
平成２７年１月１５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 B'.4.1.1.4
平和条約　第15条（a）に基づいて生じ
る紛争の解決に関する協定関係一件
第1巻

本ファイルは，1951（昭和26）年8月から1955（昭和30）年3月までのサンフランシスコ平和条約に関する文書を
収録。具体的には，「平和条約第15条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定」に関する文書であり，(1)
同協定(和文及び英文)，(2)連合国財産補償法(案)(和文及び英文)，(3)米側との非公式折衝経緯，(4)在日連
合国財産に対する補償支払いに関する件，(5)同協定締結に関する閣議請議，(6)同協定第4条に関する英国
案，(7)同協定案説明書等を含む。

1951/8 1955/3 対日講和

2 B'.4.1.1.4
平和条約　第15条（a）に基づいて生じ
る紛争の解決に関する協定関係一件
第2巻

本ファイルは，1952(昭和27)年4月から1955(昭和30)年9月までのサンフランシスコ平和条約に関する文書を
収録。具体的には，「平和条約第15条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定」に関する文書であり，(1)
同協定締結の承認を求める閣議請議関係文書，(2)同協定の国会承認関係文書，(3)同協定署名に関する閣
議請議関係文書，(4)各国署名状況，(5)官報告示等を含む。

1952/4 1955/9 対日講和

3 A'.3.0.0.7-1(9)
米国管理下の南西諸島状況雑件
沖縄関係

本ファイルは，1965(昭和40)年7月から同年8月までの佐藤総理の沖縄訪問に関する文書を収録。具体的に
は，訪問の事前準備に関する米側関係者との協議録，佐藤総理の訪沖期間におけるワトソン高等弁務官と
の会談録，総理のステートメント，総理訪沖に関する報道振り・論調の文書を含む。

1965/7 1965/8 沖縄

4 A'.3.0.0.7-1(174)
米国管理下の南西諸島状況雑件
沖縄関係　沖縄復帰準備委員会（1）
（代表者会議第1回～第6回）

本ファイルは，1970（昭和45）年2月から10月までの沖縄問題に関する文書を収録。具体的には，(1)沖縄復帰
準備委員会設置前の日米琉協議，(2)沖縄復帰準備委員会の第1回(3月）から第6回(10月)会合の関連文書
を含む。

1970/2 1970/10 沖縄

5 2014-4125 沖縄返還協定実施準備・請求権関係
本ファイルは，1971（昭和46）年6月から1973（昭和48）年6月までの沖縄返還協定に基づく請求権問題に関す
る文書を収録。具体的には，(1)沖縄住民の請求権問題に関する現地調査・資料収集，(2)請求権処理手続，
(3)関係国会提出資料，(4)対米請求権，(5)通損補償・入会制限補償・人身損害補償等の資料を含む。

1971/6 1973/6 沖縄

6 2014-4126 日米関係（沖縄返還）37

本ファイルは，1970（昭和45）年6月から1971（昭和46）年6月まで沖縄の基地の整理・統合に関する文書を収
録。具体的には，(1)沖縄米軍基地の整理統合に関する米国防省，在京米大使館関係者等内話，(2)那覇空
港返還，(3)在沖米軍基地・軍雇用者に関する米高等弁務官発表，(4)軍用地開放要望（那覇市，宜野湾市），
(5)新聞記事（邦字紙及び米国紙），送付公信等を含む。

1970/6 1971/6 沖縄

7 2014-4127 日米関係（沖縄返還）27
本ファイルは，1971（昭和46)年8月から同年10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
還後の沖縄米軍日本人労務者の間接雇用移行に向けた日米間の調整に関する文書を含む。

1971/8 1971/10 沖縄

8 2014-4128 日米関係（沖縄返還）28

本ファイルは，1970（昭和45)年8月から1971(昭和46）年2月までの沖縄返還に伴う沖縄米軍日本人労務者問
題（退職金，労務管理費，健康保険制度，特別作業手当）に関する日米協議関係文書を収録。具体的には，
本土及び沖縄における軍労問題に関する米側担当者との協議，日米STG労務小委員会第3回会合報告を含
む。

1970/8 1971/2 沖縄
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9 A'.3.0.0.7-1(208)
米国管理下の南西諸島状況雑件
沖縄関係　毒ガス問題　毒ガス撤去
第2次移送

本ファイルは，1971（昭和46）年1月から同年3月までの沖縄の毒ガス撤去問題に関する文書を収録。具体的
には，沖縄の毒ガス第2次撤去計画，特に第2次移送ルートの決定に関する文書を含む。

1971/1 1971/3 沖縄

10 A'.3.0.0.7-1(210)
米国管理下の南西諸島状況雑件
沖縄関係　毒ガス問題　毒ガス撤去
第2次移送（3）

本ファイルは，1971（昭和46）年4月から同年5月までの沖縄の毒ガス撤去問題に関する文書を収録。具体的
には，沖縄の毒ガス第2次撤去計画に関する文書を含む。

1971/4 1971/5 沖縄

11 A'.3.0.0.7-1(211)
米国管理下の南西諸島状況雑件
沖縄関係　毒ガス問題　毒ガス撤去
第2次移送（4）

本ファイルは，1971（昭和46）年5月から同年8月までの沖縄の毒ガス撤去問題に関する文書を収録。具体的
には，沖縄の毒ガス第2次撤去計画に関する文書を含む。

1971/5 1971/8 沖縄

12 2014-4129 佐藤総理・ニクソン米国大統領会談
本ファイルは，1970（昭和45）年9月から同年10月までの佐藤総理訪米に関する文書を収録。具体的には，(1)
日米首脳会談用総理発言要旨案（世界情勢，インドシナ情勢，日米経済関係，繊維問題，環境・公害問題
等），(2)参考資料，(3)プレス・ガイダンス，(4)日米協会等四団体における総理演説等を含む。

1970/9 1970/10
総理外国訪問(米

国)

13 2014-4130 国連代表権問題／中共
本ファイルは，1964(昭和39)年3月から1965(昭和40)年4月までの国連における中国代表権問題に関する文
書を収録。具体的には，(1)衆参予算委員会議事録，(2)参議院本会議議事録，(3)衆議院外務委員会議事
録，(4)第47回臨時国会における椎名外務大臣の外交演説等を含む。

1964/3 1965/4 国連中国代表権

14 2014-4131 国連代表権問題／中共

本ファイルは，1971（昭和46）年4月から8月までの国連における中国代表権問題に関する文書を収録。具体
的には，（1）1971（昭和46）年秋に開催される国連総会を見越して諸外国の態度を調査するべく発出された外
務本省からの訓令及びそれに対する在外公館からの回答，（2）米国，欧州，東欧，アフリカ，南米，中近東，
アジア諸国の動静報告等を含む。

1971/4 1971/8 国連中国代表権

15 2014-4132 国連代表権問題／中共

本ファイルは，1971（昭和46）年8月から10月までの国連における中国代表権問題に関する文書を収録。具体
的には，（1）この時点で未だ態度を明確にしていなかった国々に対し発出された佐藤総理メッセージ，（2）総
会における愛知首席代表演説テキスト，(3)ＩＱＶ（逆重要事項指定方式）及びCDR（複合二重代表制）決議案
についての票読み予想等各国の動向に関する資料，(4)表決に際しての政府見解(案)，(5)佐藤総理とラザク・
マレイシア首相との会談記録，（6）福田外相とアルメル・ベルギー外相との会談記録，(7)木村外相臨時代理
とボーウェン豪外務大臣会談記録（要旨）等を含む。

1971/8 1971/10 国連中国代表権

16 2014-4133 国連代表権問題／中共

本ファイルは，1971（昭和46）年10月から11月までの国連における中国代表権問題に関する文書を収録。具
体的には，第26回国連総会において中華人民共和国の国連加盟が承認されたことに関する，(1)中華民国，
米国，西欧，東欧，アジア，豪州，中南米，中近東，アフリカ諸国の政府要人の反応，(2)海外報道振り等を含
む。

1971/10 1971/11 国連中国代表権

17 L'.1.1.1.33 天皇皇后両陛下御訪米関係　第1巻
本ファイルは，1975（昭和50）年に行われた天皇皇后両陛下の米国御訪問に関する1966(昭和41)年6月から
1975(昭和50)年までの文書を収録。具体的には，(1)御訪米準備本部の内部編成，(2)広報方針，(3)主要問題
点，(4)米紙論調を含む。

1966/6 1975/11
天皇皇后両陛下外

国御訪問
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18 L'.1.1.1.33 天皇皇后両陛下御訪米関係　第3巻
本ファイルは，1975(昭和50)年に行われた天皇皇后両陛下の米国御訪問に関する1975(昭和50)年3月から同
年9月までの文書を収録。具体的には，(1)ご訪米準備調査団関連文書（日程，メンバー，調査事項，チェック
リスト等），(2)関連資料の送付公電・公信，(3)関連報道を含む。

1975/3 1975/9
天皇皇后両陛下外

国御訪問

19 L'.1.1.1.33-1
天皇皇后両陛下御訪米関係
ワシントン関係　第1巻

本ファイルは，1975(昭和50)年に行われた天皇皇后両陛下の米国御訪問に関する1973(昭和48)年4月から
1976年（昭和51）年1月までの文書を収録。具体的には，(1)御訪問時期に関する日米間の交渉経緯，(2)米国
内での準備状況（在米公館間の打合せ，御訪問先との協議等）を含む。

1973/4 1976/1
天皇皇后両陛下外

国御訪問

20 L'.1.1.1.33-1
天皇皇后両陛下御訪米関係
ワシントン関係　第4巻

本ファイルは，天皇皇后両陛下の米国御訪問（1975(昭和50)年）に関する1971(昭和46)年1月から1975(昭和
50)年11月までの文書を収録。具体的には，各御訪問先関係者との協議，御訪問発表，各種資料に関する電
報・公信を含む。

1971/1 1975/11
天皇皇后両陛下外

国御訪問

21 2014-4134 第１回主要国首脳会議

本ファイルは，第1回主要国首脳会議（ランブイエ会議，1975（昭和50）年11月）に関する文書を収録。具体的
には，三木総理とシュミット独首相・ソヴァニヤルグ仏外相・ジスカール・デスタン仏大統領との会談記録，首
脳会議討議概要，ランブイエ宣言，ジスカール・デスタン仏大統領演説，首脳会議についての各国新聞報道
および反響，ロンドンにおける準備会合概要を含む。

1975/10 1976/1 サミット

22 2014-4135 第２回主要国首脳会議

本ファイルは，1976（昭和51)年6月にプエルトリコのサン・ファンにおいて開催された，第2回主要国首脳会議
に関する文書を収録。具体的には，(1)首脳会議用資料（発言要領，統計資料，開発途上諸国の経済情勢），
（2）我が国と英・仏・独・伊との間の主要懸案，（3）首脳会議宣言案，（4）三木総理ステートメント，（5）総理の
日程表，（6）閣議発言用参考資料，（7）今次主要国首脳会議の評価，（8）各国の新聞論調，（9）参加国首脳
プロフィール，(10)参加各国の概況，（11）参加国首脳の直面する諸問題等を含む。

1976/6 1976/7 サミット

23 2014-4136 第２回主要国首脳会議

本ファイルは，1976(昭和51)年6月にプエルトリコのサン・ファンにおいて開催された，第2回主要国首脳会議
に関する文書を収録。具体的には，(1)準備会合（於：ワシントン）関連文書，(2)共同宣言作成のための各種ド
ラフト，(3)宮澤外相の記者懇談要旨，(4)井出内閣官房長官談話，(5)サン・ファン空港における三木総理ス
テートメント，(6)共同宣言及び仮訳，(7)今次首脳会議の評価等を含む。

1976/6 1976/7 サミット

24 2014-4137 第２回主要国首脳会議
本ファイルは，1976（昭和51）年6月にプエルトリコのサン・ファンにおいて開催された第2回主要国首脳会議に
関する文書を収録。具体的には，(1)「主要国首脳会議に関する各国の新聞論調(未定稿)」に関する資料，(2)
主要国首脳会議に関する諸外国(米，加，中南米，欧州，アジア，中近東)の報道振り等を含む。

1976/6 1976/7 サミット

25 2014-4138 国連安保理軍縮委員会
本ファイルは，1957（昭和32）年6月から1958（昭和33）年10月までの核実験停止等の軍縮問題に関する国際
的動向に関する文書を収録。具体的には，ソ連の軍縮委ボイコット後の核実験停止問題に関する各国の動
向，欧米主要紙の論評，同問題に関する在スイス人権アカデミーの立場表明等を含む。

1957/6 1958/10 軍縮問題
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26 2014-4139
軍縮委員会会議（軍縮委員会会議の
手続再検討）

本ファイルは，1961（昭和36）年1月から1977（昭和52）年8月までの軍縮委員会，特に，機構手続再検討問題
に関する文書を収録。具体的には，軍縮委員会会議に関する来往電（本会議，西側非公式協議，米側との意
見交換），「わが国の18カ国軍縮委員会加入問題」，「CCDの軍縮審議にフランスの参加を求める問題につい
て」，「CCD（軍縮委員会）拡大問題」の文書を含む。

1961/1 1977/8 軍縮問題

27 2014-4140 軍縮委員会
本ファイルは，1969（昭和44）年7月から1970（昭和45）年12月までの海底平和利用問題に関する文書を収
録。具体的には，国連海底委員会における非公式協議，海底条約問題，海底軍事利用禁止問題に関するわ
が方発言案，各国代表との懇談・内話を含む。

1969/7 1970/12 軍縮問題

28 2014-4141 軍縮委員会
本ファイルは，1970（昭和45）年5月から同年9月までの第18会期軍縮委員会会議（CCD）に関する文書を収
録。具体的には，軍縮委員会非公式会議における各国発言テキスト，国連総会に対するCCD報告書案，
CCD討議経過，海底条約案の検討，地下核実験，軍縮プログラム，軍縮関連新聞報道を含む。

1970/5 1970/9 軍縮問題

29 2014-4142 国連第21回総会
本ファイルは，1966（昭和41）年7月から1967（昭和42）年2月までの第21回国連総会の軍縮問題審議に関す
る文書を収録。具体的には，基本方針，議題別対処方針，国連事務総長年次報告，椎名外相演説（案），軍
縮関係決議案に関する情報及び表決に関する報告を含む。

1966/7 1967/2 軍縮問題

30 2014-4143 国連第21回総会
本ファイルは，1966（昭和41）年8月から1967（昭和42）年1月までの国連第21回総会の核軍縮，核不拡散問題
等に関する文書を収録。具体的には，軍縮および核不拡散交渉の見通しに関する諸外国の情勢分析・立場
についての在京大使館員（米，加，伊，独）の内話並びにわが方在外公館からの報告を含む。

1966/8 1967/1 軍縮問題

31 2014-4144 国連第22回総会／軍縮問題審議

本ファイルは，1967（昭和42）年7月から1968（昭和43）年1月までの国連第22回総会/軍縮問題審議に関する
文書を収録。具体的には，第22回総会の議題追加要請・採択に関する通知書，同総会における三木外相一
般討論演説（草稿），対処方針（案），軍縮問題審議におけるわが方発言案，軍縮問題審議見通しに関する関
係者の内話を含む。

1967/7 1968/1 軍縮問題

32 2014-4145 国連第24回総会

本ファイルは，1969（昭和44）年8月から1970（昭和45）年2月までの国連第24回総会に関する文書を収録。具
体的には，軍縮問題をめぐる第一委員会の経過・軍縮委員会拡大問題，海底条約案，SALT，鶴岡代表発
言，地下核実験禁止，ウ・タント事務総長と愛知外相との会談録，総会への対処方針（案），日米協議用資料
を含む。

1969/8 1970/2 軍縮問題

33 2014-4146 国連軍縮第1回特別総会準備委員会

本ファイルは，1976（昭和51）年9月から1977（昭和52）年11月までの国連軍縮第1回特別総会（1978（昭和53）
年）に向けた準備委員会に関する文書を収録。具体的には，第１会期～第3会期の準備委員会における審
議，第3会期の期間中に開かれた非公式会合の審議，第1会期～第3会期の間の西側協議グループの審議
に関する報告，及び「軍縮特別総会についての日本政府見解」を含む。

1976/9 1977/11 軍縮問題

34 2014-4147 非核保有国会議

本ファイルは，1966（昭和41）年9月から1967（昭和42）年12月までの国連非核保有国会議に関する文書を収
録。具体的には，国連非核保有国会議開催に関するパキスタン提案，国連第一委員会（核兵器拡散防止問
題）における各国の発言および同決議案，国連非核保有国会議準備委員会（わが国の参加問題，各国の動
き，関係国からの情報，準備委員会報告，準備委員会関係国連文書および国連代表部送付公信），わが国
における非核クラブ結成問題，非核保有国会議関係報道を含む。

1966/9 1967/12 軍縮問題
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35 2014-4148 通常兵器移転規制問題

本ファイルは，1967（昭和42）年4月から1977（昭和52）年10月までの通常兵器移転規制問題に関する文書を
収録。具体的には，(1)第31回国連総会軍縮関係委員会に関する国連代表部報告，(2)米国の対外武器輸出
政策に関する在米大報告，(3)軍縮特別総会(通常兵器移転問題)に関する軍縮代表部及び在インド大使館報
告，(4)わが国の武器輸出に関するスウェーデン紙報道，(5)武器輸出関係国会議議事録，(6)アジア調査会に
おける小坂外相講演テキスト等を含む。

1967/4 1977/10 軍縮問題

36 2014-4149 通常兵器移転規制問題

本ファイルは，1976（昭和51）年10月から1977（昭和52）年12月までの通常兵器に関する文書を収録。具体的
には，(1)第31回国連総会（武器の国際的移転規制問題及び通常兵器移転に関するわが方決議案上程）に
関する国連代表部及び軍縮代表部の報告，(2)小坂前外相発カーター大統領宛書簡，(3)バンス国務長官発
小坂前外相宛書簡（カーター大統領宛書簡への返書），(4)通常兵器移転に関する米国新政策に関する在米
大等報告，(5)軍縮特別総会(通常兵器軍縮に関するメモランダム），(6)第32回国連総会に関する国連代表部
等の報告を含む。

1976/10 1977/12 軍縮問題

37 2014-4150 特定通常兵器移転規制問題

本ファイルは，1973（昭和48）年9月から1977（昭和52）年11月までの通常兵器移転規制問題に関する文書を
収録。具体的には，(1)兵器輸出等に関する仏誌報道，(2)武器輸出に関する政府方針と「政府統一見解」の
国会提出，(3)「わが国の武器輸出入規制政策と法的根拠」，「湾岸諸国に対する武器供与」，「日・湾岸諸国
関係の展望（試論）」，「中東における最近の軍備拡張」及び「ソ連実質国防費の各種見積もりと問題点」等の
調書，(4)資料「軍縮庁より米議会宛通常兵器の国際譲渡に関する報告書」等を含む。

1973/9 1977/11 軍縮問題

38 2014-4151 軍縮問題
本ファイルは，1957（昭和32）年11月から1959（昭和34）年12月までの国際軍事情勢に関連する文書を収録。
具体的には，軍縮を巡る国際動向，核兵器実験停止問題，ドイツ問題に関する欧米論調・英国議会での討議
状況，岸総理と英国首脳との会談等を含む。

1957/11 1959/12 軍縮問題

39 2014-4152 軍縮問題
本ファイルは，1963（昭和38）年8月から1969（昭和44）年11月までの軍縮問題に関する文書を収録。具体的
には，米ソの全面完全軍縮案比較表，調書「国連軍縮委員会における各種決議案の審議について」，「核兵
器拡散防止問題に関する松井大使発言（要旨）」，ABMに関する各種資料，報道記事を含む。

1963/8 1969/11 軍縮問題

40 2014-4153 諸外国国防・軍事
本ファイルは，1964（昭和39）年1月から1965（昭和40）年5月までの国際軍事動向に関する文書を収録。具体
的には，欧州軍備情勢，米在欧兵力撤退問題，ドイツを巡る核問題，仏のＮＡＴＯ離脱後の欧州軍備問題，ソ
連の軍事戦略理論，中国の核戦略能力問題に関する文書，及び関連新聞報道記事を含む。

1964/1 1965/5 軍縮問題

41 2014-4154 諸外国軍備一般
本ファイルは，1967（昭和42）年1月から1969（昭和44）年4月までの軍備一般に関する文書を収録。具体的に
は，原潜沈没事故，ＡＢＭ体系，偵察衛星に関する各種報道，調書「米・ソの核（戦略核）軍拡競争に関する
観察」及び「スパイ衛星」を含む。

1967/1 1969/4 軍縮問題
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