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第 1 章 序論 

 

1.1 研究背景 

 

1.1.1 移動させられたアーカイブズ 

 

近年、植民地宗主国により接収された旧植民地時代の記録、政治変革により消滅し

た国家により作成された記録、入植者が保有している先住民コミュニティの記録等、記録

を作成・管理していた主体が戦争や植民地支配、政治変革等により消滅した資料群の

散逸や滅失、国家間の所有権が問題となっている。国際公文書館会議（International 

Council on Archives：以下「ICA」という。）においては、戦争等により被害を受けたア

ーカイブズ資料やアーカイブズ機関、国家間の資料返還に係る問題関心から、ユネスコ

の”MEMORY OF THE WORLD(世界の記憶)”プロジェクトの一環で、1994（平成

6）年に世界各国の機関に対し、20 世紀に戦争等で失われたアーカイブズ資料及びア

ーカイブズ機関に係るアンケート調査が実施された1。また、ICA の会合でも世界各国に

移動させられたアーカイブズ資料の事例が報告されており、例えば、2016（平成 28）年

の ICA 大会では、李氏朝鮮実録の返還2、2018（平成 30）年の ICA 年次会合では、マ

ダガスカルの植民地アーカイブズのフランスへの移管、アフリカの脱植民地に係るアーカ

イブズ資料の課題等が報告された3。このほか、近年では、鈴木陽一4・佐藤尚平5らによ

り、イギリス国立公文書館に所蔵されている“migrated archives（移送文書群）”aについ

て、イギリス帝国時代の植民地文書群がイギリスに移送された経緯とイギリス政府により長

い間認知されていなかったことが明らかにされた。 

戦争や植民地支配、政治変革等により世界各国に移動させられたアーカイブズ資料

の研究については、ICA では 2016（平成 28）年 9 月に”Shared Archival Heritage（E

GSAH）”という専門家委員会が立ち上げられ、現在はリバプール大学アーカイブズ研究

センターを中心に調査研究が続けられている6。安藤正人は、戦争や植民地支配、政治

 
a イギリスによる植民地文書群の移送と廃棄については、”Operation Legacy（帝国の遺産作戦）”と呼ばれ、2011 年

にイギリスの植民地下であったケニアにおける「マウマウ団の乱」での虐待に係る裁判の過程でその存在が明らかになっ

た。当該資料群は、現在、イギリス国立公文書館において「シリーズ FCO141」で整理され利用に供されている。

https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C12269323（参照  2020-12-27） 
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変革等によるアーカイブズ資料の略奪・破壊・流出の実態解明と返還要求を巡る国家間

の問題を「20 世紀のアーカイブズ問題」7と述べた。安藤は、この問題は、アーカイブズ学

や資料返還を巡る国家間だけの問題ではなく、例えば、中国残留邦人等の認定問題8の

ように、個人の命や権利を守るための証拠となる資料の実態解明につながるものである、

とその重要性を指摘している9。 

近年では、「20 世紀のアーカイブズ問題」へのアプローチとして、世界各国に移動させ

られたアーカイブズ資料を国家間の記録遺産として共有しようとする試みが進められてい

る。例えば、オランダ、インドネシア、インド、米国、ガイアナ共和国、スリナム共和国では、

オランダ東インド会社とオランダ西インド会社の記録をデジタル化し、国家間で共有する

プロジェクトが実施された10。ドイツとカメルーンでは、ドイツ植民地時代カメルーンの記録

を保存する共同プロジェクトとして、ドイツ連邦公文書館とカメルーン国立公文書によっ

て、(1)ドイツ国内における資料のデジタル化、ドイツ語・フランス語でのオンラインによる

目録情報及び画像の公開、(2)カメルーンでの資料保存修復措置の実施、(3)同活動に

係る広報活動（音楽イベントや展示会）の実施を 3 つの柱とする事業が実施されている

11。 

James Lowry は、このように世界各国の移動させられたアーカイブズ資料の問題につ

いて、各国の事例ごとに異なる用語が使われており、世界各国に移動させられたアーカ

イブズ資料全体又は問題そのものを議論するための世界的に統一された用語が定義さ

れていないことを指摘した。その上で、戦争や植民地支配、政治変革等により、記録の作

成の文脈から切り離され、所有権が争われている資料群を、”Displaced Archives(移動

させられたアーカイブズ)”bと定義した12。Lowry は、「移動させられたアーカイブズ」の問

題解決に向け、新たなアーカイブズ学の理論やデジタル技術の発展等の環境の変化を

活かしながら、各国のアーキビストや国際的なアーカイブズのコミュニティが協力していく

必要がある13と述べている。 

 
b Lowry によると、従来から、国際的なアーカイブズのコミュニティや先行研究において、同様の意味を持つ用語とし

て、“migrated archives”, “disputed archival claims”, “expatriate archives” , “shared archival heritage”等が使用

されその定義については議論がなされているという。しかし、個々の事例を超えた研究を行う場合、多国間で共通認識さ

れた語彙が提供される必要があるため、用語の定義の問題に取り組まなければならないと述べている。なお、Lowry が

定義した”displaced archives”は上記の用語の概念を全て含むものとされている（文末註 6）。 

、 
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1.1.2 日本における移動させられたアーカイブズ 

 

 日本における「移動させられたアーカイブズ」に係る研究は、安藤正人による旧日本植

民地におけるアーカイブズ政策や資料群の接収、廃棄、管理に係る一連の研究蓄積14

がある。安藤を中心としたチームによって、旧日本植民地におけるアーカイブズ資料の所

蔵の状況や、旧日本植民地下でのアーカイブズ政策が明らかにされた15。また、村上勝

彦、檜山幸夫、井村哲郎、大西裕らによって、韓国所在の朝鮮総督府文書、台湾総督

府文書、満州国関係資料等の資料の所在、利用状況、経緯が明らかにされた16。 

朝鮮総督府文書に係る研究では、べ・ソンジュンの、日本明治期の公文書、朝鮮総督

府文書、台湾総督府文書の三者の分類を比較、分析により、朝鮮総督府では日本の内

務省の公文書の分類が導入されたことが明らかにされた17。また、金慶南の、朝鮮総督

府の決裁における意思決定プロセス及び事務分掌の変遷に着目した研究により、意思

決定のプロセスがアーカイブズ資料の所在の偏りcに影響していることが明らかにされた

18。 

台湾総督府文書に係る研究では、1982（昭和 57）年から中京大学社会科学研究所

で実施されたプロジェクトの研究成果として、檜山幸夫、井村哲郎、水野保、加藤聖文に

より台湾総督府における組織構造、文書管理、資料群の構造、目録記述等が明らかに

された19。その中で、日本敗戦時の中華民国による台湾総督府文書の実態や、台湾総

督府官吏が自らの待遇を守るために名簿、個人履歴、人事関係書類等、戦後の財産補

償に必要となる資料を一部日本に移送していたことが明らかにされており、そこから見え

る近代日本における公文書管理問題が指摘された20。 

敗戦後、わが国が連合国側に接収された公文書等の返還については、終戦時に内

閣が保存していた公文書等及び戦後返還された公文書等のリストが国立公文書館によ

り報告された21。 

本研究が対象とする沖縄返還は、第二次世界大戦による日本の敗戦後の流れのひと

つとして位置付けられる。沖縄戦での米軍の沖縄上陸以降、米国の占領下にあった沖

縄は、1952（昭和 27）年に発効された対日平和条約により、米国の統治下となり、正式

に日本本土と切り離された22。 

 
c 金によると、韓国のアーカイブズ学界では、ひとまとまりであるはずの記録・資料が各地に分散して保存された状況を

示す用語として、「不均衡残存記録」が使用されているという（文末註 18）。 
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 以上の研究動向を鑑みると、朝鮮総督府文書や台湾総督府文書に代表される旧日本

植民地時代のアーカイブズ資料の研究は、施政権が日本から他国に移ったアーカイブ

ズ資料に係る研究であるといえる。しかし、一方で、施政権が他国から日本に返還された

アーカイブズ資料に係る研究は見られず、施政権返還時のアーカイブズ資料の実態は

明らかにされていない。日本における「移動させられたアーカイブズ」を捉えるためには、

施政権が他国に移ったアーカイブズ資料だけではなく、施政権が他国から返還されたと

きのアーカイブズ資料の実態を明らかにし、あわせて考察する必要がある。したがって、

日本において施政権が他国から返還された事例である、沖縄返還時の公文書等の移管

実態を明らかにする必要があると考えた。 

 

1.2 研究目的 

 

そこで、本研究では、沖縄返還時における琉球政府から日本政府に対する公文書等

の移管実態を明らかにすることを目的とする。琉球政府とは、戦後米国統治下の沖縄住

民側の統治機構のことであり、沖縄返還により消滅したd。米国統治下の沖縄において、

琉球政府の業務遂行のために作成、収受された資料群は、沖縄返還という施政権の転

換によりその作成、管理主体を失った。本研究では、沖縄返還による施政権転換に伴

い、作成、管理主体を失った琉球政府が作成、収受した公文書等がどのように移管され

たのか、特に琉球政府から日本政府への移管に着目して、その移管実態を明らかにす

る。 

本研究により、沖縄返還時における琉球政府から日本政府に対する公文書等の移管

実態が明らかになることで、他国から日本へ施政権が返還されたときのアーカイブズ資料

の移管実態の一端を示すことができる。したがって、先行研究で明らかにされた施政権が

日本から他国に移ったときのアーカイブズ資料の実態と、本研究で対象とする、他国から

日本へ施政権が返還されたときのアーカイブズ資料の実態を合わせて考察することによ

って、わが国における「移動させられたアーカイブズ」の解明に資することができると考え

る。 

 

 
d 詳細は 1.4 参照  
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1.3 用語の定義 

 

「記録」とは、アーカイブズ学において、「形態や媒体の如何を問わず、記録された情

報」で「機関、団体、組織あるいは個人の手によって、法的義務の履行その他のさまざま

な業務遂行の過程で、作成され、保管されるもの」23を指す。 

「アーカイブズ」とは、「記録のうち、歴史的・文化的・経営的その他永続的な価値のゆ

えに、永久保存されるもの」24、又はそれらが「保存され、閲覧利用できる建物やその一

部」25を意味する。本研究では、資料そのものを「アーカイブズ資料」、アーカイブズ資料

を保有する施設や機関を「アーカイブズ機関」とする。 

 「資料群」とは、アーカイブズ学において、同一の出所をもった資料の集まり26を意味す

るが、本研究では、これに加え、ある秩序をもって蓄積された資料の集まりそのものも含め

ることとする。 

 本研究でいう「沖縄」とは、戦後米国統治下の「沖縄」と、施政権返還後の「沖縄」の 2

つの意味を有する。戦後米国統治下の「沖縄」には、現在の「沖縄県」の行政区域だけ

ではなく、1953（昭和 28）年 12 月 25 日の奄美返還まで、鹿児島県に属するトカラ列島

や奄美群島も含まれる。したがって、同じ「沖縄」でも、米国統治下と施政権返還後では

位置づけや地理的背景が異なる。 

 

1.4 研究対象 

 

1.4.1 琉球政府 

 

本研究で対象とする琉球政府とは、戦後沖縄の米国統治下の沖縄住民による統治機

構を指す。沖縄返還前の沖縄は、米国本国から沖縄統治のために沖縄に駐留していた

「琉球列島米国民（軍）政府」により、沖縄住民の代表により構成された琉球政府が設置

され、沖縄住民は、琉球政府を介して間接統治されていたe。1972（昭和 47）年 5 月 15

日の沖縄返還により、米国政府から日本政府へ施政権が返還されたことに伴い、琉球政

 
e 詳細は 1.7 を参照  
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府は消滅し、日本の一都道府県として、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 条）に定めら

れた「沖縄県」となった（図１）f。 

 

 

 

本研究における「琉球政府」とは、2 つの意味を有する。狭義としては、1952（昭和 2

7）年 4 月 1 日に米国民政府のもとに設置された沖縄住民の代表による統治機構を指

す。琉球政府設立以前は、沖縄・宮古・八重山・奄美の群島別に統治機構が存在して

おり、1952（昭和 27）年の「琉球政府」設立に伴い、それまで群島別に存在した沖縄住

民側の統治機構が「琉球政府」に統一された。このときに全琉統一機構として設置された

「琉球政府」を狭義の「琉球政府」とする。 

広義の「琉球政府」は、狭義の「琉球政府」にその前身組織を加えたものを指す。すな

わち、1945（昭和 20）年～1972（昭和 47）年 5 月 14 日の米国統治期を通じ、沖縄に

存在した沖縄住民側の統治機構及びその前身組織を指す。琉球政府は、1972（昭和 4

7）年 5 月 14 日まで存続し、翌日 5 月 15 日の沖縄返還に伴い閉庁した。琉球政府

は、「国家業務機構を体現し、同時に県政事務をさらに一部市町村行政を代行するとい

う複合的組織体であった」27ため、閉庁前に琉球政府が担っていた国業務と地方公共団

 
f 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和 46 年法律第 129 号）第 3 条において、「従前の沖縄県は、当然

に、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）に定める県として存続するものとする。」とあるように、沖縄県の地位

は、従来戦前に存在し、米国統治により断絶していた「沖縄県」が存続する旨が述べられている。  

図 1 沖縄返還前後の沖縄の統治 
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体等の業務は、施政権返還時に後継機関にそれぞれ移管されたg。本研究における狭

義と広義の「琉球政府」を（図 2）に示す。 

 

 

 

1.4.2 琉球政府文書 

 

本研究では、広義の「琉球政府」が作成、収受した資料群を研究対象とし、「琉球政

府文書」hと呼ぶ。現在、所在が確認されている琉球政府文書は、沖縄県公文書館所蔵

の「琉球政府文書」である。数量は、約 16 万簿冊、書架の総延長は約 6km にわたる大

部の資料群である28。沖縄県公文書館所蔵の琉球政府文書は、1972(昭和 47)年の沖

縄返還により、琉球政府から沖縄県に移管され、1976（昭和 51）年以降、沖縄県による

資料整理が実施された。その後、1995（平成 7）年に沖縄県公文書館の開館に伴い、沖

 
g 「琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時にお

いて、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性

格その他の事情に応じて承継する。」（沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和 46 年法律第 129 号）第 5 章 

琉球政府等の権利義務の承継等） 
h なお、統治側である、琉球列島米国民政府が作成、収受した資料群は、“Records of the U.S. Civil Administra

tion of the Ryukyu Islands (USCAR) 1945-72（琉球列島米国民政府文書：USCAR 文書）”と呼ばれ、沖縄返還

時に米国に移管され、現在は米国国立公文書館に所蔵されている。1997 年の米国側の資料公開にあわせ、国立国

会図書館と沖縄県公文書館が締結を結び、複製を収集し、現在両館で利用に供されている。https://rnavi.ndl.go.jp

/kensei/entry/USCAR.php（参照  2020-12-27） 

狭義 

図 2 本研究における「琉球政府」 

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/what-is-the-age/age4/を一部改編（参照  2020-12-27） 

https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/USCAR.php
https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/USCAR.php
https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/what-is-the-age/age4/
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縄県から沖縄県公文書館へ移管され、現在、同館により保存、利用に供されている29。

施政権返還に伴う琉球政府の後継機関への業務移管に伴い、国業務に関する琉球政

府文書は、日本政府にも移管されたとされているが30、その実態や全体像は未解明であ

る。したがって、本研究では、沖縄返還時に琉球政府から日本政府へ移管された琉球政

府文書を研究対象とする。 

 

1.5 先行研究 

 

琉球政府文書の移管やその管理に係る研究は比較的新しい領域であり、研究の蓄積

はまだ少ない。沖縄復帰前の琉球政府における琉球政府文書の保存活動は、大湾ゆか

りによって、当時の会議録や文書管理等規程類の分析から、琉球政府文書課、各局の

文書主任、史料編集所が文書保存に果たした役割が明らかにされた31。復帰直前の琉

球政府文書の移管準備に係る混乱状況は、渡口善明や金城功の「次々と各局から文書

を満載したトラックが押し寄せ、トラックから投げ出された段ボール箱は破損し、崩れた箱

から文書が散乱してチリあくたの如く足の踏み場がない状態になった。その後、幾度とな

く文書が搬入され、その上に積み重ねされていった」32、「復帰の日が近づいてきますと､

編集所の電話は鳴りっぱなしでした｡ほとんどが国に移る機関からの電話でした｡」33という

証言から見ることができる。復帰後（1974（昭和 49）年）の琉球政府文書の状況は、当

時、文書管理保存所を見学した渡口の「書庫内は、カビ臭い匂いが充満し、各部局の文

書が入り乱れ、埃にまみれ、見るからに手の施せる状態がなかった。」34、「必要にかられ

て琉政文書の閲覧のため保存所を訪れた県職員が、混沌とうずたかく積まれた膨大な文

書の山を見て、「一生掛かっても探せないよ」とぼやいて帰っていった」」35という証言か

ら、資料群が置かれた劣悪な保存状況が明らかにされている。その後、沖縄県の外部委

託事業による 17 年間にわたる資料整理作業が実施され、その詳細については、実際に

作業に携わった安里嗣淳36、大城立裕37、金城功38、渡口善明39の論考に詳しい。しか

し、沖縄返還時の琉球政府文書の後継機関への移管実態についてはまだ明らかにされ

ていない。 

したがって、本研究では、沖縄返還時の琉球政府文書の後継機関への移管のうち、

1.4.2 で述べたように、そのなかで特に実態が分かっていない琉球政府から日本政府へ

の移管に着目する。 
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1.6 研究方法  

 

沖縄返還時の琉球政府から日本政府への公文書等の移管実態を明らかにするため

に、本研究では、文献調査及びアーカイブズ機関が所蔵する一次資料を用い、次の 3

つの方法により考察を行う。 

第一に、沖縄県公文書館所蔵の琉球政府文書及び琉球政府公報から、琉球政府期

の文書管理規程類を抽出し、その内容を、琉球政府における公文書等の作成から廃棄

までの視点で分析する。分析結果から、琉球政府における文書管理の変遷を明らかに

する。 

第二に、国立公文書館所蔵の行政文書、外務省外交史料館所蔵の外交記録 i、沖縄

県公文書館所蔵の琉球政府文書から、日本政府及び琉球政府の沖縄返還時の公文

書等の移管方針や事前調整状況を明らかにする。 

第三に、国立公文書館所蔵の行政文書のうち琉球政府が作成した公文書等と、沖縄

県公文書館所蔵の琉球政府文書から、目録情報を集計し、日本政府及び沖縄県にお

ける琉球政府文書の残存状況を比較、分析する。分析結果から、沖縄返還時の琉球政

府から日本政府への公文書等の移管実態を明らかにする。 

 

1.7 戦後米国統治下における沖縄の行政機構  

 

 本研究の背景となる、戦後米国統治下における沖縄の行政史や行政機構の変遷は、

照屋榮一の詳細な研究がある40。照屋の研究成果から、本研究の前提となる米国統治

下の沖縄における行政史及び行政機構について、その概略をまとめる。 

＜戦前の沖縄県＞ 

1879(明治 12)年、琉球処分により 450 年にわたる琉球王府が消滅し、沖縄県政が

施行された。戦前の沖縄県庁は、庶務課・学務課・租税課・衛生課・記録課・出納課の 6

課と警察本署、裁判掛をもって発足した。戦前の県の行政機能の大半は国家事務であ

 
i 本稿で転載した沖縄県公文書館所蔵資料の画像はすべて同館の資料検索システムからダウンロードしたものである。

外交記録の検索は、外務省外交史料館の「所蔵史料検索システム」を利用するとともに、琉球大学の我部政明氏が収

集した外務省外交史料館所蔵の沖縄関連資料の画像が公開されている琉球大学の「沖縄関係外交史料館資料デー

タベース」から画像をダウンロードし論文中に転載した。国立公文書館所蔵の資料は筆者が原物を確認し撮影した画像

を転載した。 
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り、県庁機構も簡素で全国的に画一化されたものであったという。1886(明治 19)年に部

制が採用され、その後、組織変遷を繰り返し、終戦直前の 1944（昭和 19）年の沖縄県

庁は、知事官房・内政部・経済一部・経済二部・土木部・警察局となった41。なお、奄美

群島は廃藩置県により日本の領土（鹿児島県）となり、その後、大島支庁が置かれた。 

＜戦後の米軍統治＞ 

1945（昭和 20）年、米軍は、沖縄上陸と同時に「米国海軍軍政府布告第１号（ニミッツ

布告）」を公布した。この布告により日本のすべての行使権の停止と米軍による占領の開

始が宣言され、1945（昭和 20）年 4 月「米国海軍軍政府」が開設、施政権者として「米

国軍政官府」が設置されたj。これにより沖縄・宮古・八重山・奄美大島は米軍による各群

島別の分割統治が始まったk。1945（昭和 20）年 9 月 7 日に日本軍が嘉手納で降伏文

書に調印したことで「琉球列島米国軍政府」が設立され、1946（昭和 21）年 1 月 29 日

の極東軍総司令部覚書第 189 号により、沖縄・宮古・八重山・奄美は行政上正式に日

本から切り離された。沖縄の軍政は、1946（昭和 21）年 7 月に海軍から陸軍に移管され

た。沖縄の軍政は、連合国総司令部（GHQ）に置かれていたが、前述のとおり、当時の

沖縄は日本本土と行政上完全に切り離されていたため、沖縄の占領政策は、現地の米

国軍政府に委ねられていた。1950（昭和 25）年 12 月に、米国軍政府は廃止され、「琉

球列島米国民政府」（United States Civil Administration of the Ryukyu Island

s：USCAR, 以下「米国民政府」という。）が設置され米国の沖縄統治は軍政から民政へ

と移行された。 

＜住民組織の設置：沖縄諮詢会・宮古支庁・八重山支庁・大島支庁＞ 

沖縄側の住民組織が米軍により設置されたのは、1945（昭和 20）年 8 月に志喜屋孝

信を委員長とする沖縄住民 15 名からなる「沖縄諮詢会」が始まりである。沖縄諮詢会

は、米国海軍軍政府のもと、委員長(志喜屋孝信)、幹事（松岡政保）、13 の部（総務

部・財政部・法務部・教育部・文化部・公衆衛生部・社会事業部・労務部・商工部・水産

部・農務部・保安部・通信部） lで構成され、米国軍政府と住民との橋渡し役を担った42。

 
j 沖縄本島は 4 月に設置、宮古・八重山が同年 12 月、奄美が翌年 2 月に設置された。詳細は、文末註 40 p8 「第 4

章 戦後の米国統治機構」参照。 
k 八重山諸島には軍政当初軍政官府は置かれず、宮古・八重山両群島を統括する「南西諸島分政管府」がおかれ

た。 
l 1946（昭和 21）年 1 月 11 日に教育部は文教部に改称。1946 年 2 月 4 日に商工部は工業部と商務部に分離。

1945 年 9 月 1 日に工務部が設置された。文末註 40 p125. 
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宮古・八重山・奄美では、戦前からそれぞれの県の出先機関として支庁が設置されてい

たが、1945（昭和 20）年の米軍の進駐とともに、住民組織として「宮古支庁（1945 年 12

月 8 日）」、「八重山支庁（1945 年 12 月 28 日）」、「大島支庁（1946 年 2 月 2 日）」43が

それぞれ設置された。 

＜民政府＞ 

1946（昭和 21）年 4 月 24 日、沖縄諮詢会に代わり、「沖縄民政府」が設置された。

宮古支庁・八重山支庁は 1947（昭和 22）年 3 月 21 日に各支庁に代わり、「宮古民政

府」・「八重山民政府」が設置された。大島支庁は 1946（昭和 21）年 10 月 3 日に「臨時

北部南西諸島政庁」と改称された。 

＜群島政府＞ 

1950（昭和 25）年 8 月 4 日に米軍布令第 22 号において「群島組織法」が公布され

た。それまでの民政府に代わり、「沖縄群島政府（1950 年 11 月 4 日）」、「宮古群島政

府（1950 年 11 月 18 日）」、「八重山群島政府（1950 年 11 月 7 日）」、「奄美群島政府

（1950 年 11 月 25 日）」が設置された。行政機構の性格も軍政の諮問機関から執行機

関へと変化し、地方分権的な行政がおこなわれるようになった44。しかし、司法、郵便、外

交、銀行等の管轄権は、米軍が有していた45。 

＜琉球臨時中央政府～琉球政府創設＞ 

1951（昭和 26）年 4 月 1 日、全琉統一機構である「琉球政府」が創設されるまでの間

の暫定措置として、布告第 3 号により、立法・司法・行政を有する「琉球臨時中央政府」

が設立された。そして、1952（昭和 27）年 2 月 29 日に発出された布告 13 号「琉球政府

の設立」46により琉球臨時中央政府が解消され、全琉統一機構としての琉球政府が創設

された。日本本土においては、日本国憲法が 1946(昭和 21)年に公布されたが、行政

上日本本土と切り離され、米国統治下にあった沖縄には適用されなかった。1952(昭和

27)年の布令第 68 号「琉球政府章典」47が米国統治下の沖縄における琉球政府の基本

法として制定され、米国民政府の布告・布令及び指令のもと政治の全権を行うことが明

文化された。布告第 12 号48では、琉球政府が管轄する司法府として、琉球上訴裁判

所、巡回裁判所及び治安裁判所について定義された。琉球政府における「三権」は、立

法権は「立法院」、行政権は「行政主席」、司法権は「琉球上訴裁判所」にそれぞれ属し

ていた。琉球政府は本土の地方公共団体とは異なり、独自で立法機関や司法機関を有

し、都道府県業務を超えた裁判・出入管理・郵政・税関等の業務も担うようになった。しか
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し、その権限はあくまでも米国民政府に許可された範囲内での制限されたものであった。

戦後沖縄の米国統治は、米国本国の国防長官の管轄下に米国民政府があり、その米

国民政府の管轄下に琉球政府が位置する統治構造になっていた（図 3）。したがって、

米国民政府は、琉球政府が立法院で可決した法案の拒否権、琉球政府が管轄していた

琉球民裁判所の裁判権を米国民政府が管轄する裁判所に移す権限、琉球政府の行政

主席及び副主席の任命権等依然強力な権限を有していた49。 
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図 3 琉球政府期の米国統治機構図（1972 年 2 月 1 日） 照屋（1984）p109 をもとに再作成  
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＜琉球政府の組織変遷＞ 

琉球政府は、1952（昭和 27）年 4 月 1 日の創設時、立法機関である立法院、行政機

関である行政主席をトップとする行政主席官房のほか 13 の局（行政主席情報局・総務

局・財政局・行政主席統計局・法務局・資源局・商工局・郵政局・工務局・運輸局・厚生

局・文教局・警察局）及び地方庁（宮古地方庁・八重山地方庁・奄美地方庁）m並びに独

立委員会、司法機関である琉球上訴裁判所により構成されていた50。その後閉庁まで 2

1 回51の組織改編を繰り返している。大規模な組織改編としては例えば次の 3 つが挙げ

られる。 

 

①1953（昭和 28）年 4 月１日 行政事務部局組織法（立法 9）により 7 局制となる 

②1961（昭和 36）年 8 月 1 日 琉球政府行政組織法（立法 100）により複数局が改

称、改組組のほか外局制が導入され、9 局制となる 

③1965（昭和 40）年 8 月 1 日 琉球政府行政組織法の一部改正（立法 65）により、1

1 局制となる。産業能率短期大学による行政診断を反映した組織改編である。 

 

なお、1952（昭和 27）年 2 月 10 日にトカラ列島が、翌年 1953（昭和 28）年 12 月 25

日に奄美群島の施政権が日本に返還されたことで、奄美地方庁は同日閉庁した。琉球

政府は、1972（昭和 47）年 5 月 14 日まで存続し、5 月 15 日の沖縄返還に伴い閉庁し

た。本研究では、沖縄返還時の公文書等の移管実態を明らかにすることが目的であるた

め、琉球政府閉庁時点の行政機構を基準に、琉球政府から日本政府へ移管された公

文書等について分析する（図 4）。 

 
m 地方庁は 1952 年 9 月 22 日に発足  
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図 4 琉球政府組織図（閉庁時） 照屋（1984）・沖縄県公文書館(1998)をもとに作成  
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第 2 章 琉球政府における文書管理 

 

本章では、沖縄県公文書館所蔵の琉球政府文書及び琉球政府公報から、琉球政府

期の文書管理規程類を抽出し、その内容を琉球政府における公文書等の作成から廃棄

までの視点で分析する。分析結果から、琉球政府における文書管理の変遷を明らかに

する。 

 

2.1 文書管理規程類の変遷 

 

琉球政府期における文書管理の変遷を明らかにするために、沖縄県公文書館所蔵の

琉球政府公報及び琉球政府文書の中から、琉球政府の文書管理規程類を抽出した。

その結果、1947(昭和 22)年～1972（昭和 47）年で、計 31 回nの文書管理規程類の改

正又は一部改正を確認した（表 1）o。 

本研究では、抽出した文書管理規程類の内容を、「（公）文書の定義」、「作成」、「整

理及び保存（管）」、「保存期間」、「廃棄」の視点から比較・分析した。文書管理規程類

の内容分析の結果、1947 年・1952 年・1963 年・1970 年の 4 つの画期を設定した（表

2）。次項以降で、琉球政府の文書管理の変遷を文書管理規程類の「（公）文書の定

義」、「作成」、「整理及び保存（管）」、「保存期間」、「廃棄」の視点から述べる。 

  

 
n 1972（昭和 47）年 1 月 22 日に発出された「公文書類の引継要領に関する依命通達」を含めると計 32 回である。 

o 沖縄県公文書館のホームページ中にある「琉球政府公報」のデータベース又は一次資料をもとに確認。  

http://www2.archives.pref.okinawa.jp/scripts/kouhou/namazu.cgi.exe  （参照  2020-12-27）ｓ 

http://www2.archives.pref.okinawa.jp/scripts/kouhou/namazu.cgi.exe
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表１ 琉球政府期の文書管理規程類 （塗りつぶし箇所：文書管理の画期） 
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2.1.1 1947 年 八重山民政府処務細則 

 

1947（昭和 22）年 3 月に、八重山民政府pにおいて策定された八重山民政府処務細

則52（付録 1）は、現在確認できる文書管理に係る規程類の中で一番古いもので、八重

山民政府によって策定されたものである。初期段階の琉球政府における文書管理を示

す規程類といえる。文書管理業務は庶務規程のなかの一部として位置付けられており、

「第二章 職務権限」及び「第三章 庶務順序」に文書の作成、収受に係る内容が見ら

れる。以下に、「（公）文書の定義」、「作成」、「整理及び保存（管）」、「保存期間」、「廃

棄」の視点をまとめる。 

本細則では、公文書等の定義や作成についての定めは見られない。 

文書の整理及び保存については、「第 4 章 文書編纂及保存」の、第 31 条におい

て、「文書ハ各課二於テ編纂保存スヘシ」と記載があるように、各主務課に文書管理が

任されていたと考えられる。 

文書の保存期間は第 34 条において、「永久」・「10 年」・「5 年」・「3 年」の 4 種が設

定された。 

文書の廃棄については、第 37 条に「保存期限ヲ経過シ廃棄スヘキ文書ハ各部二於

テ目録ヲ作リ支庁長ノ決裁ヲ受クヘシ 前項廃棄ノ文書綴ハ決裁後物品会計官吏二引

継グヘシ」とあり、各主務部において廃棄文書の目録を作成し、決裁の上廃棄するよう規

定された。 

 なお、八重山民政府処務細則の 2 年後、1949（昭和 24）年 9 月 1 日に奄美群島及

びトカラ列島の住民側の行政機構である臨時北部南西諸島政庁 qにて施行された「文書

編纂保存規程（訓令第 9 号）」53（付録 2）の附則部分を見ると、次のような記載がある。 

 

「昭和六年訓令第十二號文書編さん保存規程はこれを廃止する」 

 

この記載から、戦後、米国統治下の奄美群島の文書管理は、戦前の鹿児島県大島支庁

時代の規程を使っていたことがわかる。宮古・八重山・沖縄・奄美は、1952(昭和 27)年

に琉球政府に統一されるまでは群島別に統治されていたため、今後さらなる確認の必要

 
p 1.7<民政府>参照  

q 1.7<民政府>参照  
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があるが、奄美群島の文書管理規程については、米国統治下であっても戦前の日本政

の文書管理制度との連続性を見ることができる。 

 

2.1.2 1952 年 文書取扱規程（訓令第１号） 

 

1952（昭和 27）年 4 月 1 日に沖縄・宮古・八重山・奄美の各群島政府政府 rが統一さ

れ、「琉球政府」が創設されたs。それに伴い、1952（昭和 27）年 4 月 1 日に琉球政府に

おける初の「文書取扱規程（訓令第 1 号）」が施行された。規程の内容を確認することが

できなかったため、本研究では便宜的に、1951（昭和 26）年 3 月に施行された、「沖縄

群島政府庶務規程」54（付録 3）と 1954（昭和 29）年 3 月に琉球政府により施行された。

「文書取扱規程（訓令第 9 号）」55（付録 4）の内容から類推する。以下に、「（公）文書の

定義」、「作成」、「整理及び保存（管）」、「保存期間」、「廃棄」の視点をまとめる。 

まず、「文書取扱規程（訓令第 9 号）」では、公文書等の定義が「行政主席（副主席）、

官房長（次長）、部局室長、課長及びこれに準ずる職名にかかる公文書類」と初めて明

示された。 

文書の作成については、「文書作成規程（1952 年告示第 63 号）」が別途定められ、

文書の作成ルールが正式に定められた。 

文書整理及び保存については、文書課の関与が見られる。前述の八重山民政府処

務細則では、主務課において文書の整理、保存が任されていたが、沖縄群島政府庶務

規程及び琉球政府文書取扱規程においては、主務課は「文書引継簿」を作成し、完結

文書とともに文書課に送付し、文書課が編集保存することとなった。また、沖縄群島政府

処務規程に、「文書は如何なる理由があってもその部分を抜き取り又は増綴することはで

きない。」「特に重要な書類は書箱に（非常持出）と紅紙を貼付し非常の場合には直に持

ち出さなければならない。」とあるように、完結後の文書の変更を禁ずることや、非常時の

対応の視点も追加されている。完結文書が不完全である場合は、文書課が各主務課に

対して修正を求めることができ、文書管理業務における文書課の関与がみられる。 

 
r 1.7＜群島政府＞参照  

s 1.7＜琉球臨時中央政府～琉球政府創設＞参照  
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保存期間は、八重山民政府庶務細則での「第 4 種 3 年」が「1 年」に短縮され、沖縄

群島政府庶務規程、琉球政府文書取扱規程の双方で、「永久」・「10 年」・「5 年」「1

年」と定められた。 

文書の廃棄については、八重山民政府庶務細則では主務部において廃棄文書目録

を作成されていたものが、沖縄群島政府庶務規程、琉球政府文書取扱規程の双方で、

文書課の役割となった。廃棄時は、文書課が廃棄文書目録を作成後、主務部に合議を

かけ切断消却することとされた。以上のことから、この時期から琉球政府において、文書

課による文書の集中管理が開始されたと考えられる。 

 

2.1.3 1963 年 行政府文書取扱規程（訓令第 25 号） 

 

1954（昭和 29）年に「文書管理規程（訓令第 9 号）」が策定され、その後、琉球政府

は 1963（昭和 38）年に「行政府文書取扱規程（訓令第 25 号）」56（付録 5）をもって文書

取扱規程の全面改訂をおこなった。 

公文書の定義に、従来の「行政主席（副主席）、各局長(次長)、地方庁長、外局の

長、各課長及びこれに準ずる職名にかかる公文書類」に加え、「機関名にかかる公文書

類」が追加され、より広い定義となった。 

公文書等の作成体制については、各課に「文書取扱主任」を配置し、文書管理業務

に係る体制が拡充された。この背景として、1.7＜琉球政府の組織変遷＞で述べたよう

に、「琉球政府行政組織法（立法 100）：1961（昭和 36）年 8 月 1 日」により、琉球政府

の組織が拡大傾向にあったことが考えられる。そのため、文書管理も文書課だけでなく、

各局庁に文書管理業務を補佐する担当を配置し、文書課の指示を各局庁に円滑に伝

える必要があったと考えられる。こうした、文書管理に係る体制強化に加え、「すべての事

案の処理は文書によるものとする」とあるように、文書主義が明文化された。 

文書の整理及び保存については、各課の文書主任に対し「主務者が不在の場合でも

処理経緯がわかるよう」にすることが求められたほか、完結文書は、文書主任において編

集、暦年ごとに製本されるとともに、文書作成時の編綴の仕方等きめ細やかな内容が盛

り込まれた。 
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保存期間については、この時点から 3 年保存が復活しており、これ以降、琉球政府で

は、琉球政府閉庁まで、「永久」・「10 年」・「5 年」・「3 年」・「1 年」の 5 類型の文書保存

期間で運用されることとなった。 

廃棄については、文書課長により毎年 1 月に保存期間を満了した文書の調査、文書

廃棄簿への登録の定型作業が示された。また、保存期間を満了した文書であっても主務

課長の求めにより期間を区切り延長して保存ができるようになり、延長保存が制度上可能

となった。 

1963 年の行政府文書取扱規程（訓令第 25 号）以降は、本規程の内容を基本に細

かな改善が積み重ねられていくこととなる。したがって、1963 年 行政府文書取扱規程

（訓令第 25 号）により、琉球政府の基本的な文書管理体制が確立したと考えられる。 

 

2.1.4 1970 年 行政府文書管理規程(訓令第 1 号)から復帰にむけて 

 

1969(昭和 44)年 11 月の日米共同声明により沖縄返還が決定し、琉球政府内でも

復帰にむけた動きが加速する中、琉球政府文書課においても新たな試みが見られる t。1

969（昭和 44）年以降 31 件もの例規を定め、琉球政府職員に対する適切な文書管理

に関する啓蒙活動の一環として『文書だより』の発行を開始した57。また、1963(昭和 38)

年の行政府文書取扱規程により各局庁総務課に配置された文書取扱主任による文書

取扱主任会議を定期的に開催し、職場間の文書管理についての調整や事案について

協議し、文書管理業務の改善に取り組んでいる58。文書管理規程類の面では、1970（昭

和 45）年元日に「行政府文書管理規程(訓令第 1 号)」59（付録 6）が施行された。1963

（昭和 38）年行政府文書取扱規程（訓令第 25 号）からの変更点は、文書管理規程の目

的が「行政事務の適切かつ能率的な遂行に資する」と定められたこと、文書は例規の改

正に伴い、左横書き、現代仮名づかい等の文書作成時のルールがより細かく定められた

こと、そして、完結文書の製本を主務課がおこなうようになった点等が挙げられる。これ

は、前述した、1963 年行政部文書取扱規程（訓令第 25 号）において、各課に、文書取

扱主任が置かれたことにより、それまで文書課が集中管理をしていたものが、各課単位で

の文書管理が可能になったということが考えられる。 

 
t なお、この間の琉球政府の文書課の具体的な取組については、大湾の研究（文末註 31）に詳しい。 
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復帰直前の 1971（昭和 46）年 11 月には「行政府文書管理規程の一部を改正する

訓令(訓令第 68 号)」60（付録 7）が施行された。この改正で、たとえ保存期間を満了した

公文書等であっても原則廃棄しないことや、それでも廃棄が決定した公文書等のうち、行

政又は県史編集の資料として活用することが適当と認められたものについては、主務課

長及び文書主管課長の協議により引継ぐことが可能となり、より多くの公文書等が保存さ

れる制度が整えられた。以上のように、琉球政府において文書管理制度とその体制の充

実が徐々に進められ、最終的に公文書等の廃棄が禁止されたことが、沖縄返還という政

治変革を経ても、より多くの公文書等が残されたひとつの要因であると考えられる。 
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表 2 琉球政府期における文書管理の変遷  
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2.2 小括 

 

本章では、沖縄県公文書館所蔵の琉球政府公報及び琉球政府文書の中から、琉球

政府の文書管理規程類を抽出した。その結果、1947(昭和 22)年～1972（昭和 47）年

で、計 31 回の文書管理規程類の改正又は一部改正を確認した（表 1）。 

本研究では、文書管理規程類の内容を、「（公）文書の定義」、「作成」、「整理及び保

存（管）」、「保存期間」、「廃棄」の視点から比較、分析した。その結果、文書管理規程類

の内容から、1947 年・1952 年・1963 年・1970 年の 4 つの画期を設定した（表 2）。 

琉球政府における文書管理に係る規程については戦後まもない 1947（昭和 22）年の

八重山民政府処務細則から確認でき、文書管理は各課において保存、廃棄も含め管理

が委ねられていた。文書の保存期間は、「永久」・「10 年」・「5 年」・「3 年」の 4 種であっ

た。臨時北部南西諸島政庁では、戦前の文書管理規則をもとに文書管理規則が策定さ

れており、米国統治下でありながら文書管理制度は戦前の日本政府時代からの連続性

がみられた。 

1951（昭和 26）年沖縄群島政府庶務規程においては、それまで主務課に任せられて

いた文書管理が、文書課において編集保存が行われるようになり、文書課による公文書

等の集中管理が開始された。 

1952（昭和 27）年の琉球政府創設とともに文書取扱規程は独立し、その後改訂が繰

り返された。1954(昭和 29)年の文書管理規程を経て、1963（昭和 38）年の行政府文書

取扱規程により、琉球政府の文書管理の基本形が固まったと考えられる。文書主義が明

文化され、琉球政府の組織拡大に伴い、各局庁に「文書取扱主任」をおく等文書管理

に係る組織体制が拡充された。また、保存期間を満了しても制度上、文書の延長保存が

可能となった。文書の保存期間は、「永久」・「10 年」・「5 年」・「3 年」・「1 年」の 5 種にな

り、これが琉球政府閉庁まで続くことになった。 

1970 年（昭和 45）年の行政府文書管理規程の制定とともに、『文書だより』の発行

や、文書取扱主任者による定期的な会合が行われ、現場に即したさらなる文書管理業

務の改善に向けた取組が進められた。1971（昭和 46）年の同規程の一部改正では、沖

縄返還を見据え、文書の原則廃棄禁止が定められ、琉球政府文書の保存が制度上定

められた。以上のように、琉球政府において、文書管理制度とその体制の充実が徐々に
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進められ、最終的に廃棄が禁止されたことが、沖縄返還という政治変革を経ても、より多

くの公文書等が残されたひとつの要因であると考えられる。 

  



26 

第 3 章 沖縄返還時の公文書等の移管方針及び事前調整 

 

本章では、日米両政府で合意された沖縄返還協定や沖縄復帰特別措置法といった

施政権返還に係る大方針のなかで、国立公文書館所蔵の行政文書、外務省外交史料

館所蔵の外交記録、沖縄県公文書館所蔵の琉球政府文書から、日本政府及び琉球政

府の沖縄返還時の公文書等の移管方針や事前調整状況を明らかにする。 

 

3.1 沖縄返還協定と沖縄復帰特別措置法 

 

沖縄返還時の公文書等の移管の方針及び事前調整を分析するにあたり、その前提と

して、日米両政府で合意した権限の移管及びそれを受け日本国内で制定された法律に

ついて述べる。合意事項や法律等で定められた権限の継承や業務の移管に従って、業

務に紐づく公文書等も移管されると考えられるためである。 

米国から日本への施政権返還が明文化されたのは、1971（昭和 46）年 6 月 17 日に

調印された「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定（以

下「沖縄返還協定」という。）61」（付録 8）である。第１条では、行政、立法及び司法の権

限の米国から日本への移転が明示された。第 5 条では、裁判権の米国から日本への継

承が示され、復帰前の琉球政府又は米国民政府の裁判所での判決を復帰後の日本の

裁判制度へ引継、引き続き、裁判及び執行が可能とすることが示された。第 6 条は、財

産の移転についての条項である。米国が管理していた琉球電力公社、琉球水道公社及

び琉球開発金融公社の権利及び義務並びに財産を日本政府に移転することが示され

た。このように、沖縄返還協定によって、米国から日本への施政権及び裁判権等の継承

が定められた。 

沖縄返還協定を受け、日本国内では、1971（昭和 46）年 12 月 31 日に「沖縄の復帰

に伴う特別措置に関する法律（昭和 46 年法律第 129 号）」62（以下「沖縄復帰特別措

置法」という。）が公布され、沖縄復帰に伴う復帰前の沖縄の諸制度の日本政府又は沖

縄県等への移行方針が定められた63。 
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第 2 章（第 3 条～6 条）では、沖縄返還後の「沖縄県」の設置について示され、第 3

条において、「沖縄県」が日本の一都道府県であることが示されたu。第 3 章（第 7 条～9

条）では、沖縄県と同様に、沖縄県内の市町村が、地方自治法の規定による市町村とな

ることが示された。 

第 4 章（第 10 条～30 条）では、復帰前に琉球政府又は米国民政府で実施されてい

た裁判の効力の承継等が定められた。沖縄復帰特別措置法に定められた民事事件、刑

事事件の復帰前、復帰後の業務管轄の対応を（表 3、4）に示す。復帰に際し、沖縄の

司法は、民事・刑事のそれぞれの事件の種別により復帰後の管轄が定められた。復帰

前、琉球高等裁判所で担っていた高等裁判所としての業務は福岡高等裁判所に移管さ

れ、沖縄県内には那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所、各簡易裁判所が設置された。復

帰前の沖縄での判決は、法的には「外国の」裁判所での判決とみなされるが、復帰後

は、刑事、民事ともにその効力を認め継承することとされた。 

第 5 章（第 31 条～35 条）では、琉球政府及び法人の権利義務の承継を定めてい

る。特に、第 31 条においては、「琉球政府の権利義務の承継」として、「この法律の施行

の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令

で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖

縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格その他の事情に応

じて承継する。」とある。この条項により、琉球政府が担っていた業務が、国、沖縄県、そ

の他の法人に引継がれることとなり、第 32 条において、琉球政府職員が、国、沖縄県、

沖縄区域内の地方公共団体又は政令で定める公共的団体の職員となることが定められ

た。 

第 8 章（第 53 条～155 条）では、琉球政府下の法令に係る復帰後の取扱や許認可

等について、各府省（総理府・法務省・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業

省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省）での経過措置が示された。 

さらに、沖縄復帰特別措置法を受け、各府省では、関係法令の適用に係る政令が制

定された。 

 
u 沖縄県の地位については、対日平和条約によって戦前の沖縄県は消滅したという説と、沖縄県は潜在的に存在し米

国の施政権下により凍結したのだという説があり、戦前の沖縄県が有していた権利がどこに帰属するかが問題になって

いたが、第３条「従前の沖縄県は、当然に、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）に定める県として存続するも

のとする。」により戦前の沖縄県の連続性が示されることとなった（柴田啓一 . 沖縄復帰と地方自治行政 . 自治研究 . 第

4 号 , 第 48 巻 , 1971, p62-76.）。 
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以上、沖縄復帰特別措置及び政令により、琉球政府から日本政府、琉球政府から沖

縄県及び沖縄県内の市町村等への業務移管が定められた。沖縄返還協定や沖縄復帰

特別措置法等で権限の継承及び業務移管が法令等により定められたことに伴い、琉球

政府から後継機関への公文書等の移管が課題となった。 

 

 

  

表 3 民事関係の復帰前後の業務移管対応  

表 4 刑事関係の復帰前後の業務移管対応  

 

文末註 63 p19 の表を一部改変  

文末註 63 p21-22 の表を一部改変  

復帰前の管轄 復帰後の管轄
沖縄復帰特別

措置法

琉球高等裁判所が裁判権を有する事項のうち

１）那覇地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告

２）沖縄の刑事訴訟法に定める非常上告及び特に定める抗告

最高裁判所 26条1項

琉球高等裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項

那覇地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項
福岡高等裁判所 26条2項

那覇地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項

米国民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項
那覇地方裁判所 26条3項

那覇家庭裁判所が刑事に関し権限を有していた事項 那覇家庭裁判所 26条4項

沖縄の各簡易裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項 沖縄の各簡易裁判所 26条5項

復帰前の管轄 復帰後の管轄
沖縄復帰特別

措置法

琉球高等裁判所における沖縄の人身保護法、電波法、選挙関係法令に

関する事件
最高裁判所 10条

琉球高等裁判所における一般の事件 福岡高等裁判所 11条1項

那覇地方裁判所における選挙関係法令に係る事件 福岡高等裁判所 11条2項

那覇地方裁判所における沖縄の電波法の規定による事件 東京高等裁判所 11条3項

那覇地方裁判所における一般の事件 那覇地方裁判所 12条1項

沖縄の簡易裁判所における事件で本邦の法令によれば地方裁判所の権

限に属すべきもの
那覇地方裁判所 12条2項

那覇家庭裁判所における家事事件 那覇家庭裁判所 13条

沖縄の各簡易裁判所における一般の民事事件 沖縄の各簡易裁判所 14条

米国民政府の上訴審裁判所における民事上訴事件 福岡高等裁判所 15条、11条

米国民政府の民事裁判所における一般の民事事件 那覇地方裁判所 15条、12条

米国民政府の民事裁判所における家事事件 那覇家庭裁判所 15条、13条
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3.2 日本政府と琉球政府における公文書等の移管方針と事前調整 

 

3.2.1 日本政府における移管を希望する公文書等のとりまとめ 

 

沖縄の施政権返還が正式に日米両政府で合意されたその翌年、1970（昭和 45）年 7

月 14 日に、外務省アメリカ局長から総理府沖縄・北方対策庁長官宛に「施政権返還に

際し引継ぎを受けるべき公文書等の照会について（北米１第 135 号）」64が発出された

（図 5）。当時、沖縄返還施策の省庁間のとりまとめをおこなっていた沖縄・北方対策庁を

通じて、各府省庁に沖縄返還を見据えて米国（琉球政府保有分を含む）から移管を希

望する公文書等についての要望をとりまとめるよう、依頼したものである。これを受け、197

0(昭和 45)年 7 月 20 日、沖縄・北方対策庁調整部長から各府省庁宛に「沖縄の施政

権返還に際し米側から引継ぎを受けるべき公文書等について（照会）（沖・北第 985

号）」65が発出され（図 6）、8 月 15 日までに回答するよう求めた。例えば、内閣総理大臣

官房審議室長は、8 月 10 日に総審第 188 号の文書で米国から移管を希望する公文

書等について、「該当なし」と回答した66。このようにして、日本政府内で沖縄・北方対策

庁により、各府省庁から提出された米国（琉球政府）から移管を希望する公文書等につ

いての要望がとりまとめられた。 

提出された移管を希望する公文書等の府省庁ごとの類例数を見ると（表 5）、法務省

が 175 種類、大蔵省が 46 種類、防衛庁（防衛施設庁）・通商産業省・運輸省が 35 種

類となっており、法務省が一番多くの公文書等について移管希望を出していることが明ら

かになった。 
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図 5 外務省アメリカ局長から沖縄・北方対策

庁への照会 

沖縄の施政権返還に際し米側から引継ぎを受

けるべき公文書等について.  

請求番号：平１５内閣 00057100（国立公文書

館蔵） 

図 6 沖縄・北方対策庁から各行政機関への照

会(内閣審議室長宛) 

沖縄の施政権返還に際し米側から引継ぎを受

けるべき公文書等について（照会）. 

請求番号:平１５内閣 00055100(国立公文書館

蔵) 
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表 5 日本政府の移管希望公文書類例数  ※巻末表 11 を集計。かっこ内は内訳。 

希望文書類例数

0

1

0

1

1

0

5

0

3

2

35

2

大臣官房秘書課（1）

大臣官房人事課（12）

大臣官房会計課（4）

大臣官房司法法制調査部（2）

大臣官房訟務部（6）

民事局（42）

刑事局（15）

矯正局（9）

保護局（50）

人権擁護局（3）

入国管理局（31)

46

3

6

8

35

35

4

5

大臣官房(8)

都市局(2)

河川局(11)

道路局(8)

住宅局(2)

地理院(2)

4

11

415

175

33

内閣官房内閣審議官室

内閣法制局

人事院

内閣総理大臣官房

総理府

農林省

通商産業省

公正取引委員会

警察庁

土地調整委員会

行政管理庁

経済企画庁

防衛庁（防衛施設庁）

法務省

行政機関名

科学技術庁

大蔵省

文部省

厚生省

計

運輸省

郵政省

労働省

自治省

最高裁

建設省
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3.2.2 日本政府から琉球政府に対する移管希望公文書等の所在調査  

 

日本政府では、3.2.1 でとりまとめた、米国（琉球政府）から移管を希望する公文書等

の希望リストをもとに、琉球政府に対し、移管を希望する公文書等の所在調査を実施し

た。1970(昭和 45)年 11 月 19 日に、沖縄・北方対策庁沖縄事務局長から琉球政府行

政主席宛に「沖縄の施政権返還に際し米側から引継ぎを受けるべき公文書等について

（依頼）（沖局第 2817 号）」67が発出された（図 7）。この依頼文には次のように経緯が記

載されている（下線は筆者）。 

 

「本土政府においては、外務省を中心に、沖縄の施政権返還に際し、米側から引継を受

けるべき公文書等について各省庁の意見を徴したうえ米側との折衝に入ることとなった。

この方針に基づき、沖縄・北方対策庁に別添リストのとおり各省庁より引継を受けるべき

公文書等が提出されたところであるが、今般沖縄・北方対策庁調整部長より別添（写）の

とおり、この各省庁から提出されたものの中には、貴政府において所有されているものが

多数含まれていると思われるので、米側との折衝を要しないものについては、それらを確

認したい旨の要請があった。」 

    図 7 沖縄・北方対策庁から琉球政府への依頼文  

復帰事務に関する書類 収発文書 1971 年 米側から引継ぐ文書調 . 

資料コード：0000162616. 第 257、258 画像 (沖縄県公文書館蔵) 
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依頼文を見ると、日本政府としては、米国統治下にあった琉球政府が保有している公

文書等を日本政府に移管する場合に、米国側の承認を得る必要はないと理解していた

と考えられる。 

日本政府からの依頼を受け、琉球政府側のとりまとめは復帰対策室が対応した。1970

（昭和 45）年 11 月 28 日に、琉球政府復帰対策室長から琉球政府の各局長宛に、「施

政権返還に際し米側から引継ぐ文書について（復対第 54 号）」68が発出された（図 8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

琉球政府の各局から提出された回答は、復帰対策室でとりまとめられ、1971（昭和 4

6）年 1 月 18 日に、琉球政府行政主席から、沖縄・北方対策庁事務局長宛に回答（復

対第 5 号）が提出された69。この回答を受け、同年 5 月 18 日、沖縄・北方対策庁沖縄

事務局長から琉球政府に宛てて、総理府、防衛庁、労働省から追加で移管を希望する

公文書等に対する調査依頼が出され、法務省と農林省からは、琉球政府の回答が不充

図 8 復帰対策室長から琉球政府各局長宛の依頼文  

図 7 と同簿冊、第 253、255 画像 (沖縄県公文書館蔵) 
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分であるとし、再調査依頼70がなされたv。日本政府からの再調査の依頼を受け、琉球政

府では、1971（昭和 46）年 5 月 24 日に復帰対策室長から琉球政府各局長へ再調査

依頼（復対第 232 号）71を発出し、琉球政府内での回答をとりまとめたのち、6 月 18 日

に琉球政府行政主席から、沖縄・北方対策庁沖縄事務局長宛に回答（復対第 232 号）

72が発出された。こうして 1 年弱のやりとりを経て、日本政府は琉球政府での公文書等の

所在調査を経て、移管を希望する公文書等について、米国との公文書等の移管交渉に

入ることとなった。しかし、これ以降、日本政府においてとりまとめられた移管希望公文書

等及び所在調査を受けた米国との交渉記録については、見つけることができなかった。

日本政府と米国政府との間でどのような調整がなされたのか、今後米国側の資料も含め

分析する必要がある。 

 

3.2.3 琉球政府における公文書等の移管方針  

 

琉球政府における、沖縄返還を見据えた公文書等の移管方針として、1972（昭和 4

7）年 1 月 22 日に、琉球政府総務局渉外広報部文書課から各局庁長宛に「公文書類

の引継要領について（依命通達）（総文第６号）」（以下「引継要領」という。）73が発出され

た。これにより、琉球政府の沖縄返還時の後継機関、すなわち、日本政府、沖縄県、沖

縄県内市町村に対する公文書等の移管方針が定められた（図 9）。以下に、引継要領を

抜粋する（下線は筆者）。 

 

１．現在及び復帰直前に琉球政府が保有する次の公文書類（資料を含む。以下同

じ。）は、沖縄県に引き継ぐものとする。 

（1） 県政に相当する琉球政府の文書  

（2） 市町村・公社公団等対外機関から琉球政府が受けた文書  

（3） 米国民政府・高等弁務官及びその前身機関等から琉球政府及びその前身機

関等が受けた文書  

 
v 法務省は、人事関係の記録や帰化申請、裁判記録、更生保護関係の記録に対し再照会している。農林省は、外資

系企業のうち本土資本以外の企業で復帰後も日本政府として外資となりうる企業の活動記録や、国有林の権利関係、

米国民政府によって出された布告、布令、指令の改廃経緯と旧日本法と競合した場合の米国側の見解について再照

会している。 
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（4） 国政に相当するものであっても、琉球政府が処理し、完結した文書及び保存

年限を過ぎた文書  

 

２．国の機関に引き継ぐ事案に係る文書は、現地保存を原則として、県内の当該機関

に引き継ぐ。 

 

３．琉球政府各機関が現在保有する文書は、完結または保存年限を過ぎても、廃棄し

ないものとする。 

 

引継要領の内容から、次の 3 点が明らかになった。 

第一に、引継要領１（４）において、たとえ国政に係る公文書等であっても、完結文

書は沖縄県に移管する、という琉球政府の方針が明確に示されていること。 

第二に、引継要領２において、日本政府に移管する公文書等であっても、「現地保

存の原則」により、沖縄県内の出先機関に移管されることとなっていること。すなわち、

本土には公文書等を移管しないということ。また、引継要領の内容をさらに確認すると、

日本政府に移管する公文書等は、「未処理の文書（処分未了、未着手）」及び「人事

に関する書類（完結文書）」の 2 種類のみとされており、このことから、琉球政府として

は、大部分の公文書等を日本政府ではなく沖縄県に移管する方針であることが明らか

になった。 

第三に、引継要領３で、琉球政府は完結文書や保存期限を満了している文書であ

っても、公文書等の廃棄を禁止したこと。2.1.4 で述べたように、1971（昭和 46）年 11

月の「行政府文書管理規程の一部を改正する訓令(訓令第 68 号)」の段階で、すで

に琉球政府は公文書等の原則廃棄禁止を定めており、引継要領はそれをさらに念押

しする内容となっている。 

引継要領によると、各主務課は、保有文書を「一般文書」、「人事記録」、「会計記

録」、「行政資料」ごとに目録を作成し、完結文書及び行政資料の目録は「1972 年 2

月 29 日（火）」、未処理の文書の目録は「1972 年 5 月 10 日（水）」までに総務部文

書課に 3 部提出し、目録の正本は主務課において保管することとされた。公文書等の

移管作業は、文書引継書に文書目録を添えて実施するとされており、文書課に提出

する完結文書の目録提出様式を見ると、文書の分類は次のようになっている。 
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 ア 保管期間中のもの 

 イ 保存期間中のもの 

 ウ 保存年限を過ぎたもの 

（ア） 行政上必要とするもの 

（イ） 歴史的に価値があるもの 

 

現在の公文書管理と比較すると、「ア」は、業務上利用されている「現用文書」、「イ」

は、日常の業務には直接利用されることはないが業務参考や証拠として保管されてい

る、「半現用文書」、「ウ」は、業務上必要とされる保存期間を満了した「非現用文書」に位

置付けることができる。「ウ」には、「（イ）歴史的に価値があるもの」という分類がある。これ

は、現在の公文書管理法（公文書の管理に関する法律（平成 21 年７月１日法律第 66

号））の概念でいうと、「歴史公文書等」wに相当するものである。したがって、琉球政府に

おいては、施政権返還という歴史的な事象を目前にし、自らが保有する公文書等を、業

務遂行のための文書という捉え方だけではなく、その歴史的価値を認識した上で、公文

書等の保存、移管を検討していたと考えられる。 

引継要領の発出後、1972（昭和 47）年 2 月 7 日には、琉球政府総務局長から各局

宛に、「琉球政府の保有する公文書類の冊数集計について（依頼）（総文第 10 号）」74が

発出された。これにより、琉球政府各局は、1972（昭和 47）年 3 月 4 日（土）までに、提

出予定の保有する文書の目録に基づいて、公文書等及び公印類の数を集計して提出

する旨、依頼された。また、さらに 8 日後の 2 月 15 日には、「公文書類引継要領の一部

変更について（通知）（総文第 19 号）」75が発出され、文書課に提出する目録の数を 3

部から 1 部に変更すること、総務局長に対する引継完了の際の文書目録が不要となり、

文書引継書のみでの報告となる等、作業が一部簡略化された。 

 

 
w 「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。  

公文書等の管理に関する法律(平成 21 年法律第 66 条)第 2 条第 6 項  

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000066（参照  2020-12-27） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000066（参照
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000066（参照
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3.2.4 日本政府と琉球政府の公文書等移管に係る思惑の乖離 

 

日本政府と琉球政府の事前調整状況については、琉球政府法務局出入管理庁から

日本政府法務省入国管理局に移管された、「1972 年 復帰対策関係書類 国へ引継」

76に日本政府と琉球政府の思惑の乖離を見ることができる。1972（昭和 47）年 2 月 15

日に琉球政府出入管理庁総務課長から日本政府入国管理局総務課長宛てに、次のよ

うな事務連絡が発出されている（下線部は筆者）。 

 

復帰準備事項について 

図 9 琉球政府の公文書類の引継要領 

公文書類の引継要領について（依命通達）. 

資料コード：RDAE005667. 第 3、5 画像(沖縄県公文書館蔵) 
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  復帰準備について下記の事項を問い合わせますのでよろしくお願いします。なお、記

載事項が不充分な点については当庁長が上京しますので協議願います。  

（略） 

４．琉政としては文書の引継目録を 2 月末日までに作成することになつていますので

特に入管局で引継ぎを希望する文書又は資料があれば至急お知らせ願います。 

      （略） 

 

「引継目録」とは、日付から鑑みるに、3.2.3 で述べた、琉球政府総務局長から各局庁に

依頼された、保有文書目録のことと考えられる。この照会に対し、1972(昭和 47)年 3 月

4 日付で、日本政府法務省入国管理局総務課長から、琉球政府法務局出入管理庁総

務課長宛に対し、次のように回答77された（下線部は筆者）。 

 

４．について 

 原則として、貴庁に保管しているすべての文書等を引継ぐことを希望する。 

 

このやりとりにより、次のことが明らかになった。一つは、復帰前に琉球政府と日本政府

の組織間において、直接公文書等の移管に係る調整がなされていたこと。二つは、日本

政府は、琉球政府に最大限の公文書等の移管を求めていたこと。しかし、こうした日本政

府の思惑の一方で、たとえ国事務の文書であっても大部分の公文書等を日本政府には

移管せず、沖縄県に移管しようとしていた琉球政府の移管方針 xとの間には大きな乖離が

あることが明らかになった。 

 

3.2.5 琉球政府における公文書等の移管準備 

 

復帰を 9 日後に控えた 1972（昭和 47）年 5 月 6 日に、琉球政府では、「公文書類の

引継ぎについて（依命通達）（総文第 52 号）」78が総務局長から発出された。この通達で

は、3.2.3 で述べた、「公文書類の引継要領について（依命通達）（総文第６号）」を受け

て、公文書等の具体的な引渡し作業について定められた。これによると、1972（昭和 47）

 
x 3.2.3 参照  
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年 5 月 10 日～14 日を公文書等の「引継準備期間」とし、目録と公文書等の現物の確

認、文書引継書の作成、国及び市町村に引継ぐ文書の梱包等の作業を行うこととされ

た。公文書等の移管は、国、県、市町村に分けておこない、5 月 15 日から 20 日の間に

遅滞なく確実に引継ぐこととされた。日本政府に移管される文書目録については、各局

長の総務課でとりまとめて 5 月 11 日までに、文書引継書については 5 月 13 日までに

文書課に提出し、文書課ではこれらの目録及び引継書をとりまとめ、沖縄県知事名によ

る文書引継書を作成し、一括して日本政府に引継ぐ手順とされた。 

 

3.3 小括 

 

本章では、日本政府及び琉球政府における沖縄返還にあたっての公文書等の移管

方針や事前調整に係る経緯を分析することで、日本政府及び琉球政府の沖縄返還時

の公文書等の移管方針や事前調整状況を明らかにした。 

沖縄返還は、日米両政府で調印された沖縄返還協定において、施政権の日本への

返還が明示され、それを受けて日本国内で制定された沖縄復帰特別措置及び政令によ

り、琉球政府から日本政府、琉球政府から沖縄県及び沖縄県内の市町村等への業務

移管が定められた。沖縄返還協定や沖縄復帰特別措置法等で権限の継承及び業務移

管が法令等により定められたことに伴い、琉球政府から後継機関への公文書等の移管

が課題となった。 

沖縄返還が決まり、日本政府や琉球政府において公文書等の移管にむけての考え

方が整理され、移管に向けた事前調整が実施された。これまでに述べた日本政府と琉球

政府の主要な事前調整を（表 6）及び（図 10）にまとめた。日本政府では、米国政府（琉

球政府）から移管を希望する公文書等を府省庁に照会し（①）、取りまとめた結果をもとに

琉球政府に対し、移管希望の公文書等の所在調査を実施した（②）。 

一方、琉球政府では、日本政府に対する所在調査に対応し（③）、その後、公文書等

の引継要領を定めた（④）。その中で、琉球政府文書の移管先は、日本政府・沖縄県・

沖縄県内市町村と定められた。また、未完結文書を中心に日本政府に移管することと

し、それ以外の大部分の公文書等を沖縄県に移管し、日本政府に移管する公文書等で

あっても、「現地保存の原則」により、沖縄県内の出先機関に移管する旨、定められた

（④）。 
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日本政府と琉球政府との直接の事前調整については、日本政府法務省入国管理局

と琉球政府法務局出入管理庁とのやりとりから、復帰前に琉球政府と日本政府の組織

間において、直接公文書等の移管に係る調整がなされ、日本政府は、琉球政府に最大

限の公文書等の移管を求めていたことが明らかになった（⑤）。しかし、こうした日本政府

の思惑の一方で、たとえ国事務の公文書等であっても大部分の公文書等を日本政府に

は移管せず、沖縄県に移管しようとしていた琉球政府の移管方針との間には大きな乖離

があることが明らかになった。 

表 6 日本政府と琉球政府の公文書等の移管方針及び事前調整  

図 10 日本政府と琉球政府の公文書等の移管方針及び事前調整  

主体 方針・事前調整 年・月 節

① 日本政府 米国政府（琉球政府）に対する移管希望公文書等のとりまとめ 1970.7 3.2.1

② 日本政府 琉球政府へ移管希望公文書等の所在調査　　 1970.11

③ 琉球政府 所在調査回答（再調査対応含む） 1971.6

「公文書類の引継要領」の策定 ・移管準備

未完結文書、人事関係文書を中心に日本政府に移管

それ以外の公文書等はすべて沖縄県へ移管

⑤
日本政府

（法務省

入国管理局）

琉球政府法務局出入管理庁で保管されている

すべての公文書等の移管を希望
1972.3 3.2.4

3.2.3

3.2.5

3.2.2

④ 琉球政府
1972.1～

1972.5
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第 4 章 沖縄返還時における琉球政府から日本政府への公文書等の移管実

態 

 

本章では、第 3 章で明らかになった、日本政府と琉球政府の公文書等の移管方針及

び事前調整を受け、国立公文書館所蔵の行政文書のうち琉球政府が作成した公文書

等及び沖縄県公文書館所蔵の琉球政府文書の目録情報を集計し、日本政府及び沖

縄県における琉球政府文書の残存状況を比較、分析するy。分析結果から、沖縄返還時

の琉球政府から日本政府への公文書等の移管実態を明らかにする。  

 

4.1 琉球政府から日本政府、沖縄県へ移管された公文書等の概況 

 

4.1.1 琉球政府から日本政府へ移管された公文書等 

 

琉球政府から日本政府へ移管された公文書等を把握するために、国立公文書館所

蔵の「行政文書」の資料群のうち、作成者が琉球政府の行政文書の目録情報zを抽出、

集計した。なお、目録情報に記載されている「作成局」は、琉球政府が組織変遷を繰り返

しているため、資料の作成時期により、目録情報上の作成組織の名称が異なる。本研究

では、沖縄返還時の公文書等の移管実態の解明を目的としているため、1.7<琉球政府

の組織変遷>で述べた通り、目録情報に記載されている「作成局」を琉球政府閉庁時

（図 4）の局等に対応づけ、閉庁時の組織単位で集計した。集計の結果、琉球政府から

日本政府へ移管され、後に国立公文書館へ移管された公文書等の作成局庁別の内訳

を（表 7）に示す。琉球政府から日本政府に移管された公文書等は、全 984 件である。

公文書等の作成局庁の内訳をみると、法務局出入管理庁（455 件）が全体の約 46％を

占め、法務局（67 件、7%）が続く。したがって、琉球政府から日本政府に移管された公

文書等のうち、法務局から移管された公文書等が約半数を占めていることが明らかにな

った。なお、「その他（417 件、42%）」に分類されているものは、目録情報で「琉球政府」

 
y 厳密には、国立公文書館と沖縄県公文書館以外にも、例えば現に行政機関や沖縄県が保有する現用文書の中に

琉球政府文書が含まれる可能性があるが、今後の課題とする。  
z 本研究で集計対象とした目録情報の時点は、国立公文書館は 2020 年 7 月 18 日時点、沖縄県公文書館は 2019

年 5 月 24 日時点である。したがって、各機関における目録情報の更新状況によっては、本研究で示した結果と異なる

可能性がある。 



42 

となっており、作成局庁名の記載がないものであるが、内容をみると、「外国人カード（在

留許可証明書）」が 101 件、「渡航証明書」が 193 件と、いずれも出入管理業務で発生

する資料であり、これらが「その他」の約 7 割を占めている。したがって、琉球政府から日

本政府に移管された公文書等は、琉球政府の法務局の特に出入管理業務に関する公

文書等に集中していることが明らかになった。 

 

 

4.1.2 琉球政府から沖縄県へ移管された公文書等 

 

次に、琉球政府から沖縄県へ移管された公文書等を把握するために、沖縄県公文書

館所蔵資料のうち、「琉球政府文書」の資料群に属する公文書等の目録情報を集計し

た。集計の結果、琉球政府から沖縄県に移管された公文書等の作成局庁別の内訳を

（表 8）に示すaa。琉球政府から沖縄県に移管された公文書等は、全 169,097 件である。

 
aa 本研究では、1.7、4.1.1 で述べた通り、琉球政府閉庁時の組織単位で集計している。例えば作成組織が「法務局法

制室」となっている公文書等は、資料作成時には法務局に属するが、その後の琉球政府の組織変遷を経て、閉庁時点

においては法務局から総務局に組織替えされている。したがって、本研究ではこの例の場合、法務局ではなく総務局と

して集計している。このように、沖縄県公文書館の目録情報に対し、さらにそれぞれの公文書等の作成組織を閉庁時の

組織に対応付ける処理を施しているため、本研究と沖縄県公文書館の検索システム上での検索結果では、件数が異な

る。 

作成局 件数 割合

法務局出入管理庁 455 46%

法務局 67 7%

文教局 13 1%

企画局統計庁 11 1%

総務局 10 1%

復帰対策室 4 0%

公安委員会琉球警察本部 3 0%

琉球高等検察庁 2 0%

通商産業局 1 0%

労働局 1 0%

その他 417 42%

合計 984 100%

表 7 琉球政府から日本政府に移管された公文書等の局庁別内訳 
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4.1.1 で述べた日本政府へ移管された公文書等の約 171 倍の分量であり、この分量の

差から、琉球政府は沖縄返還時に大部分の公文書等を日本政府ではなく沖縄県に移

管したと考えることができる。琉球政府から沖縄県に移管された公文書等の作成局庁の

内訳をみると、一番多いのは、会計検査院（48,986 件、29%）、次に法務局軍用地関係

事務所（18,628 件、11%）である。会計検査院は、琉球政府各局から提出された「歳入

徴収額計算書」、「歳入徴収額計算書に関する証拠書類」が中心となっている。法務局

軍用地関係事務所は、沖縄県内の各地区の「財産取得要求告知書」、「基本賃貸借契

約書」、「総括賃貸借契約書」、「財産表」等、軍用地の契約に関する公文書等が多くみ

られる。 

 

作成局 件数 割合

会計検査院 48,986 29%

法務局軍用地関係事務所 18,628 11%

労働局 11,801 7%

厚生局 10,830 6%

農林局 9,726 6%

通商産業局 8,933 5%

建設局 8,130 5%

主税局 7,764 5%

文教局 7,237 4%

法務局土地調査庁 6,944 4%

法務局出入管理庁 6,312 4%

総務局 6,091 4%

企画局 4,371 3%

法務局 3,410 2%

八重山支庁 2,411 1%

立法院 2,312 1%

人事委員会 1,738 1%

宮古支庁 1,336 1%

その他 2,137 1%

合計 169,097 100%

表 8 琉球政府から沖縄県に移管された公文書等の局庁別内訳 
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4.2 琉球政府から日本政府への業務移管と公文書等の移管実態 

：法務局出入管理庁の事例 

 

4.2.1 琉球政府法務局出入管理庁の業務移管  

 

4.1.1 の分析結果から、琉球政府から日本政府に移管された公文書等が、琉球政府

法務局出入管理庁に集中していることが明らかになった。そこで、本項においては、琉球

政府法務局出入管理庁の業務移管の視点から、公文書等の移管先について考察す

る。 

3.1 で述べたように、沖縄復帰特別措置法及び政令により、琉球政府から日本政府、

琉球政府から沖縄県及び沖縄県内の市町村等への業務移管が定められた。沖縄返還

時の公文書等の移管実態を確認するためには、琉球政府閉庁時の業務が、日本政府と

復帰後の沖縄県の具体的にどの組織に対応づくか、対応関係を確認する必要がある。

そこで、本研究では、琉球政府行政組織法（1961 年 7 月 31 日立法第 100 号）79(付録

9)及び同法の一部改正80に定められた琉球政府の各局の業務分掌をもとに、琉球政府

閉庁時の業務の継承先を確認した。確認に当たっては、1972（昭和 47）年度 7 月 1 日

時点の日本政府の行政機構図及び所掌事務一覧81、復帰時の沖縄県行政組織規則

（沖縄県規則第 2 号）82(付録 10)、琉球政府作成の「職員の身分引継ぎ準備関係（幹

事会）資料」83をもとに確認した。なお、本研究ではまず大枠の傾向を確認するために局

単位で業務移管の対応関係を確認した。 

琉球政府から日本政府への業務移管の対応関係を（表 9）に示す。琉球政府が担っ

ていた業務は、国業務と県業務、一部市町村業務が混在しているため、業務移管先も

国と県、さらに複数の組織に移管先が分かれており、必ずしも 1 対 1 対応で明確に分か

れるものではないことが明らかになった。 

琉球政府法務局出入管理庁の業務は、琉球政府法務局の業務の中の「（７）出入管

理に関すること」に該当する（表 9）。琉球政府法務局の業務は、日本政府法務省、建設

省、防衛庁に加え、沖縄県総務部、厚生部に移管された。このうち、「（７）出入管理に関

すること」は、日本政府法務省入国管理局に業務移管された。出入管理業務に係る公

文書等も、業務とともに日本政府法務省入国管理局に移管され、業務遂行に利用され、

業務完結後、保存期間が満了し、歴史的に重要な公文書等については国立公文書館
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に移管され、廃棄に指定された公文書等は廃棄となる。すなわち、残存している出入管

理に関する公文書等は、業務移管の視点からは、本来国立公文書館に移管されている

べきものといえる。 

 

4.2.2 琉球政府法務局出入管理庁の公文書等の移管実態 

 

 4.2.1 の分析の結果、琉球政府法務局出入管理庁の公文書等は、業務移管の視

点では、日本政府すなわち国立公文書館に移管されるはずのものと考えられる。そこで、

本項では、業務移管先と実際の公文書等の残存状況から、出入管理庁の公文書等の

移管実態について考察する。 

出入管理庁が含まれる琉球政府法務局の公文書等について、国立公文書館と沖縄

県公文書館でのシリーズbb単位の残存状況ccを（表 10）に示す。（表 10）の内容から、日

本政府に移管された公文書等は、沖縄県にも移管されているということが明らかになっ

た。日本政府に業務移管された、出入管理関係の業務に関する公文書等を例に考える

と、例えば「渡航管理に関する書類」、「出入域管理に関する書類」等の文書も、日本政

府と沖縄県双方に移管されている。どのシリーズも、全体的に、日本政府よりも沖縄県に

移管されているものが多く、日本政府のみに移管されているものはない。 

したがって、業務移管先と公文書等の移管先は必ずしも一致せず、たとえ日本政府に

業務移管された業務に関する公文書等であっても、琉球政府は、日本政府への移管は

一部のみにとどめ、多くを沖縄県に移管したと考えることができる。 

 

 

 

 

 

 
bb 「行政の事務事業ごとに作成又は取得する文書群」を指す。  

大城博光 .公文書の評価選別ガイドライン構築に向けた中間報告 . 沖縄県公文書館紀要 . 第 11 号 , 2009, p71-86 

cc 内訳は次の通り。法務局軍用地関係事務所：18,628 件・法務局土地調査庁：6,944 件・法務局出入管理庁：6,312

件・法務局民事部：1,842 件・法務局総務課：1,030 件・法務局刑事部：283 件・琉球保護観察所 :242 件・法務支局：

11 件・法務局刑務所：1 件・琉球少年鑑別所：1 件   
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シリーズ名 NA件数 割合 OPA件数 割合

法令及び例規に関する書類 121 23% 100 0%

官紀及び服務に関する書類 57 11% 197 1%

人事に関する書類 56 11% 121 0%

在留登録に関する書類 51 10% 1,309 4%

渡航管理に関する書類 42 8% 805 2%

庶務に関する書類 39 7% 317 1%

出入域管理に関する書類 30 6% 3,750 11%

刊行物 25 5% 6 0%

文書管理に関する書類 13 2% 291 1%

統計に関する書類 8 2% 122 0%

局長会議に関する書類 7 1% 12 0%

復帰準備に関する書類 6 1% 5 0%

職員の分限及び懲戒に関する

書類
4 1% 1 0%

研修に関する書類 3 1% 14 0%

土地台帳に関する書類 0 0% 5,957 17%

給与に関する書類 2 0% 122 0%

会計に関する書類 0 0% 3,485 10%

議会対策資料 2 0% 3 0%

軍用地に関する書類 2 0% 16,275 46%

立法に関する書類 2 0% 4 0%

戸籍に関する書類 1 0% 77 0%

要請・陳情等に関する書類 1 0% 85 0%

予算及び決算に関する書類 1 0% 230 1%

その他 49 9% 2,006 6%

合計 522 100% 35,294 100%

表 10 琉球政府法務局作成文書のシリーズ別所蔵内訳（NA：国立公文書館、OPA：沖縄県公文書館） 
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4.3 日本政府が移管を希望した公文書等の移管実態 

 

4.1.1、4.1.2 の分析の結果、琉球政府から日本政府に移管された公文書等は、出入

管理関係のものが多く、また、琉球政府は大部分の公文書等を沖縄県に移管したことが 

明らかになった。また、4.2.1、4.2.2 の分析の結果から、たとえ日本政府に移管された業

務に関する公文書等であっても、多くは沖縄県に移管されていることが明らかになった。  

本節では、3.2.2 で日本政府が移管を希望していた公文書等の移管実態について、4

つの視点から考察する。 

第一に、日本政府が移管を希望した公文書等の全体概要の視点から考察する。日本

政府が移管を希望したの公文書等は、全 415 種類であった（巻末表 11）。各府省庁か

ら希望が出された中、3.2.1 で述べた通り、法務省からの移管希望が顕著である（表 5）。

日本政府がどのような公文書等の移管を求めていたのかをみてみると、法務省は、琉球

政府法務局民事局や刑事局が管轄している登記関係、測量・地図・土地関連、供託関

連、司法書士、土地建物調査士、商業法人、訴訟・裁判に関する公文書等を希望して

いる。また、琉球政府法務局保護局が管轄していた、米国民政府の恩赦に関する公文

書等、更生保護に関する公文書等、琉球政府法務局出入管理庁が管轄していた出入

域業務に関する公文書等も挙げられた。防衛庁は、米軍が使用していた土地や水域、

不動産に関する権利関連の公文書等を希望していた。通商産業省は、地下資源に関す

る資料や琉球電力公社等、資源に関する公文書等を希望していた。運輸省は、主に船

舶、造船、空港関係の公文書等を希望していた。いずれの省庁も共通して、権利、利益

につながる公文書等や、米国民政府の布令布告及び関連の通達、琉球政府の法令

等、当時の日本政府と制度と異なる法令に関する公文書等の移管を希望していた。 

第二に、琉球政府の所在調査への回答の視点から考察する。日本政府が移管を希

望した公文書等のうち、法務省が一番多くの移管希望を出していたため（表 5）、本研究

では主に法務省の業務移管元である琉球政府法務局の所在調査に対する回答結果を

まとめた（巻末表 11）。この結果から、琉球政府法務局では、「民政移管前から高等弁務

官が引き続き保存する公証関係公文書」等、一部米国民政府関係の資料については保

有していないと回答しているが、日本政府が移管を希望している 415 種類のうち 124 種

類の公文書等については、琉球政府法務局が保有している又は所在を把握していると

回答した。したがって、法務局以外にもこの傾向が当てはまると仮定すれば、日本政府が
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移管を求めた公文書等については、おおむね琉球政府が保有している又は所在を把握

していると考えられる。 

第三に、琉球政府の所在調査への回答結果を踏まえ、公文書等の日本政府への移

管実態の視点から考察する。日本政府が移管を希望した公文書等 415 種類のうち、実

際に国立公文書館に所蔵されている、すなわち希望が叶って日本政府に移管された公

文書等は、わずか 20 種類であった（巻末表 11 の塗りつぶし部分）。琉球政府法務局の

所在調査に対する回答で、124 種類の公文書等について保有又は所在を確認していな

がら、実際に移管されたのは 20 種類ということになる。したがって、琉球政府は、公文書

等を保有（又は所在を把握）しておきながら、結果的には日本政府には移管しなかったと

いうことになる。 

第四に、琉球政府から日本政府に実際に移管された 20 種類の公文書等に係る視点

から考察する。琉球政府から日本政府に移管された 20 種類の公文書等のうち、18 種

類が琉球政府法務局出入管理庁から移管された公文書等に集中している。組織単位で

みると、日本政府の当初の希望が叶ったのは、琉球政府出入管理庁から移管を受けた

法務省の入国管理局のみであるといえる。その入国管理局でさえも、3.2.4 で述べたよう

に、事前調整において琉球政府法務局出入管理庁が保有するすべての公文書等の移

管を希望していたが、沖縄県へ移管した公文書等の中に出入管理庁の資料が含まれる

ことから（表 8）、琉球政府は日本政府の希望に完全には応えなかったといえる。以上の

ことから、琉球政府は日本政府の希望よりも自らの引継要領、すなわち琉球政府の意思

を優先するなかで、出入管理業務に係る公文書等の一部のみを日本政府に移管したと

考えることができる。 

 

4.4 小括 

 

本章では、国立公文書館所蔵の行政文書のうち琉球政府が作成した公文書等と、沖

縄県公文書館所蔵の琉球政府文書の残存状況を分析した。その結果、次の 3 点が明

らかになった。 

第一に、琉球政府から日本政府、琉球政府から沖縄県へ移管された公文書等の数を

比較すると大きな差があったことから、琉球政府からから日本政府へ移管された公文書
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等は限定的であること。また、日本政府に移管された公文書等は出入管理関係に集中し

ていること。 

第二に、沖縄返還時の琉球政府の業務移管先と公文書等の移管先は必ずしも対応

しないこと。すなわち、琉球政府法務局出入管理庁が担っていた出入管理業務のよう

に、日本政府に業務移管された業務であっても、その業務に係る公文書等は沖縄県に

も移管されており、琉球政府は日本政府に業務移管する業務に関する公文書等であっ

てもすべては移管しなかったこと。 

第三に、日本政府が移管を希望した公文書等について、琉球政府は、それらを保有

（又は所在を把握）しており、さらに、日本政府（法務省入国管理局）がすべての保有文

書の移管を希望しても、日本政府には移管しなかったこと。 

以上のことから、琉球政府は日本政府の要請には応じず、結果的に沖縄県に大部分

の琉球政府文書が残されたことが明らかになった。（図 11）。 

 

  

図 11 公文書等の移管を巡る日本政府と琉球政府の関係（図 10 を一部改変） 
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第 5 章 結論 

 

5.1 沖縄返還時の琉球政府文書の移管 

 

本節では、これまでの分析で明らかになったことを以下にまとめるとともに、琉球政府文

書の一連の動きについて述べる。 

第 2 章では、琉球政府における文書管理は、1947(昭和 22)年～1972（昭和 47）年

で、計 31 回の文書管理規程類の改正又は一部改正を確認した。その中で、琉球政府

において、文書管理制度とその体制の充実が徐々に進められ、最終的に公文書等の廃

棄が禁止された。以上の琉球政府における文書管理の変遷から、本研究では、琉球政

府における文書管理の 4 つの画期を設定した。 

第 3 章では、国立公文書館所蔵の行政文書、外務省外交史料館所蔵の外交記録、

沖縄県公文書館所蔵の琉球政府文書から、日本政府及び琉球政府における沖縄返還

にあたっての公文書等の移管方針や事前調整に係る経緯を分析した。その結果、多くの

公文書等の移管を希望する日本政府と、大部分の公文書等を沖縄県に移管するという

琉球政府の移管方針との間には大きな乖離があることが明らかになった。  

第 4 章では、琉球政府文書の日本政府への移管実態を、公文書等の残存状況から

分析した結果、琉球政府は日本政府の要請には応じず、結果的に沖縄県に大部分の

琉球政府文書が移管されたことが明らかになった。 

琉球政府は、沖縄復帰に備え、公文書等の引継要領を定め、その中で、日本政府、

沖縄県、沖縄県内市町村への公文書等の移管が定められた。復帰後、琉球政府から各

後継機関に移管された公文書等は、現用文書において各機関で業務遂行のために利

用されたのち、保存期間満了後、歴史資料として重要な公文書等は、非現用文書として

アーカイブズ機関に移管され、現在、保存・利用に供されている。本研究では研究対象

に含めていないが、琉球政府文書には、琉球政府から沖縄県内市町村へ移管された公

文書等ddや、米国政府から返還された公文書等があった場合それらも含まれると想定さ

れる。 

 
dd 沖縄県内市町村で公文書館を設置しているのは 2020 年 12 月末時点で北谷町のみである。北谷町では国や県と

同様、歴史的に重要な公文書等が公文書館に移管される。公文書館が設置されていない市町村では、各自治体が公

文書等を保存・管理しており、利用者は各自治体の情報公開条例の枠組みで公文書等の開示を請求することができ

る。 
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以上が、本研究から明らかになった、沖縄返還時の琉球政府文書の移管の全体像で

ある。その概念図を（図 12）に示す。 

 

 

5.2 琉球政府から日本政府に移管された出入管理業務に関する公文書等 

 

日本政府がすべての公文書等の移管を希望し、また、琉球政府が唯一まとまった形で

日本政府に移管した出入管理業務に係る公文書等の位置づけについて述べる。 

米国統治下の沖縄を巡る出入管理制度の背景として、第一に、琉球政府及びその前

身組織においては、戦後の人口増加の一方で、大規模な軍用地建設に係る土地接収

により生活基盤となる土地が減少したことから、1950(昭和 25)年以降、海外移民政策が

推進された84。第二に、米軍関係者の移動等、米国統治下の沖縄では、海を越えた活

発な人の移動があったと考えられる。 

出入管理業務に大きく影響する「国民」、「外国人」の考え方は、米国統治下の沖縄で

は、米国民政府の布令「琉球列島出入管理令」により、「米軍要員」、沖縄県籍を持ち沖

縄に住む「琉球住民」、「琉球住民」以外の全ての人が「非琉球人」と定義され85、本土と

図 12 沖縄返還時の琉球政府文書の移管概念図  
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は大きく異なっていた。日本政府にとって、沖縄返還により、「国家」を構成する要素であ

る「領域」と「主権」が日本に返還されることになり、残りの要素である沖縄に住む「国民」

の把握に係る情報、すなわち出入管理に係る公文書等を得ようとするのは、自然な流れ

であると考える。 

米国統治下の沖縄における出入管理の権限は、米国民政府にあったものの、実務的

には琉球政府が米国管理下のもと出入管理事務をおこなっていたことが明らかにされて

いる86。岸本弘人によると、戦後米国統治下の沖縄における出入管理業務は、1945（昭

和 20）年 6 月に米国海軍軍政府により布告第 2 号「戦時刑法」により、琉球列島の出

入域が全面的に禁止された後の、1949（昭和 24）年に日本本土から沖縄、沖縄から本

土への渡航が許可制で認められたことで開始され、その後も管理制度や手続きが緩和さ

れつつも米国民政府による許可制のもと運用されていたとされる。また、米国民政府の出

入域の許可・不許可の決定には明確な基準がなく、復帰運動や米国統治に対して批判

的な者に対する思想調査や日常行動の調査を通常の申請とは別におこなう等、恣意的

な運用がなされていたことが明らかになっている87。 

このように、米国統治下の沖縄における出入管理業務は日本政府の制度と大きく異な

っていたため、日本政府としては、その経緯を把握するための情報が必要だったのでは

ないか。日本本土の出入管理体制下に沖縄を組み入れ、復帰のその日から沖縄の社会

的安全を守るために、琉球政府の出入管理庁の記録は、欠くことができない記録だった

のではないかと考えられる。 

その背景として、日本政府自身が戦後の日本本土において出入国管理体制を再整

備した経験が考えられる。南川文里によると、戦後期による日本の出入国管理体制で

は、戦争終結後の、「引揚者の帰還」、旧植民地出身者の「帰国」、「移民」等大変な混

乱のなか、対日平和条約後に主権国家として新しい国の管理・統制の仕組みを整える

必要があり、日本政府は「出入国管理の 1952 年体制」の枠組を整備したとする88。 

日本政府はこの時の経験から出入管理業務の枠組み整備の重要性や大変さを認知し

ていたと考えられる。 

以上、①米国統治下での出入管理制度が本土と大きく異なるため、経緯を把握する

情報が不可欠であったこと、②日本政府自身が戦後の出入管理体制を再構築した経験

の二点が、数少ない琉球政府から日本政府への移管された公文書等の中で、出入管理

業務に関するものが日本政府に移管された背景として考えられるのではないか。 
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5.3 移動させなかったアーカイブズ 

 

本研究で明らかになった、沖縄返還時の琉球政府文書の移管実態を「移動させられ

たアーカイブズ」の概念に照らし合わせてみる。従来の「移動させられたアーカイブズ」の

考え方では、琉球政府文書は、施政権転換先の日本政府に移管されるものと考えられ

る。しかし、本研究の結果では、大部分の琉球政府文書が日本政府ではなく沖縄県に

移管された（図 13）。この背景として、琉球政府による復帰前の文書管理の改善の蓄積

や、日本政府の移管要請に応じなかった対応が考えられる。このようにして、琉球政府文

書は、施政権転換という政治変革を経てもなお、公文書等が、作成された文脈から切り

離されることなく、沖縄県にそのまま移管される形となった。これは、従来の「移動させられ

たアーカイブズ」とは異なる様相を示している。 

したがって、本研究では、沖縄返還時の琉球政府文書の移管実態を、「移動させなか

ったアーカイブズ」と結論づける。 

 

 

 
図 13 移動させなかったアーカイブズ 
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第 6 章 展望及び今後の課題 

 

6.1 展望  

 

琉球政府は、米国統治下でありながら自らの意思を持ち、日本政府の要請に応えず

沖縄県に大部分の公文書等を移管するという、主体的な公文書等の移管の判断をした

ことから、琉球政府のある種の独立性をみることができる。また、沖縄は、第二次世界大

戦下の日本において唯一の地上戦とその後の 27 年間の米国統治下での「自治」とい

う、独自の歴史的背景と経験を有する。施政権返還により、沖縄県は日本の領土となり、

制度上も日本のなかのひとつの「県」として位置付けられたが、その一方で、沖縄が持つ

独立性や独自性は、消滅した琉球政府から直接継承されたものと考えられ、他の都道府

県とは異なる様相を示している。 

本研究で明らかになった、琉球政府文書の移管を巡る、琉球政府と日本政府の関係

は、現在の沖縄の社会問題を巡る沖縄県と日本政府を映し出しているのではないだろう

か。琉球政府は沖縄返還により消滅したが、米国統治時代の琉球政府の経験は、琉球

政府文書とともに沖縄県に継承されたのではないだろうか。 

 

6.2 今後の課題 

 

本研究では、琉球政府から日本政府への公文書等の移管実態が明らかにされた。一

方で、琉球政府から沖縄県、琉球政府から沖縄県内市町村、米国側の公文書等の移

管実態はまだ明らかにされていない。したがって、これらを明らかにすることで初めて、沖

縄返還時の公文書の移管実態の全体像が解明できると考える。本研究で明らかになっ

た課題について、今後も引き続き取り組んでいきたい。 
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巻末表 

表 11 日本政府の移管希望公文書等と琉球政府法務局における所在調査回答  

 塗りつぶし部分：琉球政府から日本政府に移管された公文書等  
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以下の資料から作成  

・沖縄の施政権返還に際し米側から引継ぎを受ける公文書等について. 

資料コード：R00064698B（沖縄県公文書館蔵） 

・復帰事務に関する書類  収発文書 1971 年 米側から引継ぐ文書調. 

資料コード R00098579B（沖縄県公文書館蔵） 
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付録１ 1947年 八重山民政府処務細則 

資料コード：RDAE000205. 表紙・第 23-27 画像(沖縄県公文書館蔵) 文書管理部分のみ抜粋 
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付録２ 1949年 臨時北部南西諸島政庁 文書編纂保存規程（訓令第 9号） 

臨時北部南西諸島政庁公報第 74 号. 1949 年 10 月 15日（沖縄県公文書館蔵） 
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付録３ 1951年 沖縄群島政府庶務規程   

資料コード：RDAE000155 表紙・第 17-23 画像(沖縄県公文書館蔵) 文書管理部分のみ抜粋 
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付録４ 1954年 琉球政府 文書取扱規程（訓令第 9号） 

琉球政府公報号外第 19号. 1954年 3月 22日（沖縄県公文書館蔵） 
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付録５ 1963年 琉球政府 行政府文書取扱規程（訓令第 25号） 

琉球政府公報号外第 16号. 1963年 4月 12日（沖縄県公文書館蔵） 
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付録６ 1970年 琉球政府 行政府文書管理規程(訓令第 1号) 

琉球政府公報号外第 1号. 1970 年 1月 1日（沖縄県公文書館蔵） 
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付録７ 1971年 琉球政府 行政府文書管理規程の一部を改正する訓令(訓令第 68 号)  

琉球政府公報号外第 145号. 1971 年 11月 1日（沖縄県公文書館蔵） 
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付録８ 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1972/s47-shiryou-4-1.htm より転載） 

 

日本国及びアメリカ合衆国は， 

日本国総理大臣及びアメリカ合衆国大統領が 1969年 11月 19日，20日及び 21日に琉球

諸島及び大東諸島(同年 11月 21日に発表された総理大臣と大統領との間の共同声明にい

う「沖縄」)の地位について検討し，これらの諸島の日本国への早期復帰を達成するための具

体的な取極に関して日本国政府及びアメリカ合衆国政府が直ちに協議に入ることに合意した

ことに留意し，両政府がこの協議を行ない，これらの諸島の日本国への復帰が前記の共同声

明の基礎の上に行なわれることを再確認したことに留意し， 

アメリカ合衆国が，琉球諸島及び大東諸島に関し 1951 年 9月 8日にサン・フランシスコ市で

署名された日本国との平和条約第 3条の規定に基づくすべての権利及び利益を日本国のた

めに放棄し，これによつて同条に規定するすべての領域におけるアメリカ合衆国のすべての

権利及び利益の放棄を完了することを希望することを考慮し，また， 

日本国が琉球諸島及び大東諸島の領域及び住民に対する行政，立法及び司法上のすべて

の権利を行使するための完全な機能及び責任を引き受けることを望むことを考慮し，よつて，

次のとおり協定した。 

第 1条 

1. アメリカ合衆国は，2に定義する琉球諸島及び大東諸島に関し，1951年 9月 8日にサン・

フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第 3条の規定に基づくすべての権利及び利

益を，この協定の効力発生の日から日本国のために放棄する。日本国は，同日に，これらの

諸島の領域及び住民に対する行政，立法及び司法上のすべての権利を行使するための完全

な権能及び責任を引き受ける。 

2. この協定の適用上，「琉球諸島及び大東諸島」とは，行政，立法及び司法上のすべての権

力を行使する権利が日本国との平和条約第 3条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えら

れたすべての領土及び領水のうち，そのような権利が 1953 年 12月 24日及び 1968年 4月

5日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する協定並びに南方諸島及

びその他の諸島に関する協定に従つてすでに日本国に返還された部分を除いた部分をい

う。 

第 2条 

日本国とアメリカ合衆国との間に締結された条約及びその他の協定(1960年 1月 19 日にワシ

ントンで署名された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及びこれに

関連する取極並びに 1953 年 4月 2日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の

友好通商航海条約を合むが，これらに限られない。)は，この協定の効力発生の日から琉球諸

島及び大東諸島に適用されることが確認される。 

第 3条 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1972/s47-shiryou-4-1.htm
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1. 日本国は，1960年 1月 19日にワシントンで署名された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及びこれに関連する取極に従い，この協定の効力発生の日に，

アメリカ合衆国に対し琉球諸島及び大東諸島における施設及び区域の使用を許す。 

2. アメリカ合衆国が 1の規定に従つてこの協定の効力発生の日に使用を許される施設及び

区域につき，1960年 1月 19日に署名された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 6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

する協定第 4条の規定を適用するにあたり，同条 1の「それらが合衆国軍隊に提供された時

の状態」とは，当該施設及び区域が合衆国軍隊によつて最初に使用されることとなつた時の

状態をいい，また，同条 2の「改良」には，この協定の効力発生の日前に加えられた改良を含

むことが了解される。 

第 4条 

1. 日本国は，この協定の効力発生の日前に琉球諸島及び大東諸島におけるアメリカ合衆国

の軍隊若しくは当局の存在，職務遂行若しくは行動又はこれらの諸島に影響を及ぼしたアメリ

カ合衆国の軍隊若しくは当局の存在，職務遂行若しくは行動から生じたアメリカ合衆国及びそ

の国民並びにこれらの諸島の現地当局に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放

棄する。 

2. もつとも，1の放棄には，琉球諸島及び大東諸島の合衆国による施政の期間中に適用さ

れたアメリカ合衆国の法令又はこれらの諸島の現地法令により特に認められる日本国民の請

求権の放棄を含まない。アメリカ合衆国政府は，日本国政府との協議のうえ定められる手続に

従いこの協定の効力発生の日以後そのような請求権を取り扱いかつ解決するため，正当に権

限を与えた職員を琉球諸島及び大東諸島に置くことを許される。 

3. アメリカ合衆国政府は，琉球諸島及び大東諸島内の土地であつて合衆国の当局による使

用中 1950年 7月 1日前に損害を受け，かつ，1961年 6月 30日後この協定の効力発生の

日前にその使用を解除されたものの所有者である日本国民に対し，土地の原状回復のため

の自発的支払を行なう。この支払は，1961年 7月 1日前に使用を解除された土地に対する

損害で 1950年 7月 1日前に加えられたものに関する請求につき 1967年の高等弁務官布令

第 60号に基づいて行なつた支払に比し均衡を失しないように行なう。 

4. 日本国は，琉球諸島及び大東諸島の合衆国による施政の期間中に合衆国の当局若しく

は現地当局の指令に基づいて若しくはその結果として行なわれ，又は当時の法令によつて許

可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し，合衆国国民又はこれらの諸島の居住者

をこれらの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないもの

とする。 

第 5条 

1. 日本国は，公の秩序又は善良の風俗に反しない限り，琉球諸島及び大東諸島におけるい

ずれかの裁判所がこの協定の効力発生の目前にした民事の最終的裁判が有効であることを

承認し，かつ，その効力を完全に存続させる。 
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2. 日本国は，訴訟当事者の実質的な権利及び地位をいかなる意味においても害することな

く，この協定の効力発生の日に琉球諸島及び大東諸島におけるいずれかの裁判所に係属し

ている民事事件について裁判権を引き継ぎ，かつ，引き続き裁判及び執行をする。 

3. 日本国は，被告人又は被疑者の実質的な権利をいかなる意味においても害することなく，

この協定の効力発生の日に琉球諸島及び大東諸島におけるいずれかの裁判所に係属して

おり又は同日前に手続が開始されていたとしたならば係属していたであろう刑事事件につき，

裁判権を引き継ぐものとし，引き続き手続を行ない又は開始することができる。 

4. 日本国は，琉球諸島及び大東諸島におけるいずれかの裁判所がした刑事の最終的裁判

を引き続き執行することができる。 

第 6条 

1. 琉球電力公社，琉球水道公社及び琉球開発金融公社の財産は，この協定の効力発生の

日に日本国政府に移転し，また，これらの公社の権利及び義務は，同政府が同日に日本国の

法令に即して引き継ぐ。 

2. その他のすべてのアメリカ合衆国政府の財産で，この協定の効力発生の日に琉球諸島及

び大東諸島に存在し，かつ，第 3条の規定に従つて同日に提供される施設及び区域の外に

あるものは，同日に日本国政府に移転する。ただし，この協定の効力発生の日前に関係土地

所有者に返還される土地の上にある財産及びアメリカ合衆国政府が日本国政府の同意を得

て同日以後においても引き続き所有する財産は，この限りでない。 

3. アメリカ合衆国政府が琉球諸島及び大東諸島において埋め立てた土地並びに同政府が

これらの諸島において取得したその他の埋立地であつて，同政府がこの協定の効力発生の

日に保有しているものは，同日に日本国政府の財産となる。 

4. アメリカ合衆国は，1及び 2の規定に従つて日本国政府に移転する財産のある土地に対

してこの協定の効力発生の日前に加えられたいかなる変更についても，日本国又は日本国民

に補償する義務を負わない。 

第 7条 

日本国政府は，合衆国の資産が前条の規定に従つて日本国政府に移転されること，アメリカ

合衆国政府が琉球諸島及び大東諸島の日本国への返還を 1969年 11月 21日の共同声明

第 8項にいう日本国政府の政策に背馳しないよう実施すること，アメリカ合衆国政府が復帰後

に雇用の分野等において余分の費用を負担することとなること等を考慮し，この協定の効力発

生の日から 5年の期間にわたり，合衆国ドルでアメリカ合衆国政府に対し総額 3億 2 千万合

衆国ドル(320,000,000合衆国ドル)を支払う。日本国政府は，この額のうち，1億合衆国ドル

(100,000,000 合衆国ドル)をこの協定の効力発生の日の後 1週間以内に支払い，また，残額

を 4回の均等年賦でこの協定が効力を生ずる年の後の各年の 6月に支払う。 

第 8条 

日本国政府は，アメリカ合衆国が，両政府の間に締結される取極に従い，この協定の効力発

生の日から 5年の期間にわたり，沖縄島におけるヴォイス・オヴ・アメリカ中継局の運営を継続
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することに同意する。両政府は，この協定の効力発生の日から 2年後に沖縄島におけるヴォ

イス・オヴ・アメリカの将来の運営について協議に入る。 

第 9条 

この協定は，批准されなければならず，批准書は，東京で交換されるものとする。この協定は，

批准書の交換の日の後 2 ヵ月で効力を生ずる。 

以上の証拠として，下名は，各自の政府から正当に委任を受けて，この協定に署名した。 

1971年 6月 17日に東京及びワシントンで， ひとしく正文である日本語及び英語により本書

2通を作成した。 

日本国のために 

愛 知 揆 一 

アメリカ合衆国のために 

ウィリアム・P・ロジャーズ 
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付録９ 琉球政府行政組織法（1961年 7月 31日立法第 100号）及び正誤表 

琉球政府公報号外第 37号. 1961年 7月 31日(沖縄県公文書館蔵) 
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正誤表   琉球政府公報第６５号. 1961 年 8 月 15 日（沖縄県公文書館蔵） 
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付録 10 沖縄県行政組織規則（沖縄県規則第 2号） 

沖縄県公報第 2号. 1972年 5月 15日(沖縄県公文書館蔵) 
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