臣冒頭発言要旨(案)及び米側閣僚発言要旨)を含む。

40 E'.2.3.1.17-6-3
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　出席閣僚夫妻略
歴及び写真

本ファイルは，1967(昭和42)年8月から9月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会に出席した日本側各閣僚(三木武夫外務大臣，水田三喜男大蔵大
臣等)及び米側各閣僚(ラスク国務長官，ファウラー財務長官等)略歴等を含む。

1967/8 1967/9 北米第二課

41 E'.2.3.1.17-6-8
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　共同コミュニケ

本ファイルは，1967(昭和42)年8月から10月までの第6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，第6回日米貿易経済合同委員会共同コミュニケ(和・英文)を含む。

1967/8 1967/10 北米第二課
回委員会（1967.9）　共同コミュニケ 体的には，第6回日米貿易経済合同委員会共同コミュニケ(和・英文)を含む。

42 E'.2.3.1.17-6-5-1
日米貿易経済合同委員会関係　第6
回委員会（1967.9）　本会議

本ファイルは，1967(昭和42)年9月から11月までの第6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，「第6回日米貿易経済合同委員会　議事概要」を含む。

1967/9 1967/11 北米第二課

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

本ファイルは，1973(昭和48)年5月から7月までの第9回日米貿易経済合同委員会委員会（1973（昭和48）年7
月開催）に関する文書を収録。具体的には，議題，議事日程及び大平大臣の発言(案)を含む。

1973/5 1973/7 北米第二課
回委員会（1973.7）

44 E'.2.3.1.17-10-3
日米貿易経済合同委員会関係　第9
回委員会（1973.7）　冒頭発言

本ファイルは，1973(昭和48)年6月から7月までの第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，日米貿易経済合同委員会出席日本側閣僚発言原稿（大平正芳外務大臣の冒頭発言等）及び米国
側閣僚発言原稿（ロジャーズ米国務長官，ボルカー米財務次官等）を含む。

1973/6 1973/7 北米第二課

4



平成２４年７月３１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

45 E'.2.3.1.17-10-4
日米貿易経済合同委員会関係　第9
回委員会（1973.7）　プレス関係

本ファイルは，1973(昭和48)年5月から7月までの第9回日米貿易経済合同委員会のプレス対応に関する文書
を収録。具体的には，日米貿易経済合同委員会の「取材要領」及び「鶴見外務審議官(日本側スポークスマ 1973/5 1973/7 北米第二課45 E'.2.3.1.17-10-4 回委員会（1973.7）　プレス関係
を収録。具体的には，日米貿易経済合同委員会の「取材要領」及び「鶴見外務審議官(日本側スポークスマ
ン)の報道関係者に対するブリーフィングの概要」を含む。

1973/5 1973/7 北米第二課

46 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2巻

本ファイルは，1973(昭和48)年5月から7月までの第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，大平外務大臣開会挨拶，冒頭演説，各議題毎の発言に関する原稿，各議題に関する説明資料，田
中総理に対する日米貿易経済関係概要，両国経済関係の主要問題点，多国間経済問題等に関するブリーフ
用資料を含む。

1973/5 1973/7 北米第二課

47 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3巻

本ファイルは，1973(昭和48)年7月の第9回日米貿易経済合同委員会の参考資料を収録。具体的には，日米
経済関係，米国の対日要望事項，対米輸出上の問題点及び対米輸入上の問題点，資本交流，日米宇宙協
力，原子力協力，新国際ラウンド等に関する参考資料を含む。

1973/7 1973/7 北米第二課

48 E'.2.3.1.17-10-6
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7月までの第9回日米貿易経済合同委員会の参考資料(トーキング・

ペーパー)の草案を収録。具体的には，日米経済関係，米国の対日要望事項，対米輸出上の問題点，対米輸 1973/6 1973/7 北米第二課48 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4巻

ペーパー)の草案を収録。具体的には，日米経済関係，米国の対日要望事項，対米輸出上の問題点，対米輸
入上の問題点，資本交流，日米協力，新国際ラウンド等に関する参考資料の原稿を含む。

1973/6 1973/7 北米第二課

49 2012-0772 日米貿易経済合同委員会(第9回)
本ファイルは，1972(昭和47)年5月から1973(昭和48)年7月までの第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，事前準備，議事運営要領，在京米大使館からの米側出席者通報及び関係各省への
便宜供与依頼等のロジ関係文書を含む。

1972/5 1973/7 北米第二課

50 2012-0773 日米貿易経済合同委員会(第9回)
本ファイルは，1969（昭和44）年7月から1973(昭和48)年7月までの第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，本件会議のロジスティックス関係資料，米側出席者に関する在京米大使館発口上
書，大平外務大臣の開会・閉会挨拶原稿，日米出席閣僚関係資料等を含む。

1969/7 1973/7 北米第二課

本ファイルは，1973(昭和48)年1月から8月までの第9回日米貿易経済合同委員会に関する文書を収録。具体
51 2012-0774 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1月から8月までの第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，議題案，大臣事前説明資料(ロジ関係を含む)，邦字紙記事抜粋・外国紙の報道ぶり報告及び会議
場・事務局等の設営ロジ関係文書を含む。

1973/1 1973/8 北米第二課

52 2012-0775
米国第89議会第1，2会期／繊維関係
法案

本ファイルは，1964(昭和39)年2月から1966(昭和41)年11月までの米国議会における貿易・繊維関係法案に
関する文書を収録。具体的には，経済局作成調書「米国第89議会第一会期繊維関係法案の審議状況(未定
稿)」及び「米国第89議会第二会期の貿易経済関係法案について」，関税定率表技術的修正法案の議会審議 1964/2 1966/11 北米第二課52 2012-0775 法案
稿)」及び「米国第89議会第二会期の貿易経済関係法案について」，関税定率表技術的修正法案の議会審議
及び同法案に関する国務省との折衝及び米国のプラスチック製手袋の関税改正に伴う対米交渉に関する在
米大使館報告を含む。

1964/2 1966/11 北米第二課

53 2012-0781 日・米貿易／繊維

本ファイルは1967(昭和42)年7月から1970(昭和45)年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，1970(昭和45)年6月19日付佐藤総理の繊維問題に関するニクソン大統領宛親書最終版及び数種の草
案，1970(昭和45)年6月22日愛知外相がロジャーズ国務長官に手交した繊維問題に関する覚書最終版及び

1967/7 1970/6 北米第二課53 2012-0781 日・米貿易／繊維
案，1970(昭和45)年6月22日愛知外相がロジャーズ国務長官に手交した繊維問題に関する覚書最終版及び
数種の英文草案及びケネディ・ラウンドに関する佐藤総理のジョンソン大統領宛書簡を含む。

1967/7 1970/6 北米第二課
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54 2012-0790 日米繊維協議／決議等

本ファイルは，1969（昭和44）年3月から1971（昭和46）年2月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体
的には，米国の繊維品貿易規制反対に関する衆参両院商工委員会決議，米国の繊維輸入規制反対に関す

1969/3 1971/2 北米第二課54 2012-0790 日米繊維協議／決議等
的には，米国の繊維品貿易規制反対に関する衆参両院商工委員会決議，米国の繊維輸入規制反対に関す
る衆議院本会議決議，自民党合同部会決議，対米繊維問題に関する日本繊維産業連盟声明及びアメリカ局
作成資料「米国の繊維品輸入制限に関する決議集」を含む。

1969/3 1971/2 北米第二課

55 2012-0783 日・米貿易／繊維

本ファイルは，1969（昭和44）年5月から1970（昭和45）年3月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体
的には，繊維問題に関する国会(衆議院予算委員会他)答弁資料及び第六十三特別国会用答弁資料，田中
武夫衆議院議員提出対米繊維輸出規制問題等に関する質問主意書に対する答弁書，米国の繊維品輸入制 1969/5 1970/3 北米第二課55 2012-0783 日・米貿易／繊維 武夫衆議院議員提出対米繊維輸出規制問題等に関する質問主意書に対する答弁書，米国の繊維品輸入制
限に関する衆議院本会議決議，総理ブリーフ用資料，参議院本会議に於ける米国の繊維貿易規制問題に関
する佐藤総理・宮沢通産大臣答弁概要及び吉野公使の外務大臣報告要旨を含む。

1969/5 1970/3 北米第二課

56 2012-0778
国会答弁資料／対米国繊維輸出規
制問題

本ファイルは，1969(昭和44)年8月から1970(昭和45)年7月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体的
には，衆議院決算委員会，参議院予算委員会等からの要請に応じて提出した日米繊維輸出規制問題に関す
る資料を含む。

1969/8 1970/7 北米第二課

57 2012-0784 日米繊維協議

本ファイルは1969(昭和44)年9月から1970(昭和45)年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，毛製品及び化合繊製品の輸出規制に関する米側提案協定案(一次～三次提案)，同仮訳・主要問題点
等，日米折衝に於ける米側提案を踏まえた繊維問題に関する日米の基本的態度及び二国間協議の進め方
について日米間で交わされた各種エード・メモワール，日米繊維専門家会議議事メモ(於，ワシントン)及び同
会議で米側が提示した二国間協定案骨子等を含む。

1969/9 1970/12 北米第二課

本ファイルは1969(昭和44)年11月から1970(昭和45)年3月までのジュネーブで開催された第二回予備会談を

58 2012-0780 日米繊維協議

本ファイルは1969(昭和44)年11月から1970(昭和45)年3月までのジュネーブで開催された第二回予備会談を
含む日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，予備会談への訓令及び同予備会談概要報告，米側
からの繊維品規制に関する新取極(第一次・第二次)提案，同提案の扱いと日米繊維予備会談を巡るワシント
ンでの日米折衝(下田大使・ジョンソン国務次官，吉野公使・トレザイス国務次官補)報告，日米繊維品規制問
題に関する中山在ジュネーブ代表部大使とロングGATT事務局長との会談，毛及び化合繊製品に関する米側
第二次提案に係る調書等を含む。

1969/11 1970/3 北米第二課

59 2012-0791 日米繊維協議／重要資料

本ファイルは，1969（昭和44）年11月から1970（昭和45）年9月までの日米繊維協議に関する資料等を収録。
具体的には，宮沢通産相・スタンズ商務長官往復書簡，愛知外相のロジャーズ国務長官宛て覚書，保利官房
長官談話，繊維問題に関する業界の動きに係る平原経済局長作成メモ三件，佐藤総理・トルードー・カナダ首
相会談(経済関係部分)要旨，及び米国の繊維貿易規制を巡る動きに関するアメリカ局作成日誌を含む。

1969/11 1970/9 北米第二課

本ファイルには，1969(昭和44)年12月から1970(昭和45)年5月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具

60 2012-0777 日米繊維協議

本ファイルには，1969(昭和44)年12月から1970(昭和45)年5月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具
体的には，ジュネーブで開催された第二回予備会談対処方針の他，同予備会談に関する中山大使・グリーン
ワルド大使の意見交換，同予備会談報告，中山大使からロングGATT事務局長への協力打診，次回予備会
談等に関する中山大使の意見具申及び日米繊維交渉とGATT繊維WP（作業部会）開催を巡るロング事務局
長・EEC・英の動き等に係る在ジュネーブ代表部との来往電等を含む。

1969/12 1970/5 北米第二課

61 2012-0776 日米繊維協議
本ファイルは，1969(昭和44)年12月から1970(昭和45)年3月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体
的には，輸入割当等に関する米国議会の動き，米国での輸入品反対運動及び規制問題に関する米国業界 1969/12 1970/3 北米第二課61 2012-0776 日米繊維協議
本ファイルは，1969(昭和44)年12月から1970(昭和45)年3月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体
的には，輸入割当等に関する米国議会の動き，米国での輸入品反対運動及び規制問題に関する米国業界
団体の動向等に関する文書を含む。

1969/12 1970/3 北米第二課

62 2012-0789 日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年1月から3月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，ワシント
ンで開催された日米外交当局間(下田大使・ジョンソン国務次官，吉野公使・トレザイス国務次官補等)の折
衝，本省の訓令，下田大使の意見具申及び日米双方のエイドメモワール等に関する在米大使館との来往電
を含む。

1970/1 1970/3 北米第二課
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63 2012-0788 日米繊維協議

本ファイルは，1970（昭和45）年4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，米国通
商法に関する米下院歳入委員会公聴会開催，下田大使の宮沢通産相訪米要請(意見具申)，宮沢通産相と

1970/4 1970/6 北米第二課63 2012-0788 日米繊維協議
商法に関する米下院歳入委員会公聴会開催，下田大使の宮沢通産相訪米要請(意見具申)，宮沢通産相と
下田大使との協議，愛知・ロジャーズ国務長官会談，宮沢通産相・スタンズ商務長官会談及びスタンズ商務
長官の下院歳入委公聴会での証言等に関する在米大使館との来往電を含む。

1970/4 1970/6 北米第二課

64 2012-0779 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，愛知外相
の日米繊維交渉のための訪米に伴う日程・便宜供与等のロジ関係文書，日米外相会談に於けるニクソン大
統領宛佐藤総理親書伝達に関する愛知外相の説明振りメモ， 愛知外相がロジャーズ国務長官に手交した繊
維問題に関する覚書(英文及び仮訳)及び同説明振りメモ等を含む。

1970/5 1970/6 北米第二課

65 2012-0787 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4ヶ国非公式会合への米国の参加問題とＥＥＣの立場，日米閣僚級繊維協議に関する西欧諸国の反応(新
聞論調を含む)及びミルズ法案に対するＥＥＣ加盟国の反応についての在ベルギー・イタリア・英国大使館から
の報告を含む。

1970/5 1970/6 北米第二課

66 2012-0782 日・米貿易／繊維

本ファイルは，1970(昭和45)年6月の日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，愛知・宮沢両大臣訪
米関係資料集，愛知外相がロジャーズ国務長官に手交した繊維問題に関する覚書，ニクソン大統領宛総理
親書に関する説明振り，宮沢通産相・スタンズ商務長官共同声明，保利官房長官談話，佐藤総理宛ニクソン
大統領親書(仮訳)及び各種会談(宮沢通産相・スタンズ長官，四者会談等)報告を含む。

1970/6 1970/6 北米第二課

本ファイルは，1970(昭和45)年7月の日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，日米繊維協議につい
ての我が国の立場と経緯を纏めた覚書を関係国に手交し今後の協力を要請する訓令電，これに対する各国

67 2012-0786 日米繊維協議

本ファイルは，1970(昭和45)年7月の日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，日米繊維協議につい
ての我が国の立場と経緯を纏めた覚書を関係国に手交し今後の協力を要請する訓令電，これに対する各国
の反応，ミルズ法案(通商法案)の米議会における審議状況に関する報告，同法案に対する各国の評価や現
地論調，GATT4ヶ国会合の開催時期・中山大使とロングGATT事務局長との意見交換報告及びGATT4ヶ国
会合への各国の対処方針を含む。

1970/7 1970/7 北米第二課

本ファイルは1970(昭和45)年7月から9月までの日米繊維協議に関する文書を収録。具体的には，米通商法
案審議状況，対米交渉再開に関する下田大使の意見具申，日米繊維問題についてのロングGATT事務局長

68 2012-0785 日米繊維協議
案審議状況，対米交渉再開に関する下田大使の意見具申，日米繊維問題についてのロングGATT事務局長
仲介案，GATT4ヶ国(日・米・英・EEC)非公式会合報告，下田大使とトレザイス国務次官補との意見交換，中
山大使とロング事務局長との意見交換，GATT・WP設置問題に関する中山大使意見具申等在米大使館，在
ジュネーブ代表部，在英及び在独大使館との来往電を含む。

1970/7 1970/9 北米第二課

69 A'.1.0.0.1-2
ポツダム宣言受諾関係一件　善後措
置及び各地状況関係　第9巻

本ファイルは，1945(昭和20)年8月から1946(昭和21)年1月までのポツダム宣言受諾直後の中国各地の治安
状況及び居留民(在留邦人)の引揚げ等に関する文書を収録。

1945/8 1946/1 国際法課

70 2012-0794
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約(ＮＰＴ条約)第三条1及び4の実施協
定(保障実施協定)

本ファイルは，1971(昭和46)年3月から1972(昭和47)年9月までの国際原子力機関(IAEA)とのNPT保障措置協
定締結交渉に関する文書を収録。具体的には，第15回IAEA総会に於ける我が方代表によるIAEAとの保障措
置協定締結のための予備的協議に関する意図表明を含む。

1971/3 1972/9 不拡散・科学原子力課

71 2012-0793
国際原子力機関との核兵器不拡散条
約(ＮＰＴ条約)第三条1及び4の実施協

本ファイルは，1977(昭和52)年6月から11月までのNPT保障措置協定の国会批准等に関する文書を収録。具
体的には，保障措置協定の批准及び国内関連法案の審議に関する国会の動き・同報道記事・国会想定問 1977/6 1977/11 不拡散・科学原子力課71 2012-0793 約(ＮＰＴ条約)第三条1及び4の実施協

定(保障措置協定)
体的には，保障措置協定の批准及び国内関連法案の審議に関する国会の動き・同報道記事・国会想定問
答，科学課作成「NPT保障措置協定と関連国内法」，IAEA第21総会における鹿取代表演説等を含む。

1977/6 1977/11 不拡散・科学原子力課

7
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本ファイルは，1975(昭和50)年7月から11月までの第1回主要国首脳会議(1975年11月開催，於：ランブイエ）
に関する文書を収録。具体的には，変動制に移行した国際通貨に対する問題を取り扱うための頂上会談を

72 2012-0769 第1回主要国首脳会議
に関する文書を収録。具体的には，変動制に移行した国際通貨に対する問題を取り扱うための頂上会談を
開催しようという仏大統領の提案に対する米，英，独等関係国の反応についての電信報告及び仏提案の経
済問題を主とする主要国の話合いの場に発展していく過程及び伊及び加の参加問題に関する電信報告を含
む。

1975/7 1975/11 経済局政策課

73 2012-0771 第1回主要国首脳会議

本ファイルは，1975(昭和50)年10月から11月までの第1回主要国首脳会議に関する文書を収録。具体的に
は，一般経済情勢，貿易，通貨，開発途上国との関係，エネルギー問題及び東西経済関係についての累次

1975/10 1975/11 経済局政策課73 2012-0771 第1回主要国首脳会議
は，一般経済情勢，貿易，通貨，開発途上国との関係，エネルギー問題及び東西経済関係についての累次
のポジションペーパー案，主要国首脳会議に対する非参加国の態度及び主要国首脳会議の議題に対する参
加国の考え方を含む。

1975/10 1975/11 経済局政策課

74 B'.6.1.0.78-1 主要国首脳会議　資料関係
本ファイルは，，1975（昭和50）年11月の第1回主要国首脳会議に関する文書を収録。具体的には，主要国各
国の経済見通し，政策見通し及び国内経済発展の相互関係，国際経済問題(貿易，通貨)，開発途上国との
関係，エネルギー問題，一次産品問題及び東西経済関係に関する文書を含む。

1975/11 1975/11 経済局政策課

75 2012-0770 第1回主要国首脳会議
本ファイルは，1975(昭和50)年11月の第1回主要国首脳会議に関する文書を収録。具体的には，会議議題に
対するポジションペーパー，日程等のロジステイック資料，及びランブイエ宣言成立の経緯を含む。

1975/11 1975/11 経済局政策課

76 B'.6.1.0.78 主要国首脳会議
本ファイルは，1975（昭和50）年11月から1976（昭和51）年6月までの第1回主要国首脳会議及び第2回主要国
首脳会議(1976年6月，於：サンフアン）に関する文書を収録。具体的には，第1回主要国首脳会議の宣言及び 1975/11 1976/6 経済局政策課76 B'.6.1.0.78 主要国首脳会議 首脳会議(1976年6月，於：サンフアン）に関する文書を収録。具体的には，第1回主要国首脳会議の宣言及び
発言要領・ポジションペーパー並びに第2回主要国首脳会議の宣言及びその新聞論調を収録。

1975/11 1976/6 経済局政策課
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