
平成２５年３月７日外交記録公開　概要

№
管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始年月
ファイル期間

終了年月
カテゴリー

1 A'.1.0.0.2-2
連合軍の本土進駐並びに軍政関係一
件　連合軍との間の来往信綴

本ファイルは，1943(昭和18)年10月から1945(昭和20)年11月までの，日本政府(終戦連絡中央事務局)と連合
国総司令部（GHQ)との間の来往信及び関連文書を収録。具体的には，政治犯・思想犯の釈放，行政組織の 1943/10 1945/11 米軍政1 A'.1.0.0.2-2 件　連合軍との間の来往信綴

第183巻
国総司令部（GHQ)との間の来往信及び関連文書を収録。具体的には，政治犯・思想犯の釈放，行政組織の
変更，法律等の廃止，外交・領事機関の財産・文書引渡しに関する文書を含む。

1943/10 1945/11 米軍政

2 A'.1.0.0.2-2
連合軍の本土進駐並びに軍政関係一
件　連合軍との間の来往信綴
第184巻

本ファイルは，1945(昭和20)年10月から同年12月までの日本政府(終戦連絡中央事務局)とGHQとの間の来
往信文書を収録。具体的には，戦争犯罪人，日本人の所在確認・逮捕・出頭要求，在外公館の財産及び文
書引渡し，法律・政令等の廃止・改正，政治的・市民的・宗教的自由の制限撤廃，日本の出版物の総司令部
への提供，旧軍事施設の民生利用，武器・弾薬の回収に関する文書を含む。

1945/10 1945/12 米軍政

3 A'.1.0.0.2-2
連合軍の本土進駐並びに軍政関係一
件　連合軍との間の来往信綴
第187巻

本ファイルは，1946(昭和21)年2月1日から同28日までの間に日本政府(終戦連絡中央事務局)からGHQ宛に
発出された文書を収録。これら文書の殆どはGHQからの指令を受けた回答文書であり，具体的には，個人の
所在調査，法律・政令の制定・改定，政治・経済・社会(含む宗教)面での規制解除，日本人外交官及び海外
在留邦人の引揚げ(帰国)，違法取引の摘発，旧軍事施設の移管・民生利用，GHQによる施設の徴用を含む。

1946/2 1946/2 米軍政

4 A'.1.0.0.2-2
連合軍の本土進駐並びに軍政関係一
件　連合軍との間の来往信綴
第188巻

本ファイルは，1946(昭和21)年3月1日から同30日までの間に日本政府(終戦連絡中央事務局)からGHQ宛に
発出された文書を収録。これら文書の殆どはGHQからの指令を受けた回答文書であり，具体的には，個人の
所在調査，法律・政令の制定・改定，民間企業からの各種許可申請，物資の輸出入許可申請，違法取引の
摘発，旧軍事施設の移管・民生利用，GHQによる施設の徴用，日本政府所有財産の処分を含む。

1946/3 1946/3 米軍政

連合軍の本土進駐並びに軍政関係一
本ファイルは，1946(昭和21)年4月1日から同30日の間に日本政府(終戦連絡中央事務局)からGHQ宛に発出
された文書を収録。これら文書の殆どはGHQからの指令を受けた回答文書であり，具体的には，個人の所在

5 A'.1.0.0.2-2
連合軍の本土進駐並びに軍政関係一
件　連合軍との間の来往信綴
第189巻

本ファイルは，1946(昭和21)年4月1日から同30日の間に日本政府(終戦連絡中央事務局)からGHQ宛に発出
された文書を収録。これら文書の殆どはGHQからの指令を受けた回答文書であり，具体的には，個人の所在
調査，法律・政令の制定・改定，民間企業からの各種許可申請，物資の輸出入許可申請，違法取引の摘発，
旧軍事施設の移管・民生利用，GHQによる施設の徴用，凍結資金・物資の解除・返還申請に関する文書を含
む。

1946/4 1946/4 米軍政

6 N'.1.0.0.2
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件

本ファイルは，1946(昭和21)年3月から同年12月までの「連合軍による文書・図書の査閲，接収並びに返還関
係」の一連のファイルのうち「図書返還要求関係」に関する文書を収録。具体的には，GHQ文書査察官の身
分証明書発給・公文書指令，俘虜情報局の文書及び記録焼却に関する報告，文部省関係(博物館・大学を含

1946/3 1946/12 連合軍による査閲6 N'.1.0.0.2
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件

係」の一連のファイルのうち「図書返還要求関係」に関する文書を収録。具体的には，GHQ文書査察官の身
分証明書発給・公文書指令，俘虜情報局の文書及び記録焼却に関する報告，文部省関係(博物館・大学を含
む)図書返還要求，総理府(内閣)文書返還要求，国会関係文書・図書返還要求に関する文書を含む。

1946/3 1946/12 連合軍による査閲

7 N'.1.0.0.2-1
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　外務省関係
第1巻

本ファイルは，1945(昭和20)年11月から1948(昭和23)年4月までのGHQによる文書，図書の査閲接収並びに
返還に関する一連のファイルのうち外務省関係文書を収録。具体的には，①GHQによる外務本省文書の保
存状況についての取調，ワシントン・ドキュメント・センター(WDC)による査閲，持ち出し関係(GHQ将校と本省
幹部会談，GHQ及びWDCとの覚書・同回答)，②「ラジオ」放送，電信取扱い関係，③本省所蔵「宣伝用出版物
押収」調査，④GHQに対する外務省分類表・記録分類目録の貸与，記録・図書冊数調，⑤WDC搬出文書目録

1945/11 1948/4 連合軍による査閲
第1巻

幹部会談，GHQ及びWDCとの覚書・同回答)，②「ラジオ」放送，電信取扱い関係，③本省所蔵「宣伝用出版物
押収」調査，④GHQに対する外務省分類表・記録分類目録の貸与，記録・図書冊数調，⑤WDC搬出文書目録
(条約本書，記録文書)を含む。

8 N'.1.0.0.2-1
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　外務省関係
第2巻

本ファイルは，GHQによる文書，図書の査閲接収並びに返還に関する一連のファイルのうち，1949(昭和24)年
5月から1964(昭和39)年11月までの外務省関係文書を収録。具体的には，(1)接収された外務省記録に関す
る返還要請と返還に至るまでの一連の経緯(外務省とGHQとの間の連絡文書，本省と在米大との公信記録)，
(2)旧陸海軍文書と国会審議文書に関する返還要請及び返還の一連の経緯に関する文書を含む。

1949/5 1964/11 連合軍による査閲
第2巻 (2)旧陸海軍文書と国会審議文書に関する返還要請及び返還の一連の経緯に関する文書を含む。

9 N'.1.0.0.2-1
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　外務省関係
第3巻

本ファイルは，GHQによる文書，図書の査閲接収並びに返還に関する一連のファイルのうち，1952(昭和27)年
11月から1973(昭和48)年3月までの外務省関係文書を収録。具体的には，①GHQ等の外務省記録未返還目
録，②外務省記録の接収・返還交渉等に関する経緯，③被接収日本国政府記録文書の返還問題と対日平和
条約との関係，④被接収外務省文書の調査報告を含む。

1952/11 1973/3 連合軍による査閲
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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
カテゴリー

連合軍による文書，図書の査閲接収
本ファイルは，GHQによる文書，図書の査閲・接収並びに返還に関する一連のファイルのうち，1946(昭和21)
年から1973(昭和48)年までの外務省関係接収文書目録を収録。具体的には，官房文書課作成「接収文書目

10 N'.1.0.0.2-1-1
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　外務省関係
接収及び返還，未返還目録

年から1973(昭和48)年までの外務省関係接収文書目録を収録。具体的には，官房文書課作成「接収文書目
録(未返還文書目録も含む)」のほか，①1946(昭和21)年3月作成「WDCによる接収文書目録」，②「WDC接収
文書の事項別リスト」，③1946(昭和21)年3月作成「WDC接収条約本書類目録」，④1946(昭和21)年3月作成
「WDC接収外務省記録目録」を含む。

1946/3 1973/1 連合軍による査閲

11 N'.1.0.0.2-2
連合軍による文書，図書の査閲接収

本ファイルは，連合軍による文書及び図書の査閲・接収並びに返還関係の一連のファイルのうち，1945(昭和
20)年10月から1973(昭和48)年12月までの在外公館関係の文書を収録。具体的には，終戦に伴い連合国に
よって接収され，その後返還された以下の在外公館保有の記録文書の処理ぶりに関する来往信文書を含む

1945/10 1973/12 連合軍による査閲11 N'.1.0.0.2-2
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　在外公館関係

よって接収され，その後返還された以下の在外公館保有の記録文書の処理ぶりに関する来往信文書を含む
(①在米大保存分(アルゼンチン，イタリア(海軍武官室)，アスンシオン，バチカン各館を含む)，②在ハイチ(名
誉領事館)，③在メキシコ，④在ホノルル，⑤在スイス，⑥在ドイツ，⑦在チリ，⑧在英国，⑨在キューバの各
我が方公館が保有していた文書)。

1945/10 1973/12 連合軍による査閲

12 N'.1.0.0.2-3
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　宣伝用刊行物
没収関係　第1巻

本ファイルは，連合軍による文書，図書の査閲・接収並びに返還関係の一連のファイルのうち，1946(昭和21)
年2月から同年12月までの「宣伝用刊行物没収関係」に関する文書を収録。具体的には，1946(昭和21)年3月
以降，ＧＨQの指示により多くの戦前,戦中の歴史書，思想書等が「宣伝用刊行物」との名称で没収指定された

1946/2 1946/12 連合軍による査閲
没収関係　第1巻

以降，ＧＨQの指示により多くの戦前,戦中の歴史書，思想書等が「宣伝用刊行物」との名称で没収指定された
経緯に関連する文書を含む。

13 N'.1.0.0.2-3
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　宣伝用刊行物
没収関係　第2巻

本ファイルは，連合軍による文書，図書の査閲・接収並びに返還関係の一連のファイルのうち，1947(昭和22)
年1月から同年10月までの「宣伝用刊行物没収関係」に関する文書を収録。具体的には，1946(昭和21)年3月
以降，「宣伝用刊行物」が没収指定された後に追加没収指定のあった図書リストを含む。

1947/1 1947/10 連合軍による査閲

14 N'.1.0.0.2-3
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　宣伝用刊行物
没収関係　第3巻

本ファイルは，連合軍による文書，図書の査閲・接収並びに返還関係の一連のファイルのうち，1947　(昭和
22)年11月から同年12月までの「宣伝用刊行物没収関係」に関する文書を収録。具体的には，1946(昭和21)
年3月以降，「宣伝用刊行物」が没収指定された後に追加没収指定のあった図書リストを含む。

1947/11 1947/12 連合軍による査閲

15 N'.1.0.0.2-3
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　宣伝用刊行物
没収関係　第4巻

本ファイルは，連合軍による文書，図書の査閲・接収並びに返還関係の一連のファイルのうち，1948(昭和23)
年1月から同年12月までの「宣伝用刊行物没収関係」に関する文書を収録。具体的には，1946(昭和21)年3月
以降，「宣伝用刊行物」が没収指定された後に追加加没収指定のあった図書リストを含む。

1948/1 1948/12 連合軍による査閲

16 N'.1.0.0.2-3
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　宣伝用刊行物
没収関係　第5巻

本ファイルは，連合軍による文書，図書の査閲・接収並びに返還関係の一連のファイルのうち，1949(昭和24)
年1月から1952(昭和27)年4月までの宣伝用刊行物没収関係に関する文書を収録。具体的には，1946(昭和
21年)3月以降，「宣伝用刊行物」が没収指定されたことに関し，GHQに宛てた没収状況半月報(没収図書名，
没収先，冊数リスト)に関する文書を含む。

1949/1 1952/4 連合軍による査閲

連合軍による文書，図書の査閲接収 本ファイルは，1951(昭和26)年から1954(昭和29)年までに米国フェデラル・レコード・センターが作成した旧帝

17 N'.1.0.0.2-4
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　旧陸海軍関係
第1巻

本ファイルは，1951(昭和26)年から1954(昭和29)年までに米国フェデラル・レコード・センターが作成した旧帝
国陸海軍から没収した文書リスト(マイクロフィルム)の写しを現物のまま収録。終戦時に占領軍に没収された
旧陸海軍記録文書について，米国立公文書館からフェデラル・レコード・センターに送付された際の記録及び
没収文書のリストを含む。

1951/3 1954/10 連合軍による査閲
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№
管理番号
分類番号
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18 N'.1.0.0.2-4
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　旧陸海軍関係

本ファイルは，1946(昭和21)年から1956(昭和31)年までの旧帝国陸海軍関係文書の米国からの返還関係文
書を収録。具体的には，占領軍に接収された旧陸海軍の記録文書目録，陸軍大日記在庫目録，接収された 1946/5 1956/12 連合軍による査閲18 N'.1.0.0.2-4 並びに返還関係雑件　旧陸海軍関係

第2巻
書を収録。具体的には，占領軍に接収された旧陸海軍の記録文書目録，陸軍大日記在庫目録，接収された
文書等の返還交渉に係る外務省と在米国日本大使館，外務省と防衛庁とのやりとりを記録した文書を含む。

1946/5 1956/12 連合軍による査閲

19 N'.1.0.0.2-4
連合軍による文書，図書の査閲接収
並びに返還関係雑件　旧陸海軍関係
第3巻

本ファイルは，1957(昭和32)年から1961(昭和36)年までの旧帝国陸海軍関係文書等の返還交渉関係文書を
収録。具体的には，昭和33年4月に返還された文書に係る米国政府との返還交渉関係往来電信，「米国政府
から返還された旧陸海軍記録文書整理報告書」(防衛研修所戦史室作成，昭和33年10月1日付)，昭和35年6
月及び昭和36年4月に返還された陸海軍及び外務省関係の記録文書を含む。

1957/1 1961/4 連合軍による査閲
第3巻 月及び昭和36年4月に返還された陸海軍及び外務省関係の記録文書を含む。

20 K'.1.3.0.3
ＧＨＱの依頼による本邦人の身元調
査関係雑件　第1巻

本ファイルは，1946(昭和21)年4月から1948(昭和23)年11月までの日本人の身元調査に関する文書を収録。
具体的には，GHQからの指令を受けて行った特定個人の身元調査の結果をGHQに報告した文書である。

1946/4 1948/11 GHQ

21 K'.1.3.0.3
ＧＨＱの依頼による本邦人の身元調
査関係雑件　第2巻

本ファイルは，1949(昭和24)年1月から同年12月までの日本人の身元調査に関する文書を収録。具体的に
は，GHQからの指令を受けて行った特定個人の身元調査の結果をGHQに報告した文書である。

1949/1 1949/12 GHQ

22 M'.1.0.0.3
ＧＨＱ宛機構改正及び人事異動月例
報告関係雑件　第1巻

本ファイルは，各省庁の人事異動に関し，GHQに報告し承認を求めた1948(昭和23)年2月から同年8月までの
文書を収録。具体的には，当時の農林省，特別調達庁，俘虜情報局，労働省，行政調査部，賠償庁，建設
院，運輸省，法務庁，最高裁判所，厚生省，大蔵省，連絡調整事務局，物価庁，臨時人事委員会事務局，新 1948/2 1948/8 GHQ22 M'.1.0.0.3

ＧＨＱ宛機構改正及び人事異動月例
報告関係雑件　第1巻

院，運輸省，法務庁，最高裁判所，厚生省，大蔵省，連絡調整事務局，物価庁，臨時人事委員会事務局，新
聞出版用紙割当事務局，経済安定本部，商工省，総理庁，地方財政委員会，公正取引委員会事務局，外務
省及び国家消防庁における人事異動に関する文書を含む。

1948/2 1948/8 GHQ

23 M'.1.0.0.3
ＧＨＱ宛機構改正及び人事異動月例
報告関係雑件　第2巻

本ファイルは，各省庁の人事異動に関し，GHQに報告し承認を求めた1948(昭和23)年7月から同年11月まで
の文書を収録(法務庁の一部機構改正に関する文書を含む)。具体的には，当時の法務庁，経済安定本部，
中央経済調査庁，商工省，特別調達庁，文部省，労働省，公正取引委員会，行政管理庁，厚生省，新聞出版
用紙割当事務庁，臨時人事委員会事務局，物価庁，総理庁，農林省，大蔵省，建設省及び外務省における

1948/7 1948/11 GHQ
報告関係雑件　第2巻 用紙割当事務庁，臨時人事委員会事務局，物価庁，総理庁，農林省，大蔵省，建設省及び外務省における

人事異動に関する文書を含む。

24 B'.4.1.1.3-3
対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　第1巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約実施に関する文書を収録。具体的には，平和条約第17条(捕獲審検
の再検査)を実施する捕獲審検再審査委員会設置関係文書及び同委員会事務局が作成した捕獲審検関係
調書を含む。

1947/7 1959/1 対日講和

25 B'.4.1.1.3-3
対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　第2巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約実施に関する文書を収録。具体的には，捕獲審検再審査委員会関
連人事及び1954(昭和29)年から1962(昭和37)年にかけての連合国側から再審査請求のあった懸案事項に関
する同委員会関係文書を保存。再審査案件として，仏民間会社所有のパナマ旗籍拿捕船（サンタ・フェ号）及
びギリシャ国籍拿捕船（エラト号及びバレンタイン号）が取り上げられている。

1941/12 1962/1 対日講和

26 B'.4.1.1.3-3
対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　第3巻

本ファイルは，捕獲審検再審査委員会関係文書を収録。具体的には，1952(昭和27)年から1954(昭和29)年に
かけての連合国側から再審査請求のあった案件(パナマ国籍船フォッチ号及びオランダ国籍船ゼノタ号の拿
捕事件)を含む。

1942/6 1957/3 対日講和

3
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27 B'.4.1.1.3-3-1
対日平和条約実施関係　第十七条 本ファイルは，平和条約発効後の同条約実施に関する文書を収録。具体的には，平和条約第17条(捕獲審検

の再検査)を実施する捕獲審検再審査委員会関係文書を収録。1953(昭和28)年に仏側から再審査請求の
27 B'.4.1.1.3-3-1

対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　サンタフェ
号事件関係　第1巻

の再検査)を実施する捕獲審検再審査委員会関係文書を収録。1953(昭和28)年に仏側から再審査請求の
あった拿捕船サンタ・フェ号事件に関する同委員会の関係文書等を保存。1959(昭和34)年7月に同委員会の
決定がなされ捕獲を妥当なものと認めた。

1953/6 1958/10 対日講和

28 B'.4.1.1.3-3-1
対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　サンタフェ
号事件関係　第2巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約実施に関する文書を収録。具体的には，捕獲審検再審査委員会が
審査した拿捕船サンタ・フェ号関係文書を収録。同委員会事務局が編集した会議用資料及び対外応答要領
案を含む。

1953/10 1954/9 対日講和

29 B'.4.1.1.3-3-2
対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　エラト号
及びバレンタイン号事件関係　第1巻

本ファイルは、平和条約発効後の同条約第17条実施に関する文書を収録。具体的には、ギリシャ人所有の
拿捕船エラト号及びバレンタイン号の捕獲審検再審査に係る会議用資料及び外務本省・在外公館間の調査
訓令・回答文書を含む。

1947/1 1959/10 対日講和

30 B'.4.1.1.3-3-2
対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　エラト号
及びバレンタイン号事件関係　第2巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約第17条実施に関する文書を収録。具体的には，第1巻に続きギリ
シャ人所有の拿捕船エラト号及びバレンタイン号の捕審検再審査に係る会議用資料及び1960(昭和35)年か
ら1962(昭和37)年にかけての外務本省・在外公館間の調査訓令・回答文書を含む。

1960/1 1962/12 対日講和
及びバレンタイン号事件関係　第2巻 ら1962(昭和37)年にかけての外務本省・在外公館間の調査訓令・回答文書を含む。

31 A'.1.0.0.3-3-2
対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　エラト号
及びバレンタイン号事件関係　第3巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約第17条実施に関する文書を収録。具体的には，第2巻に続きギリ
シャ人所有の拿捕船エラト号及びバレンタイン号の捕獲審検再審査に係る決定書及びその別添書類，同決
定が告示された官報を含む。

1962/2 1966/8 対日講和

32 B'.4.1.1.3-3-2
対日平和条約実施関係　第十七条
（捕獲審検の再審査）関係　エラト号
及びバレンタイン号事件関係　第4巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約第17条実施に関する文書を収録。具体的には，第3巻に続きギリ
シャ人所有の拿捕船エラト号及びバレンタイン号の捕獲審検再審査に係る決定書案及びその別添書類，捕
審委事務局作成資料を含む。

1940/10 1962/1 対日講和

33 B'.4.1.1.3-4
対日平和条約実施関係　第十二条関
係　第1巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約第12条(貿易，海運，その他の通商関係)実施に関する文書を収録。
具体的には，中南米諸国における邦船の入港保障取付け，既存の通商条約の取扱調査，土地取得に関する
日本人に対する関係国の待遇調査，外国法人対策調査等に関して本省と在外公館の間のやり取りに関する

1949/8 1956/4 対日講和
係　第1巻 日本人に対する関係国の待遇調査，外国法人対策調査等に関して本省と在外公館の間のやり取りに関する

文書を収録。

34 B'.4.1.1.3-4
対日平和条約実施関係　第十二条関
係　第2巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約第12条(貿易，海運，その他の通商関係)実施に関する文書を収録。
具体的には，第1巻に続き，連合国各国との交渉及び調査関連文書を含む。(本巻には，エルサルバドル，チ
リ，メキシコ，アルゼンチン，ペルー，ベネズエラ，ボリビア，キューバ，ブラジル，ウルグアイ，コスタリカ，コロ
ンビア，パナマ，ドミニカ，ホンジュラス，グアテマラ，ハイチ，エクアドル，カナダ，パラグアイ，米国，パキスタ
ン，オーストラリア，南アフリカ，英国の順にファイルされている。)

1951/8 1956/4 対日講和

ン，オーストラリア，南アフリカ，英国の順にファイルされている。)

35 B'.4.1.1.3-4
対日平和条約実施関係　第十二条関
係　第3巻

本ファイルは，平和条約発効後の同条約第12条(貿易，海運，その他の通商関係)実施に関する文書を収録。
具体的には，第2巻に続き，関係各国との交渉文書を保存。イラク，エチオピア，ベルギー，トルコ，シリア，
フィンランド，ノルウェー，オランダ，フランス，ニュージーランドの順にファイルされている。

1952/4 1954/4 対日講和

本ファイルは，1952(昭和27)年4月から1953(昭和28)年9月までの戦争犯罪人に関する文書を収録。具体的に

36 2012-0792 軍事裁判・本邦戦争犯罪人

本ファイルは，1952(昭和27)年4月から1953(昭和28)年9月までの戦争犯罪人に関する文書を収録。具体的に
は，サンフランシスコ平和条約第11条の解釈問題，朝鮮人・台湾人戦犯に係る釈放請求事件に関する最高裁
判決，サンフランシスコ平和条約第11条の解釈に関する関係在外公館(英，米，仏，オランダ)との来往電，平
和条約第11条による刑の執行及び赦免に関する法律(法律第103号)，サンフランシスコ平和条約第11条の
「日本国民」の範囲と台湾人及び朝鮮人戦犯問題，法律第103号の法的性格及び成立の経緯，法律第103号
の改正に関する米側見解，極東軍事裁判起訴状(英文)，サンフランシスコ平和条約第11条に関するインド側
見解に関する文書を含む。

1952/4 1953/9 戦犯

4
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37 2012-0795
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11月までの昭和天皇皇后両陛下のベルギー，英，独
御訪問(デンマーク，オランダにお立寄り)に関する文書を収録。具体的には，御訪欧に関する内外の諸情勢 1971/3 1972/11

皇室，皇族諸外国
訪問37 2012-0795 問(ベルギー他)

御訪問(デンマーク，オランダにお立寄り)に関する文書を収録。具体的には，御訪欧に関する内外の諸情勢
に関する文書を含む。

1971/3 1972/11
訪問

38 2012-0796
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問1

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年8月から同年10月までの文書を収録。
具体的には，両陛下アンカレッジお立寄りの際の空港行事次第，同空港におけるニクソン大統領夫妻との御
会見の模様，現地及び各国報道機関による報道ぶり，御動静報告を含む。

1971/8 1971/10
皇室，皇族諸外国

訪問

39 2012-0797
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問2

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年2月から同年10月までの文書を収録。
具体的には，両陛下アンカレッジお立寄りに関する米側との事前調整，アンカレッジ空港における行事次第，
同空港におけるニクソン大統領夫妻との御会見の模様，現地及び各国報道機関による報道ぶり，御動静報
告，対外務大臣ブリーフィング資料を含む。

1971/2 1971/10
皇室，皇族諸外国

訪問

40 2012-0798
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問3

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年2月から同年10月までの文書を収録。
具体的には，両陛下のベルギー御訪問及びデンマークお立寄りにおける御日程・御引見等各種行事次第等
調整過程，デンマーク王室事情に関する文書を含む。

1971/2 1971/10
皇室，皇族諸外国

訪問英，独御訪問3 調整過程，デンマーク王室事情に関する文書を含む。
訪問

41 2012-0799
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問4

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年4月から同年9月までの文書を収録。
具体的には，両陛下による御訪問国英国における各種行事(御到着・御出発，英国女王主催晩餐会，ロンド
ン市長主催晩餐会，日英協会等4団体主催レセプション，英国政府主催午餐会等)に係る調整過程に関する
文書を含む。

1971/4 1971/9
皇室，皇族諸外国

訪問

42 2012-0800
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問5

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年2月から同年11月までの文書を収録。
具体的には，両陛下の御訪問国に関する発表経緯，御日程・行事次第調整過程（ポンピドゥー大統領夫妻と
の御会見，ルーブル美術館等御視察，ウィンザー公御訪問，ヴェルサイユ宮殿での午餐会等）に関する文書
を含む。

1971/2 1971/11
皇室，皇族諸外国

訪問

43 2012-0801
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問8

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1970(昭和45)年3月から1972(昭和47)年2月までの文
書を収録。具体的には，両陛下のお立寄り国スイスにおける御日程・行事次第調整過程，国際赤十字お立寄
り，大統領との御会見，スイスに関する調査資料・案内書を含む。

1970/3 1972/2
皇室，皇族諸外国

訪問英，独御訪問8 り，大統領との御会見，スイスに関する調査資料・案内書を含む。
訪問

44 2012-0802
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問9

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年4月から同年9月までの文書を収録。
具体的には，両陛下のベルギー国御訪問における御日程・行事全般(御視察先・外交団御接見・御引見次
第・ベルギー国側主催晩餐会等)調整過程，御訪問記念文化事業に関する文書を含む。

1971/4 1971/9
皇室，皇族諸外国

訪問

45 2012-0803
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－， 本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年3月から同年9月までの文書を収録。

1971/3 1971/9
皇室，皇族諸外国

45 2012-0803
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問10

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年3月から同年9月までの文書を収録。
具体的には，政府専用機飛行計画及び着陸許可取りつけ，日程作成方針に関する文書を含む。

1971/3 1971/9
皇室，皇族諸外国

訪問

46 2012-0804
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問11

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年9月から同年10月までの文書を収録。
具体的には，両陛下の御訪問国(ベルギー，英国，ドイツ)及びお立寄り国（米国，デンマーク，フランス，オラ
ンダ，スイス）における御動静報告及び各国報道機関の報道ぶりを含む。

1971/9 1971/10
皇室，皇族諸外国

訪問

47 2012-0805
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問13

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年2月から1972(昭和47)年1月までの文
書を収録。具体的には，外務大臣から御訪問国各国への謝意伝達に関する文書を含む。

1971/2 1972/1
皇室，皇族諸外国

訪問

5
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48 2012-0806
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－， 本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年2月から同年11月までの文書を収録。

具体的には，両陛下によるお立寄り国オランダ，スイス，及び御訪問国ドイツからの来電で，御日程調整，御 1971/2 1971/11
皇室，皇族諸外国

48 2012-0806
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問14

具体的には，両陛下によるお立寄り国オランダ，スイス，及び御訪問国ドイツからの来電で，御日程調整，御
動静報告，儀礼調整及び取材要領調整に関する文書を含む。

1971/2 1971/11
皇室，皇族諸外国

訪問

49 2012-0807
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問15

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年5月から1972(昭和47)年5月までの文
書を収録。具体的には，天皇陛下の英国におけるスピーチ，英王室情報及び英要人略歴を含む。

1971/5 1972/5
皇室，皇族諸外国

訪問

50 2012-0808
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問16

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年2月から同年12月までの文書を収録。
具体的には，両陛下による御訪問国ベルギーにおける御会見次第，外相会談，御訪問視察先資料及びベル
ギー側要人略歴を含む。

1971/2 1971/12
皇室，皇族諸外国

訪問

51 2012-0809
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪17

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年2月から1972(昭和47)年1月までの文
書を収録。具体的には，随員携行各国資料(デンマーク，ベルギー，フランス，オランダ，ドイツ，欧州各国王
室間の関係，欧州共同体及び欧州統合，総理訪欧先相手国の首脳訪日一覧，皇太子殿下当時御訪欧御日

1971/2 1972/1
皇室，皇族諸外国

訪問51 2012-0809 英，独御訪17 室間の関係，欧州共同体及び欧州統合，総理訪欧先相手国の首脳訪日一覧，皇太子殿下当時御訪欧御日
程，陛下御著書，御訪欧対策連絡会議構成員，御訪欧準備作業表及び御訪欧準備委員会の文書を含む。

1971/2 1972/1
訪問

52 2012-0810
昭和46年天皇皇后両陛下ベルギ－，
英，独御訪問20

本ファイルは，昭和天皇皇后両陛下の御訪欧に関する1971(昭和46)年2月から1972(昭和47)年1月までの文
書を収録。具体的には，御訪問国(ベルギー，英国，ドイツ)及びお立寄り国(米国，デンマーク，フランス，オラ
ンダ，スイス)における各行事記録，受入れ要領等の記録文書を含む。

1971/2 1972/1
皇室，皇族諸外国

訪問

以下は平成23年12月22日公開分（再掲。平成25年3月7日より閲覧開始。）

53 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，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 1942/10 1947/12 戦犯53 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8巻
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
会，俘虜遺留金等の処理報告を含む。

1942/10 1947/12 戦犯

54 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）

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

1944/6 1947/2 戦犯54 D'.1.3.0.2-7-1-1 事務局主管の部　俘虜関係（資料）
第10巻

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 戦犯

55 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 戦犯
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。
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56 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

1946/1 1946/6 戦犯56 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3巻

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
人員表」に関する文書等を含む。

1946/1 1946/6 戦犯

57 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 戦犯
事務局主管の部　俘虜関係　第6巻 の記録等を含む。

58 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・

1946/1 1948/10 戦犯
事務局主管の部　第6巻 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。

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

59 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

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
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。

1946/3 1946/7 戦犯

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
60 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 戦犯

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

61 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2巻

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
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 戦犯

62 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

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
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 戦犯
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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

63 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 戦犯

64 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 戦犯
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。

65 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 戦犯

66 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 戦犯

67 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 戦犯

68 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 戦犯

69 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
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 戦犯

70 2011-0755 軍事裁判／戦争犯罪人

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
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 戦犯

8



平成２５年３月７日外交記録公開　概要

№
管理番号
分類番号

ファイル名 概要
ファイル期間

開始年月
ファイル期間

終了年月
カテゴリー

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，

71 B'.3.1.1.6 「賠償月報」　第1巻

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
含む。

1950/4 1950/12 対日賠償

72 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
作成・関係経費報告，返還財産一覧表を含む。

1950/5 1950/12 対日賠償
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