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はじめに

｢フライマス･コレクション｣は､琉球列島米国民政府 (UnitedStatesCivilAdminis打ation

oftheRyukyulslands以下USCAR)渉外局長や陸軍省国際問題担当陸軍次官代理の特別補

佐官などの要職をつとめたエ ドワー ド･フライマス (Edward0.Freimuth)が長年にわた

って収集 した沖縄関係資料のコレクションである｡本稿では､フライマス ･コレクション

に含まれる軍政期資料を紹介する｡フライマスは､戦後まもなく沖縄に軍政要員として赴

任 して以来約20年近く沖縄に関わり､沖縄統治に関する資料を多く収集 した｡特に､軍政

期の資料は､職務上収集 したと思われる軍政府文書や政治､経済などテーマ別で綴った新

聞切り抜きなどがあり､戦後初期の資料が限られている状況において貴重な資料であるO

沖縄県公文書館が､米国国立公文書館から収集 している沖縄関係文書においても､現在の

ところ軍政期資料は数少ないことから､フライマス ･コレクションに含まれる軍政期資料

がこれを補完する役目を果たすと思われる｡なお､フライマス ･コレクションの受贈に至

るまでの経緯については､沖縄県公文書館研究紀要第5号 ｢海外からの "地域資料"の受

入 :｢フライマス ･コレクション｣の受贈手続きを通して学んだこと｣を参照されたい●｡

1 フライマス ･コレクションの概要

フライマスの略歴 とコレクション全体の概要について述べておきたい｡エ ドワー ド･フ

ライマスは､1945年のフィリピン､日本本土での勤務を経て､1946年5月に沖縄に赴任 し､

陸軍軍政要員として戦後復興業務に携わった｡1947年11月に除隊後も文官として軍政府の

業務に従事 し､USCARの総務部長､渉外局長を歴任 した｡1966年に沖縄を離れたあとも､

ワシントンで､国際問題担当陸軍次官代理の特別補佐官として沖縄返還など沖縄問題に関

わった｡

沖縄県公文書館は､フライマス ･コレクションを､平成15年1月に受け入れ､同年 6月と

Tふくちようこ 財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部公文書専門負
1仲本和彦 ｢海外からの "地域資料"の受入 :｢フライマス･コレクション｣の受贈手続きを通し

て学んだこと｣ 『沖縄県公文書館研究紀要』第5号 (沖縄県公文書館 2003年)
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12月の2回に分けて公開した｡フライマス ･コレクション全体の件数は､4,617件で､41

のシリーズに分類される｡このシリーズは､フライマスが構築した資料構造を維持 した形

で､下記の表 1で示すように､｢図書｣｢パンフレット小冊子｣｢文書｣といった ｢資料形

態｣が基礎となっている｡全体では､沖縄関連記事が掲載された学術誌や情報誌などを含

む ｢定期刊行物｣｢小冊子 ･パンフレット類｣が､フライマス ･コレクション全体の7割

近くを占める｡

表 1.フライマス ･コレクションのシリーズリス ト

2 フライマス ･コレクションに含まれる軍政期資料

シリーズタイ トル 件数

1 図番 (洋書のうち希少書) 67

2 図書 (洋書のうち一般図書) 299

3 図書 (和書のうち希少書) 14

4 図書 (和書のうち一般図書) 71

5 定期刊行物 1639

6 パンフレット･小冊子類 (人頬学 ･考古 ･文化財) 18

7 パンフレット･小冊子類 (書誌学)

8 パンフレット･′ト冊子類(年代学)

9 パンフレット･小冊子類 (人権)

10 パンフレット･小冊子類 (経済) 52

11 パンフレット･小冊子類 (教育 ･国際交流) 50

12 パンフレット･小冊子類 (移民) 9

13 パンフレット･小冊子類 (美術 ･民芸 ･芸能) 17

14 パンフレット･小冊子類 (地理 ･地質) 16

15 パンフレット･小冊子類 (労働) 52

16 パンフレットりト冊子類 (法律) 28

17 パンフレット ′ト冊子類 (医療 ･養護)

18 パンフレット･小冊子類 (鳥学)

19 パンフレット小冊子類 (広報 ･観光) 110

20 パンフレット 小冊子類 (宗教) 18

21 パンフレット･小冊子類 (切手等郵便関係) 165

22 パンフレット･小冊子類 (その他)

23 政肘報告書類

24 論文 (修士 ･博士論文含む)

25 地図 53

26 ポスター

27 モノ資料

28 カー ド･カタログ 38

29 文書類 (沖縄に関する記事の切抜き) 176

30 文書類 (米国の沖縄統治に関する文書) 200

31 文書類 (沖縄返還に関する文書) 149

32 文書頬 (高等弁務官に対する諮問委員会に関する文書) 21

33 文書類 (沖縄の地位に関する文書)

34 文書頬 (土地問題に関する文書)

35 文書類 (USCAR法令集) 10

36 文書類 (地元ニュース翻訳)

37 文書類 (沖縄県訪米団に関する文書)

38 文書類 (米国の沖縄統治に関する雑書)

39 文書類 (沖縄に関する雑書)

40 文書類 (往復書簡) 17

41 文書類 (在沖米軍に関する文書) 72

計 4617
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2-1 資料の意義

フライマス ･コレクションの軍政期資料に注目する理由について述べたい｡第 1に､軍

政当初からUSCAR設立までの原資料が残されていることだ.例えば､ òkinawaGovemment'

(表2.資料リス トNo.53)には､沖縄諮誼会の先駆けになった ｢沖縄人中央委員会｣(central

okinawaCouncil)の第 1回会議録､諮誼会発足に向けて各軍政地区で実施 した選挙候補者

のリス ト､これら候補者を調査した米軍情報機関の身元報告書があり､戦後初めての全島

的住民組織である沖縄諮諭会設立までの動きがわかる｡戦後初期の行政文書は､台風など

で紛失した物が多く､入手が困難になっている｡沖縄県公文書館においても戦後初期の行

政文書はあまり多くない｡米国軍政府資料については､当館駐在員が米国国立公文書館を

中心に収集を行っているが､現在のところ､沖縄県公文書館が収集 した軍政府資料は､写

真 ･映像資料を除いて､極東軍 ･連合国総司令部並びに国連軍記録群 (RG554)に含まれ

る陸 ･海軍軍政府の年次報告書のみである2｡また､沖縄側の文書は､沖縄諮諭会､各民

政府､各群島政府の行政文書が約100件となっている｡フライマス ･コレクションに含ま

れる資料は､組織資料としてまとまったものではないが､数少ない戦後初期資料を補完す

る役割を果たすのではないか｡

第 2に､陸軍が編纂 した歴史書のひとつであるアーノル ドG.フィッシュのMililary

GovernmentintheRyu砂uIslands3(琉球列島の軍政)の重要な参考文献の一つとして､フラ

イマス ･コレクションの軍政期資料が使用されていることである｡ ｢琉球列島の軍政｣は､

米国国立公文書館などの資料保存機関の文書とともに､個人が収集 した文書も使用された

が､フライマスの軍政期資料も主要な参考文献の一つとしてあげている｡主に引用された

文献は､陸軍 ･海軍政府の年次報告書だが､ òkinawaGuntoElections,September1950'

(資料 リス トNo.57)､ Àgriculture,ForestryandFishery:MiscellaneousPapers'(資料リス ト

No,80)など､フライマスが職務上収集 したと思われる文書も引用されている｡フィッシ

ュは､フライマスの資料の多くが ｢秘密の覚え書き､報告書､スタッフ研究であり､政府

の公文保管所の公式の文書で得られる印象に肉付けしてくれる｣と評価している4.

最後に､沖縄の軍政府資料だけでなく､SCAPや米国陸軍など軍政府を統括する組織の

資料も残っていることだ｡例えば､ T̀raveltoandFrom theRyukyus'(資料 リス トNo.66)

や òkinawaRepatriation1946-1948' (資料 リス トNo.71)には､沖縄人の引揚や出入域に

関するSCAPの文書が多く含まれている｡フライマスが､沖縄県外からの沖縄住民の引接

事業に関わっていたため所持 していたと思われるが､これらは､軍政府と軍政府を監督す

る米陸軍の関係を理解するのに役立つ資料といえるだろう｡

2 RGはRecordGroupの略語で､米国国立公文書館の資料群のことO米国で資料調査を担当する専門
員による調査の結果､軍政期の公文書は､主にRG319(陸軍参謀本部記録群)やRG554(極東軍､連

合国総司令部並びに国連軍記録群)に含まれており､平成18年2月時点で､収集対象となる文書が約

1100簿冊あることがわかっている｡仲本和彦 ｢米国沖縄関係資料調査収集活動報告 (Ⅰ) :米国国立

公文書館新館所蔵沖縄関係文書リスト｣ 『沖縄県公文書館研究紀要』第8号 (沖縄県公文書館 2006

午)

3 Fisch,ArnoldG,Jr.MilitaryGovernmentintheRyukvuIslands,1945-1950(WashingtonD.C.:Centerof

MilitaryHistory,1988)
4 1bld,p187.引用文の訳は 『沖縄県史 資料編14 琉球列島の軍政 1945-1950』 (沖縄県教育委
員会 2002年)p157
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2-2 資 料 リス ト

表2. フ ライ マ ス ･コ レク シ ョン に含 まれ る軍 政 期 資 料 リス ト

･O.資料コー ド タイ トル シリーズ (Ra子 宮 違責 資料概要

1 0000024825 TaxatIOnlntheRyukyus

1949年7月14日､琉球軍政府本部に
て行われたカール･シャウプ氏による
琉球税制状況朝告の要約｡シャウプ

政府報告書 1949/7/14 1949/7/14 文書 氏は､手削二関する特別視察団の長で､
1949年5月から9月まで沖縄の税制
問題を調査するために米陸軍によっ
て派遣された｡

各群島政府知事の就任式を記鎖 し
た琉球軍発行の刊行物｡

Partl̀GeneralBackgroundof
Elect10∩' part2̀ 1The

2 0000025604 ARy"uek;u?se.TnodC:eCyisBorn"The 政府幸陪 書 不明 不明 書籍 l･nsa.uug.uhrea,tLoTn.Oun,,?nk;uagTだ.Eanrta3t
YaeyamaandMlyakoGuntos'
Part4̀NorthenTour,lnaugurat10n
atAmam10shimaandextended
tourofAmaml0shlma

芸cn.7vu.宗と冒espuopnp.oiiSntgTeTSh'ede 米陸軍が琉球及び日本｡おいて実
3 0000023659 Reorlentatl0nProgramlnJapan 政府報告書 1950/10 1950/10 文書 施した民主主義普及活動に関する

andtheRyukyuIslandsOctober 年次報告O陸軍長官室発行
1950

軍政府統計部発行｡続計事項など

4 0000025606 Fs?acLsdsa,nEuFdSsu.rqs9=5R.yukyu 政府幸陪 書 1950/8 1950/8 文書 琵 憲 諾 護 憲 窺
衛生･福祉､公共サーヒス､その他

米国議会上院予算委員会公聴会に

5 0000025557 F90;e.■gnAidAppropriationfor 政府酷 書 195. 1950 書籍 裏芸io,%AER!38A3552Li?L51275警5%
頁に沖縄占領に関する記述

JapanaRyukyusProb一emsof
6 0000025612 ∪.S.Army】nOccupatl0n1945- 政府報告書 1948

1947

陸軍省民政局(CIVllAffalrS

DIVISl0nDepartmentoftheArmy)
による占領政策､経済の項目につい

1948 文書 て報告｡2年間の占領統治の経過な
ど｡沖縄については｢琉球政府｣の
項目では､米軍政府についての説明
が1頁弱｡

7 0000025269 ㍍望,tcaLyl冒.o;ernmentRepon･ 政府幸臨 書 1947

PoIltlCalReorlentat10nOfJapanI

September1945toSeptember
8 0000025420 1948【ReportofGovemment

Section,SupremeCommander
fortheAllledPowers】

米軍政府年報｡経済､供給､公共工
1947 文書 事､一般､公衆衛生､財政､教育･宗教､

公安､運輸､法律､通信の項目

SCAP設立から3年間の報告書｡日
本国憲法､内闇､国会など12の項目

政府幸陪 書 1945'9 1948/9 文書 墓誌 姦 書 芸昌霊獣 誤 票諾
国会､法律､民政､地方自治体､法の
施行､一般選挙､政党､政治教育

Ryukyu[sFandsEconomlC

9 0000025625 SNt.avtgAcbSeFeapntdem,beecrimObC!?ber･ 政府幸陪 書 1950′9 1950′12 書籍 監 Ec慧 !+(i9f55諾 .0月～12月)
1950,BuHetlnNo.9

･o ooooo25624 ARuy呂EysY.S9t5a欝tLco?18BuIFetin 政府幸臨 書 1950/8 1950′8 書籍 誓若君砦 票 +Ro詔 豊 府の

ll 0000025623 ;9y5U.krに.S.ta71'St-Ca■Bul'et■nJu■y 政府幸陪 書 1950/7 1950′7 書籍 普請若殿 票 訟 諸 賢 府の

12 0000025622 ?9y5U.krに.S.ta6tistica■BU■■etinJune 政府報告書 1950,6 1950′6 書籍 要語若芽 票 数 讃 豊 府の

13 0000025609 NRy.TTuJaSnt:ti諾ic,ad5B.u‖etin 政府報告書 1950,1 1950/1 書籍 要語若殿 票 ko謂 豊 府の

14 0000025610 NRy.∵k2TuFeSE託i三t,iyc%B5U.‖etin 政府幸臨 書 1950/2 1950′2 書籍 要式Zr器 票 訟 謂 豊 府の
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仙. 資料コー ド タイ トル シリーズ
日付 日付 文書
(自) (至) 種別

資料概要

15 0000025611 完岩Tk3TuMSat,aclis.tisgbBuHelin 政府報告書 1950′3 1950/3 書籍 誓若君豊 温 諾 諾 府の

16 0000025614 完芸∵k.TuA冒,I.?tis9tg.a●Bu"et■∩ 政府報告書 1950,4 1950/4 書籍 誓若君雷 撃 監 遠謀 諾 府の

17 000002562. 告訂k5YuMSatyat.is9tgC.a'Bu‖etln 政府報告書 .950/5 .950′5 書籍 要式君主諾 温 諾 諾 府の

米陸軍政府が作成した琉球列島の

18 0000025605 Ryukyus 政府報告書 不明 不明 文書 軍政報告書 住民 風景の写真7
枚含む

米海軍軍政報告 (̀Reportof
MiJitaryGovernmentActivitleSfor

19 0000025271 Summatl0nNo･11945-1946 政摘 告書 1945/9 1946/12 書籍 79eLi609等 鎧 誤 差7.495.t50iJ9UAy,
11月)及び陸軍軍政報告雷(1946
年7-11月､12月)

20 0000025272 SummationNo･2,.947 政府報告書 .947/1 .947/6 雷籍 言誤 畏 慧 F,豊 吉 (資料 リスト

21 0000025273 SummationNo･3,1947 政府報告書 1947/7 1947/12 書籍 諾 黒 雲豊 吉 (資料 リスト

22 0000025274 Summat･onNol4,,948 政府船 書 .948/. 1948′6 書籍 悪讐是 認 莞豊 吉 (那 斗リスト

23 0000025275 SummationNo.5,1948 政府報告書 1948〝 1948/12 書籍 米陸軍軍政活動概要

24 0000025276 SummationNo.6,1949 政府報告書 1949/2 1949/9 雷籍 米陸軍軍政活動概要

Summat10nOfUnitedStates

25 0000025649 2ETvl.Te望-I,anTheORVyeurknymue.nskn.S 政府- 書 .946′7 .946′1. 書籍 米陸軍軍政活動概要
No.01

26 0000025650

Summatl0nOfUnitedStates

ArmyMllltaryGovernment
ActlVltieslntheRyukyL‖slands
No02

政府報告書 1946/12 1946/12 書籍 米陸軍軍政活動概要

27 0000025651

SummationofUnitedStates

ArmyMfIltaryGovernment
ActlVitleSintheRyukyuIslands
No.03

政府報告書 1947/1 1947/2 書籍 米陸軍軍政活動概要

28 0000025652

SummationofUnltedStates

ArmyMllltaryGovernment
ActiviljeslntheRyukyuIslands
No.04

政府報告書 1947/3 1947/4 書籍 米陸軍軍政活動概要

29 0000025653

Summatl0nOfUnltedStates

ArmyMilitaryGovernment
ActlVJtleSintheRyukyulslands
No.05

政府報告書 1947/5 1947/6 書落 米陸軍軍政活動概要

Summat10nOfUnitedStates

30 0000025654 宝器vyi.Te望il芸rTheORVyeurknymue.nstands 政府幸陪 書 1947/7 1947/8 書籍 米陸軍軍政活動概要
No06

31 0000025655

SummatlOnOfUnitedStates

ArmyMi一itaryGovemment
ActivitiesintheRyukyulslands
No.07

政府報告書 1947/9 1947/10 雷籍 米陸軍軍政活動概要

SummationofUnltedStates

32 0000025656 2ETvy.tTe望鵠 冒oRVyeurkn,mue.nsてands 政府報告書 1947,,, .947/12 書籍 米陸軍軍政活動概要
No.08

33 0000025657

SummationofUnitedStates

ArmyMilitaryGovemment
ActlV】tleSintheRyukyuIslands
No.09

政府報告書 1948/1 1948/2 雷頼 米陸軍軍政活動概要
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No･- コー ド タイ トル シリーズ (Bal 哲 諾 資料概要

34 0000025658

SummationofUnitedStates

ArmyMIlltaryGovernment
ActivitiesintheRyukyulslands
No.10

政府報告書 1948/3 1948/4 書籍 米陸軍軍政活動概要

35 0000025659

SummationofUnitedStates

ArmyMiHaryGovernment
ActlVLtleSintheRyukyursrands
No.ll

政府報告書 1948/5 1948/6 書籍 米陸軍軍政活動概要

36 0000025660

SummationofUnitedStates

ArmyMJlltaryGovernment
ActⅣ仙eslntheRyukyL‖slands
No.12

政府報告書 1948r7 1948/8 書籍 米陸軍軍政活動概要

極東軍設立から解散まで歩みをまと

37 0000025664 JahneuFaai冒9a:I,?30.mJTnaenq,9157 政府幸陪 雷 1947 1957 書籍 莞2tt!5;3諾 琵 這
ありO

1945年3月から1945年12月7日まで
の久米島地区軍政府の記毒量o7月に

38 0000025259 rsaurbsDiaqruyeonf..yaDmegsBh-.lmOLX 政府幸陪 書 1945/3 1945/12 文書 は軍政府の指那 結成された仲里

D'StrictofMi■.Govern) 欝bO'ife.聞入自治組鰍 こ関する湖

ActivitiesoftheFarEastern

39 0000025338 Commission:February26, 政府報告雷 1946/2 1947r7 書籍 極東委員会の年次報告書
1946-Ju一y10,1947

40 ｡o｡ .024028 T9h.e帯 TAuEgnugiTe.e9r7Tay 定期刊行物 1947/5 1971′8 文書 謎 諾;nw.E#n&-;e;ri'.窟 『 誌掲

41 0000023615 Ecyounk;ums･CDTgesLobnet,0.t9h.eg ,I;:品詣 ;,･ 1949/12 1949/12 文書 憲 琵 読 整

刊行物 F̀ore由nComme陀eWeekJy'

42 0000023493 TsTaen冒syukyu･･zu･andBonin 霜 Tky･;;,･ 1945/6′23 .-用′23 文書 崩 落 選 書監 護
の産業について紹介している｡

TheFarEasternCommissl0n: パンフレット･

43 0000025339 July10,1947-December23, 小冊子(経済) 1947/7/10 1948/12/23 書籍 極東委員会の活動報告
1948

TheEndoftheWarlnthe パンフレット･ 米国国立公文雷館発行｡日本が連
44 0000024651 PaclflC:SurrenderDocuments 小冊子 (その 1945 1945 書籍 合国に対してサインした降伏文書を

inFacsimile 他) つづった冊子｡

パンフレット･ 1950年11月6日から9日にかけての
45 0000024802 八重山諸島就任式プログラム 小冊千 (その 1950/ll/6 1950m/9 文書 軍政長官視察スケジュール付 (八重

他) 山群島政府知事就任式か?)

46 0000029369 ｡U川neofOkinawanHisto" ;Ji声77L(.をも ,948 .948 書籍 59.(蓋p8433%;b-iibEtT?,霊芝 雲_･gn:表芸/"誓

47 .0.0.,3699 FR.y.ukkBuaanncecs'assica■Dramaand ,/;完 呈Tky蒜i: 1950/./2, 195｡′､′2､ 文書 呈還 お 先 既 寅の琉球舞踊及
民芸･芸能)

要覧 (小冊子):地域研究､離島

Backgroundlnformat10n パンフレット･ 粟国村 北大東 南大東村 具志
48 0000025311 Booklet:AreaStudieslslands 小冊子類 (広 1947/3 1970/8 書籍 川村 伊江村 伊平屋村 伊是名

oflOkinawa 報･観光) 村 久高 伸里村 渡嘉敷村 渡
名喜村 座間味村

49 0000024458 WelcometotheRyukyus

パンフレット･ シーツ軍政長官名による来島者のため
小冊子類 (広 1950/4 1950/4 書籍 の沖縄滞在ガイドブックoOCXXX)24662(資
報･観光) 料リストNo.66)の資料の一部と同じ｡

50 0000024372
TreatiesandOtherlnternatIOnal 文書 (沖縄に
Acts 関する雑書)
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SCAP発の文雷｡琉球への引場､郵
1966 文書 便制度､輸出規制､石垣島の測候所

などについて｡



･o･資料コー ド タイ トル シリーズ (指 す (Bil 遠景 資- 要

DirectivesandProclamatl0nS

51 0000024655 forMilltaryGovernment.
Okinawa

｢南西諸島およびその近海の占領
諸島における軍政府に対する政治､
経済､財政指令｣(1945/3/1)を含む
海軍政府時代に履行されていた法令､

蒜吾題 に 1945 1946 文書 窪 照 学監

U.S.Navalm榊arygovernment,

okinewa(1946/1/15)‥Limitsof
cognlZanCeandrelationswith
armycommands-(1946/l/15)

市町村長及び議員選挙に関する軍政
府文雷や民政府移転に関する文書

ÈlectionLawtorAssemblymen

52 0000036620 ㍑S.C9e"aneousPapers,1945~ W i富 に 1945 1949 文書 a;3ga.gp":asny:LSer:o:p器ked:こeT::::.a.nd
CIVl‖anGovernmentfromthe

HigashionnaareatoChmen
area'(1946/9/10)等を含む

宜野座で開催された沖縄人中央会
諸から沖縄諮諦会までの文雷O沖縄
人中央会議第-回議事録 c̀entra1
0klnaWanCouncll,repononfirst

53 0000024652 ｡k･nawaGovernment W 題 に .945 .946 文書 feAElt語 数 琵 追詰

PersonssuggestedforOkinawan

窟 蒜 r&子昌S8T7bit'.(9129:25i88/;)芸
1回および第2回沖縄諮論会会議録

54 0000024808 写真アルバム 蒜1f%(諸 に .945 .972 写真 室呈6Bi是 認 警L!t=(護芸)iR諾式の

文書 (沖縄の

p̀ressReleaseonOkinawa

Elections'(1948/2/20) D̀irectives
andStandingOperation

55 0000024803 沖縄の地位間箆に関する文書頬 地位に関する 1948 1968 文書 Procedures'(1949/7/12)
文書) 日本の会社(サンキョウデンキ)の支

店の沖縄への設立問題に関する文

書(1950/4/21)

MiscellaneousBackground 文雷 (沖縄の 軍政副長官宛に出された沖縄人民

56 0000024713 冒認eyT字占?7kga～W.a9冒,eAp■e'S 望筈 )Lこ関する 1947 1973 文書 芝諜 BJ,'=宝器 品 告琶荒野

57 0000024678 gekF.;wmabequ.n9t50.E'ections･

文雷 (沖縄の

沖縄群島政府知事選挙及び群島議

会議員選挙に関する文雷 'popular
ElectioninOkinawaGunto'

(1950/9) -suggestlOnfor
地位に関する 1950/9 1950/9 文書 MilitaryGovernmentObseⅣlng
文雷) City,Town,andVlllagesand

OkinawaGuntoElect10nS'

(1950/8/29)を含む 選挙広報ビラ､
知事立候補者の演説原稿

文書 (土地間

58 0000024780 LandTitleGeneralFile-HIStOry 亀に関する文 1949/3 1951/4 文書 蒜荘
書)

土地所有権に関する会議､指令など

文書 (土地問
59 0000024763 PressonLandProblem 誌に関する文 1949/6 1953/12 文書

書)

土地問題に関する沖縄タイムス､うる
ま新報の記事英訳22件

60 0000024778 BRS･SdejnnLgesmaenni-2oennset;:ヒ記害, 童,猫 凱 947/10 1957/1 文書 葦 欝 崖 ≡croAef

61 0000036657 Bui･dings 請 書 要誓戸 1945/10 1971′9 文書 琶荒票品T8左る軍政府のコメント

Central0kinawan

62 0000024659 AcevT,ianisirS霊 .sa.72tienk昔 ;aii央
政府と沖縄民政府

文書 (沖縄統
治に関する文 1946
義)

軍政府指令や組織改編に関する文
書が多く含まれる｡他にムーレ一大

1952 文書 佐 から春吉屋孝信 の知事任命書

(1946/4/24) 第1回沖縄言兵舎議事
録(1946/6/10)
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No･資料コ- ド タイ トル シリーズ (Bal 哲 姦悪 - 枚要

】文書(沖縄統

63 00000258,7 MajorJosephRobenSheek 治に関する文 1950/8 1950′8 文書 謂 O,iEpaB'雷部プレス局によるシ-ツ
書)

u ooooo246糾 宮詣a.Tsqo9V.e6r-n.;.e7ntTr･p 喜,E畠謂 警 1946 1947 文書

1946-1947年に行われた陸軍政府
視察報告

65 0000024657 'r9%RIT9%捌 '沖縄言総 室声調 誓 .946 1950 文書

沖縄議会諸事鐘 (第1-5回､第10
-14回)､沖縄民政吉義会議事i蔓(寡
3-6回､8-11回)､沖縄議会議員
辞職問題に関する沖縄民政府､陸
軍政府文雷､沖縄民政議会解散に
関 する ｢琉 球 日報 ｣記 事 英 訳
(1950/10/12)

琉球人の沖縄への引揚げに関する
文書 (沖縄統 文雷他､琉球への出入域に関する

66 0000024662 Trave■toandFromtheRyukyus 墓)Lこ関する文 1948 1972 文書 警 讐完 kwi7gmBeだ農 iyA usl
の沖縄滞在に関するガイド)

文書 (沖縄統 降伏調印式 (1945/9/7)の記銀
67 0000024653 日本の降伏に関する文書 治に関する文 1945/9 1945/9 文書 SCAP一般命令 (陸､海軍)第1号

音) (1945/9/2)

68 00000246W 蒜 U_S!C品 濃 哲 米国民 詣 皆 君だ .950
関する文書)

lSCOM'AnnexNo.lto

OperationsPlanNo･1

･972 文書 L3fe&U蒜lETBs"(lミit9a.q5/g20/てe5r)nm誌
政府から陸軍政府への移行式典式
次第

F｢eimuthStudyMemo:Monthly 文書類 (米国

69 0000025261 ㌫ine;gta.pvhi7naLRe諾oAnc;iv7tfiesin 品苧荒 に 不明 不明 文書 フライマス氏による手書きのメモ
theRyukyuIslands

AReportofDamageat 文書類 (米国 東京の極東軍から陸軍への電文で､
70 0000024278 0kinawaCausedbyTyphoon の沖縄統治に 1949r7 1949/10 文書 グロリア台風での沖縄における被害

GRORIA 関する文書) 報告｡3頁｡

文書類 (米国

沖縄戦終結後､沖縄住民の日本本
土や台湾等からの引揚が行われた｡
これに関する米軍政府作成報告書等｡

次の資料を含む R̀yukyuan

71 0000024661 79kin8aWaRepatriation19461 品苧讐bEi)tこ 1946 1948 文書 岩…cpeaEibaと?Tti6J･U;■yL.1.9,363;031
0klnaWanSSoontOenterthe

jurisdictionofUnitedStates
forces'(1946/10ノ2),̀oklnaWa
Repatrlatl0n1946-1948'

琉球列島の軍政が米陸軍の所管に

FirstAnniversaryMmtary 文書類 (米国 なって1周年の節目にまとめられた軍

72 000002560, GovemmentunderU･S･Army の沖縄統治に 1947/7 1947〝 文書 歪蓋芸転 売驚霊蒜9iyo71iO'B:&0,%i
Conlrol 関する文書) 其(ウルマ新報社職員､引揚者のシ

ラミ除去作業等)0

琉球列島軍政報告書C次の4部構成:

MilitaryGovernmentActl州esln 文書類 (米国 第1部 軍政機構;第2部 軍政活

73 0000025596 theRyukyus 品譜 譜 に 1947/2 1947/2 文書 髪.語F'芳温 & %o'詣 賢晃
民の写真多数掲載O

74 0000025597 盟 RGeopv.eTr9e.n7taAncLiv.itie.sB: 蓋驚 1947 .978 書籍

琉球列島軍政報告書｡軍政幹部の
肖像写真､軍政府組織図掲載｡軍
政府の各部局ごとに報告 経済局(農
業課･商業課･漁業課･輸出入課･工
業課)､教育局､物資供給局､法務局､
公益事業局､財政局､公衆衛生局､
労働福祉局､総務局､通信局､公安局､
交通局､水道局､情報局
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･D･資料コー ド タイ トル シリーズ (Baヲ (Bi5 諾 資料概要

75 0000025599 丁9h.e7Ryukyuls･ands,October 課 題品 P= 1947/10 1947/10 文書
関する文書)

軍政報告書 5部構成 (第1部 ｢軍
政府の使命｣､第2部 ｢軍政活動報
告｣､第3部 ｢沖縄の歴史概略｣､第
4部 ｢琉球の圭と埋葬の慣習｣､第5
部 ｢沖縄の名勝｣｡引場の様子等､
住民の写真や首里城､議名園､円覚
寺等の写真掲載｡

文書類 (米国 琉球列島米陸軍政府による沖縄の

76 0000024482 TheRyukyusStory の沖縄統治に 1950/6 1950/6 書簿 紹介する冊子｡沖縄の歴史､名所紹
関する文書) 介など｡

RyukyuGovernment 文書類 (米国
77 0000024700 AnnlVerSary,etC,and の沖縄統治に 1950 1971 文書 沖縄群島政府知事就任式式次第

U.S.statements 関する文書)

文雷頬 (米国 沖縄上陸に始まる米軍沖縄占領-

78 0000025603 0neYear:TheRyukyusinWar の沖縄統治に 1945 1946 雷頼 年のあゆみをまとめた小冊子
andPeace 関する文書)

農業経済学者ヴィッカリー氏率いる

AgrlCUltureandEconomic 農業調査EBによる軸告(1949年11月)

79 0000023413 Reconstruct･on.ntheRyukyus: 諾 毘 妄諾 1949′11 1949′11 書簿 ヴィッカリー氏は､陸軍次官から派遣
AReport され琉球における農業政策や食糧

間顕に関する調査を行った｡

●Ag｢icultu｢alCondtt10nS in the

80 0000023400 EigsriceT;tnei･sEeo,leasntiy.uasnd,ape,S 諾 毘 妄評 1948 1965 書籍 F=yE.鵠 iska窺 *sBC%AoPfciA%p禁琴
後の方針を提案 (1948)

琉球諸島近鳳 こおける海洋資源07頁,
AquatlCResourcesofthe 12頁,30貢,35貢にチェックが入っ

81 0000023434 RyukyuArea:FjsheryLeaf･et 諾 毘 妄諾 ,949′2 .949′2 書籍 ているoOOOOO23433(資料 リスト
333 No.82)の複製だが､発行は米国内

務省になっているD

SCAPの天然資源局スタッフによる

82 0000023433 第 :kaごucE,eesao:uLceeps.Rf.t7e7 諾 毘 主謀 1948′.2 .948′.2 書籍 語讃 監 鮎 歪造語 芸慧 ラ
海洋資源

SCAPの経清科学局の使節団報告

83 0000023544 Ecyounk;umsic"issiontothe 諾 毘 諾 1949′12 .949′.2 書籍 慧賃藍 U'si 還 .5Ri 二軍
卜No.41)と同じ質料O

84 ｡｡｡｡｡2｡396 喜'reeo:bdi:Ts:p:gao:F.vhFeeoSrZgs,tautke,uForest き詫 諾 19.8/6 1948′6 文書 ;CaPa電 歪然脚 森林の視察､
Islands

85 0000023561 FsnFvasenosdSfcaetぎ:fThTeRy"uaktyU;a' き詫 諾 1948′10 1948′10 文書 課 謡 諾 琵 票(11fa 7oAR%

86 000002358. T",iasncse呂a.nnea?,U.snpsaepaeisndOfAi, 諾 毘 諾 1950 .97, 文書 語 義.p;nSy:.BgB慧 % '.Zpf謂 チ

87 0000023414 ｡k･nawaForests 諾 毘 (GfT .948′.2 .948′.2 書籍 蒜芸豊雷 詔 是 こよる沖縄の森

88 0000024709 T;oaak:BagS.:au.贅 ea,憲=oag藍 .egS72 き詫 掛 950 1972 文書 芸芸JIi蓋 i:憲 某 誌誓

89 0000024717 ?9kin.a4WaTyphoons･1948年～ 諾 毘 妄諾 1948 1971 文書 窪賢 諾蓋 鵠 賃皆 する｢星条

90 0000036619 F9;S5eC9eeiLaensTRUeSpPoanps7rest:C･･19471 だ誤 甜 1947 1959 文書 肇蛋季語 瀞 琶 芸

- 3 5 -



NA資料コード タイ トル シリ-ズ 指 す 雷 語 - 概要

CaseStudleSOnField

91 0000025602 冒.pvetSEomnesnアfUTill;talT筈a.n.ng
PacketNo.7forORCUnits】

文書類 (在沖

S3Fcf票.識 壬"～"gaE呈od:lca究｡沖
縄の事例は次の通り òperationsof
MilitaryGovernmentUnitsinthe
Ryukyus‥operationand

米軍に関する 1950/4 1950/4 書籍 DirectlVeNo.7forMilitary
文書) GovemmentoftheCommanding

GeneralTenthArmyHMtlltary
GovemmentOperationsinthe
RyukyusAreafromAugust1944
toJune1945'

文書頬 (在沖

92 0000024459 WePointwithPride- 米軍に関する 不明 不明 文書 賢芸雷憲 露 語 莞誤 干縄
文書)

93 0000025952 T:萱等D6gailnpy言ekoifnREyTt:h,neusAToFd., 重量,鰭 T;i* ,9462/16 1946y16 文書 f61RRLlRB]警 行新聞 (1946年2月

琉球軍天然賛源局 (Foodand

FinalReportonStudyof 文書類 (在沖 NaturalSourceDepartment,
94 0000023397 EngineeringProblems,Land 米軍に関する 1950/6 1950/6 書籍 RyukyuCommand)発行の食糧生

Reclamat10nProgram 文書) 産のための土 地改良に関する朝告
雷

[凡例]

1.項目は､資料コード､タイトル､シリーズタイトル､文書種別､資料概要とした｡資料コード

は､沖縄県公文書館が付した番号で､閲覧請求番号にあたる｡

2. ｢文書種別｣は､新聞､雑誌などのスクラップや文書を綴ったファイルなど ｢オリジナル｣の

要素がある資料を ｢文書｣とし､複数印刷される雑誌や行政刊行物等は､ ｢書籍｣とした｡

3.資料によっては､軍政期以降を含むものもあるが､資料概要には､記述していない｡

4.目次のみや表紙のみの資料は除いた｡

おわりに

今回､フライマス ･コレクションに含まれる軍政期資料を紹介 したのは､当館が米国立

公文書館で収集する沖縄関係資料の中で軍政期の資料が少ないことから､これを補 う資料

として役立つのではないか､とい う思いからであった｡一軍政府関係者が手元に残 した公

文書は､公文書館に所蔵される公文書の持つ権威や信頼性の高さには及ばない｡ しかし､

戦後初期の混乱のなかで､これだけの文書が残されたのは､沖縄にとって幸いだったと思

う｡今後､米国国立公文書館から少 しずつ軍政期資料が収集されると思うが､フライマス ･

コレクションは､これらと合わせて戦後初期に関する研究に重要な役割を果たすだろう｡

(ふくち ･ようこ)
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