
令和4年1月31日外交記録公開　概要

分類番号 史料件名 史料概要 開始年月日 終了年月日 移管時の管理担当課室

A'.1.2.1.6-2-1
日本・韓国間外交　日韓国交正常化交渉史関係　「交渉

史資料」　第2巻
日韓関連年表（Ⅲ）を収録（分類番号B'.5.1.0.J/K（S）1-2-1）在中の文書と同一）。 1970/5/1 1970/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

A'.1.5.2.12-4
佐藤総理訪米関係（1965.1）　　共同声明、エイド・メ

モアール・トーキング・　ペーパー

1965年1月の佐藤総理訪米前の日米協議に際しての日本側考え方に関する文書を収録。国際情勢、アジア情勢

及び日米関係に関する日本側トーキングペーパー及びエード・メモワール並びに共同声明作成に関する文書を

含む。

1964/12/1 1965/3/31 北米局北米第一課

A'.1.5.2.12-5 佐藤総理訪米関係（1965.1）　　訪米資料
1965年1月の佐藤総理訪米資料を収録。国際情勢、アジア情勢、中国、インドシナ、日韓、マレーシア、第2

アジア・アフリカ会議、経済協力、ビルマ及び日米（防衛、沖縄・小笠原、航空・漁業、経済）を含む。
1964/12/1 1965/1/31 北米局北米第一課

A'.1.5.2.20 佐藤総理訪米関係（1970．10）

1970年10月の佐藤総理訪米の行事日程調整に関する文書を収録。日米協会、外交問題評議会及びニューヨー

ク財界人との午餐会における総理スピーチ、訪米後の総理発ニクソン･米大統領宛書簡並びにロックフェラー

三世・ロックフェラー財団理事長発総理宛書簡及び返簡を含む。

1970/5/1 1970/11/30 北米局北米第一課

A'.1.5.2.20-1 佐藤総理訪米関係（1970．10）　会談関係

1970年10月の佐藤総理訪米の際の総理とニクソン・米大統領との会談準備及び総理・愛知外務大臣と要人と

の会談に関する文書を収録。佐藤・ニクソン会談の発言要旨案・プレスガイドライン案、総理とリンゼイ・

ニューヨーク市長、ウ・タント国連事務総長及びヒース・英首相との会談概要並びに愛知外務大臣とロジャー

ズ・米国務長官及びマリク・インドネシア外相との会談概要を含む。

1970/9/1 1970/10/31 北米局北米第一課

A'.1.5.2.20-2 佐藤総理訪米関係（1970．10）　訪米資料

1970年10月の佐藤総理訪米の際の首脳会談総理発言要旨及び参考資料を収録。総理発言要旨（世界情勢、ニ

クソン・ドクトリン、中国、インドシナ、経済、環境・公害）、プレスガイドライン案、総理参考資料（日米

経済、公害）及び対インドシナ経済協力実績、在米大作成現地滞在資料を含む。なお、1973年7～8月の田中

総理訪米の際のプレス関係資料（記者団、記者団用資料）も含まれる。

1970/10/1 1973/11/30 北米局北米第一課

A'.1.5.2.20-3 佐藤総理訪米関係（1970．10）　報道関係

1970年10月の佐藤総理訪米の記者会見に関する文書を収録。同行記者名簿、愛知外務大臣、木村官房副長官

記者会見、記者会見における中国問題、総理現地記者団との会見、次官記者懇談、海外論調及び本邦新聞報道

を含む。

1970/10/1 1970/11/30 北米局北米第一課

A'.1.5.2.21
佐藤総理訪米関係（1972．1）（サンクレメンテ会談）

第1巻

1972年1月の佐藤総理訪米のロジ関係文書を収録。日程、一行名簿、宿舎、特別機及び荷物に関する文書を含

む。
1971/11/1 1972/1/31 北米局北米第一課

1



令和4年1月31日外交記録公開　概要

分類番号 史料件名 史料概要 開始年月日 終了年月日 移管時の管理担当課室

A'.1.5.2.21
佐藤総理訪米関係（1972．1）（サンクレメンテ会談）

第2巻

1972年1月の佐藤総理訪米の首脳会談中国問題資料及び訪米資料を収録。中国問題に関する米側への質問事

項、日本の立場と方針及び台湾の将来並びに訪米資料（日程、一行名簿、同行記者名簿、米側出席者横顔（ニ

クソン大統領、ロジャース国務長官、コナリー財務長官、キッシンジャー補佐官）、サンクレメンテ、ニュー

ポートについて）を含む。

1971/12/1 1972/2/29 北米局北米第一課

A'.1.5.2.21-1 佐藤総理訪米（サンクレメンテ会談）関係　会談関係

1972年1月の佐藤総理訪米の際のサンクレメンテ日米首脳会談に関する文書を収録。在米大使館作成主要問

題、議題・要項、首脳会談資料（中国問題を含む国際情勢、日米関係）及び日米科学協力に関する文書を含

む。首脳会談自体の記録録は含まれていない。

1971/11/1 1972/1/31 北米局北米第一課

A'.1.5.2.21-2
佐藤総理訪米（サンクレメンテ会談）関係　報道関係

第1巻

1972年1月の佐藤総理訪米の記者会見に関する文書を収録。会談発表文・プレス応答要領案、福田外務大臣記

者会見、田中通商産業大臣・水田大蔵大臣記者会見、総理テレビ中継邦人記者会見、総理外人記者会見、屋良

琉球行政府主席記者会見、牛場駐米日本大使記者会見、首脳会談報道アレンジ気付き及び同行記者配付資料を

含む。

1971/11/1 1972/1/31 北米局北米第一課

A'.1.5.2.21-2
佐藤総理訪米（サンクレメンテ会談）関係　報道関係

第2巻

1972年1月の佐藤総理訪米の報道・論調に関する文書を収録。サンクレメンテ日米首脳会談後の米紙論調、海

外紙報道・論調及び本邦新聞記事を含む。
1971/11/1 1972/2/29 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(223)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄におけ

る人権問題（2）

沖縄の人権問題に関する文書を収録。米軍人等の犯罪、米軍と琉球警察との捜査共助協定覚書並びに1970年6

月の米軍人等の犯罪防止に関する山中総務長官のランパート・米琉球列島高等弁務官申入れ及び岸沖縄・北方

対策庁沖縄事務局長のフィアリー・米国民政府民政官申入れに係る文書を含む。

1963/3/1 1970/6/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(224)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄におけ

る人権問題（3）

沖縄の人権問題に関する文書を収録。陳情・要望、米軍人・軍属事件発生・検挙調、米軍人等の犯罪防止に関

する米国と琉球警察の協力強化、国会決議及び国会答弁資料に関する文書を含む。
1963/3/1 1971/6/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(225)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄におけ

る人権問題（4）

沖縄の人権問題に関する文書を収録。米軍人等の犯罪、米軍人等の犯罪防止に関する米国と琉球警察の協力強

化、1967年4月の捜査共助協定覚書及び沖縄における刑事裁判の機構に関する文書を含む。
1969/4/1 1971/3/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(226)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄におけ

る人権問題（5）

沖縄の人権問題に関する文書を収録。米軍人等の犯罪並びに1970年12月のコザ市（現在の沖縄市）における

暴動事件に関する被害・現場写真、ランパート・米琉球列島高等弁務官声明、屋良琉球政府行政主席記者会

見、愛知外務大臣国会報告及びプレスガイダンスに係る文書を含む。

1970/7/1 1971/7/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(227)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄におけ

る人権問題（6）

沖縄の人権問題に関する文書を収録。米軍人等の犯罪、在沖米軍人の犯罪に関する1971年11月の福田外務大

臣のマイヤー・駐日米大使文書申入れ、軍事裁判に対する琉球政府オブザーバー制度及び米琉合同交通安全委

員会に関する文書を含む。

1960/5/1 1972/4/30 北米局北米第一課
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分類番号 史料件名 史料概要 開始年月日 終了年月日 移管時の管理担当課室

A'.3.0.0.7-1(228)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄におけ

る人権問題（7）

沖縄の人権問題に関する文書を収録。米軍人等の犯罪並びに沖縄における裁判権移管問題に関する日米協議及

び関係省庁との協議に係る文書を含む。
1970/1/1 1971/11/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(229)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　米軍基地公

害

基地公害に関する文書を収録。嘉手納空軍基地航空燃料流出、具志川海岸汚染、比謝川汚染、基地公害の補償

措置、米軍ジェット機騒音調査、沖縄学校保健大会における基地公害の討議、米軍による琉政造営林の伐採及

び上水道源の汚染に関する文書を含む。

1968/1/1 1971/12/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(235)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄米軍施

設における労働法規（5）

沖縄米軍施設における労働法規に関する文書を収録。1969年1月に公布された沖縄総合労働布令の施行期日延

期に関する保利官房長官談話、米国政府に対する意見の提示、米国民政府発表及び擬問擬答に関する文書を含

む。

1965/3/1 1970/6/30 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(239)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　米軍現地雇

用労働者大量解雇問題（3）

在沖縄米軍基地における現地雇用労働者大量解雇問題に関する文書を収録。1970年12月の日米安保協議委員

会における愛知外務大臣発言要領及び発言要旨並びに全沖縄軍労働組合の動向に関する文書を含む。
1969/12/1 1971/3/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(240)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　米軍現地雇

用労働者大量解雇問題（4）

在沖縄米軍基地における現地雇用労働者大量解雇問題に関する文書を収録。米国との協議に関する文書を含

む。
1967/4/1 1971/3/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(241)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　米軍現地雇

用労働者大量解雇問題（5）

在沖縄米軍基地における現地雇用労働者大量解雇問題に関する文書を収録。在京米大との協議、関係省庁会

議、解雇内報、解雇通報及び擬問擬答に関する文書を含む。
1969/12/1 1971/2/28 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(242)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　米軍現地雇

用労働者大量解雇問題（6）

在沖縄米軍基地における現地雇用労働者大量解雇問題に関する文書を収録。1970年12月の在沖米軍基地及び

軍雇用者問題に関するランパート・米琉球列島高等弁務官による新聞発表並びに本土及び沖縄の新聞報道に関

する文書を含む。

1970/1/1 1971/3/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(243)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　市民団体の

動向（1）

沖縄の市民団体の動向に関する文書を収録。沖縄県労働組合協議会、沖縄復帰協議会、沖縄軍労働組合、沖縄

県教職員連盟、琉球独立党及び沖縄人沖縄を作る会に関する文書を含む。
1968/4/1 1972/3/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(244)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　市民団体の

動向（2）

沖縄の市民団体の動向に関する文書を収録。原子力関係団体、青年団体、学生団体及び沖縄における左右勢力

の組織に関する文書を含む。
1968/4/1 1972/3/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1(267)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　沖縄に関す

る第三国の動向（台湾）

1961年7月から1970年11月までの沖縄問題に関する文書を収録。具体的には、沖縄問題に関する台湾（中華国

民国政府）の態度、台湾立法院における議論、報道等に関する報告、調書等を含む。
1961/7/1 1970/11/30 北米局北米第一課
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分類番号 史料件名 史料概要 開始年月日 終了年月日 移管時の管理担当課室

A'.3.0.0.7-1(288)
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　尖閣諸島

尖閣諸島領有権・大陸棚問題（新聞報道）
尖閣諸島の領有権及び大陸棚に関する公開情報（報道振り、記者会見、国会答弁等）を収録。 1971/1/1 1972/5/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1-2-5
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　軍用地問題

（プライス報告書を含む）　参考資料
1951年7月から1952年7月までの、沖縄等に関する各種法制、条約、協定等を収録。 1951/7/1 1952/7/31 北米局北米第一課

A'.3.0.0.7-1-5
米国管理下の南西諸島状況雑件　沖縄関係　琉球政府関

係　第1巻

米国管理下の南西諸島情況のうち琉球政府に関する文書を収録。沖縄臨時中央政府の設置、琉球政府及び琉球

住民、琉球政界再編成への動き、行政主席任命、1962年4月の太田行政主席・池田総理会談、行政主席施政方

針並びに行政主席及び立法院議員任期延長問題に関する文書を含む。

1951/4/1 1971/9/30 北米局北米第一課

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　調書「沖縄

の現況」

1949年12月から1952年1月までの沖縄の現況を記した調書。当時日本行政は停止されていたため、公開情報や

現地からの引き揚げ者の情報をまとめたもので、内容は政治・経済・産業・貿易・社会衛生・文化等多岐にわ

たる。

1949/12/1 1952/1/31 北米局北米第一課

A'.6.1.1.4 沖縄問題　第2巻

沖縄返還に関する文書を収録。沖縄、小笠原の施政権返還交渉経緯、琉球諸島に対する中国の領有権主張、施

政権返還要請・陳情、沖縄及び小笠原諸島における施政権回復に関する国会決議、1962年9月の大平外務大臣

とラスク・米国務長官会談、同年12月の徳安総理府総務長官とキャラウェイ・米琉球列島高等弁務官会談及び

1963年3月のキャラウェイ高等弁務官の金門クラブ（Golden Gate Club）演説に関する文書を含む。

1958/2/1 1963/6/30 北米局北米第一課

B'.2.1.0.1-12-2-1
国際連合総会関係　第12回総会関係　軍縮問題審議関係

日本の提案関係　第2巻

第12回国際連合総会における軍縮問題審議に関する文書を収録。軍縮並びに核実験停止に関する日本政府方針

に関する文書を含む。
1957/9/1 1957/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

B'.2.1.0.1-12-2-3
国際連合総会関係　第12回総会関係　軍縮問題審議関係

ソ連の提案関係

第12回国際連合総会における軍縮問題審議に関する文書を収録。国連総会における「平和的共存」宣言問題、

核実験停止に係る日本及びソ連の提案に関する文書を含む。
1957/9/1 1957/10/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

B'.2.1.0.1-12-2-5
国際連合総会関係　第12回総会関係　軍縮問題審議関係

審議経過関係　第1巻

第12回国際連合総会における軍縮問題審議に関する文書を収録。核実験停止決議案、軍縮委員会のメンバー増

加の追加議題採択及び日本の安全保障理事会非常任理事国選挙見通しに関する文書を含む。
1957/9/1 1957/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

B'.2.1.0.1-12-2-5
国際連合総会関係　第12回総会関係　軍縮問題審議関係

審議経過関係　第2巻

第12回国際連合総会における軍縮問題審議に関する文書を収録。軍縮問題に係る日本政府一般討論演説案並び

に軍縮及び核実験停止に関する日本案否決に関する文書を含む。
1957/9/1 1957/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

B'.3.1.2.1-4-1 対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　第15巻
賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第315回～第326回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

マ、日・インドネシア、日・ラオス、日・ベトナム賠償）・議事要旨を含む。
1962/9/1 1963/1/31 国際法局国際法課

4
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B'.3.1.2.1-4-1 対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　第16巻

賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第327回～第336回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

マ、日・インドネシア、日・ラオス、日・カンボジア、日・ベトナム賠償）・議事要旨及びフィリピン賠償法

に関する文書を含む。

1963/1/1 1963/5/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-4-1 対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　第17巻
賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第337回～第346回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

マ、日・インドネシア、日・ラオス、日・カンボジア、日・ベトナム賠償）・議事要旨を含む。
1963/5/1 1963/8/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-4-1 対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　第18巻
賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第347回～第373回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

マ、日・インドネシア、日・ラオス、日・カンボジア、日・ベトナム賠償）・議事要旨を含む。
1963/9/1 1964/6/30 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-4-1 対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　第19巻

賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第374回～第394回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

マ、（終結及び新協定）・日・インドネシア、日・ラオス、日・カンボジア、日・ベトナム（終結）賠償）・

出席者・議事要旨を含む。

1964/6/1 1965/1/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-4-1 対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　第20巻
賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第395回～第419回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

マ、日・インドネシア）・出席者・議事要旨を含む。
1965/1/1 1965/8/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-4-1 対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　第21巻
賠償実施連絡協議会の幹事会関係文書を収録。第420回～第440回幹事会の議題（日・フィリピン、日・ビル

マ、日・インドネシア）・出席者・議事要旨を含む。
1965/9/1 1966/2/28 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-4-2
対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　議案関係

第1巻

賠償実施連絡協議会の議案関係文書を収録。日・フィリピン、日・ビルマ、・日・インドネシア、日・ラオ

ス、日・カンボジア、日・ベトナム賠償実施計画の合意等に関する文書を含む。
1961/1/1 1963/2/28 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-4-2
対日賠償問題雑件　賠償実施連絡協議会関係　議案関係

第2巻

賠償実施連絡協議会の議案関係文書を収録。日・フィリピン、日・ビルマ、・日・インドネシア、日・ラオ

ス、日・カンボジア、日・ベトナム賠償実施計画の合意等に関する文書を含む。
1963/3/1 1963/11/30 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-5 対日賠償問題雑件　賠償実施懇談会関係　第1巻
賠償実施懇談会に関する文書を収録。懇談会委員の委嘱、ビルマ連邦に対する賠償実施要領に関する閣議決定

及び懇談会の廃止に関する文書を含む。
1954/12/1 1959/7/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-5 対日賠償問題雑件　賠償実施懇談会関係　第2巻
賠償実施懇談会に関する文書を収録。1955年11月の第一回懇談会～1956年12月の第五回懇談会の出席者・議

事要旨を含む。
1955/7/1 1956/12/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.1-6 対日賠償問題雑件　賠償実施状況 賠償及びこれに伴う経済協力の実施状況を国別にとりまとめた資料を収録。 1957/6/1 1968/1/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.9-5-3

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件　デンマー

クのある種請求権解決交渉取極関係　大北電信会社関係

第2巻

デンマークの大北電信会社（グレート・ノーザン・テレグラフ・カンパニー）が戦争中に蒙った損害に対する

デンマークよりの賠償請求に関する同国提出資料を収録。
1950/3/1 1953/10/31 国際法局国際法課
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B'.3.1.2.9-5-3

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件　デンマー

クのある種請求権解決交渉取極関係　大北電信会社関係

第3巻

デンマークの大北電信会社（グレート・ノーザン・テレグラフ・カンパニー）が戦争中に蒙った損害に対する

デンマークよりの賠償請求に関する交渉経緯に係る文書を収録。デンマーク側新提案及び本邦における事実調

査会速記録を含む。

1942/3/1 1955/5/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.9-5-3

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件　デンマー

クのある種請求権解決交渉取極関係　大北電信会社関係

第4巻

デンマークの大北電信会社（グレート・ノーザン・テレグラフ・カンパニー）が戦争中に蒙った損害に対する

デンマークよりの賠償請求に関する交渉妥結に係る文書を収録。対大蔵省予算折衝、解決協定案、賠償支払に

関する閣議了解及び日本と同社との取極署名に関する文書を含む。

1954/7/1 1958/3/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.9-5-4

旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件　デンマー

クのある種請求権解決交渉取極関係　対日クレーム処理

関係

デンマークの対日請求に関する個別調査に係る文書を収録。バンコクにおけるスパイ嫌疑逮捕中の米軍爆撃死

亡事件、公債・預金・債権・特許権に関する請求、本邦における留置事件、スマトラ・ジャワ・スラバヤ・香

港・上海における請求、フリーメーソン・スパイ嫌疑有罪再審請求に関する文書を含む。

1953/4/1 1959/1/31 国際法局国際法課

B'.3.1.2.9-7
旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件　アイルラ

ンドのある種請求権解決取極関係（39．2．24）

アイルランド人3名が戦時中にジャワ、中国で蒙った損害（抑留、財産権侵害）に関するアイルランドよりの

賠償請求に関する文書を収録。交渉経緯及び解決のための書簡交換に関する閣議請議に係る文書を含む。
1953/6/1 1964/6/30 国際法局国際法課

B'.3.2.0.3 第二次世界大戦諸外国間賠償関係雑件

諸外国間の賠償請求に関する取極に係る文書を収録。ソ連・フィンランド、ギリシャ・ブルガリア、東独・ソ

連、タイ・仏、フィリピン・米、ソ連・オーストリア、オーストリア・フィンランド、オーストリア・チェ

コ、オーストリア・ブルガリア、オーストリア・ルーマニア、米・ルーマニア、米・ポーランド及び米・ユー

ゴを含む。

1952/5/1 1960/7/31 国際法局国際法課

B'.5.1.0.J/K(S)1-2-1
日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　日韓会談経緯

概要　第3巻

日韓会談の日誌、日韓関係年表などの文書を収録。具体的には、予備会談～第7次会談の日韓会談日誌、日韓

関連年表（Ⅰ）～（Ⅳ）等を含む。
1951/10/1 1971/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-2-9
日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　韓国側会談関

係者手記

1958年3月～1972年6月に、韓国の雑誌等に掲載された、韓国側の会談関係者の手記（一部翻訳あり）及び韓

国日報「韓国外交秘話」を収録。
1958/3/1 1972/6/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-2-

10

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　日韓会談情報

第1巻
1959年5月～1962年12月に、主に韓国において刊行された日韓関係関連記事の翻訳等を収録。 1959/5/1 1962/12/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-2-

10

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　日韓会談情報

第2巻
1963年1月～1964年9月に、韓国において刊行された日韓関係関連記事の翻訳等を収録。 1963/1/1 1964/9/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-2-

10

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　日韓会談情報

第3巻
1964年11月～1965年11月に、韓国において刊行された日韓関係関連記事の翻訳等を収録。 1964/11/1 1965/11/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-2-

11

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　日韓会談資料

第7巻

1959年4月～1966年3月に、日本で発行された様々な刊行物・月報及び右論調の動向をまとめたもの等を収

録。
1959/4/1 1966/3/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

6
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B'.5.1.0.J/K(S)1-2-

12

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　韓国側会談資

料　第1巻

1965年3月～同年7月に、韓国政府が刊行した書物（「大韓民国と日本国との間の条約及び協定の解説」「韓

日会談白書」）の翻訳等を収録。
1965/3/1 1965/7/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-2-

12

日韓条約及び諸協定関係　交渉経緯関係　韓国側会談資

料　第3巻
1964年12月～1967年1月に韓国で民間出版企業等が発行した韓国語雑誌の抜粋を収録。 1964/11/1 1967/1/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-3-2
日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第二次会談　第3

巻

日韓条約及び諸協定締結のための第二次会談のうち、国籍処遇委員会に関する文書を収録。具体的には、国籍

処遇委員会（第1回～6回、及び同委員会の送金及び荷物に関する専門協議（第1～3回）の会議録等を含む。
1953/5/1 1953/6/30

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-3-4
日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第四次会談　第1

巻

日韓条約及び諸協定締結のための第四次会談のうち、本会議に関する文書を収録。具体的には、本会議（第1

～15回。手続問題打合せ会や両国代表顔合せ会を含む）の議事要旨や外務省情報文化局からの発表文等を含

む。

1958/4/1 1960/4/30
アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-3-4
日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第四次会談　第2

巻

日韓条約及び諸協定締結のための第四次会談のうち、船舶小委員会に関する文書を収録。具体的には、船舶小

委員会（第1～24回及び非公式会談）の議事要旨等を含む。
1958/6/1 1960/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/K(S)1-3-5
日韓条約及び諸協定関係　会談関係　第五次会談　第2

巻

日韓条約及び諸協定締結のための第五次会談のうち、在日韓人の法的地位委員会に関する文書を収録。具体的

には、在日韓人の法的地位委員会（第1～10回及び非公式会談）の議事要旨等を含む。
1960/11/1 1961/5/31

アジア大洋州局北東アジア

第一課

B'.5.1.0.J/U24(52) 日米沖縄返還協定　協定関係交渉：対米交渉（5）
沖縄返還の対米交渉に関する文書を収録。沖縄米軍基地の整理統合、沖縄の防衛問題、自衛隊の沖縄配備計画

及び沖縄への地位協定適用準備作業に関する文書を含む。
1970/3/1 1970/10/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(70)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　陸

上施設・区域　説明資料）（1）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。各陸上施

設・区域の説明資料を含む。

1968/4/1 1972/1/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(71)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　陸

上施設・区域　説明資料）（2）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。各陸上施

設・区域の説明資料を含む。

1970/10/1 1971/12/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(72)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　陸

上施設・区域　説明資料）（3）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。各陸上施

設・区域の説明資料を含む。

1970/7/1 1971/12/31 北米局北米第一課

7
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B'.5.1.0.J/U24(73)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域）（1）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。施設・区域

関係資料、施設・区域提供一般論及び原水爆禁止日本国民会議（原水禁）関係資料を含む。

1971/6/1 1972/4/30 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(74)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域）（2）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。施設・区域

リスト、施設・区域に関する米側提供資料、調査日程及び水域関係資料を含む。

1971/1/1 1972/4/30 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(75)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域）（3）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。施設・区域

問題に関する吉野外務省アメリカ局長とスナイダー・駐日米公使会談要旨、施設・区域に関する米側リスト及

び日米共同リストに関する文書を含む。

1971/4/1 1971/4/30 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(76)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域）（4）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。在沖米軍施

設リスト案、在沖米軍一時使用面積、了解覚書案、米国との協議及び関係省庁との調整に関する文書を含む。

1971/4/1 1972/5/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(78)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域）（6）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。軍用地解放

地域地図並びに琉球諸島及び大東諸島における施設及び区域に関する了解覚書に係る1971年6月の閣議了解案

に関する文書を含む。

1971/4/1 1972/7/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(79)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG合意

会合記録）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。1970年6月

の地位協定タスクグループ（STG）第1回会合（大河原アメリカ局参事官、フランクリン少将他）から1971年

5月の第17回会合までの議事要旨を含む。

1970/6/1 1971/5/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(80)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG合意

施設提供合意案）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。沖縄におけ

る施設・区域提供に関する1972年2月の地位協定タスクグループ（STG）施設小委員会の対処方針・議事要

旨、中間報告、タスクグループ議長への報告、同年4月のタスクグループレベル協議、残波岬灯台新設及び協

定2条4項b訓練場に対する地位協定の適用条項に関する文書を含む。

1971/9/1 1972/5/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(81)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG合意

施設・区域の大綱に関する閣議決定）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。1972年4月

の復帰後の沖縄においてアメリカ合衆国の軍隊の利用に供する土地又は工作物の大綱（第1次分）についての

閣議決定に関する文書、日米合意文書及び関係省庁会議に係る文書を含む。

1972/4/1 1972/5/31 北米局北米第一課
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令和4年1月31日外交記録公開　概要

分類番号 史料件名 史料概要 開始年月日 終了年月日 移管時の管理担当課室

B'.5.1.0.J/U24(82)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG合意

関連文書の署名・イニシアル本書他）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）米側議長発日本側議長宛本書、施設・区域小委員会発タスクグループ宛本書、1971年6

月の了解覚書本書、1972年4月の施設・区域大綱合意本書、同年5月の労務に関する合意本書、電気通信小委

員会報告書、返還協定締結時文書及びタスクグループ関係文書の取扱いに係る文書を含む。

1971/4/1 1972/5/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(83)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域提供合意書案）（1）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）の施設・区域一覧表及び施設・区域提供合意書案に関する文書を含む。

1971/2/1 1972/3/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(84)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域提供合意書案）（2）米側案（A1からA22）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）施設・区域小委員会米側共同議長発日本側共同議長宛の施設・区域提供合意書米側案に

関する文書を含む。

1972/1/1 1972/2/29 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(85)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域提供合意書案）（3）米側案（A23からA36）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）施設・区域小委員会の施設・区域提供合意書米側案に関する文書を含む。

1972/1/1 1972/2/29 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(86)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域提供合意書案）（4）米側案（A37からA47）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）施設・区域小委員会の施設・区域提供合意書米側案に関する文書を含む。

1972/1/1 1972/2/29 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(87)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域提供合意書案）（5）米側案（A48からA66）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）施設・区域小委員会の施設・区域提供合意書米側案に関する文書を含む。

1972/1/1 1972/2/29 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(88)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域提供合意書案）（6）米側案（A67からA88）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）施設・区域小委員会の施設・区域提供合意書米側案に関する文書を含む。

1972/1/1 1972/2/29 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(89)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域提供合意書案）（7）修正表

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。提供施設・

区域リスト、提供合意（陸軍、海軍、海兵隊）に関する文書を含む 。

1972/1/1 1972/2/29 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(91)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　陸

上施設・区域）（2）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。在沖縄米陸

軍演習場の現状、1971年8月の施設・区域問題等に関する日米非公式会合議事要旨、沖縄返還協定関連及び

1972年4月の那覇港の管理に関する地位協定タスクグループ（STG）施設・区域小委員会議事要旨に係る文書

を含む。

1971/2/1 1972/4/30 北米局北米第一課
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令和4年1月31日外交記録公開　概要

分類番号 史料件名 史料概要 開始年月日 終了年月日 移管時の管理担当課室

B'.5.1.0.J/U24(92)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　陸

上施設・区域・台帳）（1）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。陸上施設・

区域台帳を含む。

1971/3/1 1971/3/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(93)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　陸

上施設・区域・台帳）（2）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。陸上施設・

区域台帳を含む。

1971/3/1 1971/3/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(94)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　水

域）（1）水域パネル

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）の水域パネル第1～3回会合議事要旨及び関係資料、対米質問・米側回答並びに陸・空軍

管理水域に関する米側新提案と問題点に係る文書を含む。

1971/4/1 1971/11/30 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(95)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　水

域）（2）関係各省庁会議対処方針等

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。水域関係各

省庁会議議事要旨、水域リスト、米側提供資料、水域の問題に関する対米説明用日本側非公式ペーパー、制限

水域に関する対処方針及び現地調査団派遣に関する文書を含む。

1971/4/1 1972/2/29 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(96)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　水

域）（3）制限水域

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。施設・区域

に関する了解覚書交渉経緯、制限水域に関する各省庁の意見・要望、制限水域の開放要請及び水域関係資料

（米軍射撃区域・演習場、陸上施設隣接、金武湾・中城湾付近）を含む。

1969/6/1 1972/2/29 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(100)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　電

気通信小委員会）（1）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。沖縄に対す

る日米地位協定の適用に関する文書を収録。地位協定タスクグループ（STG）電気通信小委員会及び作業部会

の議事要旨並びに米軍通信網と公衆通信系接続問題に関する交渉状況に関する文書を含む。

1970/5/1 1972/4/30 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(101)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　電

気通信小委員会）（2）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。沖縄に対す

る日米地位協定の適用に関する文書を収録。地位協定タスクグループ（STG）電気通信小委員会議事要旨、関

係省庁意見交換、日米往復書簡及び1972年5月の日米合同委員会における電波伝搬障害に関する合意に係る文

書を含む。

1970/6/1 1972/5/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(102)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　周

波数小委員会）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）周波数小委員会及び作業部会の議事要旨を含む。

1970/6/1 1972/3/31 北米局北米第一課
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B'.5.1.0.J/U24(107)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域小委員会）（1）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。沖縄に対す

る日米地位協定の適用に関する文書を収録。地位協定タスクグループ（STG）施設・区域小委員会の議事要旨

を含む。

1970/7/1 1972/3/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(108)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　施

設・区域小委員会）（2）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。米軍施設の

現況に関する対米資料請求、施設・区域提供問題及び沖縄海兵隊訓練地域縮小の可能性に係る文書を含む。

1970/5/1 1972/3/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(109)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　労

務小委員会）（1）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。沖縄の米軍

関係労務者の雇用形態の間接雇用制への移行、沖縄返還後の労務問題及び沖縄・本土における軍労務問題に関

する文書を含む。

1969/6/1 1971/10/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(110)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　労

務小委員会）（2）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。沖縄労務関

係省庁会議議事要旨、労務問題対米要求資料及び在沖縄第三国人労務者に関する文書を含む。

1970/9/1 1971/9/30 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(111)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　労

務小委員会）（3）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。地位協定タ

スクグループ（STG）労務小委員会の議事要旨、労務関係仮合意書及び在沖米軍関係従業員の間接雇用移行問

題に関する文書を含む。

1971/10/1 1972/4/30 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(112)
日米沖縄返還協定　地位協定・SOFAの適用（STG　労

務小委員会）（4）

沖縄に対する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（日米地位協定）」の適用に関する文書を収録。全沖縄軍労

働組合連合会（全軍労）ストライキ、地位協定タスクグループ（STG）労務小委員会の議事要旨及び全沖縄軍

労働組合連合会と合同労働委員会（JSLC）の了解覚書に関する文書を含む。

1968/5/1 1972/4/30 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U24(132)
日米沖縄返還協定　米国資産の処理（6）　未完成プロ

ジェクト、福地ダム他

沖縄返還に伴う米国資産の処理に関する文書を収録。福地ダム等米国資金による未完成プロジェクトの取扱い

に関する日米協議及び想定問答に係る文書を含む。
1971/5/1 1971/12/31 北米局北米第一課

B'.5.1.0.J/U7-1
日米相互防衛援助協定関係一件（MDAA）　交渉準備、

参考資料　第2巻

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定（MDAA）の締結経緯に関する文書を収録。交渉の現状、

懸案事項、今後の折衝方針、各国に対するMSA援助の概況及び米国の対外援助法に関する文書を含む。
1952/3/1 1954/3/31 北米局日米安全保障条約課

B'.5.1.0.J/U7-1
日米相互防衛援助協定関係一件（MDAA）　交渉準備、

参考資料　第3巻

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定（MDAA）の解説及び米国の相互安全保障計画の議会報告

を収録。
1952/12/1 1959/10/31 北米局日米安全保障条約課
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B'.5.2.0.J/BR5 日本・ブラジル領事取極関係　第1巻
1967年6月に書簡交換が行われた日本・ブラジル領事取極の締結に関する文書を収録。締結促進の方針、締結

交渉及び協定案文に関する文書を含む。
1955/2/1 1967/6/30 領事局政策課

B'.5.2.0.J/BR5 日本・ブラジル領事取極関係　第2巻
1967年6月に書簡交換が行われた日本・ブラジル領事取極の締結に関する文書を収録。閣議請議資料、記事資

料及び参考資料を含む。
1950/3/1 1967/12/31 領事局政策課

C'.2.8.0.3 米国の対日軍事援助関係
対日武器譲渡法案及び1959年1月の米国軍事援助計画調査大統領委員会ドレイパー委員長調査団の訪日に関す

る文書を収録。
1953/7/1 1963/6/30 北米局日米安全保障条約課

C'.2.8.0.4
日米相互防衛援助協定に基づく米国の対日軍事援助関係

第1巻

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定（MDAA）に基づく米国の対日軍事援助に関する文書を収

録。同協定に基づいて供与を受ける航空機の引渡調書、同協定に基づく米国の援助、米国の対日援助概況、同

協定に基づく1957年度援助要請、1957年度対日軍事援助疑問擬答、自衛隊用車両9165両の域外調達及び日本

に対する1959年度相互安全保障計画に関する文書を含む。

1954/6/1 1960/3/31 北米局日米安全保障条約課

C'.2.8.0.4
日米相互防衛援助協定に基づく米国の対日軍事援助関係

第2巻

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定（MDAA）に基づく米国の対日軍事援助に関する文書を収

録。援助武器に関する細目取極交渉、港湾（佐世保・横須賀）防備器材の貸与に関する細目取極交渉、協定に

基づく援助に関する共同請議、武器譲渡関係法確認に関する書簡交換、武器譲渡のための暫定措置に関する書

簡交換、警察用装備等の受領に関する書簡交換、装備等の受領に関する書簡交換、軽油取引税免除に関する書

簡交換及び軍需品受領に関する文書を含む。

1954/2/1 1958/11/30 北米局日米安全保障条約課

C'.2.8.0.4-5
日米相互防衛援助協定に基づく米国の対日軍事援助関係

相互武器開発計画に関する日米交渉

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定（MDAA）に基づく米国の対日軍事援助に関する文書を収

録。同協定の細目取極の1つである相互武器開発計画に基づく協定の締結に関する日米交渉の経緯、防衛庁と

の調整及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の第一条3の第二号の解釈に関する擬問擬答に係る文書

を含む。

1955/5/1 1960/12/31 北米局日米安全保障条約課

C'.2.8.0.4-6
日米相互防衛援助協定に基づく米国の対日軍事援助関係

軍需施設援助計画に関する日米交渉

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定（MDAA）に基づく米国の対日軍事援助に関する文書を収

録。外国軍需施設援助計画に関する日米交渉並びに防衛庁、通産省及び大蔵省との調整に関する文書を収録。
1955/11/1 1957/12/31 北米局日米安全保障条約課

C'.2.8.0.4-7
日米相互防衛援助協定に基づく米国の対日軍事援助関係

第1条に基づく細目（手続）取極に関する日米交渉

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定（MDAA）に基づく米国の対日軍事援助に関する文書を収

録。同協定第一条に基づく細目（手続）取極に関する日米交渉及び軍事物資の邦船積取に係る文書を含む。
1954/12/1 1955/12/31 北米局日米安全保障条約課

D'.1.3.0.1-2-2
本邦戦争犯罪人関係雑件　戦犯容疑者関係　容疑者及び

関係者の諸調査報告　第1巻

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の来信にもとづく同宛往信（所在・経歴・その他の調査）を

収録。巻により復員局関係ほか戦犯事案以外の文書も含まれる。
1945/9/1 1946/5/31 大臣官房総務課
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D'.1.3.0.1-2-2
本邦戦争犯罪人関係雑件　戦犯容疑者関係　容疑者及び

関係者の諸調査報告　第2巻

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の来信にもとづく同宛往信（所在・経歴・その他の調査）を

収録。巻により復員局関係ほか戦犯事案以外の文書も含まれる。
1946/3/1 1946/11/30 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-2-2
本邦戦争犯罪人関係雑件　戦犯容疑者関係　容疑者及び

関係者の諸調査報告　第3巻

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の来信にもとづく同宛往信（所在・経歴・その他の調査）を

収録。巻により復員局関係ほか戦犯事案以外の文書も含まれる。
1946/11/1 1947/2/28 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-2-2
本邦戦争犯罪人関係雑件　戦犯容疑者関係　容疑者及び

関係者の諸調査報告　第4巻

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の来信にもとづく同宛往信（所在・経歴・その他の調査）を

収録。巻により復員局関係ほか戦犯事案以外の文書も含まれる。
1945/9/1 1947/11/30 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-2-2
本邦戦争犯罪人関係雑件　戦犯容疑者関係　容疑者及び

関係者の諸調査報告　第5巻

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の来信にもとづく同宛往信（所在・経歴・その他の調査）を

収録。巻により復員局関係ほか戦犯事案以外の文書も含まれる。
1948/4/1 1949/12/31 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-2-2
本邦戦争犯罪人関係雑件　戦犯容疑者関係　容疑者及び

関係者の諸調査報告　第6巻

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の来信にもとづく同宛往信（所在・経歴・その他の調査）を

収録。巻により復員局関係ほか戦犯事案以外の文書も含まれる。
1949/11/1 1950/5/31 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-2-2
本邦戦争犯罪人関係雑件　戦犯容疑者関係　容疑者及び

関係者の諸調査報告　第7巻

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の来信にもとづく同宛往信（所在・経歴・その他の調査）を

収録。巻により復員局関係ほか戦犯事案以外の文書も含まれる。
1947/9/1 1951/3/31 大臣官房総務課

D'.1.3.0.1-2-2
本邦戦争犯罪人関係雑件　戦犯容疑者関係　容疑者及び

関係者の諸調査報告　第8巻

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）発の来信にもとづく同宛往信（所在・経歴・その他の調査）を

収録。巻により復員局関係ほか戦犯事案以外の文書も含まれる。
1946/4/1 1952/4/30 大臣官房総務課

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2巻

1966年7月に東京で開催された第5回日米貿易経済合同委員会の日程、名簿、接遇要領、出席閣僚略歴・写真

及び一行写真を収録。
1966/6/1 1966/7/31 北米局北米第二課

E'.2.3.1.17-5-4
日米貿易経済合同委員会関係　第5回委員会（1966．7）

個別会談　第1巻

1966年7月に東京で開催された第5回日米貿易経済合同委員会における椎名外務大臣とラスク・米国務長官会

談参考資料を収録。
1966/6/1 1966/8/31 北米局北米第二課

E'.2.3.1.17-5-4
日米貿易経済合同委員会関係　第5回委員会（1966．7）

個別会談　第2巻

1966年7月に東京で開催された第5回日米貿易経済合同委員会における会談録を収録。佐藤総理とラスク・米

国務長官会談録、総理晩餐会における総理・ラスク長官会談録、椎名外務大臣とラスク長官会談録、総理、外

務大臣との会談におけるラスク長官発言要旨及びカウンターパート討議における会談（貿易経済問題）要旨を

含む。

1966/7/1 1966/8/31 北米局北米第二課
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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2巻

1967年9月にワシントンで開催された第6回日米貿易経済合同委員会における大臣会談用資料（個別会談重点

事項・参考資料）及びラスク・米国務長官、マクナマラ・米国防長官との会談議題に関する文書を収録。
1967/8/1 1967/9/30 北米局北米第二課

K'.3.2.1.5 在外沖縄人保護取締関係

1952年7月の南西諸島の住民及び出身者に対する海外における保護に関する在外公館宛訓令、沖縄船籍木造船

のシンガポール漂着、国の援助等を必要とする帰国者に対する領事官の職務等に関する法律の南西諸島へ帰国

する者に適用する場合の措置要領及び台湾における沖縄住民の保護に関する文書を収録。

1951/3/1 1958/2/28 領事局海外邦人安全課

K'.3.2.1.7 琉球諸島民及び小笠原島民の出入国保護取締送還関係
琉球諸島民及び小笠原島民の出入国及び保護取締に関する文書を収録。父島住民に対する仮入国許可要請、不

法出入国及び送還に関する文書を含む。
1947/1/1 1959/6/30 北米局北米第一課

L'.1.1.1.1 行幸啓関係雑件　第1巻
天皇陛下行幸に関する文書を収録。天皇陛下靖国神社参拝に係る宮内大臣発終戦連絡中央事務局総裁宛連合国

最高司令官総司令部（GHQ／SCAP）への連絡事項通牒及び行幸日程・記録に関する文書を含む。
1945/11/1 1954/8/31 大臣官房儀典官室

O'.8.0.0.4 在外公館庁舎並びに官舎関係（在外事務所を含む）
1951年から1964年にかけての在外公館庁舎に関する文書を収録。在米州、欧州、アジア太平洋、中近東にお

ける在外公館庁舎の処理、使用承認及び整備計画に関する文書を含む。
1951/3/1 1964/9/30 大臣官房在外公館課

2022-0001 資料ファイル（大洋州課）
1982年1月から12月にかけて大洋州課が作成した文書を収録。フレーザー・オーストラリア首相訪日時の日豪

首脳会談及び第7回日豪閣僚委員会に関する文書を含む。
1982/1/1 1982/12/31 アジア大洋州局大洋州課

2022-0002
大平総理米国、メキシコ、カナダ訪問（1980年）／米

国、カナダ（日程・行事等）

1980年の大平総理の米国・カナダ訪問に関する文書を収録。訪問に係る大平総理及び同総理夫人の米国・カ

ナダにおける諸行事要領、日程、一行リストに関する文書を含む。
1980/2/1 1980/5/31 北米局北米第一課

2022-0003
大平総理米国、メキシコ、カナダ訪問（1980年）／米

国、カナダ（総理各種挨拶・日加共同宣言）

1980年の大平総理の米国・カナダ訪問に関する文書を収録。大平総理の米国上・下両院での挨拶、カナダ連

邦議会における演説及び日本・カナダ共同声明に関する文書を含む。
1980/4/1 1980/5/31 北米局北米第一課

2022-0004
大平総理米国、メキシコ、カナダ訪問（1980年）／米

国、カナダ（勉強会資料）

1980年の大平総理の米国・カナダ訪問に関する文書を収録。日米首脳会談に際し考慮すべき事項及び日加首

脳会談の意義・議題に関する文書を含む。
1980/3/1 1980/4/30 北米局北米第一課

2022-0005
大平総理米国、メキシコ、カナダ訪問（1980年）／米

国、カナダ（行事）

1980年の大平総理米国・カナダ訪問に関する文書を収録。訪問に係る大平総理と大来外務大臣の米国・カナ

ダにおける諸行事要領に関する文書を含む。
1980/4/1 1980/5/31 北米局北米第一課
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2022-0006
大平総理米国、メキシコ、カナダ訪問（1980年）／米

国、カナダ（報道関係）

1980年の大平総理の米国・カナダ訪問に関する文書を収録。訪問に係る対外発表振り及び現地新聞報道振り

に関する文書を含む。
1980/3/1 1980/5/31 北米局北米第一課

2022-0007
大平総理米国、メキシコ、カナダ訪問（1980年）／米

国、カナダ（発言要領等）

1980年の大平総理の米国・カナダ訪問に関する文書を収録。総理の外国特派員クラブにおける応答要領、外

交、国防及び商工部会並びに外交、安保及び対外経協調査会に対する総理発言要領、閣議における外務大臣発

言要領、総理訪米に関する基本想定問答に関する文書を含む。

1980/4/1 1980/5/31 北米局北米第一課

2022-0008 鈴木総理米国、カナダ訪問（1981年）／米国

1981年の鈴木総理の米国訪問に関する文書を収録。鈴木総理のレーガン・米大統領主催晩餐会でのスピー

チ、米国議会での挨拶及びブッシュ・米副大統領との会談並びに伊東外務大臣のヘイグ・米国務長官との会談

に関する文書を含む。

1981/4/1 1981/5/31 北米局北米第一課

2022-0009 鈴木総理米国、カナダ訪問（1981年）／米国、カナダ
1981年の鈴木総理の米国及びカナダ訪問に関する文書を収録。鈴木総理のレーガン・米大統領との首脳会

談、プレス講演及びトルドー・加首相との首脳会談並びに国会報告・閣議報告に関する文書を含む。
1981/4/1 1981/5/31 北米局北米第一課

2022-0010 日・ニカラグア関係

ニカラグアの対日関係に関する文書を収録。1980年8月から9月にかけてのマルティネス・ニカラグア貿易相

訪日・会談記録及び1981年11月のバルトダノ工業相・チャモロ貿易次官訪日・会談記録に関する文書を含

む。

1980/6/1 1981/12/31 中南米局中米カリブ課

2022-0011 日・メキシコ関係
メキシコの政治、経済情勢及び対日関係に関する文書を収録。経済協力調査、在本邦名誉領事任命、地震被害

及びパン・アメリカン日系人大会に関する文書を含む。
1980/7/1 1983/9/30 中南米局中米カリブ課

2022-0012 日・中南米諸国関係

日本と中南米諸国との関係に関する文書を収録。伊東外務大臣の1980年のカスタニェーダ・メキシコ外相、

1981年のデスコト・ニカラグア外相との会談及び1981年7～8月の園田外務大臣のメキシコ、ブラジル、アル

ゼンチン訪問等に関する文書を含む。

1980/4/1 1981/12/31 中南米局中米カリブ課

2022-0013 佐藤総理米国訪問（1970年）／北米第二課資料

1970年10月の佐藤総理とニクソン・米大統領会談における総理発言要旨、日米経済に関する日米首脳会談参

考資料、共同発表、1972年1月の日米サンクレメンテ会談に関する海外報道・論調、国際問題研究所における

福田外務大臣講演及び1971年12月の米国と独・英・仏・加各国との首脳会談に関する文書を収録。

1970/10/1 1972/2/29 北米局北米第二課

2022-0014 佐藤総理米国訪問（1970年）／北米第二課資料

1969年11月の佐藤総理訪米に関する文書を収録。日米経済に関する佐藤総理とニクソン・米大統領会談にお

ける総理発言要旨案及び総理参考資料、ロックフェラー三世・ロックフェラー財団理事長主催晩餐会での総理

挨拶、総理訪米中米側プレス応答要領、共同声明に関する外相説明要旨、1967年11月及び1969年11月の佐藤

総理米国訪問小冊子（一行名簿、日程、行事、共同声明及びステートメント）を含む。

1967/11/1 1970/9/30 北米局北米第二課
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2022-0015 中曽根総理米国訪問（1983年）

1983年1月の中曽根総理米国訪問における要人会談に関する文書を収録。レーガン・米大統領、ブッシュ・米

副大統領、シュルツ・米国務長官、ワインバーガー・米国防長官及びリーガン・米財務長官との会談並びに、

閣議報告に関する文書を収録。

1983/1/1 1983/2/28 北米局北米第一課

2022-0016 中曽根総理米国訪問（1983年）／講演依頼等
1983年1月の中曽根総理米国訪問におけるロジに関する文書を収録。在米大学・団体からの講演依頼及び同行

記者名簿に関する文書を含む。
1982/12/1 1983/1/31 北米局北米第一課

2022-0017 中曽根総理米国訪問（1983年）／日程・行事等
1983年1月の中曽根総理の米国訪問に関する文書を収録。訪問に係る日程、各行事の次第案や実施要領に関す

る文書を含む。
1982/12/1 1983/1/31 北米局北米第一課

2022-0018 中曽根総理米国訪問（1983年）
1983年1月の中曽根総理の米国訪問に関する文書を収録。執務体制、日程案、諸行事実施要領に関する文書を

含む。
1982/12/1 1983/1/31 北米局北米第一課

2022-0019 中曽根総理米国訪問（1983年）（含、外相会談）
1983年1月の中曽根総理米国訪問における各種会談・会見に関する文書を収録。レーガン・米大統領との朝食

会、下院指導者との懇談、日米外相会談、内外記者会見及び閣議報告に関する文書を含む。
1983/1/1 1983/3/31 北米局北米第一課

2022-0020 中曽根総理米国訪問（1983年）／夫人・令嬢日程等
1983年1月の中曽根総理米国訪問における夫人・令嬢日程ロジに関する文書を収録。夫人日程、令嬢日程、随

員リスト、視察施設及び参加行事に関する文書を含む。
1982/12/1 1983/1/31 北米局北米第一課

2022-0021
日・ビルマ関係／福田総理東南アジア諸国訪問（1977

年）

1977年8月の福田総理東南アジア諸国訪問のロジ関係文書及び経済協力等の対ビルマ懸案事項に関する文書を

収録。日程、警護、贈答品、宿舎、プレス、随行議員、諸行事及び福田総理とネ・ウィン・ビルマ大統領会談

に関する文書を含む。

1976/6/1 1977/8/31
アジア大洋州局南部アジア

部南東アジア第一課

2022-0022 グレナダ
グレナダの政治、経済情報及び対日関係に関する文書を収録。内政、経済、政変による政府変更及び独立5周

年記念式典への特派大使派遣に関する文書を含む。
1978/11/1 1981/3/31

中南米局中米カリブ課カリ

ブ室

2022-0023 中南米情勢（資料）

中南米情勢に係る調査資料に関する文書を収録。米州機構（OAS）憲章の改正問題、1976年キッシン

ジャー・米国務長官の中南米訪問及びアンデス地域統合の動向（ビジネス・ラテンアメリカ誌抜粋）に関する

文書を含む。

1976/2/1 1976/6/30 中南米局南米課

2022-0024 中南米情勢（資料）

中南米情勢に係る調査資料に関する文書を収録。アルゼンチンのイサベル・ペロン大統領の政権安定度調書、

米・ラテン・アメリカ関係に係るリノウィッツ委員会報告書（抄訳）、ラ・プラタ河流域諸国経済使節団派遣

要項を含む。

1975/4/1 1975/6/30 中南米局南米課

2022-0025 中南米情勢（資料）
中南米情勢に係る調査資料に関する文書を収録。チリにおける人権問題の実情、1974年の対中南米貿易概要

及び1975年度のガイゼル・ブラジル大統領の同国国会あて一般教書に関する文書を含む。
1974/12/1 1975/3/31 中南米局南米課
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2022-0026 中南米情勢（資料）
中南米情勢に係る調査資料に関する文書を収録。ブラジルとラ・プラタ河流域諸国との経済関係、メキシコに

おける米州外相会議及び米州機構（OAS）の概要と活動概況に関する文書を含む。
1974/2/1 1974/7/31 中南米局南米課

2022-0027 中南米情勢（資料）
中南米情勢に係る調査資料に関する文書を収録。ラテンアメリカ経済統合情報、米州機構（OAS）総会、アル

ゼンチン、チリ総選挙及びブラジル農業に関する文書を含む。
1973/2/1 1973/8/31 中南米局南米課

2022-0028 日米原子力協定改定（1973年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の1973年改定に関する文書を収録。署名、国会提出及び効力発生通

告に関する閣議請議、国会提案理由補足説明、今次国会承認取付けを必要とする理由並びに外務省告示案に関

する文書を含む。

1973/3/1 1973/12/31 国際法局条約課

2022-0029 日米原子力協定改定（1973年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の1973年改定の交渉経緯に関する文書を収録。日米原子力協定改正

議定書の発効に関する文書を含む。

1973/9/1 1974/2/28

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0030 日米原子力協定改定（1973年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の1973年改定の交渉経緯に関する文書を収録。米側との協定案文交

渉及び国会提出閣議請議に関する文書を含む。

1973/3/1 1973/10/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0031 日米原子力協定改定（1973年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の1973年改定の交渉経緯に関する文書を収録。米側との協定案文交

渉及び内閣法制局審議に関する文書を含む。

1973/1/1 1973/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0032 日米原子力協定改定（1973年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の1973年改定の交渉経緯に関する文書を収録。米側との協定案文交

渉及び内閣法制局審議に関する文書を含む。

1972/12/1 1973/1/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0033 日米原子力協定改定（1973年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の1973年改定の交渉経緯に関する文書を収録。米側との協定案文交

渉に関する文書を含む。

1972/11/1 1972/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0034 日米原子力協定改定（1973年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の1973年改定の交渉経緯に関する文書を収録。改定交渉対処方針及

び米側との協定案文交渉に関する文書を含む。

1972/10/1 1972/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0035 日米原子力協定改定（1973年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の1973年改定の交渉経緯に関する文書を収録。関係省庁打合せ及び

米側との協定案文交渉に関する文書を含む。

1971/6/1 1972/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室
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2022-0036 日米原子力協定改定（1958年）

1958年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の締結経緯に関する文書を収録。米国と欧州原子力共同体（ユーラト

ム）の原子力協定、米の核分裂性物質の配分と対米交渉並びに日米原子力非軍事的利用協力協定の仮調印、正

式調印及び効力発生に関する文書を含む。

1955/4/1 1958/9/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0037
日米原子力協定／日米原子力非軍事的利用協力協定

（1968年）

1968年調印の「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

（日米原子力非軍事的利用協力協定）」の交渉経緯に関する文書を収録。協定案文交渉に関する文書を含む。
1967/1/1 1967/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0038 宇宙関係諸条約
宇宙物体登録条約、宇宙条約及び宇宙基地協力協定についての閣議等請議書、承認議決通知、署名委任状の写

し、条約の公布に関する文書を収録。
1967/10/1 1983/6/30 国際法局社会条約官室

2022-0039 第2回国連軍縮特別総会準備委員会
第2回国連軍縮特別総会準備委員会に関する文書を収録。日本の対処方針、審議概要及び所感並びに鈴木総理

大臣の第2回国連軍縮特別総会への出席問題に関する文書を含む。
1981/3/1 1981/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0040 第2回国連軍縮特別総会準備委員会
第2回国連軍縮特別総会準備委員会に関する文書を収録。同特別総会についての日本政府見解決裁書、西側非

公式協議に関する文書を含む。
1980/10/1 1981/5/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0041 国連第34回総会／軍縮問題
第34回国連総会における軍縮問題の取り組みに関する文書を収録。インド洋・南大西洋地域における核爆発実

験及び南アフリカの核兵器開発問題に関する文書を含む。
1974/5/1 1980/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0042 国連第36回総会／軍縮問題
第36回国連総会における軍縮問題の取り組みに関する文書を収録。日本が提案した包括的核実験禁止決議案の

審議状況及びイスラエルによるイラク原子炉施設爆撃の審議状況に関する文書を含む。
1981/6/1 1981/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0043 国連第36回総会／軍縮問題
第36回国連総会における軍縮問題の取り組みに関する文書を収録。同総会での日本の基本方針及び議題別対処

方針、園田外務大臣演説案、各国の反響、第一委員会での決議案の審議及び表決に関する文書を含む。
1981/7/1 1981/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0044
ジュネーブにおける多国間軍縮取組／18カ国軍縮委員会

等

1965年12月から1966年8月にかけてジュネーブにて開催された軍縮多国間取組に関する文書を収録。18ヵ国

軍縮委員会（ENDC）、「核兵器の不拡散に関する条約（NPT）」、世界軍縮会議開催問題及び在京クラッ

プ・西独大使と佐藤総理会談に関する文書を含む。

1965/12/1 1966/8/31
総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0045 ジュネーブにおける多国間軍縮取組／軍縮委員会等
1975年10月から1981年4月にかけてジュネーブにて開催された軍縮多国間取組に関する文書を収録。新型大量

破壊兵器禁止条約案に関する文書を含む。
1975/10/1 1981/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0046 軍縮委員会（1979～80年）
1979年12月から1980年8月にかけてジュネーブにて開催された軍縮多国間取組に関する文書を収録。大川日本

政府代表演説及びジュネーブ軍縮委員会への中国参加問題に関する文書を含む。
1979/12/1 1980/8/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課
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2022-0047 軍縮委員会（1981年）
1981年1月から11月にかけてジュネーブにて開催された軍縮多国間取組に関する文書を収録。核軍縮に関する

大川日本政府代表発言及び包括的核実験禁止条約（CTBT）問題に関する文書を含む。
1981/1/1 1981/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0048 ユネスコマスメディア利用基本原則宣言

ユネスコ第20回総会における「平和及び国際理解の強化、人権の促進並びに人種差別主義、アパルトヘイト及

び戦争の扇動への対抗に関するマスメディアの貢献についての基本的原則に関する宣言（マス・メディア宣

言）」に関する文書を収録。園田外務大臣とヴァンス・米国国務長官会談における同宣言に係る発言要領、ユ

ネスコにおける同宣言に関する対処方針、報告、報道振りに関する文書を含む。

1978/11/1 1981/2/28
大臣官房文化交流・海外広

報課国際文化協力室

2022-0049 ユネスコ国際情報開発計画政府間理事会（第1回）
ユネスコ国際情報開発計画の第1回政府間理事会に関する文書を収録。国内準備体制、予備会議、第1回会合の

代表団、対処方針、報告及び事務局作成会議資料に関する文書を含む。
1980/10/1 1981/7/31

大臣官房文化交流・海外広

報課国際文化協力室

2022-0050
IAEA保障措置／ヘキサパータイト・セーフガード・プロ

ジェクト

1979年から1981年にかけての国際原子力機関（IAEA）ウラン濃縮施設保障措置に関する文書を収録。同措置

の研究開発に係る日米協議、第一回及び第二回の研究開発プロジェクト全体会合審議概要に関する文書を含

む。

1979/11/1 1981/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課

2022-0051
軍縮と安全保障に関する独立委員会（パルメ委員会）東

京会合

軍縮と安全保障問題に関する独立委員会（パルメ委員会）に関する文書を収録。パルメ委員長による鈴木総理

及び櫻内外務大臣表敬の際の発言応答要領・参考資料及び会談記録に関する文書を収録。
1981/4/1 1981/12/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部軍備管理軍縮課

2022-0052 日米原子力関係
東海再処理施設の運転と日米原子力協定第8条c項、原子力交渉に関するカーター・米大統領親書及び福田総理

返書並びに1978年2月のマンスフィールド・米駐日大使の講演に関する文書を収録。
1977/7/1 1978/2/28

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0053 日米原子力関係／第三次日米原子力交渉（共同声明） 1977年9月の第三次日米原子力交渉共同声明作成経緯に関する文書を収録。 1977/8/1 1977/9/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0054 日米原子力関係／第三次日米原子力交渉
1977年8～9月の第三次日米原子力交渉の概要、合意及び対外応答要領、スミス・米首席代表の福田総理表敬

並びに宇野科学技術庁長官の訪米に関する文書を収録。
1977/8/1 1977/9/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0055 日米原子力関係／第三次日米原子力交渉
1977年8月のヴァンス・米国務長官訪日の際の福田総理及び鳩山外務大臣との各会談における発言要領及び概

要（原子力関係）並びに同月の第三次日米原子力交渉の対処方針及び対外応答要領を収録。
1977/5/1 1977/8/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室
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2022-0056 日米原子力関係
核燃料特別対策会議、動力炉・核燃料開発事業団（動燃）東海再処理工場使用済核燃料の搬入及び1977年7月

の福田総理・マンスフィールド・米駐日大使会談（原子力平和利用）に関する文書を収録。
1977/5/1 1977/8/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0057 日米原子力関係／東海再処理施設日米合同調査団
1977年6月～7月の東海再処理施設日米合同調査団の対処方針、報告書及び対外応答要領に関する文書を収

録。
1977/6/1 1977/8/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0058 日米原子力関係／第二次日米原子力交渉 1977年6月の第二次日米原子力交渉の対処方針、交渉経緯及び概要に関する文書を収録。 1977/5/1 1977/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0059 日米原子力関係／第一次日米原子力交渉等
1977年4月の第一次日米原子力交渉、核燃料特別対策会議、米国の新原子力政策に対する諸外国の態度及び原

子力平和利用先進国間会議に関する文書を収録。
1977/4/1 1977/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0060 日米原子力関係
1977年1月の福田総理・モンデール・米副大統領会談における総理発言要領（核不拡散）並びに福田総理訪米

の際の日米首脳会談における総理発言要領（原子力平和利用）及び共同コミュニケ案に関する文書を収録。
1977/1/1 1977/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0061 日米原子力関係
1977年2月の原子力問題に関する訪米使節団の派遣、米国の新原子力政策に関する日独・日仏協議及び同年3

月の米原子力規制委員会代表団の訪日に関する文書を収録。
1977/1/1 1977/4/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0062 日米原子力関係／第三次日米原子力交渉
第三次日米原子力交渉の共同声明・決定、国会報告、日米原子力専門家会合及び1977年9月の宇野科学技術庁

長官訪米に関する文書を収録。
1977/8/1 1977/9/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0063 日米原子力関係／東海村再処理施設交渉

米国産特殊核物質等の日本における再処理、1976年10月の原子力平和利用先進国間会議再処理WG会合、米国

の核拡散防止に関する新政策及び1977年5月の東海再処理施設の運転のための日米合同調査団報告書に関する

文書を収録。

1975/12/1 1977/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0064
日米特殊核物質賃貸借協定実施／米国原子力エネルギー

委員会査察

特殊核物質賃借料請求、濃縮ウランの物質残高報告書、日本原子力研究所の燃料用濃縮ウランの入手及び同研

究所のハルデン原子炉プロジェクトに基づく照射試験計画に関する文書を収録。
1966/11/1 1971/6/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0065
日米特殊核物質賃貸借協定実施／米国原子力エネルギー

委員会査察

特殊核物質引渡手続きの改正、特殊核物質移管文書の署名及び保障措置実施のための米側係官査察に関する文

書を収録。
1960/3/1 1965/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0066
日米原子力協定に基づく高速炉臨海実験装置用濃縮ウラ

ンの入手
高速炉臨海実験装置用濃縮ウランの入手と日米原子力協定第7条の改正の関係に関する文書を収録。 1963/9/1 1964/1/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0067 日米原子力協定に基づく特殊核物質等移転
二酸化ウランの照射試験、ウラン精鉱サンプルの米向け輸出、濃縮ウランの管轄外移管、米国より賃借中の使

用核燃料の破壊検査及び米国より賃借中の濃縮ウランの用途変更に関する文書を収録。
1960/9/1 1963/7/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室
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2022-0068 日米原子力協定に基づく特殊核物質等移転

使用済み核燃料輸送容器の設計、使用済み核燃料の再処理、核燃料再処理調査団の英米仏派遣、第2次特殊物

質借款協定に基づく濃縮ウラン返還、放射性物質等の輸送及び米ノーフォーク港における照射済み核燃料輸入

に関する文書を収録。

1960/12/1 1967/3/31

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0069
日米原子力関係／本邦電力会社10社購入済み濃縮ウラン

に対する米国の課税問題

濃縮ウラン課税問題に関する交渉経緯、米国公聴会及び本邦電力会社に対する納税通知書に関する文書を収

録。
1975/6/1 1975/11/30

総合外交政策局軍縮不拡

散・科学部不拡散・科学原

子力課国際原子力協力室

2022-0070 日ソ漁業委員会（第6回）

1990（平成2）年のソ連200カイリ水域における日本漁船の操業条件並びに日本200カイリ水域におけるソ連漁

船の操業条件等を決めるため、1989（平成元）年11月28日から12月29日までモスクワで開催された日ソ漁業

委員会第6回会議における本会議、小人数会議、団長会談等の概要報告や重要事項についての請訓のため在ソ

連日本大使館から本省に宛てに打電された電報を収録。

1989/11/1 1990/1/31 欧州局ロシア課

2022-0071 債務救済／対ニカラグア

ニカラグアの政治、経済情報及び対日関係に関する文書を収録。債務救済に係るパリ・クラブ会議、ニカラグ

ア貿易次官の訪日（通商産業省他表敬アレンジ）及び「サンディニスタ人民革命」成立2周年記念祝典への鈴

木総理宛参加招請に関する文書を含む。

1979/8/1 1981/12/31 中南米局中米カリブ課

2022-0072 洞爺丸遭難事件（1954年）／米軍関係者

1954年9月に発生した洞爺丸遭難事故での多数の米軍関係犠牲者の発生及び事後処理に関する日米当局の対応

に係る文書を収録。米軍関係者他外国人の被災状況、国内での事故原因調査及び海難審判経過、犠牲者に対す

る賠償問題等に関する米側の反応・調整に係る記録、関連報道振りを含む。

1954/9/1 1958/6/30 北米局北米第一課

2022-0073 日本リサール協会
（社）日本リサール協会の指導・監督に関する文書を収録。事業計画、事業報告、収支予算書、事務所変更に

係る定款変更、理事の除名、解任に関する文書を含む。
1981/5/1 1983/9/30

大臣官房文化交流・海外広

報課

2022-0074 レーガン米国大統領夫妻訪日（国賓）（1983年）
1983年のレーガン米国大統領訪日（国賓）接遇実施に関する文書を収録。国賓としての訪日に係る閣議請議

決裁書、米国との調整及び国内官庁との調整に関する文書を含む。
1982/10/1 1983/11/30 大臣官房儀典官室
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2022-0075 在本邦諸外国政府関係事務所開設
在本邦諸外国政府関係事務所開設に関する文書を収録。在京米国通商センター、在京英国貿易センター、在大

阪豪州商務官事務所､在大阪フランス商務事務所、タイ投資委員会東京事務所設置に係る文書を含む。
1961/8/1 1979/11/30 大臣官房儀典外国公館室

2022-0076 記録事務／戦後外交記録公開（基本方針、手続等）

外交記録公開、移管関係、公開事務手続に関する文書を収録。「外交記録の公開に関する基本方針（1975年

12月）」、1976年3月開催の第1回外交記録審査委員会議事要録、「外交史料館の開設について（1971年4

月）」、公開関係事務手続き、米・英・仏・西独・イタリア・カナダ・豪州の外交記録公開制度一覧表を含

む。

1975/12/1 1990/5/31 大臣官房総務課

2022-0077 総理・外務大臣外国プレス会見（1977～80年）
1977年から1980年における総理・外務大臣の外国プレスとの会見・スピーチに関する文書を収録。福田、大

平及び鈴木総理による米、英、中、等の外国プレスとの会見・スピーチに関する文書を含む。
1977/7/1 1980/10/31 大臣官房国際報道官室

2022-0078 鈴木総理・伊東外務大臣外国記者会見（1980～81年）
1980年から1981年における総理・外務大臣による外国人記者会見・スピーチに関する文書を収録。鈴木総理

及び伊東外務大臣による在日外国特派員協会での会見・スピーチに関する文書を含む。
1980/9/1 1981/3/31 大臣官房国際報道官室
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