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多考書誌研究・第42号（1992．11）

戦前期日本人商業会議所（中国）及び国内

　主要商業会議所中国関係出版物目録（稿）

飯　島 渉

　本目録は，戦前期における在外（中国

に限定）日本人商業会議所の出版物及び

日本国内主要商業会議所（東京・横浜・

名古屋・京都・大阪・神戸・長崎1日本

商工会議所）の中国関係出版物を網羅的

に確認し，，一部につきその国内所蔵機関

を明示したものである。

　戦前期中国の社会経済を理解する材料

として重要なものに，満鉄や東亜同文会

等の調査資料とならんで，日本人商業会

議所（実業協会としての前史を持つもの

．もある，のち，商工会議所，商工公会に

改組された）の定期刊行物や出版物があ

る。’こうレた糞土群（さしあたり，これ

らを’『商業会議所資料』（1）と呼ぶ）は，中

国にあった日本人商工業者の状況に即し

た内容回持ち，日本語で書かれているこ

とから，特定地域のあるトピックについ

て容易にその概要を知り得るという利点

がある。

　しかし，『商業会議所資料』について，

それらが1①どのような意図の下に刊行

されたのか，②どのような内容の資料が

刊行されたのか，③満鉄等の資料どはこ

のような違いがあるのか，また，④どの

程度まで中国社会経済の実態を把握して

いたのか，等の問題はこれまで十分検討

されてきたとは言い難い。満鉄等の資料

　に比べ，その利用は系統性を欠き，少な

　くとも筆者はこうした問題を十分意識せ．

　ず，いわば場当たり的に特定のトピック

　につき安易に資料（史料）、として利用し

　てきた。総じて，史料批判の基礎の部分

　をなおざりにしてきたのである。

　　その原因の一つとして，『商業会議所資

　料』については，従来，・まとまった目録

　等がなかったことがあげられよう。即ち，

　日本人商業会議所（中国）が全体として，

　どのような出版物を刊行していたのかさ

　えも共通の了解事項とはなっていないの

　が現状である。本目録は，不十分ながら，

　かかる状況に対する問題提起として作成

　された。さしあたり，以下に示す方法に

　より，戦前期日本人商業会議所（中国）

　、の出版物を網羅的に確認し，一部につき一

」その国内所蔵機関を示した6但し，本目

　録は出版物についての目録であり，各回

　業会議所『月報』等の定期刊行物につい

　てはこれを別に整理した（2）。

　　また，・これらの出版物の資料（史料）

　一としての意味を確認するため，同時に日

　本国内主要商業会議所の中国関係出版物

　もあわせて確認した6’但し，これについ

　ては容易に見ることができるものも多

　く，所蔵機関は示さなかった。

・　　もとより，本目録は出版物め網羅的確
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輸

認という．7『商業会議所資料』に関する初

歩的な整理に過ぎない。しかし，出版物

の数は多く，国内において見ることがで

きないものもあるようである。また，こ

こに整理し得た出版物は筆者の確認し得

た範囲のものに限られ，他に多くの出版・

物をご存じの方もあると考える。・さしあ

たり，（稿）とした所以であるが，この点

につき大方のご教示を願う次第である。

　しかし，これらは個々に資料（史料）

としての精粗に差異を含むとはいえ，戦

前期日本の中国理解の構造のなかに一定

の位置を占めたものと考えられる。その

意味で個々の材料を史料として使用する

際の史料細面は，かかる基礎的な作業の

土にはじめてなされるべきであると考え
る。

　註

（1）拙稿，「『商業会議所資料』について一『商業会

　議所払料』の利用と中国近代史研究一」　（『中

　国近代史研究』第7集　1992年7月），参照。

（2）拙稿（塚瀬進氏と共編），「戦前期在外日本人商

　業会議所（中国）定期刊行物目録（稿）」（『近代

　中国研究彙報』第14号　1992年）。・

凡 例

．（1）1．在外（中国），II．国内の順に

整理した。1．在外（中国）’については，

日本人商業会議所について網羅的に整理

した。しかし，両三商工公会・基隆商工

会議所・佳木斯商工公会・壷中商工会議

所・台南商工会議所・台湾商工会議所・

図イ門商工公会・濱江商工公会については

出版物を確認できなかった。

　　IIぐ国内については，東京・横浜・、

名古屋・京都・大阪・神戸・長崎，‘日本．

商業会議所を取り上げた。華僑経済との

関係や中国貿易における歴史的伝統を考

慮し長崎を選択したが，函館については

中国関係出版物を確認できなカ｝つた。・

　（2）目録作成op方法として，第一に，

幾つかの機関に対して直接の調査を行な

った。しかし，この作業からは，出版物

め全体像を掌握することは不可能であ

る。そこで，以下の目録を参照し，出版

物の全体像を掌握しようとした。

　参照した目録は次の通りである。’

北支那開発株式会社調査局『北支那開発

　株式会社調査局資料目録　第一冊（昭

　和18年4且1日現在）』

神戸商工会議所図書館r神戸商工会議所

　図書館和漢図書目録　第一冊（昭和15

　年3月現在）』（1941年6月）』

神戸商工会議所図書館『神戸商工会議所

　図書館所蔵東亜文庫目録　第一輯（昭

　和15年4月現在）』（1940年11月）

上海日本商工会議所『上海日本商工会議

　所所蔵図書三三目録く昭和17年8月末

　現在）』（1943年4、月）

東京商主会議所『和漢図書分類目録，改

　訂版』（1937年3月）

日本商工会議所『図書分類目録追加一

　（昭和14年刊）』（1939年11月）

南満州鉄道株式会社大連図書館『大連図

　書館和漢図書分類目録　第三編　満州’

　蒙古（昭和8年12月31日現在）』（1934

年3月）

山口大学経済学部東亜経済研究所『東亜

’関係蔵書目録（1981年3月現在）』（1990

年3月）
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　（3）1．在外（中国），にづき，書名・

発行年・頁，所蔵機関g）順に示した。所

蔵機関を確認しえなかったものについて

は書名・発行年・頁のみを記した。発行

元には変遷があるが，以下の如くその変

遷を示した。、

営口（実業会→商業会議所→商工会議所

→商工公会）『

‘（4）所蔵機関の一部を学術情報センタ

ー総合目録データ・ベースにより検索し

た場合がある6・しかし，現在までの遡及

入力はわずかであワ，’基本的には各機関

への著者の直接の調査と目録等の検索に

よっている。この間，’可能な限り現物に

あたることを心がけたが，全体を通観す

ることは出来なかった。

　（5）今回，直接調査し得た機関は次の

とおりである。これを以下のように略記

した。但し，京都大学及び神戸大学につ

いては全体を見ることができなか6た。

また，国立国会図書館についてはカード

検索のみにとどまっている。『明治期刊行

図書目録』や『帝国図書館和漢図書書名

目録』等による検索を必要とする。

「大阪市立大学中央図書館一大市

京都大三三済学部一京大経

京都大学人文科学研究三一人文研

京都大学付属図書館一京大付．

京都大学法学部一京大法

神戸大学経済経営研究所＝＝＝神戸研』

三面国会図書館＝＝：国会

東京大学経済学部一意大経

回京大三三合図書三一東大総

東京大学東洋文化研究所一束文三

三京大学法学部一三大法

東洋文庫一文庫

　（6）以下の機関は，目録及び学術情報

センター総合目録データ・幽ベースからの

検索である。

大分大学経済学部＝＝分大経

大阪大学本館・」阪大本

九州大学図書館一九大

慶応大学図書館（三田）＝丁慶大

同志社大三三済学部一同大三

法政大学図書館一法政大

山口大学経済学部東亜経済研究所一山口

立命館大学一立命館

滋賀大三三済学部一三大回

1．在外（中国）日本人商業会議所等

（1）照門日本商土会議所

慶門日本商工会議所会員名簿　1941

　38p”

陣門港貿易統計（昭和15年上半期）

鞍山商工名録（康徳5年版）　1938

　116p

抽出商工要覧（康徳6年半）　19391

　81p　国会

当山商工名録（康徳7年半）　1940

　262p　大市

（2）一士山商工公会
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工業の孤山　1941238p大盤
昭和製鋼所参観記（三山産業経済叢書第

　2輯）　194268p西市

鞍山二於ケル会社概要1943234p
国会・大山

躍進の畠山　1943大市

三山商工公会定款　194410p　大回

商工公会出品同施行規即　194435p

　大市

鞍山商工琴覧　1944136p　大序

（3）安東（商業会議所→商工会議所→商

　工公会）　　　　一

安東回1920510＋30p国会・三文
　研・文庫

安東商工人名録（大正10年6月現在）

　1921　319p

安東海関貿易統計集（大正9年）．（安東

　経済時報7付録）　1921　48p　山口

安東工場一覧（大正12年末現在）　1924

　24p

安東の会社と工場（大正15年度）　1927

　33p　大抵

安東商工名鑑（昭和2年度）　1927

　276p　国会・大回

安東の豆粕　192896p　西市

安東　192829p

安東支那人経営工場表　192817p大
　市

安東商工会議所定款付汁規則　1928

　60p
安東商工案内（昭和4年度），・929東

　大経・山口

鴨島江の木材と満州に於ける木材事情

　1930161p　山p・大角

安東柞蚕事情　1930

安東の柞蚕業　193089p　山口・大回

安東り幡業19，3276P東大経●文
　庫・山口
満州国輸出入税率表’ P933　60p，

安東経済事情　193590p

、安東柞蚕事情、1937134p　大市．

安東に於ける柞蚕　1937133p　山回’

安東経済事情　193768p？国会・東大

　経・山口・大雨

安東商工癬（昭和12年度！1937

　88p　国会・山口・大回

満州国輸出入税率表（昭和8年7月23日

　改正）　1938169p　山口・大回

安東経済概要　193881p　国会・大回

工業地安東　193942p　三余≦山口・木

　市
大東回不凍港状況視察講演・不凍港「大

　東溝」が問題になるまで　193918p．

　大市

安東商工案内（康徳6年度）　1939

　244p　東大ff　r大市

工都大安東　194085p　大回

柞蚕に関する研究1941217p東大
　経・山口・大品

安東経済懇談会議事録　194143p大

　市
安富商工名録（康徳8年度）　1941

　262p　大込

戦時経済組織の経済的基礎　1941　18p

　大市

安東産業経済概観1942172p東大
　経・山口・大雨

観光都市安東とその近郊194275p

　山口・大潮

安東物価の実態と推移　194287p’大

　市
安東省の水産　194236P　大越

安東省の葺藩　194275p　 大回

金融より観たる安東経済界の動向1942
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　56p　海市

安東商工人名録（康徳10年版）　1944

　364p　大回

（4）営ロ（琴業会→商業会議所→商工会

　議所→商工公会）

営ロと満鉄運賃，191820p　山口

1日本の戦後経営と満蒙の交通　1919

　13p　山口

三口事情　1920312p　文庫・山口
営ロ商工人名録（大正11年版）　1922，

　119p　山口

営口の貿易と運輸概況1923凍大総
三白商工人名録（夫正12年版）1923　山

　自
営口邦人商工名録（昭和3年7月）1928

支那時局ノ三口経済界干及ボシタル影響

　1929　18p

渤海沿岸視察報告（昭和4年9月）1929

　27p
北寧沿線視察輯告・其の1（昭和5年3、

　月）（営商報告4）193046p山
　口
北面沿線視察報告　其の2（営商報告5）

　1930　25p　山口

昭和五年上半期営p経済概況（営商報告

　8）　1930　25p　山口

請藍島築港に就いて（営商報告9）1930

　72p　山口

昭和四年度の営口貿易（翻訳）（営商報告

　10）　1930　34p　山口

一口の昏睡銀　付営口の通貨と金融機関

　1930　67p
東部内蒙古赤峰地方概況其の・1営商

　』沁沁12）　193180p国会・山回・大

　市
．東部内蒙古赤峰地方概況、其の2（営商

　報告13）tt　193120P．国会・山口・大

　市

熱河省　1932、　182p　山口

三口港・三河の水運193262p大回
満蒙物資呑吐口としての軽口　1932

　38p　大市

営口要覧　193324p　山口

三口経済統計一覧　1935　14p　山回・

　大市

遼西・北支貿易事情調査報告，1936

三口産米事情　1936152p　国会

宣旨曹達工業の将来に関する座談会

　1937　44p　山口

風口事情　193780p

三口に於ける薬用人参（商品調査報告書

　1）　1937

置目に於けるゴム靴（商品調査報告書2），

　1937

鯉口に於ける紙（商品調査報告書5）一

満州国経済統制関係主要法目集　1939

　22p　大市
営口水産概要　194075p大鋸＝

三白一般小売物価調査表　1940　7枚

　山口　・

営口の現勢と将来性について　1941

　48p　大面・

南口日本人発展史　1942482p　山迷・’

　大市

（5）漢ロ（実業協会→日本商業会議所→

　日本商干会議所）

三口に於ける日貨排斥　1915　景大経：

睡蓮貿易要覧（大正8年度）　1920東’

　大経

廿一条問題に閉口せる武漢地方の排日風

　潮　1923113十3Qp三三・山口

武漢・母三才各地に於ける排日状況
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　1923　87p　山口
武漢・長沙及各地に於ける排日状況（2）

　1923　95p、山口

武漢地方の労働風潮（1－12）’1926－27

　文庫　・

漢口日本商工会議所定款　19296p

tt口に於ける第一’第二特別区撤廃問題

　に関する件19298p三三
漢口反日会め暴状に就いて（居留民会と

　共編）　192915p文庫
武漢方面諸省の匪禍：共匪・土匪・・会匪

　の状況，天災人血の概況　193041p
．文庫

最：近五年間直口貿易局経済統計　1930

三口面魂三好団の暴状　1932　12p

高士排日風潮ノ激化　193311p

武漢排三冠激化に就いて聯
　15P　文庫

武漢排日風潮’其後の状況に就いて　其

　三　1933

漢画ニ於ケル陶磁器需給状況　1933

　6p

日支経済関係調整ト武漢方面ノ排日情勢

　二面テ　1．21935

漢ロ経済事情第一巻輸移入品編　1936

　91p　国会≦山回・大回

三口商工名録　193688p　国会

留口経済事情　第二国論移出品編　1937

　109p
桜口二本商工会議所会寅名毎1941

　226p

湖北省三角地帯物資移動並蒐集機構調査

　報告書　1942・200p　文庫

（調査部）武漢地区工業調査報告書　二号

　機械工業　1943110p　大回

（調査部）武漢地区工業調査報告書　五号

　卵紅工業，194387p　大掴

（調査部）武漢地区工業調査報告書　七号

　化学工業・竹細工等　1943178p大

　市

㊥　吉林（商工会議所→商工公会）

吉林商工事情（昭和11年版l　l936

　’89p　．

吉林戸本人発展史　1936　京大法

水力発電に伴い化学工業都市化する吉林

　193852p　大市．
吉林に進出せる国策会社石炭液化並にカ

　ーバイト工業（経済資料2）　1938

　68p
吉林省組合要覧　1942　596p　大回

（7）錦州（商工会三所→商工公会）

錦県事情案内　193746p

、企業坤としての三州　193867p　大回

（8）済謹白本商工会議所

商工人名録　193683p

済南事情　1937

1巨魁商工人名録　1938

済南事情1939554P　国会・文庫

済南商工案内　193982p

卸売物価表（昭和14年6月15日現在）

　’1939．5p　山口

済南主要貿易市場（昭和16年6月下旬）

　1939　10p　山ロ
済南の現勢概況　193911P　山口

済南日本商工会議所　1940　34P

．済南華人商工名録　1940387p

済南事情　1941238p樋口・当市

・（9）ｲ雛欝一日聯弁
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再び支那米穀輸出解票に関し建議書

　1913　20p　山口

支那関税と其通関手続1913377p
　東大経・山口・大市

支那関税改修の本邦輸入重要商品に及ぼ

　す影響，附其取引状況（週報臨時増刊

　99）　1914330十14P文庫・山口

排日熱と日貨排斥の影響　第一輯．1915

　128p
中部支那経済調査　19151866P

上海日本人実業協会円建実施趣意書

1915　11p

山東問題に関する日貨排斥の影響　第一

　輯1919428p山止
山東問題に関する排日状況第二輯
　1919三文研・文庫

日露戦後及欧州大戦荊後の金融事情参考

　資料　191969p
上海内外商工案内（大正8年度）

支那ノ工業ト原料　191928十1270p

山東問題に関する排日状況第三輯
　19201325p願文研・文庫・山自

上海概覧　1920

上海概覧　1921

上海内外商工案内（大正9年度）

上海港貿易統計月表（大正11年度）1922

上海概覧　1923291p　東大絵・山口

二十一箇条問題に関する排日状況　第一

　輯1923264p東大・文庫、
上海対外重要輸出三三調査表（週報617付

　録）　1923　1枚　山口

上海内外商工案内（大正12年度）

上海内外商工案内（大正13年度）

上海及其付近の幼年工状態（週報654付

　録）　1924　34p　山口

五三十事件会審衙門記録上（100p）・中

　（107p）・下（99p）　1925

五三十事件調査書　第二輯　1925東大

　総

邦人紡績罷業事件と五三十事件及各地の

　動揺第一輯1925896P東大・文
　庫

邦人紡績罷業事件と五三十事件及各地の

　動揺　第二輯

上海に於ケル物価（大正7年2月～昭和

　1年12月）

支那特別関税会議に対する意見書　59p

上海内外商工案内（大正15年度）

時局と上海の労働風潮第一・第二
　1927東大経・同大経・文庫

山、東出兵と排日華氏勲　1927261p

　東大・文庫

南京に於ける南軍暴虐事件事実調査

　192719p文庫
上海日本商工会議所定款　192811p

定期総会報告及議案（第十一回　昭和三

　年度）　1929

暴戻なる上海排日貨の実情（上海排日貨

　実情1号）　192927p　大工
1下獄を極むる排日貨運動（上海排日貨実

　情2号）　192929p　大羽
更に峻烈となった日貨排斥（上海排日貨

　実情3号）’192922p大市
日支交渉と排日貨運動（上海排日貨実情

　5号）　192927p　野市

排日会の運動と民衆扇動の真相（上海排

　日貨実情6号）　192932p　大回

第二次全国反日大会の経過（上海排日貨

　実情7号）　192923p　大回

排日貨運動と上海貿易（上海排日貨実情

　8号）　1929143p　大回
条約改訂商議に入る前に先ず反日取締の

　約束を履行せよ（上海排日貨実情14号）

　192933p　大引
日貨排斥再び勃発せよ・見よ日支交渉牽

　引の武・器を（上海排日三三情15号）
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　　　　　　　　　　　　x

　192933p大斑
露支紛争のため反日排貨は一時的終息、

　（上海i排日賃実情15号）　192931p

　大市

統計に現われた日貨排斥の打撃（上海排

　日貨実情16号）、192931p、大市

上海邦品市況（上海排日貨実情17号）

　192930p大葬
排日貨運動暫定後の上海邦品市況（上海

　排日貨実情20号）　192917p　大回

国民政府反日貨を密命す（上海排日貨実

　情21号）　192919P大回
条約交渉と反日運動（上海排日貨実情23

　号）　192917p大回
支那領事裁判権撤廃の準備如何（上海排

　日貨実情付録第2号）　192916p
　大師

上海内外商工案内（昭和4年度）

定期総会報告及議案（第十二回　昭和四

　年度）　1930

満州事変後の対日経済絶交運動　1931

　158p　国会・東大・文庫・人文研・大

　市

支那の抗日運動とその指導原理　1931

　24p　文庫・大市

上海港主要品輸出入統計表　1932

　148p

上海二於ケル物価（昭和2年3月目昭和

　7年12月）

上海内外商工案内（昭和8年度）

排日運動の各方面に及ぼせる影響　1934

　177p

満州事変後上海二於ケル排日運動　1934

　174p

上海内外商工i案内（昭和8年度）　1935

　東大総

支那経済界の実状と各種指標　1936

事変勃発後の上海経済界（金曜会パンフ

　レット臨時…号）　193730p　大市』

支那経済界の現状大要　1937

　58P草市
徐州会戦直後の上海経済現状　1938

　56p　大市

国民政府の新為替政策と法幣の運命

　193815p大回
中華罵国海関輸出入税率表　193836p

　卑大子

上海要覧　1939260p文庫・山口

改訂増補　中国海関法規と通関手続，附

　中国海関概説1939529＋69＋18p
　東大・文庫・大市・山口

各地商工会議所の提出にかかる支那関税

　改正意見一覧　1939　18p

上海港港則（邦訳）　193913P

上海商工録　1939289一ト100p

上海貿易統計（第1回中聞報告）　1939

　10P山口
維新政府経済法規集一第一～E輯　1940

上海に於ける邦商組合事情　194070p

．支那の手工造紙業概況　194010p

中華民国海関輸出入税率表　1940

　36p
Guide　to　the　Import　Tariff　and　Clqs－

　sification　of　Returns，　1940

Guide　to　the　Export　Tariff　and　Clas－

　sification　bf　Returns，　1940

上海経済提要1941173p東大・文
　庫・大回・山口．

上海i商工録1941293十32十11p人
　文研．■大町

上海日本商工会議所図書分類目録　1943

　127p　京大経・大回
上海外国人商工団体と商社一魔　1944

　45p　京大経・大市・山口

⑩　台北（商工会→商±i会議所li
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台北商工会ノ沿革及ビ概況　1916京大

　付
台湾商工会議所関係法規　193748p

台湾商工会議所関係法規　1938（調査及

　資料24）

時局台湾経済法令集　1938

　第一輯1第一類　国家総動員

　　　　　第二類　物資統制

　　　　　第三類　物価統制’

　第二輯　第四類　金融

　　　　　第五類　税務’

　第三輯　第六類　鉱産

　　　　　第七類　農産

　　　　　第入篭　輸出補償法等

戦時体制下り経済と法令（調査及資料1）

　1939

覧㈲夫連（実業会→商業会議所→商工会

　議所）

油卜i商工人名録　1909300p

満州金融統計　1914　15枚

満州二三ケル日貨排斥ン影響1915

　154p　上市

大連実業会解散顛末報告書　191547p

　国会

満蒙経済統計　1916437p　国会

安三線経由連絡貨物二対スル哩比例運賃

　問題反対意見書　附参考統計　1916

　72p　山口

三線問題運動経過報告書　1916

大連港航路拡張二関スル建議書　1917

　84p　国会・山口・大詔

；大連港ト支那沿岸貿易　1918109p

．国会・山塞・大越

離商業蟻所連合会速講・9・8‘、

　96p
改正支那輸入税率表　1919「56p　山口

満蒙経済統計　1920437p　　　　　’

満州経済統計　1922　13枚　国会・東大

　総

大連取引所金建に関する当業者の反対意

　見192219P
満州金利一覧表（大正11年9月現在）

　1923　．　’
満州金融統計　192445p　東大総

満蒙産業政策確立二関スル建議書　1924

　22P　国会・立命館

営業税全廃税制整理二関スル請願書

　1924　7p　国会

大連三品事情　1926108p　東大総・山

　口

満蒙産業政策確立二関スル意見書．1926

　57p　国会・東大総・山ロ・大回

満州工業情勢（大正15年12月）　1926

　79p　’国会・東：大総・山口・大市

西川博：士曹達工業に関する意見書　1926

　24p

輸入雑貨より見たる恰爾濱と大連　1926

　37p　国会・大市

満州経済概況　192664p

大連商工会議所定款　192716p

満鉄専用線二関スル調査　192631p

満州斡入貿易に於ける日本の地位　1927

　65p　国会・東大経・山回・大回

大連港と沿岸貿易　192778p　国会・

．東大総・山口・大県

大連上海銀市相場の開き並びに大連支那r

　銭庄の鞘取売買の研究192724p
　東大総・山口・大回

大連商工名録（昭和2年版）　1927国

　会・東大総・山回　　　　　　・

奉天に於ける排日運動　192732p東
　大総・文庫・山口

支那の関税金徴収と幣制改革周く翻訳）

　192733p　東大総・山口
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商租問題に就熔て　192732p東大
　総・立命館、

三豊銀行研究（翻訳）　1927　54p　東大

　総・文庫・山口

関東州に於ける会社業績192794p
　国会・東大総・山口・大市

関東州会社事情　1927東大総

関東州特恵関税品目及通関手続　1927

　59p　山口・大山

関東州工業の現勢　192814p　国会・

　東大総・訂口

満蒙の鉄道問題に就いて　1928　53p

　国会・東大総・山回

満州二面ケル幣制改革二関シ対策考究ノ

　件説明書192872p　東大総・山口・

　大面

大連営ロ両港に於ける支那沿岸貿易
　1929　81p　国会・東大総：・山口・大市，

大連商工名録（昭和4年版）　1929　国
、会・東大総・’ R口

大連港輸入品の現勢第一輯1929
　174p・国会・東大総：・山口・大盤・

英仏両国二三ケル特恵関税制度ノ沿革ト

　現状　1929　東大総

支那輸出二分五厘付加税と現実五分税と

　の比較考査（秘）　1929・88p東大

　総乳文庫・山口・大市

日支通商条約改訂二関スル意見　1929

　14p　山口・大話

関東州特恵関税品目及通関手続・1929

　16p　東大総、・山口’■大儲

大連特産市場不振の原因と其の対策
　1929・∫160p　国会i東大総・文庫・山

　　・大柏

数字に現れたる満州財界の情勢1929

　66p　国会・東大総・大市

大連詩輸入品’第二輯ユ930232p、
　東大総・山口「大回

関東州の水に弥・て’19304P東大

　論
壇満喫易振興の為め通関書類を是非改め

　下さい　1930’　26p　国’会・山口・大回

．大連の発展と上水道水源問題に就いて

　193128p　東大総：1大臣
東三省二於ケル官兵匪賊暴挙実例　1931

　26p　国会・東大総・大回　　・、

関東州関税制度改正二関スル陳情書

　193238p　東大総・大学

大連港石炭輸入制限撤廃に関する建議書

　19323p　東：大総・山口
満州扇売炭引下二関スル要回書・大連港

　石炭輸入制限撤廃二関スル要請書　附

　撫順炭満州地売値段表：1932．10p
　山口・大回　　　　t’『’

満州輸入奉邦品と他国品との競争事情．

　1932167p　国会・東大総・山口

満州事変前に於ける我が権益侵害事例

　193253P　国会・東大総・文庫・大面

大阪工業会満蒙経済視察員座談会速記録

　1932・109p　国会・東大総・山口・大

　南

関東州関税制度改正方に関する建議書

　1932’38p　山ロ・大外

満州国輸出入関税新旧対照　1932　41枚

　山口

硫安工業と満再開発193261P凍大、
1総・文庫，・楽市　　　　e”，

満蒙事情19324＋183P　国会・陰阜

　総・文摩・山口∫

満州本邦輸入品と他国品との競争事情

　1932167p　国会・心心

満州鉄道特定運賃制定方二関スル建議書

　1932　11p　山口・大繭，

満州経済法論集　1輯1満州国商標法

　1932’49p　山口・神大回・慶大・大回

満州経済船霊2玄関刺憐茜鮒
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　属地外国為替管理案　1，93342p　山

　口・神大農・慶大・大蒲

満州経済法令集　3輯　満州国金融機関

　其他二関スル法令等　193370p　山

　ロ・神大恥・慶大・大回

満州経済法令集　4輯　暫行商租権登記

　法等　193366p　山口・神大回・慶

　大・大凶

満州経済法適職　5輯　政党契約・民事

　訴訟等　1933　60p　山口・神大研・慶

　大・大和」

満蒙経：済一覧1933　1枚　山口

大連経済一覧　1933　1枚　山p

関東州関税制度改正意見　193327p

経済都市大連（東亜経済事情叢刊4）

　1933　133p

大連商工名録（昭和8年度）　1933　山

　口

満州経済法令集・6輯工業塩輸出暫行
　弁法等　1934　61p　山口・神大朝』・慶

　大・大回

満州経済法令集　7輯陸路畢程三等

　1934　58p　山口・神大回・慶大・大回

満州経済法凝集　8輯　商租執照発給規

　重囲　193476pI山口・神大話・慶

　大・大病

満州経済法令集　9輯噸税法等1934
　74p　山口・神大回・慶大・大回

治外法権二二鉄道附属地行政権二関連ス

　ル膨満行政機構改革二郎フ経済的影響

　二関スル陳情書及説明書193457p
　東大総・大市

Ebonomic　Conditions　in　Manchuria，

　1934　60p　大浮

満州ノ綿花問題（東亜経済事情叢刊1）

　19352十125十8p　東夫総・大賊

満州経済図表（昭和10年版）　1935

　110p　山白・慶大

関東州の関税制度（東；亜経済事情旧刊2）

　1935　128p　東大総・山口・大盛

満州工場要覧（昭和9年度）　1935

　114p　国会・山霊・大市

満州経済法令集　10輯　関東州航海安全

　令等　山口・神大子・慶大

満州経済法令集　12輯　外国労働者取締”

　規則等　1935　98p　山口・神大研・慶

　大・大市

満州経済法鉄輪　13輯　関東州臨時利得．

　税令　山ロ・神大回・慶大

満州経済法令集　14輯鉱業法等・山

　口・神大回・慶大

満州経済法令集　15輯　屠弓場法等1山

　口・神大毒

（調査部）満州銀行会社年鑑（昭和10年

　版）　1935632p　国会・山ロ

大連市に於ける営業分布に関する調査

　193689p　国会・東大総・山口・大海

大連市商店街に関する調査・浪速町及連

　鎖街　1936‘61p

大連主要商店街商店照明調査報告　1936

　49p　東大緯・山口・山市

満州経済法令集　16輯　中央卸売市場法

　施行規則等193665p　山口・神大
　研、・大当

満州経済法令集　17輯　商業登記法等

　山ロ、・神大研

満州経済法霜気　18輯　特許発明法等

　193697p神大回・大回
満州経済法令集　19輯　意匠法等　山

　口・神大研

大連商工案内（昭和11年版）　1936

　46p　国会

満州工場要覧（昭和9年版）　1936

満州国国税制度提要（東亜経済事情旧刊

　3L）・1937252p　国会・陰白総・山

　口・大鯛
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　経済都市大連（東亜経済事情旧刊4）

　　1937263p　国会・東大総・大市

　満州国輸出入税率表1937185p東
　　大総・山口・大市

　満州経済法令集　20輯　南満州鉄道株式

　　会社営業税二等　1937102p　山口

　　・神大研・丁丁

　満州経済法令集　21輯　満州生命保険株

　　式会社法　1937　88p　山口・神大縞・

　大市
満州経済法二二　22輯　暫行郵便為替貯

　金規則　1937・　110p　山回・神大回・

　大江
満州経済法令集　23輯　火薬専売法等

　　山口・神大研

満州経済法二二　24輯　郵便為替三等

　1937　115p　山口’・神大縞・大市

満州経済法令集　25天工拷三三三等

　193783p　山口・大市
満州経済法令集　26輯　商人通法・会社

　法等　1937204p大市
満州経済法令集　27輯　関東州所得税令

　等　1937121p　山口・大市

関東州商工会議所三関係法規集　1937

　8QP
満州経済法令集　28輯　関東州実業組合1

　二等　1937山口
満州経済法令集　29輯　満州国二品ケル

　治外法権ノ融三三ビ南満州鉄道付属地

　行政権iノ移譲二関スル日本国満州国間

　条約及ビ協定　1937128P　山ロ・大

　市
満州工場要覧（昭和10年版）・1937

　114p　山ロー

満州経済統計年報（昭和11年版）　1937

　4十216p
満州銀行会社年鑑（昭和12年版）　1937

，満州事業成績分析（昭和12年度）　1937

　46p　国会・九大・大官

大連商工案内（昭和13年版）　国会

満州経済図説（昭和13年版）　1938

　151p
北支経済図説（昭和13年版）　1938

　221p　山ロ

関東州実業組合令論集　193845p　東

　大総・山口・大市

貿易管理法規集　1938　50p　山口

外国為替管理・貿易管理法規集　1938

　219P　東大総・山ロ・大番

大連商工案内（昭和13年版）1938

　420p　山口

満州経済法令集　30輯　重要特産物検査

　法　1938　123p　山口・大市

満州経済法令集　31輯　関東州臨時資金

　調整法等　193889p　山口・e大畑
満州経済法令集　32輯　商標登記法施行

　細則等　1938　124p　山口・大畠

満州経済法令集33輯利息制限法
　1938　140p　山ロ・大面

満州経済法三幅　34輯　工場抵押法施行

　細則　193888p　山口・大西

関東州め工業事清（東亜経済事情旧刊5）

　1939210p　東大総・山口

満州経済法令集　35輯　輸出柞蚕糸検査

　法意　1938　山口

満州経済法令集　36輯　社債担保権信託

　法等　193888p　山口・大鈴

満州事業成績分析（昭和13年度）　1939

　国会・山口・分大経・大回

満州経済法令集　37輯　満日労働協定等

　193990p　山口・大回

満州経済法令集　38輯　労働統制施行細

　則　1939109p大回’

大連市に於ける営業分布に関する調査

　1939　109P

関東州現行租税法規集　1939’384p　一一

一66一



関東州経済図説（昭和14年度）　1939

　168P　山口・大半・東大総

大連商工案内（昭和14年版）　1939

　46P　国会
満州銀行会社年鑑：（昭和15年販）　1939

　50＋1032P　国会

三四経済図説19408＋228p東大
　総・山ロ・阪大本

大連商工案内（昭和15年度）　1940

　406p・山口・大判

満州事業成績分析（昭和i5年度）　1940

　59p　国会・東大総・山口・大市・

北支会社年鐸（昭和15年版）　1940

　160p
満州経揖図説（昭和15年版）　1940‘5・十

　138p　国会・慶大

．外国為替管理及貿易管理法規集　1941

1Slb山・吠市　L　、
関東州経済図説（昭和16年度）　1941東

　大総・山口・九大・大顎

外国為替管理法規集　1941114p

北支経済図説（昭和15年版）　1942．国

　会・東大総・山口

関東州に於ける生活必需品切符制度の現

　状’1942133p東大総・山口・大回－

’関東州に於ける営業分布に回する調査

　1942137p　東大総・山口・大市

南方経済図説　1942155p　山口・大鰐

大連商工案内（昭和17年版）　1942　国

　会
北支会社年鑑（昭和17年版）　1942

　201p　国会・山口
関東州事業成績分析　19434fp　東大

　総・山口・大際

大連経済便覧　194379p　東大総6山

　’口・大市

大連商工案内、（昭和18年版）　1943

』547p　東大総・山掛・大古

㈲高雄商工会

高雄の同勢及貿易　1924240p東大

　経

（騒斉劇商嚇殖工姻

斉斉胡弓の現勢　1937251p

斉斉恰爾二於ケル営業分布二関スル調査一

　193826p大回
斉斉陰爾経済事情（康徳6年）　1939

　121p、大回』、

・斉三三三三名人録（康徳6年）、1939

　209p　大弓

四三麟経済輔（騨8年）’1941
　97p　大回』

三塁恰爾産業経済資料輯　2輯　商工業

　編　194370p嫌煙・

㈹．長春（商業会議所→商工会議所）・新

　京（商工会議所→四丁公会）

　〈長春〉’

早早満特産物商の窮状と其対策　1923

　35p　山口

支那輸入関税新旧対較（彙報13付録）

　1924　39p　山［」

束支南部線の運行中止と長春の影響

　1926　10p
長春三主会議所定款　付選挙規則6会費

　徴収規定　1929，14p

吉敦線に関する調査　第一回　1929

　35p

　〈新京〉

長春事情　1930　1p3p
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新京に於ける主要工業の現勢1935
　140p『山口

京白線地方の経済事情193694p大
　市
新京商工名録（昭和11年版）　1936

　459p’
’平梅線の経済的価値と沿線経済事情

　193795p　山ロ．・大市

大新京経済概観　1937　252p　大回

新京商工会議所沿革史　193896p

全満商工公会常務理事会議事録　1938

演出商工公会経費賦課率拉二所在地一覧

　表　1938

経済関係法令並並告達　1輯1938
　116p　山口・大山

経済関係法甚六布告集　2輯1938
　177P南口・大山
新京を主としたる鉄道貨物回外新旧比較

　193870p　大証
新京の概況　1939　90P

経済関係法令画布無論、3輯1939
　166p’山口・大山

経済関係法令並布告集　4輯1939
　134p　山口・大山

経済関係法令並布告菓　5輯’　’1939

　342p　山口・大回

経済関係法令並並告諭　6輯1939
　164p　山立・大法

（儲課）全満敵公会一覧・93996P

　大喜

新京商工案内（臨時版）　1939

経済関係法令並布告集　7輯1940
　295p　山口・、大回

新京の概要　1941139p　山口・大回

綿製品輸出入に関する官民懇談会速記録

　194135p大市
三眠関係官民懇談会速記録一 P941

　1936p　大市

満州の経済事情（康徳8年版）　1941

　136p　大副

繊維及織維製品統制法説明　1941　39p

　大市

（調査科）新京商工事情　第一輯窯業編

　1941　134p　山口・京大付・野市

新京商工名録（康徳8年版）　1941

　276p　大回
満州国法人名録（康i徳7F 券ﾅ）　1941

　1006p

三三商工公会総会議事録　1941205p

　大市

新京工業に関する調査　194132p　山
　口　‘

（調査科）新京商工事情　第二輯商工業編

　1942　167p　山口・京大付・大回

新京特別市商業実態調査集計表　1942

　18p　山口・大回

南方経済座談会　194247p　大市

全満及新京地区組合其他団体名簿　ユ942

　23p　大白

熱満及新京地区組合其他団体名簿（訂正

　2版）　1942658p　大市

今満及新京地区組合其他団体名簿（訂正

　3版）　194250p　大回
全満及新京地区組合其他団体名簿（追録，

　1版）　1943110p大回

（15）　．青島（三冠会→躰醗三所→

　日本商工会議所）

青島実業協会意見書　13p
青島貿易ト山鉄運輸（大正4年度）1916

　35p
最近山東問題関係記事集1第2輯）1922

　31p　文庫

三次兵乱の済南焼津鎖線南段地方の経済

　上に及ぼせる彰響1926n7p大
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　市

小清河の水運　1926　7p　文庫・大勇

青島に於ける民船貿易（調査報告24）

　192668p雛市
膠済鉄路沿線の道跨（調査報告2g）　1926

　52p　大曲
我借款鉄道タル「三三鉄路ノ死活問題」

　二関シ朝野二軸フ　192612p

青島に於ける邦人所有の土地（居留民団

　と共著）　192710p文庫
山東出兵に就いて（居留民団と共著1

　19278p　文庫
山東に於ける在留邦人の消長（唐留民団、

　と共著）　192720p文庫
山東に於ける不当課税問題（居留民団と

　共著）　192710p文庫
山東省に於ける支那側の条約不履行・条

　約違反並に既得権益権侵害に関する請

　問題（居留民団と共著）　1927　26p

　文庫

山東に於ける邦人の企業（居留民団とtt

　著）　192713p　文庫

支那に於ける今次の排日運動（居留民団，

　と共著）　19276p文庫
支那の新興勢力に就いて（居留果団と共

　著）　19278p文庫
支那の治外法権撤廃問題く居留民団と共

　著）　19277p文庫
青島港の貿易（居留民団と共著）「．1927

　29P　文庫

山東省修正収貨物税四則』 i調査報告31）

　1927　76p　．

三農日本商工会議所定款・回議貝選挙規

　PJJ　1928，　17p

山東派遣の皇軍将士に呈す　192838＋

23P支庫

済南事件調査書（調査報告34）　1928

　94p’文庫

山東之物産　第二　山東之棉花等（調査

　報告35）　1929　山口

山東労働者の移動状況（調査報告38）

　192949p　山口・大市
山東之物産第二諌三生三等（調査

　報告39）：1929104p　山月・大市

山東之物産　第三　石炭（調査報告43）

　1929154p　山口・大回

青島地方の労働風潮（調査報告44）1929、

　74p　大市

山東之物産　第四　青島・芝　・龍p・

　威海衛地方の漁業（調査報告46）1930

　112p　仙口・大匙

青島を中心とする糞通対策　1938

　215p　国会・山口・大市

青島四駅貨物統計表（昭和14年）　1939

　29p　山口・魚市

青島の現勢（昭和14年）19396＋181p，

　国会∵山口・京大付・原市

青島商工案内（昭和14年度）　1939

　320p　国会・山口・京大付・大士

青島経済市況（昭和15年4月中）1939

　16p幽山口

青島小売物価調査（昭和14年5月末現在）

　1939’18枚　山口

青島画一出諸会社商店調（昭和14年）畠

　1940　25P　山ロ

青島の現勢（昭和15年）　1940254P

　山ロ’幽

昭和十四年青島市進出諸会社店調　1940

　25p　’

山東麦積真田’1940　45p　群聚・大市’

青島商工案内（昭和15年度）　1940　山

．口

青島経済を語る一六大都市商工会議所満

　支経済調査班を迎えて（所報第8号付1

　録）　194041p　山口・大回、

経済統制関係潔白告示集　194144p
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青島商工案内（昭和16年度）　1941

　260p　京大付・大回

青島銀行会社要覧（昭和16年版）　1941

　119p　大回・山口

南方共栄圏事情　194210＋172p

時局経済講演集194263p山回・大回

適正販売価格表　2編　194256p　山

　口・大市

青島の現勢（昭和18年）　1943325P

　山口・京大付・大回

臨時販売物価表第3編194268p
　山口

青島商工案内（昭和19年度）　1944

　599p　国会・京大付・大回

翼東沿海輸入貨物陸揚ゲ検査言行規定・

　翼東沿海輸入貨物陸揚ゲ検査申請三三

　査費納入規則、文庫

三三政府輸入税率　文庫

㈹　鉄弓（商工会議所→商工公会）

旧誼商工会議所定款　附会費徴収規定・

　議員選挙規則　192716p
鉄嶺後背地旅行随行翁面（昭和4年12月）

　1929　24p
’鉄血日田商工人名録　素面嶺案内　1932．

　41p
鉄血商工案内　1939131p大市

鉄嶺商工案内　1941132p大回

⑰　天津（日本商業会議所→日本商工会

　議所）

津浦』鉄道沿線視察報告書1912111p

　文庫

天津概観（大正9年～13年度）　山口各

　1
天津に於ける排日貨運動　192310113p

　文庫

小清河の水運　192646p
天津日本人商業：会議所定款　19268P

天津概観（昭和2年度）　山口

支那関税特別会議対策二関スル意見書tt

　1929　15p

天津に於ける排日運動の真相　1929

　73p　国会・東大法　文庫

天溺既観　附天津商工名録　1930’国会

天津輸出品要品数量月別前年比較表

　1931　山口・大回

万宝山事件の影響・193114p

中華民国新旧関税率比較表　1934

天津外国貿易統計一覧表（昭和10年度）

　大回

北支経済事情193814＋434p国会
　山口・大市

中華民国海関進口三三則（中華民国27年

　6月1日施行）　1938　66p

中華民国臨時政府の海関税率改正と三三

　響　　1938　　14p

天津物価調査表　193934p

lヒ支経済事晴　1939680p　国会・前文

　研

天津経済事情　1939288p　国会・東文

　研・山口・大凶

天津商工案内　1939　534P　東回研・大

　市

統税税務一覧　193962p大差
英米の対臼資産凍結法と北支貿易の新体

　制　194115p大回
資金凍結と現地金融事情　194124p

現地経済統制の推移　1941・9p　大回

北支経済再統制の検討　194124p大

　市
工業より観たる天津　194121p　’大匠

外国商社一覧（改訂増補）’　．1941　4＋

　119p　山口
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南方事情講演集　194238p　大山
天津華商公会名鑑（昭和17年度上「 ｹ清
　必需品之部）　1942’542p　山口・大．

　市
“天津華商公会名鑑（昭和17年度中　鉱工

　業金融運輸之部）　1942385p山
　口・大虚

㈹　南京商工会議所．

南京1941688＋32＋22p国会・文－

　庫・山口

国難府商瑚聯1『114039P

　　　　　　　　　　　　　　　へ㈲　袷爾濱（日本商業会三所→日本商工

　会議所→商工公会）

本邦品は斯くの如くして欧米品に駆逐さ

　られつつあり・1922　20p　国会

三三濱華人商工名録「1926国会
在北満日本貨幣排斥問題の経緯：1926

　48P
北支那観察記　192740p

満州里三三三三中心とする蒙古貿易調査

　192881p　東大総：・大士
三面濱”）概念　1928ユ8p　国会・山口・

　大回
露文書籍目録（昭和3年2月末日鶉在）

　1928
在北満支那官憲ノ悪政三二三三邦人ノ窮

　』状、192918p　大回

北満州二於ケル日露趨が概見1929

　，28p　馬市

三大洋騰落事情　ig29　13b

北満州の資源と産業概観1929172P
　大副　　　　　　　　・　　　　・
莫国の植物性油市場と同市場における大「

　豆の地位　193025p　大三

吟爾濱経済ノ現況　19317P

北満二於ケル絹三人絹織物需給状況

　1931　8p

北満州rの資源と市場　1932　19p

北満州経済発達小史　1933、13P・山口

北満に於ける毛皮市場　193332p　山

　口
北満1ピ於ける自動車網の将来　1933

　6P　山口

北満州事情概要（昭和8年版）　’1933

　51p　東大総・山口．．■大市

松花江事情概要　附黒龍江鳥蘇里江三三

｝193482p　東大総・山口

蛸壷濱日本商工会議所定款拉選挙規則

　1934　23p

北面不況打開策としての通貨膨張論

　1934　58p

濱：台子北両沿線の現況「1934120p
　山口

恰爾濱商工人名録（昭和10年版）11935

北嶺産業面鉄改正運賃問題座談会　1935
　　　　　　　　s
　41p

北面の新運賃と遍満産＊．　・．北語素正渾論

義題座談会　193541p　大回

海血忌市と其の特産物市場’1935

　64p
北面における外国資本拉にその活動状況

　1936143p　東大総
北面における白系露人投資とその活動状

　7兄’1936　42p・

松花江黒龍江経済痛心概要　附小爪里江

　事情　193683p　東大総1・山口

恰爾濱並鉄道沿線に於ける畜産品需給状

　況、（北満経済月報i回報1）　　1936　8p

　山口

冶爾濱に於ける満人経営百貨店の状況

　（北満経済月報情報2）　1936　2p
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　山口

北満に於ける茶類の需給状況（北満経済

　月報情報4）　1936　22p　山口

社線及国線改正運賃調査科（北満経済月

　報通i報1）　1936　35p　山口

社線灰国線貨物運賃料金要覧（蔀満経済

　月報通報3）　1936　124p　山口

満州国特許発明法及意匠法（北満経済月

　報通報4）　1936　57p　山口

晧爾濱商工人名録（昭和11年塚）　1936

三門二二発着輸出入貨物運賃比較表

　1937　13p　山口

恰爾濱　1937

三門濱商工人名録（昭和12年版）　1937

晧爾濱経済概観（康徳5年度）　1938

　242p
陰干濱経：済概観　ig38　216p　東大総・

　山口

満州国鉄道貨物運賃率表　1938180p
　山ロー・大工

恰；爾濱経済年鑑（康徳5年上半期）　1938

　145p　国会・山口・大三

吟爾濱商工名録（康徳6年度）　1939

　287p　国会・刀市

閉門濱市況年鑑（康i徳5年下半期）　1939

　287p　国会・山口・丁丁

ロ合門門市況年鑑（康徳6年上半期）　大回

三門濱経済資料集　第一輯　1940

　513p　四文研・文庫・山口・下市1

恰野江経済事情（浜江省商工公会と共編）

　194065p大工
恰爾濱経済資料集　第二輯　1941

　311p、東文無・山口・大工

恰爾二男商業実態調査結果表1編
　1941　山口・二二

下野濱市商業実態調査結果表2編
　1941　山口・大市

恰爾濱商工名録附組合名簿（康徳8年

　度）　1941384p　国会・大面

北満の資源と市場　1942　国会・東大総

東支鉄道会社と燃料問題

浜江省下県旗に於ける商業経営に関する

　統計（康徳8年8月末現在）　1942

　25p　大恥

，⑳　回忌爾商工公会

濡濡爾商工名鑑　1940・190p　大回

（21）擁順（実業協会→商工公会）

撫順商工要覧　193650p東大総・文

　庫・山市

撫順商工要覧　193860p大回

温順商工要覧　194141p　大市

撫順商工要覧　1943．34p　大回

撫順市二三ケル組合要覧，1943’75p

　大市

㈱　北京商工会議所　rt

北京商工人名録（昭和13年版）　1938

　1191p

北京商工名鑑（昭和14年版）　1939

　540p　大払

北京商工会議所定款　1939

北京日本商工名鑑　1940312p

華北時局経済講演集　194046p　大回
北京一般経済事情概観、1942　12＋

　179p
北京産業ノ概観　1943　2＋12p

㈱工糞萎）（磯謙殖工会議所→商・

満蒙経済概要　1916　120P　大霜
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奉天商工名録　1917146p大盛

奉天経済十年誌1918、509p国会・大
　市

奉天駅発着貨物統計（大正7年度）　1919

　40p　大虚

奉天商工名録　1919491p　山口

満謡曲：済統計概覧（大正7年版）　1919

　113p　山ロ

奉天商工名録　1924106p　山口

奉天経済二十年誌　19271014p　東大

　総

満州経済調査巨富　192764p

奉還沿線旅商団視察…報告書　第一　1929

　83p　東大総・山口・大回

奉天商工名録　1929197p　山口

奉海沿線旅商団視察報告書　二回　1932

　55p　東大経・山雨・他市

企業地トシテノ奉天　1932　東大総・東

　大経

回天商工名録（昭和9年版）　1934

　178P　国会

満州の運河問題に而て（奉天経済調査彙

　幸艮1）　　　1934　　14p

消費組合問題考察（奉天経済調査i彙報4）

　1935　47p

工業都市奉天（奉天経済調査彙報7）
　1’935　118p　国会

発展途上の奉天1934　1

奉天市場の商品　1935121p
奉天事情『 P936　1枚

満州国現行輸出入税率表　三文三

面州国特許意匠法関係法規　附同施行規

　則同種類別表　1936　127p　東大経

第三次関税改正に関する商工業者要望集

　金乗　　1936　　58p

満州国特許意匠登録出願の心得（奉三三

　済調査彙報14）　193626p

奉天経済事情　193630p東大経

奉天商工名録（昭和11年版）

奉天産業経済ノ猫1937471P函
　会・東大総・文庫・大憲

満州国商法法令集　1937266p

奉天経済法令急迫　第二輯　満州国輸出

　入税率表山　1938137p　国会

奉天産業経済講話　第一輯　労働票の発

　給に就いて　193814p

奉天産業経済講話　第二輯　鋼鉄配給の

　実務に就い」（　193820p

奉天経済事情（康徳7年版）　1938

　190p　国会・東面研・山口・大回

中小工業者転出座談会要領筆記録　1939

　122p．国会・東大総：・大回

奉天商工名録’　19391088p　大市

奉天産業経済講話　第三輯　機械工の要

　請とそのねらい所193910p

奉天産右心済講話　第四輯　熟練工養成

　に就いて　193919p

奉天産業経済講話　第五輯　何故鉄を急

　いで造らねばならぬか　193923p

満州国経済政策上に於ける農業問題

　1940118p　大回・

奉天経済事情（康徳7年版）　1940

　224p　国会・大豆

奉天経済三十年史　1940710p　国会・

　東大総・文庫・山口、・大旨

奉天会社一覧　194051p　大幅

奉当市に於ける統制団体並に商工関係組

　合一覧1941300＋20＋13p立命
　館・山口・大悟

奉天産統制価格表（康徳8年8月末現在）

　1941大裏
奉天産業経済事情　1942574＋38＋

　47p　国会・露文研・山口・大回、

奉天鉄馬工業地の概要1942130p
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　山口

（24）牡丹江商工公弁

職ノ鵬騰談難r‡941
臨時資金統制法改正に就いて　62p

㈲　香港日本商工会議所

香港年鑑（昭和16年版）　6＋196p　国会

㈲　開源実業会

三二要覧一二商工名録・1936133p

法源商工要覧『1941120p・大縞

⑳　本三三商工公会

本欝騨慷徳6年版）・1939

㈱　満州商業会議所連合会→満州商工会

　議所連合会　　　　　　　　　　y

満州商業会議所連合会議事録（第「回）

　1922

満州錦改翻画料19，2652P山
　．口

満州経済問題二関シ政府其ノ三二提出セ

　ル要請書　1926

奉二七問題其他に関する要請　1926

　24p
満州金融制度並二言箪改善二関スル要請

　書192710p
’満州輸入組合設立に関する建議書　1927

　10p
満州商業会議所連合会議事鉦（第三回）一

　19’　27

満州商工会議所連合会議事録（第十二回）

　1930

満州商工会議所連合会議事録（第十四回）

　1931　一．

満鉄及満州商工三根本建直シニ関スル要

　請書’ig31209回忌国会・，山口

満州商工会議所連合会議事録（第十八向）

　1934

㈲　広東商工会議所

新広東　1940．283p　国会

広東海関二三ケル貨物通関手続概況

　14p

広東海関二三ヶル三物通関手続概況（増

．補）　194119p

広東躰商工鰯・94・・49P

㈲　四竹商工会議所

四竹商工人繊1941．132P

㈹　此中商工会議所

山中商工案内　19411213P

（32）南陽商工会

南陽商工案内　193512p

㈹　富錦商工公会

三献商工録’ P941114p

（34）、開封日本紅三
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開封商工案内　1942126＋120p　　　　　三図商業会議所連合会速記録　1918

回忌陽実業会　　　　、（37）在郊本人醗会議所連合会

工業地回陽紹介　193324p　　　　　　　議事報告書　1921

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事報告　1923、

㈹　満鮮商業会議所連合会

　　　　　　　　　　II．謡扇主要商業会議所

（1）東京（商業会議所→商工会議所→商　　　料15）∴193520p

　工経済会）　　　　　　　　　　　　支那幣制改革の実行性（商工資料23）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1935　35p

赴清実業団誌　1914

中華民国幣制改革二関スル案　1918

　14p　・
日華排斥の対支貿易上に及ぼせる影響

　1919　41p

上海に於ける動乱直後の印象　1925

旅鮮に関揮聯（商工調査4）

響訂轍鱒（商工調査18）’929

中華民国新旧関税率対照表（商工調査37）

　1931　87p

支那二三ケル最近ノ排日事情（事務彙報

　7）　1931　20p

支那の経済恐慌に関する調査（商工調査

　56）

　第1巻　金融及国際貸借　193641p

　第2巻農業193582p
　第3巻商工業　1935120p

第4巻支那経済恐慌の特質1936

　　　　　45p

東洋市場に於け為本三品対欧州の競争一

　特に金ブロック諸国との関係（商工調

　査57）　193548p

西蔵。資源と三品進出の可能性（商工資

世界経済問題より見たる銀宝遮1935

　59p

我国外国貿易の情勢と其前途　1935

　34p
東洋市場に於ける本邦三三欧州品の競争

　1935　48p

支那経済朝清に関する調査（翻訳プ（商工

　調査6）

　第1巻　最近の金融事情　193569p

　第2巻北支農村織物工業1936

　　　　54p
　第3巻　北朝農村畠物工業と商人雇主

　　　　缶IJ度　　1936　　42p

　第4巻支那各地農業金融状況1937

　　　　65p
中華民国及満州国貿易統計表（昭和10年

　度）　1936

支那幣制改革に関する諸問題（商工資料

　34）　1936　47p

日満支経済問題講話　1936457p・

支那経済事情講話　1936359p

支那経済年鑑　1936677p一

支那事変の影響調査（商工調査73）（秘）

　第1巻商取引に関する影響1937
　　　　　13p
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　第2巻　外国貿易に関する影響　1938

　　　　　50p

　第3巻中小工業に関する影響1938

　　　　　33p

最近支那経済の動向（商工資料48）1937

　16p

最溜響済について・騨料58）

東亜経済年報（支那事変号）　1937

　479p

支那に於ける英国の動向と猶太の勢力

　（商工資料64）　1938

三糸経済視察を了へて一三支経済視察団

　報告（商工資料68）　193842p　、

北支那経済調査報告（商工資料76）　1938

　106p

中華民国維新政府行政院院長三三志閣下

　歓迎会午餐会に於ける演説　1938

　7p

東亜経済問題　1938244p

支那幣制問題に関する資料　1941

　100p

世界の華僑！翻訳）　1943173p　ノ

（2）横浜（商業会議所マ商工会議所→商

　工経済会）

支那の動乱と対面貿易（調査資料12）．

　1928　43p
日支経済事情講演会輯録　1937

大東亜共栄圏資源図会「 謌黶@満州帝国

　編　　1941　181p

横浜商業会議所懇話会講演集　第二五回

　支那に対する商工業発展策（鶴見左右

　吉）

（3）名古屋（商業会議所→商工会議所→

　商工経済会）

銀価下落と上海市場の物価（経済資料1）

　1931　15p
支那事変下に於ける名古屋地方商取引事

　情の変遷　1942266p
名古屋商工会議所東亜文庫目録　k942

　146p

④　京都（商業会議所→商工会議所→商’

　工経済会）

事変下京都小売業の経営に関ナる調査

　1939　18p

（5）大阪（商業会議所→商工会議所→商

　工経済会）

清国揚子江流域視察報告書　igO654P

　日露戦争の商工業に及ぼせる影響1

支那貿易と排貨の影響　192319p

武漢・長沙各地における排日状況　1923

支那動i！しと大阪港の対支章魚　1924

　16p
支那動乱と我国の対支貿易　192733p

　（昭和三年）支那における排日運動　1928

　27p
済南曄両軍隊三三舗19289＋

　11p
．，

x那市場に於ける本邦品あ地位＝支那拉

　諸外国品とめ競争状態　192961p

支那新輸入関税表・192966P

台湾及南華視察報告　1931104p
中華民国労働法規　193167p

現地調査　満蒙経済の実相　1931

　328p
対支政治問題一覧表　1931’

対支経済資料一覧表　1931

多端なる支那

　第一輯　1931年の現状　1932105p’
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　第二輯　1931年の現状　1932122p

　第三輯　1931年の現状　1932

　第四輯，，　1931年の排日状況1932

　　　　　170p
第十九回全米貿易会議に於ける日支問題

　の検討　1932110p

支那排日運動ノ違法性　1932　1枚

中華民国輸入税率並び輸出入関係法規

　現中華民国国定輸出入税率表（調査及

　資料報告6）　1932105p

一九三二年の満州及び支那事情、（上）

　1933　295p’

：最近本邦及大阪港対満州貿易概表　1933．

　58p’　一　一
満州国輸出入関税率表　附満州国商標関

　係法規一班（調査及資料報告12）　1933、

　113p
三会線の開通と内陸港（大阪・四声・敦：

　賀・i興隆鳥）　　1933　　58p

ソ連邦政治経済の動向と北鉄譲渡交渉

　1934

最近における満州貿易の動向　1934

　96ケ

日満支経済ブロック結成基礎資料（資源

　開発1）　1934　12p

改訂満州国輸出入関税率表　1934’75p

大阪より満鮮北支へ　1936212P

北斗対策基礎章料　1937

事変影響調査　卸売物価の部　第一，二

　1937

悪性なる支那の抗日侮日　1937

対支問題に関する各委員意見　1937

対支工作原案　1937・

対支工作に関する意見書　193713p

満州国に於ける生活必需品の配給統制に

　？いて　1940　26p

支那貿易年報（1939年版）　19411206p

満州国貿易統制法の解説　194122p

大東亜共栄圏ノ植産資源・三二貿易資財

　ノ増産方策二割テ　194124p

満州国貿易の実際　194188p

満蒙貿易の現状（東亜経済資料4）　1942

　47p

（6）神戸（商業会議所→商工会議所→商

　工経済会）

清国動乱影響調査　1911

青島　1914　88p

日支貿易二関スル調査　191630ptt

日貨抵制運動と神戸港貿易　1920

神戸港の干支貿易調査　1922

支那動乱と神戸港茸びに対支貿易の将来

　1924　，

上海の罷業罷市　1925

対支貿易と憂ふべき支那の排外運動
，　［1－925

支那対外貿易の総合観察（対三三貿易時

　報号外l　ig2645p、

武漢地方に於ける国民革命の施政状況拉

　に労働政策、192650p

南方政府承認問題に就て　19278p

支那の時局と我が対支貿易（対三三貿易

　時報号外）　192779p

支那の不当課税早わかり（対露骨貿易時

　報号外13）　192867p

済南事件に関する支那側の逆宣伝（調査

　資料16）　192852p

対州貿易上に動きつつある済南事件

　1928　22p

満蒙に於ける未解決諸問題192819p

北伐の準展と我が三三貿易　192845p

北満の資源と日・露・支三国の現勢（露

　支調査20）　1929

昭和三年度郵貯貿易統計表（露支調査18）

1999　46p
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支那各地再燃の気運にある排日運動に就

　て　1929

支那関税金建徴収の影響と対策　1929

近く廃止されんとする翠煙陸境関税問題

　に就て　1930、12p

銀側暴落と対聯貿易の前途（調査資料23）

　1930　23p

漸江財閥と国民政府の関係（調査資料27）

　1930　70p

支那新国定税率の我が対支貿易に及ぼす

　影響　193114p

満蒙問題の実相（露支調査28）　1931

　48p

耳蝉貿易概況（昭和6年上半期）（露平調

　査30）　　　1931

支那及満州に関する経済統計表　1931
支那及満蒙二関スル統計資料　1931

　1枚
支那及満蒙二関スル峰済統計集　1932

　1枚
最近に於ける支那の対外貿易　1933

　14p

日満・日支貿易の現勢（調査資料49）

　1935　41p

華僑の現勢と神戸に於ける華僑（調査資

　料54）　193618p

北支較榊戸潮支賜の動向，1937
　26P　　　．　　　　　　　　　　蛆

支那事変と神戸港対支貿易の動向　其の

　二　1937

支那事変と本邦貿易の推移（調査資料64）

　1937　64p

満州国輸出入関係税率表　1938

中華民国改正輸入税率表　1938

事変下に於ける神戸の華僑と本邦在留華

　僑」のi現勢　1938

本邦対北中三三昂の現況及び将来　1938

　17p

華僑の現勢　1938

北支経済事情・渤海北支港湾情勢　1938’

　41p
列国在：芝権益概説1939119P

北支産業観察記　1939

重要物資統制の輪郭（満平編）　1940

　78p

東亜貿易統計資料　1941
満州の農家経済三三（東亜経済資料3）

　1941　41p

満州の大豆　194350p

（7）・長崎（商業会議所→商工会議所→商

　工経済会）

香港・上海に於ける海産物取引状況

　1918　49p

（8）日本商工会議所

支那二三ケル日貨排斥ノ実情一上海排日

　貨対策研究会報告一　1928

支那に於ける日貨排斥の我が対支貿易に

　及ぼせる影響（調査資料1）　1928

　27p　，

最：近支那及満州ノ諸問題F関スル在満・

　支商業会議所ノ建議三三構　1928“

　82p
支那問題連合協議会報告附議事速記録

　1928　・110p

第二回旅商第一班（南支南洋方面）報告

書（三吉2）1928524P

日支間拉支那に関する日本及び他国間の

条約（調査資料2）tt　1928393p

国際商工会議所チ於ケル支那問題予備委

　員会ノ経過及ビ記録　192846P

支那南洋における最近日貨排斥の峰越並

　びに影響（調査資料4）　1929398b一
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小幡氏接受拒否に関する支那側の主張と

　宣言　192922p
国際商工会議所支那問題委員会に対する

　支那問題調査報告案　192923p

北中支及ビ蒙彊二於ケル物価趨勢　1931

　138p
l支那二於ケル最近ノ日貨排斥運動　1931

　134p
支那及満蒙問題二関スル意見及参考資料

　　（調査資料16）　1931165p

支那新国定税率ノ我対支貿易二及ボス影

　響　　1931　　16p

Economic　confusion　caused　by　the　vio－

　lence　of　the　Chinese　warlords，　1932．

　13p
満蒙経済使節誤報告並意見書（報告22）

　1932　75p

支那及満蒙問悪二関スル決議及建議事項

　　（報告22）　193253p

満州国輸入関税率表並に之が改正に関す

　る各地商工会議所の希望意見（調査資’

　料26）（秘）　1934162P

北支事変特別税法の内容（税制調査委員

　会資料14）　193736p

満州国関税改正に関する各地商工会議所、

　の希望意見（貿易対策委員会資料7）

　1937　186p

本年上半期に於ける本邦対外貿易概況

　1937　23p

支那事変に関する講演（調査資料91）（秘）

　1937　52p

対支問題に関する講演　193752p

支那関税改正に関する各地商工会議所の

　希望意見（貿易対策委員会資料9）（秘）

　1938

事変下に於ける輸出振興施策の展望（貿

　易対策委員会資料16）　193841p

対支問題に関する各地商工会議所意見

　　（調李資料92）（秘）　193882p

日満支貿易に関する統計資料（調査資料

　99）　1938　26p　・

日満支繍提携座談謹告（結57！

　1938
法幣対策に関する各方面の意見1（東亜

　経済資料1）　193941p
満州国産業開発修正五箇年計画に関する

　資料（東亜経済資料2）　193976p

我が対支処理方針に関する帝国政府声明

　　（東亜経済資料3）　193922p

米英仏国政府ノ対日通牒及帝国政府ノ対

　米回答（東亜経済資料4）　193932p

円ブロック向輸出制限問題に関する各方

　面あ意見（東亜経済資料5）　1939

　47p
国民政府会社法（公司法）及関係法規（東

　亜経済資料6）　193955P

日川劇貿易統計資料（東亜経済資料7）

　1939　109p

法幣対策に関する各方面の意見2（東亜

　経済資料8）　193980p

満州国主要経済統制法令（東亜経済資料

　9）　1939　129p

円ブロック内輸出制限の影響に関する調

　査（東亜経済資料10）　1939

支那関税改正二関スル各地商工会議所希

　望意見（東亜経済資料11）（秘）　1939

　303p

我国貿易の趨勢と日満支経済ブロック

　1939　58p

北中支に於ける事変前工業と其の復興状

　況（東亜州流資料12）　1939174p

中華民国維新政府商標法　1939　14p

関横撃向輸出調整関係法規　193958p

東亜経済委貝回要綱及審議経過1939

　34p

支那関税改正に関する建議（秘）　1939
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　14p

支那二三ケル列国権益ノ性質　1939

　16p

東亜経済委員会綱要，193914p

満州国産業開発修正五か年計画に関する

　資料．193976p

日三三貿易統計資料　1940120p

満州国配給統制ノ概要　1940　2＋81p

満州国農産物統制関係洗熊（改訂版）

　1941　6十118p
満州国の貿易統制（東亜経済資料21）

　1941　一126p

北中支及び蒙彊二於ケル物価趨勢（東亜

　経済資料23）　1941、138p

北中支に於ける輸入配給統制（東亜経済

英支両国ノ紛争ト日英貿易ノ消長（調査

　資料24）　1941178p
支那商標法及商標三三証整理弁法　エ941

　26p

付　記

　本目録の作成につき；京都大学人文科

学研究所古屋哲夫氏『・国立国会図書館

土屋紀義氏・東洋文庫本庄比佐子氏・東

京大学文学部図書室梅沢耕助氏・神戸大

学安井三吉氏の御厚意に甘えるところ多

かったゲ記して感謝する次第である。

（いいじま　わ．たる　大阪市立大学文学

部助手）
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