
請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

平11法務03830 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１号事件（１名）
平11法務03831 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２号事件（１名）
平11法務03832 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３号事件（１名）
平11法務03833 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４号事件（１名）
平11法務03834 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５号事件（１名）
平11法務03835 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６号事件（１名）
平11法務03836 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７号事件（１名）
平11法務03837 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８号事件（１名）
平11法務03838 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９号事件（１名）
平11法務03839 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０号事件（１名）
平11法務03840 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１号事件（４名）
平11法務03841 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２号事件（３名）
平11法務03842 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３号事件（１名）
平11法務03843 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４号事件（１名）
平11法務03844 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５号事件（１名）
平11法務03845 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６号事件（１名）
平11法務03846 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７号事件（５名）
平11法務03847 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８号事件（１名）
平11法務03848 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９号事件（１名）
平11法務03849 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０号事件（１名）
平11法務03850 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１号事件（１名）
平11法務03851 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２号事件（１名）
平11法務03852 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３号事件（２名）
平11法務03853 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４号事件（３名）
平11法務03854 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５号事件（８名）
平11法務03855 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６号事件（１名）
平11法務03856 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７号事件（１名）
平11法務03857 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８号事件（１名）
平11法務03858 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９号事件（１名）
平11法務03859 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０号事件（１名）
平11法務03860 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１号事件（１名）
平11法務03861 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２号事件（１名）
平11法務03862 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３３号事件（３名）
平11法務03863 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３４号事件（１名）
平11法務03864 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３５号事件（１名）
平11法務03865 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３６号事件（１名）
平11法務03866 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３７号事件（１名）
平11法務03867 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３８号事件（１名）
平11法務03868 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３９号事件（１名）
平11法務03869 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４１号事件（１名）
平11法務03870 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４２号事件（１名）
平11法務03871 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４３号事件（１名）
平11法務03872 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４４号事件（１名）
平11法務03873 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４５号事件（２名）
平11法務03874 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４６号事件（１名）
平11法務03875 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４７号事件（５名）
平11法務03876 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４８号事件（５名）
平11法務03877 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４９号事件（１３名）
平11法務03878 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５０号事件（１名）
平11法務03879 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５１号事件（７名）
平11法務03880 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５２号事件（１名）
平11法務03881 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５３号事件（１名）
平11法務03882 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５４号事件（１名）
平11法務03883 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５５号事件（１名）
平11法務03884 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５６号事件（２名）
平11法務03885 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５７号事件（１名）
平11法務03886 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５８号事件（３名）
平11法務03887 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第５９号事件（２名）
平11法務03888 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６０号事件（１名）
平11法務03889 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６１号事件（１名）
平11法務03890 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６２号事件（１名）
平11法務03891 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６３号事件（１名）
平11法務03892 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６４号事件（１名）
平11法務03893 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６５号事件（１名）
平11法務03894 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６６号事件（１名）
平11法務03895 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６７号事件（７名）
平11法務03896 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６８号事件（１名）
平11法務03897 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６９－１号事件（８名）
平11法務03898 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６９－２号事件（８名）
平11法務03899 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７０号事件（１名）
平11法務03900 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７１号事件（４名）

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務07782 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１～１２号事件

平11法務07783 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３～２９号事件

平11法務07787 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６７～７１号事件

平11法務07784 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０～３９、４１～４８号事件

平11法務07785 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第４９～６０号事件

平11法務07786 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第６１～６６号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務03901 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７２号事件（１名）
平11法務03902 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７３号事件（１名）
平11法務03903 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７４号事件（１名）
平11法務03904 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７５－１号事件（７名）
平11法務03905 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７５－２号事件（７名）
平11法務03906 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７６号事件（１名）
平11法務03907 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７７号事件（１名）
平11法務03908 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７８号事件（３名）
平11法務03909 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８０号事件（１名）
平11法務03910 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８１号事件（５名）
平11法務03911 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８２号事件（５名）
平11法務03912 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８３号事件（１名）
平11法務03913 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８４号事件（１名）
平11法務03914 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８５号事件（１名）
平11法務03915 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８６号事件（１名）
平11法務03916 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８７号事件（１名）
平11法務03917 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８８号事件（１名）
平11法務03918 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８９号事件（３名）
平11法務03919 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９０号事件（１名）
平11法務03920 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９１号事件（２名）
平11法務03921 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９２号事件（６名）
平11法務03922 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９３号事件（１名）
平11法務03923 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９４号事件（１名）
平11法務03924 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９５号事件（１名）
平11法務03925 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９６号事件（２名）
平11法務03926 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９７号事件（１名）
平11法務03927 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９８号事件（１名）
平11法務03928 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９９号事件（１名）
平11法務03929 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１００号事件（１名）
平11法務03930 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０１号事件（１名）
平11法務03931 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０２号事件（１名）
平11法務03932 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０３号事件（１名）
平11法務03933 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０４号事件（１名）
平11法務03934 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０５号事件（１名）
平11法務03935 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０６号事件（１名）
平11法務03936 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０７－１号事件（９名）
平11法務03937 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０７－２号事件（９名）
平11法務03938 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０８号事件（１名）
平11法務03939 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０９号事件（２名）
平11法務03940 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１０号事件（５名）
平11法務03941 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１１号事件（１名）
平11法務03942 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１２号事件（７名）
平11法務03943 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１３号事件（２名）
平11法務03944 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１４号事件（１名）
平11法務03945 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１５号事件（１名）
平11法務03946 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１６号事件（４名）
平11法務03947 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１７号事件（１名）
平11法務03948 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１８号事件（１名）
平11法務03949 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１１９号事件（５名）
平11法務03950 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２０号事件（１名）
平11法務03951 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２１号事件（１名）
平11法務03952 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２２号事件（１名）
平11法務03953 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２３号事件（１名）
平11法務03954 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２４号事件（１名）
平11法務03955 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２５号事件（１名）
平11法務03956 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２６－１号事件（８名）
平11法務03957 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２６－２号事件（５名）
平11法務03958 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２７号事件（５名）
平11法務03959 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２８号事件（１名）
平11法務03960 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２９号事件（１名）
平11法務03961 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３０号事件（３名）
平11法務03962 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３１号事件（２名）
平11法務03963 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３２号事件（１名）
平11法務03964 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３３号事件（４名）
平11法務03965 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３４号事件（１名）
平11法務03966 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３５号事件（１名）
平11法務03967 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３６号事件（２名）
平11法務03968 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３７－１号事件（４名）
平11法務03969 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３７－２号事件（４名）

平11法務07788 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第７２～７８号事件

平11法務07789 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第８０～９１号事件

平11法務07793 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３７号事件

平11法務07790 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第９２～１０７号事件

平11法務07791 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１０７～１２０号事件

平11法務07792 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１２１～１３６号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務03970 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３８号事件（１名）
平11法務03971 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３９号事件（１名）
平11法務03972 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４０号事件（１名）
平11法務03973 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４１号事件（１名）
平11法務03974 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４２号事件（２名）
平11法務03975 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４３号事件（２名）
平11法務03976 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４４号事件（２名）
平11法務03977 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４５号事件（１名）
平11法務03978 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４６号事件（２名）
平11法務03979 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４７号事件（７名）
平11法務03980 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４８号事件（１名）
平11法務03981 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１４９号事件（１名）
平11法務03982 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５０号事件（１名）
平11法務03983 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５１号事件（８名）
平11法務03984 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５２号事件（１名）
平11法務03985 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５３号事件（２名）
平11法務03986 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５４号事件（１名）
平11法務03987 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５５号事件（５名）
平11法務03988 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５６号事件（７名）
平11法務03989 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５７号事件（１名）
平11法務03990 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５８号事件（１名）
平11法務03991 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５９号事件（３名）
平11法務03992 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６０－１号事件（８名）
平11法務03993 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６０－２号事件（８名）
平11法務03994 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６２号事件（１名）
平11法務03995 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６３号事件（１名）
平11法務03996 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６４号事件（３名）
平11法務03997 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６５号事件（２名）
平11法務03998 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６６号事件（１名）
平11法務03999 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６７号事件（１名）
平11法務04000 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６８号事件（４名）
平11法務04001 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６９号事件（１名）
平11法務04002 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７０号事件（１名）
平11法務04003 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７１－１号事件（１２名）
平11法務04004 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７１－２号事件（１２名）
平11法務04005 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７３号事件（１名）
平11法務04006 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７４号事件（１名）
平11法務04007 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７５号事件（２名）
平11法務04008 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７６号事件（１名）
平11法務04009 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７７号事件（４名）
平11法務04010 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７８号事件（１名）
平11法務04011 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７９号事件（３名）
平11法務04012 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８０号事件（１名）
平11法務04013 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８１号事件（１名）
平11法務04014 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８２号事件（４名）
平11法務04015 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８３号事件（２名）
平11法務04016 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８４号事件（１名）
平11法務04017 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８５号事件（１名）
平11法務04018 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８６号事件（１名）
平11法務04019 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８７号事件（１名）
平11法務04020 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８８号事件（１名）
平11法務04021 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１８９号事件（１名）
平11法務04022 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９０号事件（５名）
平11法務04023 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９１号事件（３名）
平11法務04024 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９２号事件（１名）
平11法務04025 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９３号事件（１名）
平11法務04026 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９４号事件（２２名）
平11法務04027 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９５号事件（６名）
平11法務04028 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９６号事件（１名）
平11法務04029 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９７号事件（１名）
平11法務04030 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９８号事件（４名）
平11法務04031 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９９－１号事件（１名）
平11法務04032 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９９－２号事件（１名）
平11法務04033 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２００号事件（１名）
平11法務04034 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０１号事件（７名）
平11法務04035 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０２号事件（１名）
平11法務04036 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０３号事件（５名）
平11法務04037 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０４号事件（１名）
平11法務04038 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０５号事件（１名）
平11法務04039 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０６号事件（１名）
平11法務04040 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０７号事件（７名）

平11法務07794 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１３８～１５５号事件

平11法務07795 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１５６～１６０号事件

平11法務07799 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９０～１９８号事件

平11法務07800 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１９９号事件

平11法務07801 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２００～２０７号事件

平11法務07796 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１６２～１７０号事件

平11法務07797 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７１、１７３～１７７号事件

平11法務07798 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第１７８～１８９号事件
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平11法務04041 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０８号事件（２名）
平11法務04042 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０９号事件（１名）
平11法務04043 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１０号事件（１名）
平11法務04044 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１１号事件（１名）
平11法務04045 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１２号事件（１名）
平11法務04046 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１３号事件（１０名）
平11法務04047 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１４号事件（１名）
平11法務04048 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１５号事件（５名）
平11法務04049 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１６号事件（１名）
平11法務04050 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１７号事件（３名）
平11法務04051 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１８号事件（５名）
平11法務04052 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１９号事件（２名）
平11法務04053 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２０号事件（６名）
平11法務04054 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２１号事件（１名）
平11法務04055 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２２号事件（１名）
平11法務04056 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２３号事件（７名）
平11法務04057 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２４号事件（２名）
平11法務04058 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２５号事件（１名）
平11法務04059 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２６号事件（１名）
平11法務04060 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２７号事件（１名）
平11法務04061 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２８号事件（３名）
平11法務04062 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２９号事件（１名）
平11法務04063 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３０－１号事件（９名）
平11法務04064 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３０－２号事件（９名）
平11法務04065 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３１号事件（２名）
平11法務04066 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３２号事件（２名）
平11法務04067 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３３－１号事件（４名）
平11法務04068 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３３－２号事件（４名）
平11法務04069 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３５号事件（１名）
平11法務04070 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３６号事件（４名）
平11法務04071 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３７－１号事件（４６名）
平11法務04072 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３７－２号事件（４６名）
平11法務04073 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３７－３号事件（４６名）
平11法務04074 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３７－４号事件（４６名）
平11法務04075 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３７－５号事件（４６名）
平11法務04076 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３７－６号事件（４６名）
平11法務04077 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３８号事件（１名）
平11法務04078 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３９号事件（１名）
平11法務04079 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４０－１号事件（１名）
平11法務04080 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４０－２号事件（１名）
平11法務04081 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４１号事件（１名）
平11法務04082 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４２号事件（１名）
平11法務04083 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４３号事件（１名）
平11法務04084 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４４号事件（７名）
平11法務04085 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４５号事件（３名）
平11法務04086 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４６号事件（１名）
平11法務04087 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４７号事件（２名）
平11法務04088 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４８号事件（９名）
平11法務04089 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４９号事件（１名）
平11法務04090 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５０号事件（１名）
平11法務04091 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５１号事件（３名）
平11法務04092 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５２号事件（１名）
平11法務04093 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５３号事件（１名）
平11法務04094 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５４号事件（１名）
平11法務04095 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５５号事件（２名）
平11法務04096 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５６－１号事件（７名）
平11法務04097 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５６－２号事件（７名）
平11法務04098 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５６－３号事件（７名）
平11法務04099 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５６－４号事件（７名）
平11法務04100 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５７号事件（１名）
平11法務04101 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５８号事件（１名）
平11法務04102 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５９号事件（１名）
平11法務04103 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６０－１号事件（１７名）
平11法務04104 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６０－２号事件（１７名）
平11法務04105 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６１－１号事件（２０名）
平11法務04106 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６１－２号事件（２０名）
平11法務04107 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６１－３号事件（２０名）
平11法務04108 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６１－４号事件（２０名）
平11法務04109 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６２号事件（１名）
平11法務04110 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６３号事件（３名）
平11法務04111 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６４号事件（２名）
平11法務04112 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６５号事件（２名）
平11法務04113 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６６号事件（２名）

平11法務07805 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３３、２３５、２３６号事件

平11法務07806 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３７号事件

平11法務07807 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３７号事件

平11法務07802 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２０８～２１７号事件

平11法務07803 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２１８～２２６号事件

平11法務07804 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２２７～２３２号事件

平11法務07811 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５６～２６０号事件

平11法務07812 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６１号事件

平11法務07813 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６１～２６６号事件

平11法務07808 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２３８～２４３号事件

平11法務07809 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２４４～２５５号事件

平11法務07810 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２５６号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04114 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６７－１号事件（２名）
平11法務04115 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６７－２号事件（２名）
平11法務04116 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６８号事件（２名）
平11法務04117 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６９号事件（５名）
平11法務04118 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７０号事件（１名）
平11法務04119 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７１－１号事件（５名）
平11法務04120 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７１－２号事件（５名）
平11法務04121 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７２号事件（１名）
平11法務04122 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７３号事件（９名）
平11法務04123 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７４号事件（２名）
平11法務04124 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７５号事件（１名）
平11法務04125 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７６号事件（４名）
平11法務04126 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７７号事件（４名）
平11法務04127 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７８号事件（１名）
平11法務04128 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７９号事件（２名）
平11法務04129 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８０号事件（１名）
平11法務04130 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８１号事件（１名）
平11法務04131 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８２号事件（２名）
平11法務04132 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－１号事件（３０名）
平11法務04133 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－２号事件（３０名）
平11法務04134 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－３号事件（３０名）
平11法務04135 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－４号事件（３０名）
平11法務04136 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－５号事件（３０名）
平11法務04137 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－６号事件（３０名）
平11法務04138 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－７号事件（３０名）
平11法務04139 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－８号事件（３０名）
平11法務04140 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－９号事件（３０名）
平11法務04141 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３－１０号事件（３０名）
平11法務04142 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３号事件（３０名）
平11法務04143 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３号事件（３０名）
平11法務04144 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８４号事件（２名）
平11法務04145 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８５号事件（１名）
平11法務04146 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８６号事件（１名）
平11法務04147 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８８号事件（２０名）
平11法務04148 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８９号事件（６名）
平11法務04149 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９０号事件（５名）
平11法務04150 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９１号事件（１名）
平11法務04151 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９２号事件（１名）
平11法務04152 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９３号事件（１名）
平11法務04153 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９４号事件（７名）

平11法務07823 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件 平11法務04154 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件（８名）
平11法務07824 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件 平11法務04155 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件（８名）

平11法務04156 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件（８名）
平11法務04157 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件（８名）
平11法務04158 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件（８名）
平11法務04159 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件（８名）
平11法務04160 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件（８名）
平11法務04161 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９６号事件（５名）
平11法務04162 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９７号事件（１名）
平11法務04163 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９８号事件（１名）
平11法務04164 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９９号事件（２名）
平11法務04165 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３００号事件（４名）
平11法務04166 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０１号事件（４名）
平11法務04167 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０２号事件（１名）
平11法務04168 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０３号事件（２名）
平11法務04169 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０４号事件（１５名）
平11法務04170 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０４－２号事件（１５名）
平11法務04171 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０４－３号事件（１５名）
平11法務04172 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０４－４号事件（１５名）
平11法務04173 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５－１号事件（２名）
平11法務04174 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５－２号事件（２名）
平11法務04175 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５－３号事件（２名）
平11法務04176 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５－４号事件（２名）

平11法務07832 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５号事件 平11法務04177 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５－５号事件（２名）
平11法務04178 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５－６号事件（２名）
平11法務04179 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５－７号事件（２名）
平11法務04180 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０６号事件（２１名）
平11法務04181 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０７－１号事件（９名）
平11法務04182 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０７－２号事件（９名）
平11法務04183 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０８号事件（１名）
平11法務04184 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０９－１号事件（４１名）
平11法務04185 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０９－２号事件（４１名）
平11法務04186 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０９－３号事件（４１名）

平11法務07817 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７７～２８３号事件

平11法務07818 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３号事件

平11法務07819 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３号事件

平11法務07814 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６７号事件

平11法務07815 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２６８～２７１号事件

平11法務07816 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２７１～２７６号事件

平11法務07825 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件

平11法務07826 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５号事件

平11法務07827 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９５～２９８号事件

平11法務07820 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３号事件

平11法務07821 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８３、２８４号事件

平11法務07822 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２８５～２９４号事件

平11法務07831 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５号事件

平11法務07833 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５号事件

平11法務07834 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０６、３０７号事件

平11法務07828 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第２９９～３０３号事件

平11法務07829 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０４号事件

平11法務07830 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０５号事件

平11法務07835 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０７～３０９号事件

平11法務07836 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０９号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04187 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０９－４号事件（４１名）
平11法務04188 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０９－５号事件（４１名）
平11法務04189 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１１号事件（１名）
平11法務04190 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１２号事件（１名）
平11法務04191 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－１号事件（３２名）
平11法務04192 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－２号事件（３２名）
平11法務04193 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－３号事件（３２名）
平11法務04194 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－４号事件（３２名）
平11法務04195 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－５号事件（３２名）
平11法務04196 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－６号事件（３２名）
平11法務04197 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－７号事件（３２名）
平11法務04198 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－８号事件（３２名）
平11法務04199 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－９号事件（３２名）
平11法務04200 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－１０号事件（３２名）

平11法務07844 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３号事件 平11法務04201 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３－１１号事件（３２名）
平11法務04202 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１４号事件（１名）
平11法務04203 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１５号事件（２名）
平11法務04204 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１６－１号事件（２７名）
平11法務04205 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１６－２号事件（２７名）
平11法務04206 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１６－３号事件（２７名）
平11法務04207 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１６－４号事件（２７名）
平11法務04208 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１６－５号事件（２７名）
平11法務04209 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１７号事件（１名）
平11法務04210 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１８号事件（１名）
平11法務04211 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１９号事件（１名）
平11法務04212 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２０号事件（１名）
平11法務04213 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２１号事件（１名）
平11法務04214 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２－１号事件（３６名）
平11法務04215 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２－２号事件（３６名）
平11法務04216 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２－３号事件（３６名）
平11法務04217 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２－４号事件（３６名）
平11法務04218 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２－５号事件（３６名）
平11法務04219 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２－６号事件（３６名）
平11法務04220 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２４号事件（２名）
平11法務04221 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２５号事件（１名）
平11法務04222 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２６号事件（１名）
平11法務04223 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２７号事件（１名）
平11法務04224 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２８号事件（１名）
平11法務04225 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２９号事件（１名）
平11法務04226 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３３０号事件（１名）
平11法務04227 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３３１号事件（３名）
平11法務04228 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１号事件（１名）
平11法務04229 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２号事件（１名）
平11法務04230 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第３号事件（２名）
平11法務04231 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第４号事件（１名）
平11法務04232 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第５号事件（２名）
平11法務04233 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第６号事件（３名）
平11法務04234 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第７号事件（３名）
平11法務04235 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第８号事件（２名）
平11法務04236 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第９号事件（４名）
平11法務04237 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１０号事件（５名）
平11法務04238 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１１－１号事件（１４名）
平11法務04239 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１１－２号事件（１４名）
平11法務04240 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１２号事件（１名）
平11法務04241 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１３号事件（３名）
平11法務04242 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１４号事件（１名）
平11法務04243 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１５号事件（１名）
平11法務04244 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１６号事件（１名）
平11法務04245 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１７号事件（１９名）
平11法務04246 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１８号事件（６名）
平11法務04247 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１９号事件（４名）
平11法務04248 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２０号事件（２名）
平11法務04249 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２１号事件（３名）
平11法務04250 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２２号事件（２０名）
平11法務04251 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２３－１号事件（１名）
平11法務04252 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２３－２号事件（１名）
平11法務04253 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２３号事件（１名）
平11法務04254 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２４号事件（１名）
平11法務04255 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２５号事件（１名）
平11法務04256 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２６－１号事件（１名）
平11法務04257 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２６－２号事件（１名）
平11法務04258 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２６－３号事件（１名）

平11法務07838 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１１、３１２号事件

平11法務07839 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３号事件

平11法務07840 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３号事件

平11法務07837 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３０９号事件

平11法務07845 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１４～３１６号事件

平11法務07846 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１６号事件

平11法務07847 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１６～３２１号事件

平11法務07841 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３号事件

平11法務07842 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３号事件

平11法務07843 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３１３号事件

平11法務07851
ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２４～３３１号事件、グアム裁
判・第１～１

平11法務07852 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１１～１６号事件

平11法務07853 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第１７～１９号事件

平11法務07848 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２号事件

平11法務07849 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２号事件

平11法務07850 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）横浜裁判・第３２２号事件

平11法務07857 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２５、２６号事件

平11法務07858 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２６号事件

平11法務07854 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２０～２２号事件

平11法務07855 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２３号事件

平11法務07856 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２３、２４号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04259 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２７号事件（３名）
平11法務04260 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２８号事件（１名）
平11法務04261 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２９－１号事件（２名）
平11法務04262 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２９－２号事件（２名）
平11法務04263 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）クェゼリン裁判・第１号事件（１０名）
平11法務04264 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）クェゼリン裁判・第２号事件（５名）
平11法務04265 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）クェゼリン裁判・第３号事件（３名）

平11法務04266
ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム・クェゼリン裁判総合資料（１）～ウェーキ俘虜処分関係その
他など

平11法務04267 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム・クェゼリン裁判総合資料（２）～参考資料綴など

平11法務04268
ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム・クェゼリン裁判総合資料（３）～米グアム裁判事件参考資料
など

平11法務04269 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第１号事件（２２名）
平11法務04270 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第２号事件（１名）
平11法務04271 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第３号事件（１名）
平11法務04272 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第４号事件（４名）
平11法務04273 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第６号事件（１名）
平11法務04274 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第７号事件（４名）
平11法務04275 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第８－１号事件（８名）
平11法務04276 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第８－２号事件（８名）
平11法務04277 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第８－３号事件（８名）
平11法務04278 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第９－１号事件（６名）
平11法務04279 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第９－２号事件（６名）
平11法務04280 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第１０号事件（２名）
平11法務04281 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１号事件（１名）
平11法務04282 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２号事件（７名）
平11法務04283 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第８号事件（１４名）
平11法務04284 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第９号事件（４名）
平11法務04285 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１０号事件（１名）
平11法務04286 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１１号事件（８名）
平11法務04287 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１２号事件（１名）
平11法務04288 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04289 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１４号事件（３名）
平11法務04290 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１５号事件（１名）
平11法務04291 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１６号事件（１名）
平11法務04292 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１７号事件（１名）
平11法務04293 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１８号事件（４名）
平11法務04294 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第１９号事件（１名）
平11法務04295 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２０号事件（１名）
平11法務04296 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２３号事件（１名）
平11法務04297 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２４号事件（６名）
平11法務04298 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２５号事件（１名）
平11法務04299 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２６号事件（１名）

平11法務07859 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２７、２８号事件

平11法務07863 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第１～４、６～８号事件

平11法務07864 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・第８、９号事件

平11法務07865 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）上海裁判・マニラ裁判

平11法務07860 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム裁判・第２９号事件

平11法務07861 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）クェゼリン裁判・第１～３号事件

平11法務07862 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）グアム・クェゼリン裁判・綜合資料（一）～（三）



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04300 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２７号事件（１名）
平11法務04301 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２８号事件（３名）
平11法務04302 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第２９号事件（６名）
平11法務04303 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第３０号事件（８名）
平11法務04304 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第３２号事件（１名）
平11法務04305 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第３７号事件（４名）
平11法務04306 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第４１号事件（２名）
平11法務04307 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第４２号事件（９名）
平11法務04308 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第４３号事件（２名）
平11法務04309 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第４４号事件（１名）
平11法務04310 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第４５号事件（１名）
平11法務04311 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第４６号事件（１名）
平11法務04312 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第４７号事件（２名）
平11法務04313 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第５０号事件（１名）
平11法務04314 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第５５号事件（６名）
平11法務04315 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第５６号事件（３名）
平11法務04316 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第５７号事件（４名）
平11法務04317 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第５８号事件（４名）
平11法務04318 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第５９号事件（６名）
平11法務04319 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６０号事件（１名）
平11法務04320 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６１号事件（１名）
平11法務04321 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６２号事件（１名）
平11法務04322 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６３号事件（１名）
平11法務04323 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６４号事件（１名）
平11法務04324 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６５号事件（１名）
平11法務04325 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６６号事件（１名）
平11法務04326 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６７号事件（１名）
平11法務04327 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６８号事件（２名）
平11法務04328 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第６９号事件（１名）
平11法務04329 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第７０号事件（１名）
平11法務04330 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第７１号事件（３名）
平11法務04331 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第７２号事件（１名）
平11法務04332 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第７３号事件（１名）
平11法務04333 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第７４号事件（１１名）
平11法務04334 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第７５号事件（７名）
平11法務04335 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第７８号事件（２名）
平11法務04336 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第７９号事件（５名）
平11法務04337 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第８０号事件（１０名）
平11法務04338 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第８１号事件（１名）
平11法務04339 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第８３号事件（４名）
平11法務04340 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第８４号事件（２名）
平11法務04341 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第８５号事件（１名）
平11法務04342 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第８６号事件（６名）
平11法務04343 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判・第８７号事件（３名）
平11法務04344 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１号事件（１０名）
平11法務04345 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２号事件（６名）
平11法務04346 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３号事件（３名）
平11法務04347 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６号事件（５名）
平11法務04348 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７号事件（５名）
平11法務04349 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８号事件（１名）
平11法務04350 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９号事件（６名）
平11法務04351 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０－１号事件（５名）
平11法務04352 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０－２号事件（５名）
平11法務04353 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１号事件（１名）
平11法務04354 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２号事件（１７名）
平11法務04355 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３号事件（９名）
平11法務04356 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１５号事件（３名）
平11法務04357 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１６号事件（２名）
平11法務04358 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１７号事件（１名）
平11法務04359 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１８－１号事件（２１名）
平11法務04360 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１８－２号事件（２１名）
平11法務04361 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１９号事件（２名）
平11法務04362 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２０号事件（１名）
平11法務04363 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２１号事件（２名）
平11法務04364 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２２号事件（２名）

平11法務07869 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１８～２２号事件

平11法務07866 ＢＣ級（アメリカ裁判関係）マニラ裁判

平11法務07867 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１～３、６～１２号事件

平11法務07868 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３、１５～１８号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04365 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２３号事件（１名）
平11法務04366 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２４号事件（１名）
平11法務04367 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２５号事件（１名）
平11法務04368 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２６号事件（１名）
平11法務04369 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２７号事件（１名）
平11法務04370 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２８号事件（２名）
平11法務04371 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２９号事件（８名）
平11法務04372 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３０号事件（１名）
平11法務04373 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３１号事件（４名）
平11法務04374 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３２号事件（２名）
平11法務04375 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３３号事件（１名）
平11法務04376 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３４号事件（３名）
平11法務04377 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３５号事件（２名）
平11法務04378 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３６号事件（１名）
平11法務04379 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３７号事件（１名）
平11法務04380 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３８号事件（３名）
平11法務04381 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３９号事件（１名）
平11法務04382 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４０号事件（３名）
平11法務04383 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４１号事件（３名）
平11法務04384 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４２号事件（２名）
平11法務04385 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４３号事件（１名）
平11法務04386 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４４号事件（１名）
平11法務04387 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４５号事件（２名）
平11法務04388 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４６号事件（１名）
平11法務04389 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４７号事件（４名）
平11法務04390 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４８号事件（３名）
平11法務04391 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４９－１号事件（１名）
平11法務04392 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４９－２号事件（１名）
平11法務04393 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５０号事件（１名）
平11法務04394 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５１号事件（２名）
平11法務04395 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５２号事件（１名）
平11法務04396 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５３号事件（３名）
平11法務04397 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５４号事件（４名）
平11法務04398 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５５号事件（１名）
平11法務04399 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５６号事件（１名）
平11法務04400 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５７号事件（１名）
平11法務04401 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５８号事件（３名）
平11法務04402 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５９号事件（１名）
平11法務04403 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６０号事件（３名）
平11法務04404 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６１号事件（１名）
平11法務04405 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６２号事件（３名）
平11法務04406 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６３号事件（１名）
平11法務04407 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６４号事件（１名）
平11法務04408 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６５号事件（２名）
平11法務04409 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６６号事件（１名）
平11法務04410 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６７号事件（１名）
平11法務04411 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６８号事件（１３名）
平11法務04412 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６９号事件（８名）
平11法務04413 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７０号事件（５名）
平11法務04414 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７１号事件（１名）
平11法務04415 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７２号事件（３名）
平11法務04416 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７３号事件（４名）
平11法務04417 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７４号事件（１０名）
平11法務04418 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７４号事件（１０名）
平11法務04419 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７５号事件（１名）
平11法務04420 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７６号事件（１名）
平11法務04421 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７７号事件（２６名）
平11法務04422 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７８号事件（１名）
平11法務04423 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７９号事件（５名）
平11法務04424 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８０号事件（１名）
平11法務04425 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８１号事件（４４名）
平11法務04426 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８２号事件（１１名）
平11法務04427 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８３号事件（１名）
平11法務04428 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８４号事件（１６名）
平11法務04429 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８５号事件（７名）

平11法務07870 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第２３～３６号事件

平11法務07871 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第３７～４７号事件

平11法務07875 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６９～７４号事件

平11法務07876 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第７５～７９号事件

平11法務07877 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８０～８５号事件

平11法務07872 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第４８～５０号事件

平11法務07873 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第５１～６２号事件

平11法務07874 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第６３～６８号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04430 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８５号事件（７名）
平11法務04431 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８６号事件（３名）
平11法務04432 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８７号事件（８名）
平11法務04433 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８８号事件（１名）
平11法務04434 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８９号事件（１名）
平11法務04435 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９０号事件（１名）
平11法務04436 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９１号事件（１名）
平11法務04437 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９２号事件（１名）
平11法務04438 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９３号事件（１名）
平11法務04439 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９４号事件（１名）
平11法務04440 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９５号事件（６名）
平11法務04441 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９６号事件（５名）
平11法務04442 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９６号事件（５名）
平11法務04443 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９７号事件（８名）
平11法務04444 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９８号事件（１名）
平11法務04445 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９９号事件（１名）
平11法務04446 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１００号事件（２名）
平11法務04447 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１００号事件（２名）
平11法務04448 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０１号事件（２名）
平11法務04449 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０２号事件（５名）
平11法務04450 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０３号事件（１名）
平11法務04451 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０４号事件（２名）
平11法務04452 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０５号事件（９名）
平11法務04453 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０６号事件（６名）
平11法務04454 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０７号事件（２名）
平11法務04455 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０８号事件（２名）
平11法務04456 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０９号事件（２名）
平11法務04457 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１０号事件（２名）
平11法務04458 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１１号事件（３名）
平11法務04459 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１２号事件（１名）
平11法務04460 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１３号事件（４名）
平11法務04461 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１４号事件（１名）
平11法務04462 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１５号事件（４名）
平11法務04463 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１６号事件（２名）
平11法務04464 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１７号事件（１名）
平11法務04465 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１８－１号事件（７名）
平11法務04466 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１８－２号事件（７名）
平11法務04467 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１９号事件（１名）
平11法務04468 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２０号事件（２名）
平11法務04469 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２１号事件（１名）
平11法務04470 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２２号事件（１名）
平11法務04471 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２３号事件（２名）
平11法務04472 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２４号事件（４名）
平11法務04473 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２５号事件（７名）
平11法務04474 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２６号事件（１名）
平11法務04475 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２７号事件（１名）
平11法務04476 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２８号事件（２名）
平11法務04477 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２９号事件（４名）
平11法務04478 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３０号事件（１名）
平11法務04479 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３１号事件（２名）
平11法務04480 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３２号事件（３名）
平11法務04481 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３３号事件（１名）
平11法務04482 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３４号事件（６名）
平11法務04483 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３５号事件（１名）
平11法務04484 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３６号事件（１名）
平11法務04485 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３７号事件（３名）

平11法務04486
ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判総合的資料（英戦犯裁判について、ニューギニア
における戦犯の特質他）

平11法務04487 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジョホールバル裁判・第１号事件（１名）
平11法務04488 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジョホールバル裁判・第４号事件（２名）
平11法務04489 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第１号事件（１名）
平11法務04490 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第２号事件（１名）
平11法務04491 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第３号事件（１名）
平11法務04492 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第４号事件（１名）
平11法務04493 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第５号事件（２名）
平11法務04494 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第６号事件（１名）
平11法務04495 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第７号事件（１１名）
平11法務04496 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第８号事件（１名）
平11法務04497 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第９号事件（１名）
平11法務04498 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第１０号事件（１名）

平11法務07881 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第号事件

平11法務07882 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１０１～１０９号事件

平11法務07883 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１０～１１５号事件

平11法務07878 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第８５～９５号事件

平11法務07879 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９６号事件

平11法務07880 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第９７～９９号事件

平11法務07887
ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１３５～１３７号事件・綜
合的資料

平11法務07888
ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジョホールバル裁判・第１、４号事件、クアラ
ルンプール裁

平11法務07884 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１６～１１８号事件

平11法務07885 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１１８～１２６号事件

平11法務07886 ＢＣ級（イギリス裁判関係）シンガポール裁判・第１２７～１３４号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04499 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第１１号事件（３名）
平11法務04500 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第１２号事件（１名）
平11法務04501 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04502 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第１４号事件（２名）
平11法務04503 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第１５号事件（２名）
平11法務04504 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第１９号事件（２名）
平11法務04505 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第２２号事件（３名）
平11法務04506 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第２５号事件（１名）
平11法務04507 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第３０号事件（５名）
平11法務04508 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第３１号事件（２名）
平11法務04509 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第３６号事件（４名）
平11法務04510 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第４２号事件（１名）
平11法務04511 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第４３号事件（１名）
平11法務04512 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判・第４８号事件（１名）
平11法務04513 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第１号事件（１名）
平11法務04514 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第２号事件（１名）
平11法務04515 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第３号事件（１名）
平11法務04516 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第４号事件（１名）
平11法務04517 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第５号事件（１名）
平11法務04518 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第６号事件（２名）
平11法務04519 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第８号事件（１名）
平11法務04520 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第１０号事件（１名）
平11法務04521 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第１１号事件（１２名）
平11法務04522 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第１２号事件（３名）
平11法務04523 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第１３号事件（４名）
平11法務04524 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第１４号事件（１名）
平11法務04525 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・第１５号事件（２名）
平11法務04526 ＢＣ級（イギリス裁判関係）アロルスター裁判・第１号事件（２名）
平11法務04527 ＢＣ級（イギリス裁判関係）アロルスター裁判・第２号事件（１４名）
平11法務04528 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ペナン裁判・第１－１号事件（３５名）
平11法務04529 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ペナン裁判・第１－２号事件（３５名）

平11法務07892 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ペナン裁判・第１号事件 平11法務04530 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ペナン裁判・第１－３号事件（３５名）
平11法務04531 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１号事件（１５名）
平11法務04532 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２号事件（１名）
平11法務04533 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第５号事件（１名）
平11法務04534 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第８号事件（１名）
平11法務04535 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第９号事件（３名）
平11法務04536 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１０号事件（１名）
平11法務04537 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１２号事件（４名）
平11法務04538 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04539 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１５号事件（５名）
平11法務04540 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１６号事件（１名）
平11法務04541 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１７号事件（１名）
平11法務04542 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１８号事件（１名）
平11法務04543 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第１９号事件（３名）
平11法務04544 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２１号事件（１名）
平11法務04545 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２３号事件（１名）
平11法務04546 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２４号事件（１名）
平11法務04547 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２５－１号事件（３名）
平11法務04548 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２５－２号事件（３名）
平11法務04549 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２６号事件（９名）
平11法務04550 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２７号事件（３名）
平11法務04551 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２８号事件（３名）
平11法務04552 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３０号事件（１名）
平11法務04553 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３１号事件（２名）
平11法務04554 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３２号事件（４名）
平11法務04555 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３３号事件（１名）
平11法務04556 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３６－１号事件（２名）
平11法務04557 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３６－２号事件（２名）
平11法務04558 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３７号事件（１名）
平11法務04559 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３９号事件（２名）
平11法務04560 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第４０号事件（７名）
平11法務04561 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第４１号事件（８名）
平11法務04562 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第４２号事件（１名）
平11法務04563 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第４３号事件（５名）
平11法務04564 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第４４号事件（２名）
平11法務04565 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ラブアン裁判・第１号事件（３名）
平11法務04566 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ラブアン裁判・第２号事件（２名）
平11法務04567 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ラブアン裁判・第３号事件（４名）
平11法務04568 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ラブアン裁判・第４号事件（１名）
平11法務04569 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ラブアン裁判・第５号事件（２名）
平11法務04570 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ラブアン裁判・第６号事件（１名）

平11法務07889 ＢＣ級（イギリス裁判関係）クアラルンプール裁判

平11法務07894 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第２５～２８号事件

平11法務07895 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３０～３３、３６号事件

平11法務07896 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判・第３７、３９～４４号事件

平11法務07890 ＢＣ級（イギリス裁判関係）タイピン裁判・アロルスター裁判

平11法務07891 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ペナン裁判・第１号事件

平11法務07893 ＢＣ級（イギリス裁判関係）香港裁判

平11法務07897 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ラブアン裁判・第１～６号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04571 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第１号事件（１名）
平11法務04572 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第２号事件（２名）
平11法務04573 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第４号事件（１名）
平11法務04574 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第５号事件（１名）
平11法務04575 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第７号事件（１名）
平11法務04576 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第９号事件（１名）
平11法務04577 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第１０号事件（１名）
平11法務04578 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第１１号事件（１名）
平11法務04579 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第１２号事件（２名）
平11法務04580 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第１３号事件（２名）
平11法務04581 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判・第１４号事件（１名）
平11法務04582 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第１号事件（１４名）
平11法務04583 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２号事件（２名）
平11法務04584 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第３号事件（４名）
平11法務04585 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第４号事件（９名）
平11法務04586 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第５号事件（４名）
平11法務04587 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第６号事件（１名）
平11法務04588 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第７号事件（８名）
平11法務04589 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第９号事件（１名）
平11法務04590 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第１２号事件（５名）
平11法務04591 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04592 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第１４号事件（６名）
平11法務04593 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第１６号事件（６名）
平11法務04594 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第１７号事件（１名）
平11法務04595 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第１８号事件（２名）
平11法務04596 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２０号事件（１名）
平11法務04597 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２１号事件（６名）
平11法務04598 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２２号事件（２名）
平11法務04599 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２３号事件（１名）
平11法務04600 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２４号事件（２名）
平11法務04601 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２６号事件（１８名）
平11法務04602 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２８号事件（２名）
平11法務04603 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第２９号事件（１名）
平11法務04604 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第３０号事件（１名）
平11法務04605 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第３１号事件（１名）
平11法務04606 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第３４号事件（４名）
平11法務04607 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第３５号事件（３名）
平11法務04608 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第３６号事件（３名）
平11法務04609 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第３７号事件（２名）
平11法務04610 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第３８号事件（１名）
平11法務04611 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判・第４０号事件（１名）
平11法務04612 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判全般資料（「ビルマ」戦犯裁判の状況ほか）

平11法務04613
ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・総合資料（豪ランボール裁判全般参考資料ほ
か）

平11法務04614 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１号事件（２名）
平11法務04615 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２号事件（１名）
平11法務04616 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３号事件（３名）
平11法務04617 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第６号事件（２名）
平11法務04618 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第７号事件（１名）
平11法務04619 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第８号事件（１名）
平11法務04620 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１０号事件（２名）
平11法務04621 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１１号事件（２名）
平11法務04622 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04623 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１４号事件（３名）
平11法務04624 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１５号事件（２名）
平11法務04625 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６号事件（１名）
平11法務04626 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７号事件（４名）
平11法務04627 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８号事件（１名）
平11法務04628 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１９号事件（３名）
平11法務04629 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２０号事件（５名）
平11法務04630 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２１号事件（３名）
平11法務04631 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２２号事件（５名）
平11法務04632 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２３号事件（６名）
平11法務04633 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２４号事件（９名）
平11法務04634 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２５号事件（２名）
平11法務04635 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２６号事件（２名）
平11法務04636 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第２９号事件（３名）
平11法務04637 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３０号事件（２名）
平11法務04638 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３１号事件（１名）
平11法務04639 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３３号事件（３名）

平11法務07900 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判

平11法務07901
ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７～２６、２９～３１、
３３号事

平11法務07898 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ジェッセルトン裁判

平11法務07899 ＢＣ級（イギリス裁判関係）ビルマ裁判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04640 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３４号事件（４名）
平11法務04641 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３５号事件（３名）
平11法務04642 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３６号事件（４名）
平11法務04643 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３７号事件（２名）
平11法務04644 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３８号事件（１名）
平11法務04645 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３９号事件（３名）
平11法務04646 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第４０号事件（２名）
平11法務04647 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第４２号事件（２名）
平11法務04648 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第４３号事件（２名）
平11法務04649 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第４４号事件（１名）
平11法務04650 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第４５号事件（３名）
平11法務04651 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第４７号事件（９名）
平11法務04652 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第４９号事件（３名）
平11法務04653 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第５２号事件（３名）
平11法務04654 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第５３号事件（２名）
平11法務04655 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第５５号事件（２名）
平11法務04656 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第５６号事件（４名）
平11法務04657 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第５９号事件（７名）
平11法務04658 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第６０号事件（４名）
平11法務04659 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第６３号事件（１３名）
平11法務04660 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第６７号事件（１名）
平11法務04661 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第６８号事件（１名）
平11法務04662 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第７５号事件（４名）
平11法務04663 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第７６号事件（２名）
平11法務04664 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第７７号事件（８名）
平11法務04665 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第７８号事件（３名）
平11法務04666 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第７９号事件（１名）
平11法務04667 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第８０号事件（４名）
平11法務04668 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第８２号事件（４名）
平11法務04669 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第８３号事件（１名）
平11法務04670 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第８５号事件（１名）
平11法務04671 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第８７号事件（１名）
平11法務04672 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第９０号事件（１名）
平11法務04673 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第９１号事件（２名）
平11法務04674 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第９４号事件（９名）
平11法務04675 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第９５号事件（１名）
平11法務04676 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第９６号事件（１名）
平11法務04677 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１０３号事件（１１名）
平11法務04678 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１０５号事件（１名）
平11法務04679 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１０９号事件（１名）
平11法務04680 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１１３号事件（２名）
平11法務04681 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１１５号事件（１名）
平11法務04682 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１１８号事件（１名）
平11法務04683 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１１９号事件（１名）
平11法務04684 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１２１号事件（１名）
平11法務04685 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１２２号事件（１名）
平11法務04686 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１２７号事件（１名）
平11法務04687 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１３１号事件（１名）
平11法務04688 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１３５号事件（１名）
平11法務04689 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１３７号事件（１名）
平11法務04690 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１３８号事件（１名）
平11法務04691 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１３９号事件（１名）
平11法務04692 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１４３号事件（１名）
平11法務04693 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１４４号事件（１名）
平11法務04694 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１４５号事件（１名）
平11法務04695 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１４６号事件（１名）
平11法務04696 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１４９号事件（１名）
平11法務04697 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１５０号事件（１名）
平11法務04698 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１５２号事件（１名）
平11法務04699 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１５３号事件（１名）
平11法務04700 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１５４号事件（２名）
平11法務04701 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１５５号事件（１名）
平11法務04702 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１５６号事件（１名）
平11法務04703 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６３号事件（３名）
平11法務04704 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６４号事件（４名）

平11法務07902
ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第３４～４０、４２～４４
号事件

平11法務07906 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判

平11法務07903 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判

平11法務07904 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判

平11法務07905 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04705 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６５号事件（２名）
平11法務04706 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６６号事件（１名）
平11法務04707 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６７号事件（１名）
平11法務04708 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６８号事件（３名）
平11法務04709 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６９号事件（１名）
平11法務04710 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７０号事件（１名）
平11法務04711 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７１号事件（７名）
平11法務04712 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７２号事件（４名）
平11法務04713 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７３号事件（１名）
平11法務04714 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７４号事件（４名）
平11法務04715 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７５号事件（２名）
平11法務04716 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７６号事件（１名）
平11法務04717 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７７号事件（４名）
平11法務04718 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７８号事件（７名）
平11法務04719 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１７９号事件（１名）

平11法務07908 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８０号事件 平11法務04720 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８０号事件（１名）
平11法務04721 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８１号事件（１名）
平11法務04722 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８２号事件（１名）
平11法務04723 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８３号事件（１名）
平11法務04724 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８４号事件（１名）
平11法務04725 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８５号事件（１名）
平11法務04726 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８６号事件（１名）
平11法務04727 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８７号事件（１名）
平11法務04728 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８８号事件（１名）
平11法務04729 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８９号事件（１名）
平11法務04730 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１９０号事件（１名）
平11法務04731 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１９１号事件（１名）
平11法務04732 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１９２号事件（２名）
平11法務04733 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１９３号事件（１名）
平11法務04734 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１９４号事件（２名）
平11法務04735 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１９６号事件（１名）
平11法務04736 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１号事件（１名）
平11法務04737 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第２号事件（９名）
平11法務04738 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第３号事件（１６名）
平11法務04739 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第４号事件（４名）
平11法務04740 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第５号事件（１名）
平11法務04741 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第６号事件（７名）
平11法務04742 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第７号事件（２名）
平11法務04743 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第８号事件（２１名）
平11法務04744 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第９号事件（１０名）
平11法務04745 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１０号事件（８名）
平11法務04746 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１１号事件（７名）
平11法務04747 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１２号事件（１１名）
平11法務04748 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04749 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１４号事件（１１名）
平11法務04750 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１５号事件（３名）
平11法務04751 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１６号事件（４５名）
平11法務04752 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第１号事件（６名）
平11法務04753 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第２号事件（３名）
平11法務04754 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第３－１号事件（１７名）
平11法務04755 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第３－２号事件（１７名）
平11法務04756 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第３－３号事件（１７名）

平11法務07918 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第３号事件 平11法務04757 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第３－４号事件（１７名）
平11法務04758 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第３－５号事件（１７名）
平11法務04759 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第４号事件（１名）
平11法務04760 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第５号事件（３名）
平11法務04761 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第６号事件（１名）
平11法務04762 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第７号事件（１名）
平11法務04763 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第８号事件（２名）
平11法務04764 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第９号事件（１名）
平11法務04765 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第１０号事件（１名）
平11法務04766 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第１１号事件（３名）
平11法務04767 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第１２号事件（２名）
平11法務04768 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04769 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１号事件（１名）
平11法務04770 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第２号事件（１名）
平11法務04771 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第４号事件（１名）
平11法務04772 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第５号事件（１名）
平11法務04773 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第６号事件（３名）
平11法務04774 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第７号事件（７名）
平11法務04775 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第８号事件（８名）
平11法務04776 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第９－１号事件（１５名）

平11法務07922 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第９号事件 平11法務04777 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第９－２号事件（１５名）

平11法務07907 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１６５～１７９号事件

平11法務07909 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８１、１８２号事件

平11法務07913 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１～７号事件

平11法務07914 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第８～１３号事件

平11法務07915 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラブアン裁判・第１４～１６号事件

平11法務07910 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８３～１８５号事件

平11法務07911 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１８６～１９２号事件

平11法務07912
ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ラバウル裁判・第１９３、１９４、１９６号
事件

平11法務07920
ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１、２、４～７号事
件

平11法務07921 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第８、９号事件

平11法務07916 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第１～３号事件

平11法務07917 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第３号事件

平11法務07919 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）香港裁判・第３～１３号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04778 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第９－３号事件（１５名）
平11法務04779 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第９－４号事件（１５名）
平11法務04780 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１０号事件（１名）
平11法務04781 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１１号事件（１名）
平11法務04782 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１２号事件（１名）
平11法務04783 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１３号事件（５名）
平11法務04784 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１４号事件（６名）
平11法務04785 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１５号事件（１名）
平11法務04786 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１６号事件（１名）
平11法務04787 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１７号事件（１名）
平11法務04788 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１８号事件（１名）
平11法務04789 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１９号事件（１名）
平11法務04790 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第２０号事件（１名）
平11法務04791 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第２１号事件（１名）
平11法務04792 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第２２号事件（１名）
平11法務04793 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第２３号事件（１名）
平11法務04794 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ウエワク裁判・第１号事件（１名）
平11法務04795 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ポート・ダーウィン裁判・第１号事件（９名）
平11法務04796 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ポート・ダーウィン裁判・第２号事件（３名）
平11法務04797 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）ポート・ダーウィン裁判・第３号事件（１０名）

平11法務07926
ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判全般資料（弁護団連絡通信
ほか） 平11法務04798 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判全般資料（弁護団連絡通信ほか）

平11法務04799 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１号事件（２名）
平11法務04800 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２号事件（３名）
平11法務04801 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第３号事件（１名）
平11法務04802 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第４号事件（６名）
平11法務04803 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第５号事件（４名）
平11法務04804 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第６号事件（６名）
平11法務04805 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第７号事件（３名）
平11法務04806 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第８号事件（２名）
平11法務04807 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第９号事件（８名）
平11法務04808 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１０号事件（２名）
平11法務04809 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１１号事件（６名）
平11法務04810 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１２号事件（４名）
平11法務04811 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１３号事件（３名）
平11法務04812 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１４号事件（２名）
平11法務04813 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１５号事件（４名）

平11法務07933 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１６号事件 平11法務04814 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１６号事件（９名）
平11法務04815 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１７号事件（４名）
平11法務04816 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１８号事件（３名）
平11法務04817 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１９号事件（３名）
平11法務04818 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２０号事件（３名）
平11法務04819 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１－１号事件（１５名）
平11法務04820 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１－２号事件（１５名）

平11法務07936 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１号事件 平11法務04821 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１－３号事件（１５名）
平11法務04822 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１－４号事件（１５名）
平11法務04823 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１－５号事件（１５名）

平11法務07938 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１号事件 平11法務04824 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１－６号事件（１５名）
平11法務07939 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１号事件 平11法務04825 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１－７号事件（１５名）
平11法務07940 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２２号事件 平11法務04826 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２２－１号事件（１６名）

平11法務04827 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２２－２号事件（１６名）
平11法務04828 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２３号事件（３名）
平11法務04829 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２４号事件（５名）
平11法務04830 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２５号事件（３名）
平11法務04831 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２６号事件（１名）
平11法務04832 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第１号事件（１７名）
平11法務04833 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第３号事件（１名）
平11法務04834 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第４号事件（１名）
平11法務04835 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第７－１号事件（９１名）
平11法務04836 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第７－２号事件（９１名）
平11法務04837 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第７－３号事件（９１名）
平11法務04838 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第７－４号事件（９１名）
平11法務04839 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第８号事件（９名）
平11法務04840 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第９～１２号事件
平11法務04841 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判総合資料（被告人死亡状況調書ほか）
平11法務04842 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１号事件（１名）
平11法務04843 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２号事件（１名）
平11法務04844 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３号事件（１名）
平11法務04845 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４号事件（１名）
平11法務04846 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５号事件（１名）
平11法務04847 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６号事件（１名）
平11法務04848 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７号事件（１名）
平11法務04849 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８号事件（１名）

平11法務07923 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第９号事件

平11法務07928 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第４、５号事件

平11法務07929 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第６、７号事件

平11法務07930 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第８～１０号事件

平11法務07924 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・第１０～１５号事件

平11法務07925
ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）シンガポール裁判・ウエワク裁判・ポー
ト・ダーウィ

平11法務07927 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１～３号事件

平11法務07935 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２０、２１号事件

平11法務07937 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２１号事件

平11法務07941 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第２２～２４号事件

平11法務07931 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１１～１３号事件

平11法務07932 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１４、１５号事件

平11法務07934 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・第１７～１９号事件

平11法務07945
ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判綜合資料（被告人死亡状況調
書ほか）・バタビ

平11法務07942 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）マヌス裁判・アンボン・モロタイ裁判

平11法務07943 ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第７号事件

平11法務07944
ＢＣ級（オーストラリア裁判関係）アンボン・モロタイ裁判・第７～１２号事
件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04850 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９号事件（１名）
平11法務04851 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０号事件（１名）
平11法務04852 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１１号事件（１名）
平11法務04853 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１２号事件（１名）
平11法務04854 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04855 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１４号事件（１名）
平11法務04856 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１５号事件（１名）
平11法務04857 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１６号事件（１名）
平11法務04858 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１７号事件（３名）
平11法務04859 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１８号事件（１名）
平11法務04860 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１９号事件（１４名）
平11法務04861 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２０号事件（１名）
平11法務04862 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２１号事件（１名）
平11法務04863 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２２号事件（１名）
平11法務04864 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２３号事件（１名）
平11法務04865 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２４号事件（１名）
平11法務04866 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２５号事件（１名）
平11法務04867 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２６号事件（１名）
平11法務04868 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２７－１号事件（３３名）
平11法務04869 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２７－２号事件（３３名）
平11法務04870 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２７－３号事件（３３名）
平11法務04871 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２７－４号事件（３３名）
平11法務04872 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２８号事件（９名）
平11法務04873 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２９号事件（１名）
平11法務04874 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３０号事件（２名）
平11法務04875 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３１号事件（１名）
平11法務04876 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３２号事件（１名）
平11法務04877 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３３号事件（４名）
平11法務04878 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３４号事件（１名）
平11法務04879 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３５号事件（１名）
平11法務04880 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３６号事件（２名）
平11法務04881 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３７－１号事件（９名）
平11法務04882 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３７－２号事件（９名）
平11法務04883 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３８号事件（１名）
平11法務04884 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３９号事件（１１名）
平11法務04885 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４０号事件（３名）
平11法務04886 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４１号事件（１名）
平11法務04887 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４２号事件（１２名）
平11法務04888 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４３号事件（１名）
平11法務04889 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４４号事件（１名）
平11法務04890 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４５号事件（６名）
平11法務04891 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４６号事件（２名）
平11法務04892 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４７号事件（１名）
平11法務04893 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４８号事件（１名）
平11法務04894 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４９号事件（２名）
平11法務04895 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５０号事件（４名）
平11法務04896 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５１号事件（１名）
平11法務04897 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５２号事件（９名）
平11法務04898 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５３号事件（１名）
平11法務04899 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５４号事件（１名）
平11法務04900 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５５号事件（１名）
平11法務04901 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５６号事件（１名）
平11法務04902 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５７－１号事件（１８名）
平11法務04903 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５７－２号事件（１８名）
平11法務04904 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５８号事件（４名）
平11法務04905 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５９号事件（２名）
平11法務04906 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６０号事件（１名）
平11法務04907 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６１号事件（１名）
平11法務04908 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６２号事件（１名）
平11法務04909 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６３号事件（４名）
平11法務04910 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６４号事件（４名）
平11法務04911 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６５号事件（１名）
平11法務04912 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６６号事件（１名）
平11法務04913 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６７号事件（１名）
平11法務04914 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６８号事件（４名）
平11法務04915 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６９号事件（１２名）
平11法務04916 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７０号事件（８名）
平11法務04917 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７１号事件（１名）
平11法務04918 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７２－１号事件（１６名）
平11法務04919 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７２－２号事件（１６名）
平11法務04920 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７３号事件（４名）
平11法務04921 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７４号事件（１名）
平11法務04922 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７５号事件（３名）
平11法務04923 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７６号事件（１名）

平11法務07946 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９～２１号事件

平11法務07947 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２２～２７号事件

平11法務07951 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第５７～６３号事件

平11法務07952 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第６４～７１号事件

平11法務07953 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７２～７６号事件

平11法務07948 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第２７～３７号事件

平11法務07949 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第３７～４３号事件

平11法務07950 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第４４～５６号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04924 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７７号事件（１２名）
平11法務04925 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７８号事件（３名）
平11法務04926 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７９号事件（１５名）
平11法務04927 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８０号事件（５名）
平11法務04928 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８１号事件（１名）
平11法務04929 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８２号事件（１名）
平11法務04930 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８３号事件（１名）
平11法務04931 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８４号事件（１名）
平11法務04932 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８５号事件（３名）
平11法務04933 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８６号事件（１名）
平11法務04934 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８７号事件（１名）
平11法務04935 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８８－１号事件（１８名）
平11法務04936 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８８－２号事件（１８名）
平11法務04937 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８９号事件（４名）
平11法務04938 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９０号事件（１名）
平11法務04939 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９１号事件（１名）
平11法務04940 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９２号事件（５名）
平11法務04941 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９３号事件（１名）
平11法務04942 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９４号事件（１名）
平11法務04943 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９５号事件（１名）
平11法務04944 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９６号事件（２名）
平11法務04945 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９７号事件（１０名）
平11法務04946 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９８号事件（１名）
平11法務04947 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９９－１号事件（１名）
平11法務04948 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９９－２号事件（１名）
平11法務04949 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１００号事件（１名）
平11法務04950 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０１号事件（１名）
平11法務04951 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０２号事件（１名）
平11法務04952 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０３号事件（１名）
平11法務04953 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０４－１号事件（４名）
平11法務04954 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０４－２号事件（４名）
平11法務04955 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０５号事件（１名）
平11法務04956 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０６号事件（１名）
平11法務04957 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０７号事件（１名）
平11法務04958 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０８－１号事件（３名）
平11法務04959 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０８－２号事件（３名）
平11法務04960 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０９－１号事件（２名）
平11法務04961 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０９－２号事件（２名）
平11法務04962 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１号事件（１名）
平11法務04963 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２号事件（１名）
平11法務04964 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３号事件（１名）
平11法務04965 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４号事件（１名）
平11法務04966 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５号事件（１名）
平11法務04967 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第７号事件（１名）
平11法務04968 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第８号事件（１名）
平11法務04969 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第９号事件（１名）
平11法務04970 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１０号事件（１名）
平11法務04971 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１１号事件（１名）
平11法務04972 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１２号事件（１名）
平11法務04973 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１３号事件（１名）
平11法務04974 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１４号事件（１２名）
平11法務04975 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１５号事件（１１名）
平11法務04976 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１６号事件（４名）
平11法務04977 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１７号事件（６名）
平11法務04978 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１８号事件（４名）
平11法務04979 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１９号事件（１名）
平11法務04980 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２０号事件（１名）
平11法務04981 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２１号事件（２名）
平11法務04982 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２２号事件（４名）
平11法務04983 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２３号事件（２名）
平11法務04984 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２４号事件（１名）
平11法務04985 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２５号事件（１名）
平11法務04986 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２６号事件（１名）
平11法務04987 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２７号事件（１名）
平11法務04988 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２８号事件（１名）
平11法務04989 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２９号事件（１名）
平11法務04990 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３０号事件（１名）
平11法務04991 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３１号事件（１名）
平11法務04992 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３２号事件（３名）
平11法務04993 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３３号事件（１０名）
平11法務04994 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３４号事件（２名）
平11法務04995 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３５号事件（４名）
平11法務04996 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３６号事件（２名）

平11法務07957 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９６～９９号事件

平11法務07958 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第９９～１０２号事件

平11法務07959 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０３～１０５号事件

平11法務07954 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第７７～８２号事件

平11法務07955 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８３～８８号事件

平11法務07956 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第８８～９５号事件

平11法務07963 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第２７～３６号事件

平11法務07960 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０６～１０８号事件

平11法務07961 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バタビア裁判・第１０８、１０９号事件

平11法務07962 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第１～５、７～２６号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務04997 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３７号事件（１名）
平11法務04998 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３８号事件（１名）
平11法務04999 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３９号事件（１０名）
平11法務05000 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４０号事件（１名）
平11法務05001 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４１号事件（１名）
平11法務05002 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４２号事件（１名）
平11法務05003 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４３号事件（１名）
平11法務05004 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４４号事件（２名）
平11法務05005 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４５号事件（１名）
平11法務05006 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４６号事件（２名）
平11法務05007 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４７号事件（３名）
平11法務05008 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４８号事件（１名）
平11法務05009 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４９号事件（１名）
平11法務05010 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５０号事件（７名）
平11法務05011 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５１号事件（２名）
平11法務05012 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５２号事件（１名）
平11法務05013 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５３号事件（１名）
平11法務05014 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５４号事件（１名）
平11法務05015 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５５号事件（１名）
平11法務05016 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５６号事件（１名）
平11法務05017 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５７号事件（４名）
平11法務05018 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５８号事件（２名）
平11法務05019 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５９号事件（１名）
平11法務05020 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判総合資料（メダンを中心とした和蘭戦争裁判の観察）
平11法務05021 ＢＣ級（オランダ裁判関係）タンジョンピナン裁判・第１号事件（１名）
平11法務05022 ＢＣ級（オランダ裁判関係）タンジョンピナン裁判・第３号事件（３名）
平11法務05023 ＢＣ級（オランダ裁判関係）タンジョンピナン裁判・第４号事件（１名）
平11法務05024 ＢＣ級（オランダ裁判関係）タンジョンピナン裁判・第５号事件（４名）
平11法務05025 ＢＣ級（オランダ裁判関係）タンジョンピナン裁判・第６号事件（１名）
平11法務05026 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１号事件（１名）
平11法務05027 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第２号事件（１名）
平11法務05028 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第３号事件（２名）
平11法務05029 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第４号事件（１名）
平11法務05030 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第５号事件（１名）
平11法務05031 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第６号事件（１名）
平11法務05032 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第７号事件（１名）
平11法務05033 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第８号事件（１名）
平11法務05034 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第９号事件（４名）
平11法務05035 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05036 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05037 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05038 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１３号事件（１３名）
平11法務05039 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１４号事件（１名）
平11法務05040 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１５号事件（３名）
平11法務05041 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05042 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１７号事件（１名）
平11法務05043 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05044 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１９号事件（１名）
平11法務05045 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05046 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第１号事件（１名）
平11法務05047 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第２号事件（４名）
平11法務05048 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第３号事件（３名）
平11法務05049 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第４号事件（４名）
平11法務05050 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第５号事件（１名）
平11法務05051 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第６号事件（１名）
平11法務05052 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第７号事件（１名）
平11法務05053 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第８号事件（４名）
平11法務05054 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第９号事件（１名）

平11法務07964 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第３７～４４号事件

平11法務07965 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第４５～４９号事件

平11法務07969 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ポンチャナック裁判・第１～２０号事件

平11法務07970 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第１～９号事件

平11法務07966 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５０～５４号事件

平11法務07967 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・第５５～５９号事件

平11法務07968 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メダン裁判・タンジョンビナン裁判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05055 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判・第１０号事件（１０名）
平11法務05056 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１号事件（１名）
平11法務05057 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第２号事件（１名）
平11法務05058 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第３号事件（１名）
平11法務05059 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第４号事件（１名）
平11法務05060 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第５号事件（４名）
平11法務05061 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第６号事件（５名）
平11法務05062 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第７号事件（１名）
平11法務05063 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第８号事件（２名）
平11法務05064 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第９号事件（１名）
平11法務05065 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05066 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05067 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１２号事件（１２名）
平11法務05068 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１３号事件（１名）
平11法務05069 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１４号事件（２名）
平11法務05070 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１５号事件（２名）
平11法務05071 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１６号事件（３名）
平11法務05072 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１７号事件（１名）
平11法務05073 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１８号事件（３名）
平11法務05074 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第１９号事件（２名）
平11法務05075 ＢＣ級（オランダ裁判関係）バリックパパン裁判・第２０号事件（４３名）
平11法務05076 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１号事件（１名）
平11法務05077 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２号事件（１名）
平11法務05078 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第３号事件（５名）
平11法務05079 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第４号事件（６名）
平11法務05080 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第５号事件（２名）
平11法務05081 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第６号事件（１名）
平11法務05082 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第７号事件（３名）
平11法務05083 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第８号事件（６名）
平11法務05084 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第９号事件（１６名）
平11法務05085 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05086 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05087 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05088 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１３号事件（２名）
平11法務05089 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１４号事件（２名）
平11法務05090 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１５号事件（４名）
平11法務05091 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05092 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１７号事件（１名）
平11法務05093 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05094 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１９号事件（１名）
平11法務05095 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05096 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２１号事件（１名）
平11法務05097 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05098 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２３号事件（１名）
平11法務05099 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２４号事件（３名）
平11法務05100 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２５号事件（２名）
平11法務05101 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２６号事件（１１名）
平11法務05102 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２７号事件（５名）
平11法務05103 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２８号事件（３名）
平11法務05104 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２９号事件（１名）
平11法務05105 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第３０号事件（１名）
平11法務05106 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第３１号事件（１名）
平11法務05107 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第３２号事件（１名）
平11法務05108 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第３３号事件（１名）
平11法務05109 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第３４号事件（１名）
平11法務05110 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第３５号事件（１名）
平11法務05111 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第３６号事件（１名）

平11法務07971
ＢＣ級（オランダ裁判関係）バンジェルマシン裁判　第１０号事件・バリッ
クパパン裁判

平11法務07972 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第１～２５号事件

平11法務07973 ＢＣ級（オランダ裁判関係）マカッサル裁判・第２６～３６号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05112 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第１号事件（１名）
平11法務05113 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第２号事件（１名）
平11法務05114 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第３号事件（１名）
平11法務05115 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第４号事件（１名）
平11法務05116 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第６号事件（１名）
平11法務05117 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05118 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第１６号事件（３名）
平11法務05119 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05120 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・第２１号事件（２名）
平11法務05121 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１号事件（１名）
平11法務05122 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３号事件（１名）
平11法務05123 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４号事件（１名）
平11法務05124 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第６号事件（１名）
平11法務05125 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第８号事件（１名）
平11法務05126 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第９号事件（５名）
平11法務05127 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１０号事件（３名）
平11法務05128 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１１号事件（３名）
平11法務05129 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１２号事件（３名）
平11法務05130 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１３号事件（１名）
平11法務05131 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１４号事件（１名）
平11法務05132 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１５号事件（１名）
平11法務05133 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05134 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１７号事件（１名）
平11法務05135 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05136 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第１９号事件（６名）
平11法務05137 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２０号事件（３名）
平11法務05138 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２１号事件（１名）
平11法務05139 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05140 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２３号事件（１名）
平11法務05141 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２４号事件（１名）
平11法務05142 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２５号事件（１名）
平11法務05143 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２６号事件（１名）
平11法務05144 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２７号事件（１名）
平11法務05145 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２８号事件（１名）
平11法務05146 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第２９号事件（１名）
平11法務05147 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３０号事件（１名）
平11法務05148 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３１号事件（４名）
平11法務05149 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３２号事件（２名）
平11法務05150 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３３号事件（１名）
平11法務05151 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３４号事件（１名）
平11法務05152 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３５号事件（１名）
平11法務05153 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３６号事件（２名）
平11法務05154 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３７号事件（２名）
平11法務05155 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３８号事件（１名）
平11法務05156 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第３９号事件（１名）
平11法務05157 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４０号事件（１名）
平11法務05158 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４１号事件（３名）
平11法務05159 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４２号事件（４名）
平11法務05160 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４３号事件（２名）
平11法務05161 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４４号事件（１名）
平11法務05162 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４５号事件（１名）
平11法務05163 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４６号事件（１名）
平11法務05164 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４７号事件（１名）
平11法務05165 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４８号事件（１名）
平11法務05166 ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・第４９号事件（１名）
平11法務05167 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判総合資料（メナド収容者名簿ほか）
平11法務05168 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１号事件（１名）
平11法務05169 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２号事件（１名）

平11法務07975
ＢＣ級（オランダ裁判関係）アンボン裁判・メナド裁判綜合資料（メナド収
容者名簿ほか

平11法務07974 ＢＣ級（オランダ裁判関係）クーパン裁判・アンボン裁判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05170 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３号事件（１名）
平11法務05171 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第４号事件（１名）
平11法務05172 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第５号事件（１名）
平11法務05173 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第６号事件（１名）
平11法務05174 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第７号事件（２名）
平11法務05175 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第８号事件（１名）
平11法務05176 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第９号事件（１名）
平11法務05177 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05178 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05179 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05180 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１３号事件（２名）
平11法務05181 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１４号事件（１名）
平11法務05182 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１５号事件（３名）
平11法務05183 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１６号事件（３名）
平11法務05184 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１７号事件（２名）
平11法務05185 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05186 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第１９号事件（１名）
平11法務05187 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05188 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２１号事件（３名）
平11法務05189 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05190 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２３号事件（１名）
平11法務05191 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２４号事件（２名）
平11法務05192 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２５号事件（１名）
平11法務05193 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２６号事件（１名）
平11法務05194 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２７号事件（１名）
平11法務05195 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２８号事件（１名）
平11法務05196 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第２９号事件（２名）
平11法務05197 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３０号事件（１名）
平11法務05198 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３１号事件（１名）
平11法務05199 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３２号事件（２名）
平11法務05200 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３３号事件（１名）
平11法務05201 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３４号事件（１名）
平11法務05202 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３５号事件（１名）
平11法務05203 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３６号事件（１名）
平11法務05204 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３７号事件（１名）
平11法務05205 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３８号事件（１名）
平11法務05206 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３９号事件（１名）
平11法務05207 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第４０号事件（１名）
平11法務05208 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第４１号事件（１名）
平11法務05209 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第４２号事件（１名）
平11法務05210 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第４３号事件（１名）
平11法務05211 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第４４号事件（４名）
平11法務05212 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１号事件（２名）
平11法務05213 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第２号事件（２名）
平11法務05214 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第３号事件（１名）
平11法務05215 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第４号事件（１名）
平11法務05216 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第５号事件（１名）
平11法務05217 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第６号事件（１名）
平11法務05218 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第７号事件（１名）
平11法務05219 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第８号事件（１名）
平11法務05220 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第９号事件（２名）
平11法務05221 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１０号事件（５名）
平11法務05222 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１１号事件（６名）
平11法務05223 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05224 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１３号事件（１名）
平11法務05225 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１４号事件（９名）
平11法務05226 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１５号事件（１名）
平11法務05227 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05228 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第１８号事件（３名）
平11法務05229 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第２０号事件（８名）
平11法務05230 ＢＣ級（オランダ裁判関係）モロタイ裁判・第２１号事件（１５名）
平11法務05231 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１号事件（１名）
平11法務05232 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２号事件（１名）
平11法務05233 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３号事件（１名）
平11法務05234 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４号事件（１名）
平11法務05235 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第５号事件（１名）
平11法務05236 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第６号事件（１名）
平11法務05237 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第７号事件（１名）
平11法務05238 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第８号事件（１名）
平11法務05239 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第９号事件（１名）
平11法務05240 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05241 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05242 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05243 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１３号事件（１名）

平11法務07976 ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・第３～３３号事件

平11法務07977
ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・モロタイ裁判・ホーランディア裁
判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05244 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１４号事件（１名）
平11法務05245 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05246 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１７号事件（１名）
平11法務05247 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05248 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第１９号事件（１名）
平11法務05249 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05250 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２１号事件（１名）
平11法務05251 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05252 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２３号事件（１名）
平11法務05253 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２４号事件（１名）
平11法務05254 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２５号事件（１名）
平11法務05255 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２６号事件（１名）
平11法務05256 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２７号事件（１名）
平11法務05257 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２８号事件（１名）
平11法務05258 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第２９号事件（２名）
平11法務05259 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３０号事件（１名）
平11法務05260 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３１号事件（１名）
平11法務05261 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３２号事件（１名）
平11法務05262 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３３号事件（１名）
平11法務05263 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３４号事件（１名）
平11法務05264 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３５号事件（１名）
平11法務05265 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３６号事件（１名）
平11法務05266 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３７号事件（１名）
平11法務05267 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３８号事件（１名）
平11法務05268 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３９号事件（１名）
平11法務05269 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４０号事件（１名）
平11法務05270 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４１号事件（１名）
平11法務05271 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４２号事件（１名）
平11法務05272 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４３号事件（１名）
平11法務05273 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４４号事件（１名）
平11法務05274 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４５号事件（１名）
平11法務05275 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４６号事件（１名）
平11法務05276 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４７号事件（１名）
平11法務05277 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４８号事件（１名）
平11法務05278 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第４９号事件（１名）
平11法務05279 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第５０号事件（１名）
平11法務05280 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第５１号事件（１名）
平11法務05281 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第５２号事件（２名）
平11法務05282 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第５３号事件（３名）
平11法務05283 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判総合資料（比島裁判進行状況ほか）
平11法務05284 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１号事件（１名）
平11法務05285 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２号事件（１名）
平11法務05286 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３号事件（１名）
平11法務05287 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４号事件（１名）
平11法務05288 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５号事件（１名）
平11法務05289 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第８－１号事件（１３名）
平11法務05290 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第８－２号事件（１３名）
平11法務05291 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第９号事件（１名）
平11法務05292 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05293 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１２号事件（３名）
平11法務05294 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１３号事件（１名）
平11法務05295 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05296 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１７号事件（１名）
平11法務05297 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05298 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１９号事件（５名）
平11法務05299 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２０号事件（２名）
平11法務05300 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２１号事件（２名）
平11法務05301 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２３号事件（１９名）
平11法務05302 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２４－１号事件（５名）
平11法務05303 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２５号事件（１名）
平11法務05304 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２６号事件（１名）
平11法務05305 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７－１号事件（１６名）
平11法務05306 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７－２号事件（１６名）
平11法務05307 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７－３号事件（１６名）
平11法務05308 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７－４号事件（１６名）
平11法務05309 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７－５号事件（１６名）

平11法務07986 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７号事件 平11法務05310 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７－６号事件（１６名）
平11法務07987 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７号事件 平11法務05311 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７－７号事件（１６名）

平11法務05312 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７－８号事件（１６名）
平11法務05313 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２９号事件（１名）
平11法務05314 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３０－１号事件（２名）
平11法務05315 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３０－２号事件（２名）
平11法務05316 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３０－３号事件（２名）

平11法務07977
ＢＣ級（オランダ裁判関係）メナド裁判・モロタイ裁判・ホーランディア裁
判

平11法務07981
ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第９、１１～１３、１６～１８号事
件

平11法務07982 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第１９～２１、２３、２４号事件

平11法務07983 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２５～２７号事件

平11法務07978 ＢＣ級（オランダ裁判関係）ホーランディア裁判・第３１～５３号事件

平11法務07979
ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判綜合資料（比島裁判進行状況ほ
か）・マニラ裁

平11法務07980 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５、８号事件

平11法務07989 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３０号事件

平11法務07984 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７号事件

平11法務07985 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７号事件

平11法務07988 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第２７、２９号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05317 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３１号事件（２名）
平11法務05318 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３２号事件（１名）
平11法務05319 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３３号事件（２名）
平11法務05320 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３４号事件（１名）
平11法務05321 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３５号事件（１名）
平11法務05322 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３６号事件（１名）
平11法務05323 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３７号事件（２名）
平11法務05324 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３８号事件（３名）
平11法務05325 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３９号事件（３名）
平11法務05326 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４０号事件（１名）
平11法務05327 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４１号事件（１名）
平11法務05328 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４２－１号事件（１名）
平11法務05329 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４２－２号事件（１名）
平11法務05330 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４３号事件（１名）
平11法務05331 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４４号事件（１名）
平11法務05332 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４５号事件（２名）
平11法務05333 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４６号事件（１名）
平11法務05334 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４７号事件（１名）
平11法務05335 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４８号事件（１名）
平11法務05336 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４９号事件（１名）
平11法務05337 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５０－１号事件（５名）
平11法務05338 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５０－２号事件（５名）
平11法務05339 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５０－３号事件（５名）
平11法務05340 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５１号事件（１名）
平11法務05341 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５２号事件（４名）
平11法務05342 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５３号事件（１名）
平11法務05343 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５４号事件（１名）
平11法務05344 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５５号事件（１名）
平11法務05345 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５６号事件（３名）
平11法務05346 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５７号事件（１名）
平11法務05347 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５８－１号事件（１名）
平11法務05348 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５８－２号事件（１名）
平11法務05349 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５９号事件（１名）
平11法務05350 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６０号事件（２名）
平11法務05351 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６１号事件（１９名）
平11法務05352 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６２号事件（２名）
平11法務05353 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６３－１号事件（１名）
平11法務05354 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６３－２号事件（１名）
平11法務05355 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４－１号事件（２名）
平11法務05356 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４－２号事件（２名）

平11法務08002 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４号事件 平11法務05357 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４－３号事件（２名）
平11法務08003 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４号事件 平11法務05358 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４－４号事件（２名）

平11法務05359 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４－５号事件（２名）
平11法務05360 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４－６号事件（２名）
平11法務05361 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６５号事件（１名）

平11法務08005 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６７号事件 平11法務05362 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６７－１号事件（１名）
平11法務08006 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６７号事件 平11法務05363 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６７－２号事件（１名）
平11法務08007 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６８号事件 平11法務05364 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６８号事件（１名）
平11法務08008 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６９号事件 平11法務05365 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６９号事件（１名）

平11法務05366 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判総合資料（仏国裁判受刑者一覧表ほか）
平11法務05367 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３号事件（７名）
平11法務05368 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第４号事件（１名）
平11法務05369 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第５号事件（１名）
平11法務05370 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第６号事件（１名）
平11法務05371 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第７号事件（１名）
平11法務05372 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第８号事件（２７名）
平11法務05373 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第９号事件（６名）
平11法務05374 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05375 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１１－１号事件（４９名）
平11法務05376 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１１－２号事件（４９名）

平11法務07990 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３１～３４号事件

平11法務07991 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３５、３６号事件

平11法務07995 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５０号事件

平11法務07996 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５０～５５号事件

平11法務07997 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５６～５８号事件

平11法務07992 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第３７～４１号事件

平11法務07993 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４２、４３号事件

平11法務07994 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第４４～４９号事件

平11法務08001 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４号事件

平11法務08004 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６４、６５号事件

平11法務08009
ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判綜合資料（仏国裁判受刑者一
覧表ほか）・サイ

平11法務07998 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第５８、５９号事件

平11法務07999 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６０、６１号事件

平11法務08000 ＢＣ級（フィリピン裁判関係）マニラ裁判・第６２、６３号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05377 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１２号事件（２名）
平11法務05378 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１３号事件（８名）
平11法務05379 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１４号事件（１名）
平11法務05380 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１５号事件（１名）
平11法務05381 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05382 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１７号事件（７名）
平11法務05383 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05384 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１９号事件（２名）
平11法務05385 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２０号事件（２名）
平11法務05386 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２１号事件（６名）
平11法務05387 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05388 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２３号事件（５名）
平11法務05389 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２４号事件（４名）
平11法務05390 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２５号事件（２名）
平11法務05391 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２６号事件（１０名）
平11法務05392 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２７号事件（１名）
平11法務05393 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２８号事件（１名）
平11法務05394 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２９－１号事件（３７名）
平11法務05395 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２９－２号事件（３７名）
平11法務05396 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３０号事件（１２名）
平11法務05397 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３１号事件（１名）
平11法務05398 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３２号事件（１名）
平11法務05399 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３３号事件（２名）
平11法務05400 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３４号事件（２名）
平11法務05401 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３５号事件（５名）
平11法務05402 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３７号事件（１名）
平11法務05403 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３８号事件（３名）
平11法務05404 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第３９号事件（４名）
平11法務05405 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第４０号事件（１１名）
平11法務05406 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２号事件（５名）
平11法務05407 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３号事件（２名）
平11法務05408 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第４号事件（１名）
平11法務05409 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第５号事件（１名）
平11法務05410 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６号事件（１名）
平11法務05411 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７号事件（２名）
平11法務05412 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第８号事件（１名）、第３０号事件（１名）
平11法務05413 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第９号事件（１名）
平11法務05414 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05415 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１１号事件（１名）、第３１号事件（１名）
平11法務05416 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05417 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１３号事件（１名）
平11法務05418 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１４号事件（２名）
平11法務05419 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１５号事件（２名）
平11法務05420 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１７号事件（１名）
平11法務05421 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１８号事件（７名）
平11法務05422 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第１９号事件（２名）
平11法務05423 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05424 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２１号事件（１名）
平11法務05425 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05426 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２３号事件（４名）
平11法務05427 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２４号事件（１名）
平11法務05428 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２５号事件（１名）
平11法務05429 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２６号事件（３名）
平11法務05430 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２７号事件（１名）
平11法務05431 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２８号事件（１名）
平11法務05432 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２９号事件（６名）
平11法務05433 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３２号事件（１名）
平11法務05434 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３３号事件（２名）
平11法務05435 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３４号事件（７名）

平11法務08010 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第１２～２８号事件

平11法務08011 ＢＣ級（フランス裁判関係）サイゴン裁判・第２９～４０号事件

平11法務08012 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第２～１５、１７～３４号事件



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05436 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３５号事件（１名）
平11法務05437 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３７号事件（６名）
平11法務05438 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３８号事件（１名）
平11法務05439 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３９号事件（２名）
平11法務05440 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第４０号事件（２名）
平11法務05441 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第４１号事件（１名）
平11法務05442 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第４２号事件（１名）
平11法務05443 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第４７号事件（４名）
平11法務05444 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第４８号事件（５名）
平11法務05445 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第４９号事件（２名）
平11法務05446 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第５５号事件（２名）
平11法務05447 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第５６号事件（４名）
平11法務05448 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第５７号事件（１名）
平11法務05449 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第５８号事件（１名）
平11法務05450 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第５９号事件（１名）
平11法務05451 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６０－１号事件（１名）
平11法務05452 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６０－２号事件（１名）
平11法務05453 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６１号事件（２名）
平11法務05454 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６２号事件（１名）
平11法務05455 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６３号事件（１名）
平11法務05456 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６４号事件（１名）
平11法務05457 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６５号事件（１名）
平11法務05458 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６６号事件（１名）
平11法務05459 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６７号事件（１名）
平11法務05460 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６８号事件（１名）
平11法務05461 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第６９号事件（１名）

平11法務08013
ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第３５、３７～４２、４７～４９、５５
～６９号



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05462 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７０号事件（１名）
平11法務05463 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７１号事件（１名）
平11法務05464 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７２号事件（６名）
平11法務05465 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７３号事件（２名）
平11法務05466 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７４号事件（３名）
平11法務05467 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７６号事件（２名）
平11法務05468 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７７号事件（５名）
平11法務05469 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７８号事件（３名）
平11法務05470 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・第７９号事件（１３名）
平11法務05471 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１号事件（１名）
平11法務05472 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２号事件（３名）
平11法務05473 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第４号事件（１名）
平11法務05474 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７号事件（１名）
平11法務05475 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第８号事件（１名）
平11法務05476 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05477 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１１号事件（２名）
平11法務05478 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１４号事件（２名）
平11法務05479 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１５号事件（１名）
平11法務05480 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05481 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１７号事件（５名）
平11法務05482 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05483 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第１９号事件（１名）
平11法務05484 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05485 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２１号事件（１名）
平11法務05486 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05487 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２４号事件（１名）
平11法務05488 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２５号事件（１名）
平11法務05489 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２６号事件（１名）
平11法務05490 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２８号事件（１名）
平11法務05491 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第２９号事件（１名）
平11法務05492 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第３１号事件（１名）
平11法務05493 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第３３号事件（１名）
平11法務05494 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第３４号事件（１名）
平11法務05495 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第３５号事件（１名）
平11法務05496 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第３６号事件（１名）
平11法務05497 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第３７号事件（１名）
平11法務05498 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第３８号事件（１名）
平11法務05499 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第３９号事件（１名）
平11法務05500 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第４０号事件（１名）
平11法務05501 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第４１号事件（１名）
平11法務05502 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第４３号事件（１名）
平11法務05503 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第４４号事件（２名）
平11法務05504 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第４５号事件（１名）
平11法務05505 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第４８号事件（１名）
平11法務05506 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第４９号事件（１名）、第５０号事件（１名）
平11法務05507 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第５１号事件（２名）
平11法務05508 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第５４号事件（１名）
平11法務05509 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第５５号事件（１名）
平11法務05510 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第５６号事件（１名）
平11法務05511 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第５７号事件（１名）
平11法務05512 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第５８号事件（２名）

平11法務08014 ＢＣ級（中華民国裁判関係）漢口裁判・北京裁判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05513 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第５９号事件（１名）
平11法務05514 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第６０号事件（１名）
平11法務05515 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第６１号事件（１名）
平11法務05516 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第６５号事件（１名）
平11法務05517 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第６６号事件（４名）
平11法務05518 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第６７号事件（１名）
平11法務05519 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第６８号事件（１名）
平11法務05520 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第６９号事件（１名）
平11法務05521 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７０号事件（１名）
平11法務05522 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７１号事件（１名）
平11法務05523 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７２号事件（１名）
平11法務05524 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７３号事件（４名）
平11法務05525 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７４号事件（２名）
平11法務05526 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７５号事件（１名）
平11法務05527 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７６号事件（１名）
平11法務05528 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７７号事件（１名）
平11法務05529 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７８号事件（４名）
平11法務05530 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第７９号事件（１名）
平11法務05531 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第８１号事件（１名）
平11法務05532 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第８２号事件（３名）
平11法務05533 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第８３号事件（２名）
平11法務05534 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第８４号事件（１名）
平11法務05535 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第８５号事件（１名）
平11法務05536 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第８６号事件（３名）
平11法務05537 ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第８７号事件（１名）
平11法務05538 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１号事件（３名）
平11法務05539 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第２号事件（１名）
平11法務05540 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第３号事件（１名）
平11法務05541 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５号事件（２名）
平11法務05542 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６号事件（１名）
平11法務05543 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７号事件（１名）
平11法務05544 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第８号事件（１名）
平11法務05545 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１０号事件（２名）
平11法務05546 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１１号事件（５名）
平11法務05547 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１２号事件（３名）
平11法務05548 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１４号事件（１名）
平11法務05549 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１５号事件（３名）
平11法務05550 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１６号事件（７名）
平11法務05551 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05552 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第１９号事件（１名）
平11法務05553 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05554 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第２８号事件（２名）
平11法務05555 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第２９号事件（１名）
平11法務05556 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第３１号事件（３名）
平11法務05557 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第３３号事件（２名）
平11法務05558 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第３４号事件（１名）
平11法務05559 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第３６号事件（１名）
平11法務05560 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第３８号事件（２名）
平11法務05561 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第４２号事件（１名）
平11法務05562 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第４３号事件（１名）
平11法務05563 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第４５号事件（１名）
平11法務05564 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第４８号事件（１名）
平11法務05565 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第４９号事件（３名）
平11法務05566 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５１号事件（２名）
平11法務05567 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５２号事件（１名）
平11法務05568 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５３号事件（１名）
平11法務05569 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５４号事件（１名）
平11法務05570 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５５号事件（２名）
平11法務05571 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５６号事件（３名）
平11法務05572 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５８号事件（１名）
平11法務05573 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第５９号事件（１名）
平11法務05574 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６０号事件（１名）
平11法務05575 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６３号事件（１名）
平11法務05576 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６４号事件（３名）
平11法務05577 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６５号事件（１名）
平11法務05578 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６６－１号事件（１０名）
平11法務05579 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６６－２号事件（１０名）

平11法務08015
ＢＣ級（中華民国裁判関係）北京裁判・第５９～６１、６５～７９、８１～８７
号事件

平11法務08016 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判

平11法務08017 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05580 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６７号事件（６名）
平11法務05581 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６８号事件（５名）
平11法務05582 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６９号事件（２名）
平11法務05583 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７０号事件（１名）
平11法務05584 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７１号事件（１名）
平11法務05585 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７２号事件（１名）、第８０号事件（１名）
平11法務05586 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７３号事件（３名）
平11法務05587 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７４号事件（１名）
平11法務05588 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７５号事件（３名）
平11法務05589 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７６号事件（１名）
平11法務05590 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第７８号事件（２名）
平11法務05591 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第８１号事件（２名）
平11法務05592 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第８２号事件（１名）
平11法務05593 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第８５号事件（３名）
平11法務05594 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第８６号事件（１名）
平11法務05595 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第８８号事件（１名）
平11法務05596 ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第８９号事件（１０名）
平11法務05597 ＢＣ級（中華民国裁判関係）中共、瀋陽裁判第１～３号事件
平11法務05598 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第１５号事件（１名）
平11法務05599 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第２６号事件（１名）
平11法務05600 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第６１号事件（１名）
平11法務05601 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第６３号事件（１名）
平11法務05602 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第６７号事件（１名）
平11法務05603 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第６８号事件（１名）
平11法務05604 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第７１号事件（１名）
平11法務05605 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第７２号事件（１名）
平11法務05606 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第７５号事件（５名）
平11法務05607 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第７６号事件（１名）
平11法務05608 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第７７号事件（１名）
平11法務05609 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第７８号事件（１名）
平11法務05610 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第８３号事件（１名）
平11法務05611 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第８８号事件（１名）
平11法務05612 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第９２号事件（１名）
平11法務05613 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第９５号事件（１名）
平11法務05614 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第９８号事件（１名）
平11法務05615 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第１０１号事件（１名）
平11法務05616 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第１０５号事件（１名）
平11法務05617 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第１０６号事件（１名）
平11法務05618 ＢＣ級（中華民国裁判関係）瀋陽裁判・第１１０号事件（１１名）
平11法務05619 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第１号事件（１名）
平11法務05620 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第４号事件（１名）
平11法務05621 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第５号事件（１名）
平11法務05622 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第９号事件（１名）
平11法務05623 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第１０号事件（１名）、上海裁判・第１２６号事件（１名）
平11法務05624 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05625 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第１９号事件（１名）
平11法務05626 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第２０号事件（１名）
平11法務05627 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第２１号事件（２名）
平11法務05628 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05629 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第２３号事件（２名）
平11法務05630 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・第２７号事件（１名）
平11法務05631 ＢＣ級（中華民国裁判関係）済南裁判・第４号事件（１名）
平11法務05632 ＢＣ級（中華民国裁判関係）済南裁判・第６号事件（１名）
平11法務05633 ＢＣ級（中華民国裁判関係）済南裁判・第７号事件（２名）
平11法務05634 ＢＣ級（中華民国裁判関係）済南裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05635 ＢＣ級（中華民国裁判関係）済南裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05636 ＢＣ級（中華民国裁判関係）済南裁判・第２１号事件（１名）
平11法務05637 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第１号事件（１名）
平11法務05638 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第２号事件（１名）
平11法務05639 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第３号事件（１名）
平11法務05640 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第４号事件（２名）
平11法務05641 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第５号事件（３名）
平11法務05642 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第６号事件（９名）
平11法務05643 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第７号事件（５名）
平11法務05644 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第８号事件（６名）
平11法務05645 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05646 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第１１号事件（３名）
平11法務05647 ＢＣ級（中華民国裁判関係）徐州裁判・第１３号事件（１名）
平11法務05648 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１号事件（１名）
平11法務05649 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２号事件（１名）
平11法務05650 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第３号事件（１名）

平11法務08019
ＢＣ級（中華民国裁判関係）中共、潘陽裁判・潘陽裁判・南京裁判・上海
裁判

平11法務08020 ＢＣ級（中華民国裁判関係）南京裁判・済南裁判・徐州裁判・上海裁判

平11法務08018
ＢＣ級（中華民国裁判関係）広東裁判・第６７～７６、７８、８０～８２、８
５、８６、



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05651 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４号事件（１名）
平11法務05652 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５号事件（４名）
平11法務05653 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第６号事件（１名）
平11法務05654 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第７号事件（１名）
平11法務05655 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第８号事件（１名）
平11法務05656 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第９号事件（１名）
平11法務05657 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１０号事件（２名）
平11法務05658 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05659 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05660 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３号事件（１名）
平11法務05661 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１４号事件（１名）
平11法務05662 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１５号事件（１名）
平11法務05663 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１６号事件（１名）
平11法務05664 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１７号事件（２名）
平11法務05665 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１８号事件（１名）
平11法務05666 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１９号事件（１名）
平11法務05667 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２０号事件（２名）
平11法務05668 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２１号事件（２名）
平11法務05669 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２２号事件（１名）
平11法務05670 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２３号事件（１名）
平11法務05671 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２４号事件（２名）
平11法務05672 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２５号事件（１名）
平11法務05673 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２６号事件（１名）
平11法務05674 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第２７号事件（１名）
平11法務05675 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第３７号事件（１名）
平11法務05676 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４０号事件（１名）
平11法務05677 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４１号事件（１名）
平11法務05678 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４２号事件（１名）
平11法務05679 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４３号事件（１名）
平11法務05680 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４４号事件（１名）
平11法務05681 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４５号事件（３名）
平11法務05682 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４７号事件（１名）
平11法務05683 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４８号事件（１名）
平11法務05684 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第４９号事件（１名）
平11法務05685 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５０号事件（１名）
平11法務05686 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５１号事件（１名）
平11法務05687 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５３号事件（１名）
平11法務05688 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５４号事件（５名）
平11法務05689 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５５号事件（２名）
平11法務05690 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５６号事件（１名）
平11法務05691 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５７号事件（１名）
平11法務05692 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第５８号事件（１名）
平11法務05693 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第６１号事件（１名）
平11法務05694 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第６２号事件（１名）

平11法務08021 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05695 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第６３号事件（１名）
平11法務05696 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第６４号事件（１名）
平11法務05697 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第６５号事件（１名）
平11法務05698 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第６６号事件（１名）
平11法務05699 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第６７号事件（１名）
平11法務05700 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第７２号事件（１名）
平11法務05701 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第７５号事件（２名）
平11法務05702 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第７６号事件（１名）
平11法務05703 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第７７号事件（１名）
平11法務05704 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第７８号事件（１名）
平11法務05705 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第７９号事件（１名）
平11法務05706 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第８０号事件（１名）
平11法務05707 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第８１号事件（１名）
平11法務05708 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第８２号事件（２名）
平11法務05709 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第８３号事件（１名）
平11法務05710 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第８４号事件（１名）
平11法務05711 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第８９号事件（１名）
平11法務05712 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第９３号事件（１名）
平11法務05713 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第９４号事件（１名）
平11法務05714 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第９５号事件（１名）
平11法務05715 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第９６号事件（１名）
平11法務05716 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第９７号事件（１名）
平11法務05717 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第９８－１号事件（１名）
平11法務05718 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第９８－２号事件（１名）
平11法務05719 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１００号事件（１名）
平11法務05720 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１０２号事件（１名）
平11法務05721 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１０３号事件（１名）
平11法務05722 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１０５号事件（１４名）
平11法務05723 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１０６号事件（１名）
平11法務05724 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１０７号事件（１名）
平11法務05725 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１０８号事件（１名）
平11法務05726 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１０９号事件（１名）
平11法務05727 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１１２号事件（２名）
平11法務05728 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１１３号事件（１名）
平11法務05729 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１１５号事件（１名）
平11法務05730 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２０号事件（１名）
平11法務05731 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２１号事件（１名）
平11法務05732 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２２号事件（１名）
平11法務05733 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２５号事件（１名）
平11法務05734 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２７号事件（１名）
平11法務05735 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２８－１号事件（２名）
平11法務05736 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２８－２号事件（２名）
平11法務05737 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１２９号事件（１名）
平11法務05738 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３０号事件（１名）
平11法務05739 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３１号事件（１名）
平11法務05740 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３２号事件（１名）
平11法務05741 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３３号事件（１名）
平11法務05742 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３４号事件（１名）
平11法務05743 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３５号事件（１名）
平11法務05744 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３６号事件（１名）
平11法務05745 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３７号事件（１名）
平11法務05746 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１３８号事件（１名）
平11法務05747 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１４０号事件（１名）
平11法務05748 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１４１号事件（１名）
平11法務05749 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１４２号事件（１名）
平11法務05750 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１４３号事件（１名）
平11法務05751 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・第１４４号、第１０５号事件（１名）
平11法務05752 ＢＣ級（中華民国裁判関係）台北裁判・第８号事件（３名）
平11法務05753 ＢＣ級（中華民国裁判関係）台北裁判・第９号事件（１名）
平11法務05754 ＢＣ級（中華民国裁判関係）台北裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05755 ＢＣ級（中華民国裁判関係）台北裁判・第１１号事件（１名）
平11法務05756 ＢＣ級（中華民国裁判関係）台北裁判・第１２号事件（１名）
平11法務05757 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第１号事件（１名）
平11法務05758 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第２号事件（１名）
平11法務05759 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第３号事件（１名）
平11法務05760 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第４号事件（１名）
平11法務05761 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第６号事件（１名）
平11法務05762 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第７号事件（１名）
平11法務05763 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第８号事件（１名）
平11法務05764 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第９号事件（１名）
平11法務05765 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第１０号事件（１名）
平11法務05766 ＢＣ級（中華民国裁判関係）太原裁判・第１１号事件（１名）

平11法務08022 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判

平11法務08023 ＢＣ級（中華民国裁判関係）上海裁判・台北裁判・太原裁判



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務02523 豊田裁判記録　（起訴状起訴却下動議，検事側証拠索引，弁護側証拠索引）
平11法務02524 豊田裁判速記録　（No１）　　検事側立証
平11法務02525 豊田裁判速記録　（No２）　　検事側立証
平11法務02526 豊田裁判速記録　（No３）　　検事側立証
平11法務02527 豊田裁判速記録　（No４）　　検事側立証
平11法務02528 豊田裁判速記録　（No５）　　検事側立証
平11法務02529 豊田裁判速記録　（No６）　　検事側立証
平11法務02530 豊田裁判速記録　（No７）　　検事側立証
平11法務02531 豊田裁判速記録　（No８）　　検事側立証
平11法務02532 豊田裁判速記録　（No９）　　検事側立証
平11法務02533 豊田裁判速記録　（No１０）　　検事側立証
平11法務02534 豊田裁判速記録　（No１１）　　弁護側立証
平11法務02535 豊田裁判速記録　（No１２）　　弁護側立証
平11法務02536 豊田裁判速記録　（No１３）　　弁護側立証
平11法務02537 豊田裁判速記録　（No１４）　　弁護側立証
平11法務02538 豊田裁判速記録　（No１５）　　弁護側立証
平11法務02539 豊田裁判速記録　（No１６）　　弁護側立証
平11法務02540 豊田裁判速記録　（No１７）　　弁護側立証
平11法務02541 豊田裁判速記録　（No１８）　　弁護側立証
平11法務02542 豊田裁判速記録　（No１９）　　弁護側立証
平11法務02543 豊田裁判速記録　（No２０）　　弁護側立証
平11法務02544 豊田裁判速記録　（No２１）　　弁護側立証
平11法務02545 豊田裁判速記録　（No２２）　　弁護側立証
平11法務02546 豊田裁判速記録　（No２３）　　弁護側立証
平11法務02547 豊田裁判速記録　（No２４）　　弁護側立証
平11法務02548 豊田裁判速記録　（No２５）　　検事側反駁立証，弁護側再反駁立証
平11法務02549 豊田裁判速記録　（No２６）　　検事側冒頭論告
平11法務02550 豊田裁判速記録　（No２７）　　弁護側最終弁論
平11法務02551 豊田裁判速記録　（No２８）　　弁護側最終弁論，検事側最終論告，裁判所の判決
平11法務02552 豊田裁判記録　（判決文）
平11法務02553 豊田裁判記録　（法廷に不提出の検察・弁護側書類）
平11法務02554 豊田裁判記録　（検事側要求による提出書類　その１）
平11法務02555 豊田裁判記録　（検事側要求による提出書類　その２）
平11法務02556 豊田裁判記録　（検事側書証第２号）
平11法務02557 豊田裁判記録　（弁護側要求による調整書類）
平11法務02558 豊田裁判記録　（弁護側証拠書類）
平11法務02559 豊田裁判記録　（弁護側最終弁論）
平11法務02560 豊田裁判記録　（豊田被告口供書）
平11法務02561 田村浩裁判記録　（起訴状等英文　№１）
平11法務02562 田村浩裁判記録　（速記録英文　№２）
平11法務02563 田村浩裁判記録　（速記録英文　№３）
平11法務02564 田村浩裁判記録　（速記録英文　№４）

平11法務06878
各裁判関係資料（未整理分）　　丸の内№２　－　〔丸の内裁判田村浩，米・横浜裁判ほか，そ
の他多数〕

平11法務05767 戦犯者原簿　その１　（Ａ級・米国関係）
平11法務05768 戦犯者原簿　その２　（濠洲関係）
平11法務05769 戦犯者原簿　その３　（和蘭関係）
平11法務05770 戦犯者原簿　その４　（英，華，比，仏関係）
平11法務05771 戦犯者原簿索引　（五十音）
平11法務05772 戦犯容疑者及び外地被抑留者名簿　　　昭和２１年８月調製
平11法務05773 戦犯容疑者及び外地被抑留者名簿　　　昭和２２年２月改編
平11法務05774 旧海軍戦犯関係者名簿　　　昭和２３年３月
平11法務05775 旧海軍戦犯関係者名簿　　　昭和２４年９月調製

平11法務05776 陸軍法務関係者名簿　（横復管下府県）

平11法務05777 陸軍法務関係者名簿　（呉復管下府県）
平11法務05778 陸軍法務関係者名簿　（佐復管下府県）
平11法務05779 陸軍法務関係者名簿　（舞復管下府県）
平11法務05780 陸軍米国裁判戦犯者名簿　　　昭和２７年５月２０日現在
平11法務05781 陸軍濠洲裁判戦犯者名簿　　　昭和２７年５月２０日現在
平11法務05782 陸軍英国裁判戦犯者名簿　　　昭和２７年５月２０日現在

平11法務05783 陸軍和蘭裁判戦犯者名簿　　　昭和２７年５月２０日現在

平11法務05784 陸軍中国裁判戦犯者名簿　　　昭和２７年５月２０日現在
平11法務05785 陸軍仏国　フィリピン裁判戦犯者名簿　　　昭和２７年５月２０日現在
平11法務05786 戦犯関係者特殊名簿　その１
平11法務05787 戦犯関係者特殊名簿　その２
平11法務05788 海軍関係戦争受刑者遺（留守）家族状況調査表　　（横復管下）
平11法務05789 海軍関係戦争受刑者遺（留守）家族状況調査表　　（呉復管下）
平11法務05790 海軍関係戦争受刑者遺（留守）家族状況調査表　　（佐復管下）
平11法務05791 海軍関係戦争受刑者遺（留守）家族状況調査表　　（舞復管下）
平11法務05792 海軍関係刑死者遺家族状況調査表綴
平11法務05793 戦争裁判関係死没者遺家族調査表　　（横復管下府県）

平11法務08025 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判速記録（ＮＯ．４～６）検事側立証

平11法務08026 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判速記録（ＮＯ．７～９）検事側立証

平11法務08027 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判速記録

平11法務08024 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判記録・豊田裁判速記録

平11法務08031 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判速記録

平11法務08032 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判記録

平11法務08033 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判記録

平11法務08028 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判速記録（ＮＯ．１４～１７）弁護側立証

平11法務08029 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判速記録（ＮＯ．１８～２０）弁護側立証

平11法務08030 ＧＨＱ（丸の内）裁判・豊田裁判速記録（ＮＯ．２１～２４）弁護側立証

平11法務08037

戦犯者原簿その１（Ａ級、米国関係）、その２（濠洲関係）、その３（和蘭
関係）、その４（英、華、比、仏関係）・戦犯者原簿索引（五十音）・戦犯
容疑者及び外地被抑留者名簿　昭和２１年８月調製、昭和２２年２月改
編・旧海軍戦犯関係者名簿　昭和２３年３月、昭和２４年９月調製・平成
９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５５１

平11法務08038

陸軍法務関係者名簿（横復管下府県、呉復管下府県、佐復管下府県、
舞復管下府県）・陸軍米国裁判戦犯者名簿　昭和２７年５月２０日現在・
陸軍濠洲裁判戦犯者名簿　昭和２７年５月２０日現在・陸軍英国裁判戦
犯者名簿　昭和２７年５月２０日現在・平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．
ＭＦ５５２

平11法務08039

陸軍和蘭裁判戦犯者名簿　昭和２７年５月２０日現在・陸軍中国裁判戦
犯者名簿　昭和２７年５月２０日現在・陸軍仏国フィリピン裁判戦犯者名
簿　昭和２７年５月２０日現在・戦犯関係者特殊名簿その１、２・海軍関
係戦争受刑者遺（留守）家族状況調査表（横復管下、呉復管下）・平成
９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５５３

平11法務08034 ＧＨＱ（丸の内）裁判

平11法務08035
ＧＨＱ（丸の内）裁判・田村浩裁判記録（起訴状等英文ＮＯ．１、速記録
英文ＮＯ．２）

平11法務08036 ＧＨＱ（丸の内）裁判・田村浩裁判記録・各裁判関係資料（未整理分）

平11法務08040
海軍関係戦争受刑者遺（留守）家族状況調査表（佐復管下、舞復管
下）・海軍関係刑死者遺家族状況調査表綴・戦争裁判関係死没者遺家
族調査表（横復管下府県）・平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５５４



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05794 戦争裁判関係死没者遺家族調査表　　（呉復管下府県）
平11法務05795 戦争裁判関係死没者遺家族調査表　　（佐復管下府県）
平11法務05796 戦争裁判関係死没者遺家族調査表　　（舞復管下府県）
平11法務05797 在外部隊状況速報綴　その１　　　自第１号　至第２０号
平11法務05798 在外部隊状況速報綴　その２　　　自第２１号　至第８６号
平11法務05799 在外部隊状況速報綴　その３　　　自第８８号　至第１３７号
平11法務05801 戦争裁判刑死者事件内容調査表　（二部）
平11法務05810 連合軍通知　その１　（逮捕令）
平11法務05811 連合軍通知　その2の１　　（２３．８迄判決死亡通知）
平11法務05812 連合軍通知　その２の２　　（２３．９以降判決死亡通知）
平11法務05813 連合軍通知　その３　（移送，内遷，釈放，逮捕令削除）
平11法務05814 戦犯関係者身上処理関係　その１　（戦犯抑留号）
平11法務05815 戦犯関係者身上処理関係　その２　（戦犯刑号）
平11法務05816 戦犯関係者身上処理関係　その３　（戦犯釈放号）
平11法務05817 戦犯関係者身上処理関係　その４　（援発号）
平11法務05818 戦犯容疑者関係資料綴
平11法務05819 裁判要務処理機構人員，事務分担関係
平11法務05820 裁判状況に関する連絡説明　（各地復，世話課等に対するもの）
平11法務05821 裁判状況に関する報告連絡　（局部長，大将会，世話人会に対するもの）
平11法務05822 法務関係発来斡綴　その１
平11法務05823 法務関係発来斡綴　その２
平11法務05824 法務関係発来斡綴　その３
平11法務05825 法務関係発来斡綴　その４
平11法務05826 一復作成裁判状況及び一復法調発斡書類関係
平11法務05827 法務関係業務に関する資料　（予算，機構改正等の説明資料）
平11法務05828 外地派遣辯護要員関係
平11法務05829 弁護人に対する謝礼金贈与金支出関係
平11法務05830 弁護経費の募金及び戦争裁判世話人会関係
平11法務05831 調査要求及び回答　その１
平11法務05832 調査要求及び回答　その２
平11法務05833 調査要求及び回答　その３
平11法務05834 調査要求及び回答　その４
平11法務05835 講和条約関係
平11法務05836 法務関係業務処理要綱
平11法務05837 戦争裁判記録の編纂及び同資料の蒐集調査関係
平11法務05838 戦争裁判の記録内容目次
平11法務05839 戦争裁判の記録　　第１章　総説，第２章　戦犯関係機構，編制およびその変遷
平11法務05840 戦争裁判の記録　　第３章第１節　極東国際軍事裁判　　　その１
平11法務05841 戦争裁判の記録　　第３章第１節　極東国際軍事裁判　　　その２
平11法務05842 戦争裁判の記録　　第３章第１節　極東国際軍事裁判　　　その３
平11法務05843 戦争裁判の記録　　第３章第１節　極東国際軍事裁判　　　その４
平11法務05844 戦争裁判の記録　　第３章第１節　極東国際軍事裁判　　　その５
平11法務05845 戦争裁判の記録　　第３章第１節　極東国際軍事裁判　　　その６
平11法務05846 戦争裁判の記録　　第３章第１節　極東国際軍事裁判　　　その７
平11法務05847 戦争裁判の記録　　第３章第２節第２項　豊田裁判
平11法務05848 戦争裁判の記録　　第３章第４節（米）第１項　クエゼリン裁判　第２項　グアム裁判
平11法務05849 戦争裁判の記録　　第５章　戦犯関係諸対策

平11法務05850
戦争裁判の記録　　第８章参考事項　第２節　世話人会，第３節　戦争裁判関係世論に関する
報導

平11法務05851 「続引揚揚援の記録」資料
平11法務05852 各種統計表，一覧表
平11法務05853 １９４９年ジュネーブ万国赤十字会議参考資料
平11法務05854 執筆日誌　（自２３．１１．１９　至２６．３．１４）
平11法務05855 戦争裁判雑参考資料
平11法務05856 外地服役者救恤関係
平11法務05857 外地服役者処遇服役状況
平11法務05858 戦犯者の助命，減刑，内地服役関係
平11法務05859 外地服役者宛通信要領及び外地服役者からの通信抜粋
平11法務05860 戦犯容疑者，証人，外地帰還者等の取扱い
平11法務05861 戦犯裁判の実相関係
平11法務05862 連合国側の不当行為　その１
平11法務05863 連合国側の不当行為　その２
平11法務05864 連合国側の不当行為　その３
平11法務05865 連合国側の不当行為　その４
平11法務05870 日本人俘虜関係
平11法務05871 巣鴨（大森を含む）拘置所規則関係
平11法務05872 戦犯者の釈放問題に対する動き　その１
平11法務05873 戦犯者の釈放問題に対する動き　その２
平11法務05874 戦犯者の釈放問題に対する動き　その３
平11法務05875 宣誓仮出所関係及び平和条約発効後の各国の釈放通知
平11法務05876 第三国人（鮮，台，沖）関係
平11法務05877 特定財産管理関係
平11法務05878 戦犯者と恩給法，援護法の問題

平11法務08043

連合軍通知その３（移送、内遷、釈放、逮捕令削除）・戦犯関係者身上
処理関係その１（戦犯抑留号）、その２（戦犯刑号）、その３（戦犯釈放
号）、その４（援発号）・戦犯容疑者関係資料綴・平成９年度・１６ｍｍフィ
ルムＮＯ．ＭＦ５５７

平11法務08044

裁判要務処理機構人員、事務分担関係・裁判状況に関する連絡説明
（各地復、世話課等に対するもの）・裁判状況に関する報告連絡（局部
長、大将会、世話人会に対するもの）・法務関係発来斡綴その１、２・平
成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５５８

平11法務08045
法務関係発来斡綴その３、４・一復作成裁判状況及び一復法調発斡書
類関係・法務関係業務に関する資料（予算、機構改正等の説明資料）・
平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５５９

平11法務08041
戦争裁判関係死没者遺家族調査表（呉復管下府県、佐復管下府県、
舞復管下府県）・在外部隊状況速報綴その１自第１号至第２０号、その
２自第２１号至第８６号・平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５５５

平11法務08042

在外部隊状況速報綴その３自第８８号至第１３７号・戦争裁判刑死者事
件内容調査表（二部）・連合軍通知その１（逮捕令）、その２の１（２３．８
迄判決、死亡通知）、その２の２（２３．９以降判決、死亡通知）・平成９年
度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５５６

平11法務08049

戦争裁判の記録第８章参考事項、第２節世話人会、第３節戦争裁判関
係世論に関する報道・「続引揚揚援の記録」資料・各種統計表、一覧
表・１９４９年ジュネーブ万国赤十字会議参考資料執筆日誌（自２３．１
１．１９至２６．３．１４）・戦争裁判雑参考資料・外地服役者救恤関係・外
地服役者処遇服役状況・平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５６３

平11法務08050

戦犯者の助命、減刑、内地服役関係・外地服役者宛通信要領及び外
地服役者からの通信抜粋・戦犯容疑者、証人、外地帰還者等の取扱
い・戦犯裁判の実相関係・連合国側の不当行為その１・平成９年度・１６
ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５６４

平11法務08051
連合国側の不当行為その２～４・日本人俘虜関係・巣鴨（大森を含む）
拘置所規則関係・戦犯者の釈放問題に対する動きその１・平成９年度・
１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５６５

平11法務08046
外地派遣弁護要員関係・弁護人に対する謝礼金贈与金支出関係・弁
護経費の募金及び戦争裁判世話人会関係・調査要求及び回答その１、
２・平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５６０

平11法務08047

調査要求及び回答その３、４・講和条約関係・法務関係業務処理要綱・
戦争裁判記録の編纂及び同資料の蒐集、調査関係・戦争裁判の記録
内容目次・戦争裁判の記録第１章総説、第２章戦犯関係、機構、編制
およびその変遷・平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５６１

平11法務08048

戦争裁判の記録第３章第１節極東国際軍事裁判その１～７、第３章第２
節第２項豊田裁判、第３章第４節（米）第１項クエゼリン裁判、第２項グ
アム裁判、第５章戦犯関係諸対策・平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．
ＭＦ５６２

平11法務08052

戦犯者の釈放問題に対する動きその２、３・宣誓仮出所関係及び平和
条約発効後の各国の釈放通知・第三国人（鮮、台、沖）関係・特定財産
管理関係・戦犯者と恩給法、援護法の問題・平成９年度・１６ｍｍフィル
ムＮＯ．ＭＦ５６６



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05879
１　公職追放関係，　　２　未復員者給与法，特別未帰還者給与法，未帰還者留守家族等援護
法関係

平11法務05880 巣鴨学園及び同諮問委員会関係
平11法務05881 遺族会，留守家族会及び遺族，留守家族の援護関係
平11法務05882 戦争受刑者世話会関係
平11法務05883 裁判関係日誌
平11法務05884 白蓮社関係
平11法務05885 「週報」「速報」「すがも」「会報」
平11法務05886 週刊「すがも新聞」　　その１　　　　　１～６９号
平11法務05887 週刊「すがも新聞」　　その２　　　　　７０～１９３号
平11法務05888 愛の光　　　　自２４．７．１　第１号　　至２８．１０．１　第５２号
平11法務05890 公判日誌　　　　Ａ級裁判参考資料
平11法務05891 公判日誌　　　　極東国際軍事裁判
平11法務05892 書証一覧表　その１　　　（検事側立証）
平11法務05893 書証一覧表　その１　　　（検事側立証）
平11法務05894 書証一覧表　その２　　　（弁護側立証，検事側反駁立証，弁護側再反駁立証）
平11法務05895 書証一覧表　その２　　　（弁護側立証，検事側反駁立証，弁護側再反駁立証）
平11法務05896 極東国際軍事裁判写真帳
平11法務05897 終戦処理関係および裁判実施に関する基本文書
平11法務05898 重要国策決定関係
平11法務05899 裁判基礎事項研究資料
平11法務05900 特別座談会記録
平11法務05901 裁判要務関係
平11法務05902 連合国側訊問応答関係　その１
平11法務05903 連合国側訊問応答関係　その２
平11法務05904 起訴状およびキーナン検事冒頭陳述に関する研究
平11法務05905 弁護側清瀬弁護人冒頭陳述関係
平11法務05906 弁護側各部門冒頭陳述関係
平11法務05907 弁護資料調整に関する他省（主として一復）との打合せ
平11法務05908 弁護側証人準備関係
平11法務05909 弁護人との連絡打合せ　その１　　　自昭和２１年４月　至同１０月
平11法務05910 弁護人との連絡打合せ　その２　　　自昭和２１年１１月　至昭和２２年４月

平11法務05911
弁護人との連絡打合せ　その３　　　自昭和２２年５月　至昭和２２年１０月　，弁護団内におけ
る立証に関する研究打合せ

平11法務05912 戦争裁判連絡委員会，同幹事会（金曜会，木曜会）関係
平11法務05913 海軍の制度，組織，人事，軍部大臣現役武官制，海軍の教育，宣伝関係
平11法務05914 満洲事変，第一次上海事変関係
平11法務05915 支那事変関係　その１　　　第２次上海事変，支那事変中の大陸爆撃関係
平11法務05916 支那事変関係　その２　　　パナイ号事件，中国沿岸封鎖，海南島作戦，阿片問題関係
平11法務05917 日・独伊関係
平11法務05918 日仏印，日タイ，日蘭印関係
平11法務05919 日・ソ関係
平11法務05920 軍備関係　その１
平11法務05921 軍備関係　その２
平11法務05922 軍縮会議関係　その１　　　（ワシントン会議より１９３２年国際連盟軍備制限会議まで）
平11法務05923 軍縮会議関係　その２　　　（１．ロンドン会議予備交渉　２．ロンドン会議）
平11法務05924 南洋防備関係　その１
平11法務05925 南洋防備関係　その２
平11法務05926 連合国の対日圧迫関係
平11法務05927 大東亜戦争の計画準備開始ならびに遂行関係
平11法務05928 日米交渉と海軍の態度
平11法務05929 真珠湾攻撃と日米交渉打切り通告との関係
平11法務05930 真珠湾公式報告書（米国）
平11法務05931 真珠湾攻撃関係米国側資料
平11法務05932 真珠湾攻撃関係日本側資料
平11法務05933 リチャードソン大将報告関係
平11法務05934 国際法規違反関係　その１
平11法務05935 国際法規違反関係　その2
平11法務05936 嶋田被告関係　その１
平11法務05937 嶋田被告関係　その２
平11法務05938 嶋田被告関係　その３
平11法務05939 岡被告関係
平11法務05940 永野被告関係
平11法務05941 戦争責任問題
平11法務05942 手記日記集

平11法務05943
１　再審訴願関係，　　２　Ａ級裁判に関する論文，　　３　Ａ級裁判に関する雑誌等の記事，
４　Ａ級裁判に関する所見

平11法務05944 Ａ級裁判雑参考資料

平11法務08055

愛の光　自２４．７．１第１号至２８．１０．１第５２号・公判日誌　Ａ級裁判
参考資料、極東国際軍事裁判・書証一覧表その１（検事側立証）、その
２（弁護側立証、検事側反駁立証、弁護側再反駁立証）・極東国際軍事
裁判写真帳・終戦処理関係および裁判実施に関する基本文書・重要国
策決定関係・裁判基礎事項研究資料・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮ
Ｏ．ＭＦ５６９

平11法務08056
特別座談会記録・裁判要務関係・連合国側訊問応答関係その１、２・起
訴状およびキーナン検事冒頭陳述に関する研究・平成１０年度・１６ｍ
ｍフィルムＮＯ．ＭＦ５７０

平11法務08057

弁護側清瀬弁護人冒頭陳述関係・弁護側各部門冒頭陳述関係・弁護
資料調整に関する他省（主として一復）との打合せ・弁護側証人準備関
係・弁護人との連絡打合せその１自昭和２１年４月至同１０月・平成１０
年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５７１

平11法務08053

１．公職追放関係・２．未復員者給与法、特別未帰還者給与法、未帰還
者留守家族等援護法関係・巣鴨学園及び同諮問委員会関係・遺族会、
留守家族会及び遺族、留守家族の援護関係・戦争受刑者世話会関係・
裁判関係日誌、白蓮者関係・平成９年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５６
７

平11法務08054
「週報」「速報」「すがも」「会報」・週刊「すがも新聞」その１　１～６９号、
その２　７０～１９３号

平11法務08061

真珠湾攻撃と日米交渉打切り通告との関係・真珠湾公式報告書（米
国）・真珠湾攻撃関係米国側資料・真珠湾攻撃関係日本側資料・リ
～ャードソン大将報告関係・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５７
５

平11法務08062 国際法規違反関係その１、２・嶋田被告関係その１～３・岡被告関係

平11法務08063

永野被告関係・戦争責任問題・手記日記集１．再審訴願関係、２．Ａ級
裁判に関する論文、３．Ａ級裁判に関する雑誌等の記事、４．Ａ級裁判
に関する所見・Ａ級裁判雑参考資料・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮ
Ｏ．ＭＦ５７７

平11法務08058

弁護人との連絡打合せその２自昭和２１年１１月至昭和２２年４月、そ
の３自昭和２２年５月至同年１０月・弁護団内における立証に関する研
究打合せ・戦争裁判連絡委員会、同幹事会（金曜会、木曜会）関係・海
軍の制度、組織、人事、軍部大臣現役武官制、海軍の教育、宣伝関
係・満洲事変、第一次上海事変関係・支那事変関係その１・第二次上
海事変、支那事変中の大陸爆撃関係・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮ
Ｏ．ＭＦ５７２

平11法務08059

支那事変関係その２パナイ号事件、中国沿岸封鎖、海南島作戦、阿片
問題関係・日独伊関係・日仏印、日タイ、日蘭印関係・日ソ関係・軍備関
係その１、２・軍縮会議関係その１（ワシントン会議より１９３２年国際連
盟軍備制限会議まで）・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５７３

平11法務08060

軍縮会議関係その２（１．ロンドン会議予備交渉、２．ロンドン会議）・南
洋防備関係その１、２・連合国の対日圧迫関係・大東亜戦争の計画準
備開始ならびに遂行関係・日米交渉と海軍の態度・平成１０年度・１６ｍ
ｍフィルムＮＯ．ＭＦ５７４



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務05945
機密連合艦隊命令作第１号
Ａ級裁判検事側書証

平11法務05946 １　検事側提出書証，　　２　鈴木貞一最終弁論
平11法務05947 １　共同謀議に関する最終弁論，　　２　日本陸軍軍備に関する最終弁論
平11法務05948 木戸幸一宣誓供述書
平11法務05949 １．共同謀議に関する最終弁論，　２．平沼騏一郎最終弁論，　３．重光葵最終弁論
平11法務05950 板垣征四郎最終弁論
平11法務05951 陸軍関係　（内外法政研究会作成資料）
平11法務05952 外交関係　（内外法政研究会作成資料）
平11法務05953 内政関係　（内外法政研究会作成資料）
平11法務05954 満洲，支那関係　（内外法政研究会作成資料）
平11法務05955 張鼓峰，ノモンハン事件関係　（内外法政研究会作成資料）
平11法務05956 木戸日記抜粋（三部）
平11法務05957 来栖大使報告（二部）
平11法務05958 駐米任務報告　　　　（その１）
平11法務05959 駐米任務報告　　　　（その２）
平11法務05960 駐米任務報告　　　　（その３）
平11法務05961 駐米任務報告　　　　（その4）
平11法務05962 近衛公手記（十部）
平11法務05963 近衛公手記　最後の御前会議（五部）
平11法務05964 Ａ級裁判速記録摘要　その１　　　（検事側立証終了まで）
平11法務05965 Ａ級裁判速記録摘要　その２　　　（弁護側一般立証，三国同盟まで）
平11法務05966 Ａ級裁判速記録摘要　その３　　　（弁護側一般立証，太平洋戦争より）
平11法務05967 Ａ級裁判速記録摘要　その４　　　（弁護側個人立証，岡被告まで）

平11法務05968
Ａ級裁判速記録摘要　その５　　　（弁護側個人立証，大島被告より，検事側反駁立証，弁護側
再反駁立証）

平11法務05969 Ａ級裁判速記録摘要　その６　　　（検事側最終論告，弁護側最終弁論，検事側回答）
平11法務05970 Ａ級裁判速記録摘要　その７　　　（判決）
平11法務05971 大海令（要旨）　大海指（要旨）綴
平11法務05972 自　満洲事変　　至　大東亜戦争　史実年表
平11法務05973 第二次世界大戦略歴　（乙）
平11法務05974 ニュルンベルグ裁判判決文　その１
平11法務05975 ニュルンベルグ裁判判決文　その２
平11法務05976 ニュルンベルグ裁判関係　その１
平11法務05977 ニュルンベルグ裁判関係　その２　　　（時事通信，同盟通信，日本通信等）
平11法務05978 ニュルンベルグ裁判関係　その３　　　（ニューヨークタイムズ記事）
平11法務05979 ニュルンベルグ裁判関係　その４　　　（外電通信情報）
平11法務05980 今次大戦原因の究明
平11法務05981 連合軍司令部述　　太平洋戦争史　　　　自昭和２０．１２．８
平11法務05982 国際連合憲章及び国際司法裁判所規程
平11法務05983 米，英，蘭，仏とドイツ連邦共和国との間に締結されたボン条約　　　（１９５２．５．２６）
平11法務05984 合衆国艦隊長官キング大将の今次大戦に関する公式報告
平11法務05985 終戦処理関係文書
平11法務05987 海軍諸先輩聴取事項（附手記）
平11法務05988 豊田裁判資料　　１　新聞記事，　２　豊田副武手記「無罪になるまで」
平11法務05989 旧海軍関係戦犯被処刑者遺言集　（米国関係）
平11法務05990 横浜出張所終末報告　　　昭和２４年３月２４日
平11法務05991 米横浜裁判　　１　裁判現状報告，　２　裁判終了事件一覧表，　３　裁判進捗状況
平11法務05992 米横浜裁判　　公判記録綴
平11法務05993 米横浜裁判　　参考資料
平11法務05994 米横浜裁判　　ケンダリー，喜界島，海南島十五警，海南島十六警事件裁判関係記録
平11法務05995 米横浜裁判　　カイリル島米俘虜殺害事件裁判関係記録

平11法務05996 旧海軍関係戦犯被処刑者遺言集　（濠洲関係）

平11法務05997 旧海軍関係戦犯被処刑者遺言集　（和蘭関係）
平11法務05998 和蘭　バリックパパン戦犯裁判　弁護人報告及通信等綴ほか
平11法務05999 バタビヤ裁判資料（供述者）ほか
平11法務06000 和蘭　ポンチャナック戦犯裁判　弁護人報告及通信等綴
平11法務06001 和蘭　バンゼルマシン戦犯裁判　弁護人報告及通信等綴
平11法務06002 和蘭　マカッサル戦犯裁判　弁護人報告及通信等綴
平11法務06003 和蘭戦争裁判　参考資料

平11法務06004 旧海軍関係戦犯被処刑者遺言集　（英国関係）

平11法務06017 戦犯容疑者名簿　　　　昭和２１年７月～８月
平11法務06008 昭和３１年２月調製　本籍別戦争裁判受刑者名簿　（一）
平11法務06009 昭和３１年２月調製　本籍別戦争裁判受刑者名簿　（一）

平11法務06010 昭和３１年２月調製　本籍別戦争裁判受刑者名簿　（二）

平11法務06011 昭和３１年２月調製　本籍別戦争裁判受刑者名簿　（二）
平11法務06012 昭和３１年２月調製　本籍別戦争裁判受刑者名簿　（三）
平11法務06013 昭和３１年２月調製　本籍別戦争裁判受刑者名簿　（三）

平11法務08067

第二次世界大戦略歴（乙）・ニュルンベルグ裁判判決文その１、２・ニュ
ルンベルグ裁判関係その１、その２（時事通信、同盟通信、日本通信
等）、その３（ニューヨークタイムズ記事）、その４（外電通信情報）・平成
１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５８１

平11法務08068

今次大戦原因の究明・連合軍司令部述太平洋戦争史自昭和２０．１２．
８・国際連合憲章及び国際司法裁判所規程・米、英、蘭、仏とドイツ連
邦共和国との間に締結されたボン条約（１９５２．５．２６）・合衆国艦隊
長官キング大将の今次大戦に関する公式報告・終戦処理関係文書・海
軍諸先輩聴取事項（附手記）・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５
８２

平11法務08069

豊田裁判資料１．新聞記事、２．豊田副武手記「無罪になるまで」・旧海
軍関係戦犯被処刑者遺言集（米国関係）・横浜出張所終末報告　昭和
２４年３月２４日・米横浜裁判１．裁判現状報告、２．裁判終了事件一覧
表、３．裁判進捗状況・米横浜裁判公判記録綴、参考資料、ケンダ
リー、喜界島、海南島十五警、海南島十六警事件裁判関係記録、カイ
リル島米俘虜殺害事件裁判関係記録・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮ
Ｏ．ＭＦ５８３

平11法務08064

機密連合艦隊命令作第１号・Ａ級裁判検事側書証１．検事側提出書
証、２．鈴木貞一最終弁論、１．共同謀議に関する最終弁論、２．日本
陸軍軍備に関する最終弁論・木戸幸一宣誓供述書１．共同謀議に関す
る最終弁論、２．平沼騏一郎最終弁論、３．重光葵最終弁論、板垣征四
郎最終弁論・陸軍、外交関係（内外法政研究会作成資料）・平成１０年
度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５７８

平11法務08065
内政関係、満洲、支那事変、張鼓峰、ノモンハン事件関係（内外法政研
究会作成資料）・木戸日記抜粋（三部）・来栖大使報告（二部）・駐米任
務報告（その１～３）・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５７９

平11法務08066

駐米任務報告（その４）・近衛公手記（十部）・近衛公手記最後の御前会
議（五部）・Ａ級裁判速記録摘要その１（検事側立証終了まで）、その２
（弁護側一般立証　三国同盟まで）、その３（弁護側一般立証　太平洋
戦争より）、その４（弁護側個人立証　岡被告まで）、その５（弁護側個人
立証　大島被告より、検事側反駁立証、弁護側再反駁立証）、その６
（検事側最終論告、弁護側最終弁論、検事側回答）、その７（判決）・大
海令（要旨）・大海指（要旨）綴・自満洲事変至大東亜戦争史実年表・平
成１０年度１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５８０

平11法務08070

旧海軍関係戦犯被処刑者遺言集（濠洲、和蘭関係）・和蘭バリックパン
パン戦犯裁判弁護人報告及通信等綴ほか・バタビヤ裁判資料（供述
者）ほか・和蘭ポンチャナック戦犯裁判弁護人報告及通信等綴・和蘭バ
ンゼルマシン戦犯裁判弁護人報告及通信等綴・和蘭マカッサル戦犯裁
判弁護人報告及び通信等綴・和蘭戦争裁判参考資料・平成１０年度・１
６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５８４

平11法務08071
旧海軍関係戦犯被処刑者遺言集（英国関係）・戦犯容疑者名簿昭和２
１年７月～８月・昭和３１年２月調製本籍別戦争裁判受刑者名簿（一）・
平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５８５

平11法務08072 昭和３１年２月調製本籍別戦争裁判受刑者名簿（二、三）



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務06014 昭和３１年２月調製　本籍別戦争裁判受刑者名簿　（四）
平11法務06015 昭和３１年２月調製　本籍別戦争裁判受刑者名簿　（四）
平11法務06016 昭和３０年１２月調製　韓国台湾出身戦争裁判受刑者名簿
平11法務06018 戦犯関係者いろは名簿　（一）
平11法務06019 戦犯関係者いろは名簿　（二）
平11法務06020 戦犯関係者いろは名簿　（三）
平11法務06021 事件関係調査資料綴　その１
平11法務06022 事件関係調査資料綴　その２
平11法務06023 外地派遣弁護人担当事件報告綴
平11法務06024 戦争裁判の実相参考資料綴
平11法務06025 戦争裁判に関する情報綴　１
平11法務06026 戦争裁判に関する情報綴　２
平11法務06027 平和条約第十一条関係資料綴

平11法務06028
（引揚の記録）　戦争裁判と諸対策並びに海外における戦犯受刑者の引揚（案）　　　昭和２９
年９月

平11法務06029 戦犯関係法務省配布書類　　戦犯について　　　（保護局特別調査課長）
平11法務06030 戦犯容疑者逮捕指令綴　（二）　　昭和２１年１２月２８日起　　　　（法務調査部）
平11法務06031 俘虜関係調査部・法務調査部　状況報告綴
平11法務06032 合衆国陸軍軍法会議提要
平11法務06033 命令服従軍紀等に関する資料綴
平11法務06034 （俘虜関係）　３　俘虜ニ関スル諸法規類集補足綴
平11法務06035 （俘虜関係）　６　米英ノ抗議事件関係資料綴（主トシテ俘虜及抑留者関係）
平11法務06036 （俘虜関係）　６　米英ノ抗議事件関係資料綴（主トシテ俘虜及抑留者関係）
平11法務06037 （俘虜関係）　８　俘虜関係責任処罰に関する綴
平11法務06038 （俘虜関係）　１０　俘虜取扱に関する国際法学者の研究綴
平11法務06039 （俘虜関係）　１３　船舶関係資料綴
平11法務06040 極東国際軍事裁判関係調書要求指令綴　　　　昭和２２年３月以降
平11法務06041 国際検事団の訊問とこれに対する供述資料綴
平11法務06042 極東国際軍事裁判に関する証明依頼綴
平11法務06043 極東国際軍事裁判資料調製に関する綴
平11法務06044 極東国際軍事裁判資料調製に関する綴
平11法務06045 東京裁判弁護資料綴　（原稿）　その１
平11法務06046 東京裁判弁護資料綴　（原稿）　その２
平11法務06047 東京裁判弁護資料綴　（原稿）　その３
平11法務06048 参考文書綴　（条約協定宣言政府声明等）
平11法務06049 東京裁判関係資料綴　（一般　その１）
平11法務06050 東京裁判関係資料綴　（一般　その２）
平11法務06051 東京裁判関係資料綴　（条約関係）
平11法務06052 東京裁判関係資料綴　（国内問題）
平11法務06053 東京裁判関係資料綴　（満洲事変　その１）
平11法務06054 東京裁判関係資料綴　（満洲事変　その２）
平11法務06055 東京裁判関係資料綴　（支那事変　その１）
平11法務06056 東京裁判関係資料綴　（支那事変　その２）
平11法務06057 東京裁判関係資料綴　（太平洋戦争　その１）
平11法務06058 東京裁判関係資料綴　（太平洋戦争　その２）
平11法務06059 東京裁判関係資料綴　（日独伊関係）
平11法務06060 東京裁判関係資料綴　（残虐行為）
平11法務06061 丸の内裁判（田村浩）資料　　田村裁判概要
平11法務06062 田村ケース戦争裁判　　弁護資料の参考

平11法務06063 横浜裁判日報綴　その１　　　自昭和２３年１月１日　至昭和２４年５月３１日

平11法務06064 横浜裁判日報綴　その２　　　自昭和２１年３月７日　至昭和２２年６月２８日

平11法務06065 大阪俘虜収容所長弁護資料
平11法務06066 内地俘虜収容所長弁護資料　（函館）
平11法務06067 名古屋俘虜収容所長弁護資料
平11法務06068 広島俘虜収容所長弁護資料
平11法務06069 福岡俘虜収容所長弁護資料
平11法務06070 俘虜使用会社回答資料　（函館）
平11法務06071 俘虜使用会社回答資料　（名古屋）
平11法務06072 俘虜使用会社回答資料　（広島）
平11法務06073 敵機搭乗員取扱に関する調査書類綴　（一）
平11法務06074 敵機搭乗員取扱に関する調査書類綴　（二）
平11法務06075 敵機搭乗員取扱に関する調査書類綴　（三）
平11法務06076 敵機搭乗員取扱に関する調査書類綴　（四）
平11法務06077 米横浜裁判　公判記録概要綴　１　　　　横１－５０
平11法務06078 米横浜裁判　公判記録概要綴　２　　　　横５１－１００
平11法務06079 米横浜裁判　公判記録概要綴　３　　　　横１０１－１５０
平11法務06080 米横浜裁判　公判記録概要綴　４　　　　横１５１－１９９
平11法務06081 米横浜裁判　公判記録概要綴　５　　　　横２００－２５０
平11法務06082 米横浜裁判　公判記録概要綴　６　　　　横２５１－３０５
平11法務06083 米裁判　公判記録概要綴　１　　　　　　米１－５０
平11法務06084 米裁判　公判記録概要綴　２　　　　　　米５１－１００
平11法務06085 九大事件裁判資料
平11法務06086 九大事件裁判資料

平11法務08073

昭和３１年２月調製本籍別戦争裁判受刑者名簿（四）・昭和３０年１２月
調製韓国台湾出身戦争裁判受刑者名簿・戦犯関係者いろは名簿（一
～三）・事件関係調査資料綴その１・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮ
Ｏ．ＭＦ５８７

平11法務08074
事件関係調査資料綴その２・外地派遣弁護人担当事件報告綴・戦争裁
判の実相参考資料綴

平11法務08075

戦争裁判に関する情報綴１、２・平和条約第１１条関係資料綴・（引揚の
記録）戦争裁判と諸対策並びに海外における戦犯受刑者の引揚（案）
昭和２９年９月・戦犯関係法務省配布書類　戦犯について（保護局特別
調査課長）・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５８９

平11法務08079
東京裁判弁護資料綴（原稿）その３・参考文書綴（条約協定宣言政府声
明等）・東京裁判関係資料綴（一般その１）・平成１０年度・１６ｍｍフィル
ムＮＯ．ＭＦ５９３

平11法務08080
東京裁判関係資料綴（一般その２、条約関係、国内問題、満洲事変そ
の１）

平11法務08081 東京裁判関係資料綴（満洲事変その２、支那事変その１、２）

平11法務08076

戦犯容疑者逮捕指令綴（二）昭和２１年１２月２８日起（法務調査部）・俘
虜関係調査部、法務調査部状況報告綴・合衆国陸軍軍法会議提要・命
令服従軍紀等に関する資料綴・（俘虜関係）３．俘虜ニ関スル諸法規類
集補足綴、６．米英ノ抗議事件関係資料綴（主トシテ俘虜及抑留者関
係）・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５９０

平11法務08077

（俘虜関係）６．米英ノ抗議事件関係資料綴（主トシテ俘虜及抑留者関
係）、８．俘虜関係責任処罰に関する綴、１０．俘虜取扱に関する国際
法学者の研究綴、１３．船舶関係資料綴・極東国際軍事裁判関係調書
要求指令綴昭和２２年３月以降・国際検事団の訊問とこれに対する供
述資料綴・極東国際軍事裁判に関する証明依頼綴・極東国際軍事裁
判資料調製に関する綴・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５９１

平11法務08078 東京裁判弁護資料綴（原稿）その１、２

平11法務08085
俘虜使用会社回答資料（広島）・敵機搭乗員取扱に関する調査書類綴
（一～四）

平11法務08086

米横浜裁判公判記録概要綴１．横１～５０、２．横５１～１００、３．横１０
１～１５０、４．横１５１～１９９、５．横２００～２５０、６．横２５１～３０５・米
裁判公判記録概要綴１．米１～５０、２．米５１～１００・九大事件裁判資
料・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ６００

平11法務08082
東京裁判関係資料綴（太平洋戦争その１、２、日独伊関係、残虐行
為）・丸の内裁判（田村浩）資料・田村裁判概要・田村ケース戦争裁判
弁護資料の参考・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５９６

平11法務08083
横浜裁判日報綴その１自昭２３年１月１日至昭２４年５月３１日、その２
自昭２１年３月７日至昭２２年６月２８日・平成１０年度・１６ｍｍフィルム
ＮＯ．ＭＦ５９７

平11法務08084

大阪俘虜収容所長弁護資料・内地俘虜収容所長弁護資料（函館）・名
古屋俘虜収容所長弁護資料・広島俘虜収容所長弁護資料・福岡俘虜
収容所長弁護資料・俘虜使用会社回答資料（函館、名古屋）・平成１０
年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ５９８



請求番号 簿冊名 請求番号 簿冊名

マイクロフィルム 左マイクロフィルムに撮影されている資料（紙媒体）

平11法務06087 九大事件裁判資料　　　（横浜軍事法廷　九大事件裁判記録　第一巻）
平11法務06088 九大事件裁判資料　　　（横浜軍事法廷　九大事件裁判記録　第二巻）
平11法務06089 油山事件裁判資料
平11法務06090 油山事件裁判資料（裁判記録　於横浜法廷　　自昭和23.10.11　至昭和23.12.29）
平11法務06091 濠洲戦争裁判資料綴　　（ラバウル）
平11法務06092 仏国戦争裁判資料綴　１　（告訴状）　　　　昭和２１年１０月
平11法務06093 仏国戦争裁判資料綴　２　（弁護資料）　　　昭和２１年７月
平11法務06094 仏国戦争裁判資料綴　３　（傍聴記録）　　　昭和２２年２月
平11法務06095 仏国戦争裁判資料綴　４　（諸報告）
平11法務06096 仏国戦争裁判資料綴　５　（名簿）
平11法務06097 仏印に於ける戦争裁判　その１
平11法務06098 仏印に於ける戦争裁判　その２
平11法務06099 中国戦争裁判資料綴　　漢口
平11法務06100 中国戦争裁判資料綴　　南京
平11法務06101 中国戦争裁判資料綴　　太原
平11法務06102 裁判関係華字新聞切抜　　　　　　　（中国戦争裁判関係）
平11法務05800 引揚及び法務関係月報綴　　　　自第１３８号　至第１７９号
平11法務05802 一復法務月報綴　その１
平11法務05803 一復法務月報綴　その２
平11法務05804 一復法務月報綴　その３
平11法務05805 一復法務月報綴　その４
平11法務05806 一復法務月報綴　その５
平11法務05807 法務月報綴
平11法務05808 一復法資速報綴　その１
平11法務05809 一復法資速報綴　その２

平11法務06105
英シンガポ－ル・マレ－各地裁判参考資料　（①十方面艦隊司令部報告等・シンガポール戦犯
弁護部報告等）

平11法務06106 英シンガポ－ル・マレ－各地裁判参考資料　（②セレター事件関係弁護士報告その他）
平11法務06107 英シンガポ－ル・マレ－各地裁判参考資料　（③元陸軍大尉記「カーニコバル戦争犯罪記述」）
平11法務06114 俘虜使用会社状況説明　　（函館俘虜収容所）　　　　昭和２０年９月
平11法務06115 函俘　俘虜取扱調査綴　　　　　昭和２０年９月
平11法務06116 職員処罰録　　（函館俘虜収容所）　　　　　　自昭和１８年２月　至昭和２０年９月
平11法務06117 俘虜取扱上の事故報告書類（会社側）　　　（函館俘虜収容所）
平11法務06143
平11法務06144
平11法務06151 俘虜病院の設置と成果　　　　昭和２０年８月１５日　大阪俘虜収容所長

平11法務06152
広島俘虜収容所長弁護資料附録　俘虜収容所関係調査回答綴（第１，２次）　　　　　昭和２１
年

平11法務08087
九大事件裁判資料（横浜軍事法廷九大事件裁判記録第１、２巻）・油山
事件裁判資料（裁判記録於横浜法廷自昭２３．１０．１１至昭２３．１２．２
９）・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ６０１

俘虜に関する抗議に関し俘虜情報局及俘虜管理部が処置したる事柄を記録しある書類の写
（俘虜情報局）

平11法務08091 一復法務月報綴その４、５・法務月報綴・一復法資速報綴その１、２

平11法務08092

英シンガポール、マレー各地裁判参考資料（（１）十方面艦隊司令部報
告等、シンガポール戦犯弁護部報告等、（２）セレター事件関係弁護士
報告その他、（３）元陸軍大尉記「カーニコバル戦争犯罪記述」）・俘虜
使用会社状況説明（函館俘虜収容所）昭和２０年９月・函館　俘虜取扱
調査綴昭和２０年９月・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ６０６

平11法務08093

職員処罰録（函館俘虜収容所）自昭和１８年２月至昭和２０年９月・俘虜
取扱上の事故報告書類（会社側、函館俘虜収容所）・俘虜に関する抗
議に関し俘虜情報局及俘虜管理部が処置したる事柄を記録しある書類
の写（俘虜情報局）・俘虜病院の設置と成果昭和２０年８月１５日大阪俘
虜収容所長・広島俘虜収容所長弁護資料附録俘虜収容所関係調査回
答綴（第１、２次）昭和２１年・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ６０
７

平11法務08088
濠洲戦争裁判資料綴（ラバウル）・仏国戦争裁判資料綴１（告訴状）昭２
１年１０月、２（弁護資料）昭２１年７月・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮ
Ｏ．ＭＦ６０２

平11法務08089
仏国戦争裁判資料綴３（傍聴記録）昭２２年２月、４（諸報告）、５（名
簿）・仏印に於ける戦争裁判その１、２・中国戦争裁判資料綴　漢口、南
京・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ６０３

平11法務08090
中国戦争裁判資料綴　太原・裁判関係華字新聞切抜（中国戦争裁判関
係）・引揚及び法務関係月報綴自第１３８号至第１７９号・一復法務月報
綴その１～３・平成１０年度・１６ｍｍフィルムＮＯ．ＭＦ６０４


