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はじめに
国立国会図書館（以下「当館」という）が所蔵している多くの資料の中で、
南満洲鉄道株式会社（以下「満鉄」という）及びその下部組織の東亜経済調
査局が作成ないし所蔵していた和洋図書、雑誌、研究報告、文書などの満鉄
資料は、その内容ばかりでなくその入手の経緯からみても、きわめて貴重な
コレクションの一つと言うことができる。
これらの満鉄資料は、1���年に衆議院が満鉄の整理委員会から購入し、翌
1���年に、当時設立されたばかりの当館に移管されたもの及び当館設立後に
同委員会から購入した追加資料等で構成される。それらの大部分が長らく未
整理のままであったものの、1���年以降急速に整理が進められた結果、1��0
年代初めまでには和洋を問わずほぼすべてが閲覧可能になったと言える。
しかし、これらの満鉄資料、特に和文資料には通常の図書として整理する
のに困難な一枚ものの文書など各種の形態の資料が含まれているにもかかわ
らず、簡易製本を施すことで本の形態にして整理し、図書として閲覧に供し
たために、利用者がその存在や内容の重要性に気づかず、書庫の中で事実上
眠ったままになっているものが多数ある。
そこで、本目録では、そうした当館所蔵の満鉄資料のうち、特に重要なも
のとして、「秘」、「極秘」、「極秘扱」、「特秘」などの印が押され、ないし印刷
されているものを選び出し、さらに、満鉄組織内での通信文書や報告など部
外秘のものを含めて、目録を作成することにした。
この目録に掲載の資料は、いずれも秘密扱いで世間には流通しなかったた
め、今日ではそれらの存在を知ることすら困難である。
本目録により当館所蔵の満鉄秘密資料の存在が広く世に知られ、利用がし
やすくなれば幸いである。
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凡例
本目録に収録したのは、当館所蔵の満鉄資料のうち、マイクロフィルム版
及び復刻版を除いた現物資料で、「秘」、「極秘」、「極秘扱」、「特秘」などの印
が押され、ないし印刷されている和文資料で、満鉄が作成したものを中心と
し、満鉄と関係の深い関東軍や外務省などが作成した資料で秘密扱いのもの
も加え、それぞれについて「秘」、「極秘」などの情報を資料に記載されてい
る通り記した。
書誌事項については、現物に記載されている情報に基づき記したが、表紙、
奥付等部位によって記載が異なる場合は、表紙の記載を採用し、旧字体は新
字体に改めた。
また、シリーズ名及びその巻次がある場合は、（　）で囲んでタイトルの後
ろに記載した。
満鉄資料は、狭義においては「満鉄が作成した資料」を指し、「満鉄が収集
した資料」は含まない。しかし、満鉄が日本国外の大連に本拠地を置く国策
会社であり、関東軍や満洲国などと密接な関係を有していたことから、満鉄
の集めた資料も、満鉄が作成した資料に劣らず重要であり、広い意味での
「満鉄資料」に含めて議論されることが多い。
しかし、狭義にせよ広義にせよ、当館所蔵の満鉄資料については刊行され
た単発の目録というものがないので、当館所蔵のNDL-OPACで「満鉄」ない
し「南満洲鉄道」を検索タームとしてリストアップしたデータをもとに、書
庫で満鉄作成資料の現物調査を行い、それらのうちの秘密扱いのものを抽出
し、満鉄旧蔵資料で満鉄に関連の深い機関が作成した秘密資料も加えて、目
録を作成した。1)　満鉄以外の機関・団体が作成した資料をこの目録に含める
ことには批判もあろうかと思われるが、それらを含めた方が、満鉄の諸活動
についてより深く理解することにつながるものと判断した。
目録作成にあたっては、これらの秘密資料の内容によって印刷方法や作成

１）当館所蔵の満鉄資料の数については、以下を参照。
　白岩一彦「国立国会図書館における満鉄資料の所蔵状況」『日米中における満鉄
関係資料等の利用と保存をめぐる諸問題─国際ワークショップ報告書』日本貿易
振興機構アジア経済研究所　200�，pp.��─�2
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部数に違いがあり、かつ、それらのデータによって資料配布の範囲を推測す
ることができることを考慮し、書誌事項に和文タイプ・カーボン版、謄写版、
蒟蒻版、活版などの記載を加えたうえで当館の請求記号を記した（【　】内）。
また、今回収録した当館所蔵満鉄資料のうち和文資料の大半を占める満鉄
飯田橋倉庫資料（以下「飯田橋資料」という）は、1���年に当館が購入した
もので、秘密扱いのものが多く含まれる貴重な資料群であったが、資料の形
態及び多様性の問題から整理には時間がかかり、購入後約�0年が経過した
1���−1���年頃に集中的に整理され、閲覧に供された。
そのような事情があるので、この時期にまとめて整理された飯田橋資料
は、資料の標題紙裏に押印される受入日付印並びに受理番号が近接してい
て、すぐにそれとわかるので、これらの資料については、正本、複本を問わ
ず、識別のためにそうした受入記録も追記しておいた。また、比較のために
飯田橋資料以外の満鉄資料（旧帝国図書館本等）についても受入記録ないし
それに準ずる記録を記入した。
なお、飯田橋資料に含まれていた満鉄及び関係機関の秘密資料のほかに、
戦前から戦後にかけて当館の蔵書として受け入れられた満鉄及び満鉄関係機
関作成の秘密資料も当館の書庫で散見されるので、それらの資料もこの目録
に加えておいた。
また、当館憲政資料室所蔵資料の中に、本目録所収の資料に密接に関わる
文書が含まれているので、それらも合わせて本目録に収録した。
配列は刊行年順とし、刊行年が同じ資料については正本の受入年月日順に
並べ、それが不明のものはその年の最後に置いた。
なお、ここ十年来当館所蔵資料のマイクロ化やデジタル化が急速に進んで
いるので、目録掲載の資料でそうしたメディア変換がすでに行われたものに
ついては、次のような表示を付け加えておいた。ただし、アジア経済研究所
図書館の画像資料の場合、当館から入手したマイクロフィルムによる画像
と、当館所蔵資料でもアメリカ議会図書館からマイクロフィルムを入手して
作成した画像と二通りあるが、本目録ではそれらを特に区別しなかった。
〈昭和前期〉　昭和前期刊行図書デジタル版集成所収の資料
〈アジ研〉　 アジア経済研究所図書館データベース「近現代アジアのなかの

日本」2)　に画像が収録されている資料

２）http://opac.ide.go.jp/asia_archive/index.html（最終アクセス2011.2.�）
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単発資料の部（作成年順、160タイトル）

1927
『対満貿易の現状及将来─我国対満輸出貿易の促進及在満邦商の発展策に関
する調査報告書─』上巻─下巻　南満洲鉄道株式会社興業部商工課　全３冊
「秘」複本あり。（受入記録：（正本）�����～�����；（複本）2�. �. �1　11����
～ 11����）

当館請求記号（以下同じ）　【���. 21-M���t】，【���. 21-M���t-I】

1928
『第二　満蒙新国家成立ニ伴フ対外関係処理要綱─〔昭和〕三、二、二九審議
委員会決定　陸軍省複写─」〔陸軍省〕　謄写版　２丁「極秘」，「三〇部ノ内
第９号」　（受入記録：��. �. 1�　��w����0）

【GB�21-210】
☞飯田橋資料に含まれていたもの。本要綱と同文の要綱が、満洲事変後の
1��2年３月12日に閣議決定されており、当館でもその和文タイプ・カー
ボン版及び手書きの写しを石原莞爾関係文書第��として所蔵し、また、
同じ資料で謄写版刷りのものを片倉衷関係文書第2��として所蔵してい
る。（1��2の項を参照）

1929
『支那側の商租妨害手段』南満洲鉄道株式会社庶務部調査課編　南満洲鉄道
活版２冊（合本１冊）「極秘」　（受入記録：��. 11. �0　�1w�111�）

【AC�-�11-�】〈昭和前期〉
☞凡例のところに「本書は支那側には絶対に秘せられたし」という貼り紙
あり。

1930
『日本産水産物輸入増進策』〔南満洲鉄道〕経済調査会第二部　蒟蒻版　2�p
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「極秘」　（受入記録：��. �. 20　��w11�1�）
【DE2��-2�】〈アジ研〉

『中国共産党中央執行委員会第二次全体会議決議全文（満鉄調査資料 1��
編）』満鉄〔庶務部〕調査課　活版　1��p　〔秘〕　（受入記録：�����）

【�1�. 22-Ty����t】〈アジ研〉
☞表紙右上の「秘」に当たる部分が削られている。当館受入時に処置され
たものか。なお、『南満洲鉄道株式会社上海事務所調査室資料分類目録．
秘扱之部　昭和1�年』（龍渓書舎　1���年復刻　【UP111-J��】）のp.1�0
の記述によると、本資料は「秘」とされている。

『中国共産党組織問題資料（満鉄調査資料 第1��編）』満鉄調査課　活版　
20�p　〔秘〕　（受入記録：���00）

【�1�. 22-M���t】〈アジ研〉 
☞表紙右上の「秘」に当たる部分が削られている。当館受入時に処置され
たものか。上記の『南満洲鉄道株式会社上海事務所調査室資料分類目録．
秘扱之部　昭和1�年』のp.12�の記述によると、本資料は「秘」とされ
ている。なお、本資料には小沼書店刊の復刻版（1��1）があるというが、
筆者未見。

1931
『支那共産党運動史』参謀本部　活版　��2p　「秘」　（受入記録：��. �. 1　
�1��2�）

【�1�. 22-Sa��1s】
☞表紙裏に「本書ハ用済後確実ニ焼却相成度」という印刷あり。

『満蒙ニ於ケル電力資源ト其経済的考察』〔南満洲鉄道〕地方部商工課　活版
��1p, 地図��枚　「極秘」　複本あり。（受入記録：（正本）���02；（複本）�0. 
2. �　1010���）

【��0. �222-M���m】，【��0. �222-M���m-I】
☞正本表紙の「極秘」の文字は削ってある。複本はクロス装の表紙に「極
秘」と印刷されている。正本の場合、当館で受け入れて整理したのが戦
後早い段階だったため、トラブルを恐れて「極秘」の文字を削ったものか。
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1932
『満洲側不動産並庶民金融機関設立に関する資料』満鉄経済調査会　活版
10�p　「秘」　複本あり。（受入記録：（正本）2�. �. �1　11���2；（複本）��. 
11. �0　�1w�112�）

【���. ��-M���m】，【���. ��-M���m-I】

『支那共産党史』外務省情報部　活版　�, ���, �p　「秘」　（受入記録：��. �. 1 
�1��22）

【�1�. 22-G1�2s】

『国際聯盟支那調査委員ニ対シ支那側ヨリ提出セル調書：第４，12～ 1�号
（英文）』Peiping, June, 1��2．謄写版　４冊（合本１冊）　「極秘」　（受入記録 
：��. �. 1�　��w102�2）

【A��-C�Z-2】〈アジ研〉

『満洲製鉄関係事業合同統一案』南満洲鉄道経済調査会第二部第五班　蒟蒻
版　22�p　「極秘」　（受入記録：��. �. 20　��w11�0�）

【DL���-2�】〈アジ研〉

『新国家承認問題（改訂）』〔南満洲鉄道〕経済調査会第五部　蒟蒻版　６丁
「極秘」　（受入記録：��. �. 20　��w11��2）

【A��-121】〈アジ研〉

『哈爾賓金融保管委員会調査報告書添附書類』哈爾賓金融保管委員会　蒟蒻
版　１冊　「秘｜2��−2」　（受入記録：��. �. 20　��w11��0）

【DF1��-��】〈昭和前期〉〈アジ研〉 
☞『哈爾賓金融保管委員会調査報告書（哈爾賓特務機関調査資料）』（永井
利夫昭和７年作成．当館未所蔵）の添付資料。

『吉黒榷運濱江塩倉調査報告書』丸毛武男，岡部志津夫　〔南満洲鉄道株式会
社?〕　蒟蒻版　22枚　「秘」　（受入記録：��. �. 20　��w120��）

【YQ2-���】
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『第二　満蒙新国家成立ニ伴フ対外関係処理要綱』「昭和七年三月十二日閣議
決定セラル」陸軍　和文タイプ・カーボン版　陸軍用箋４枚「極秘」及びペ
ン書きの写し６枚

【石原莞爾関係文書 . 第��】（憲政資料室所蔵）
☞和文タイプ・カーボン版の方は、「寫」及び「第一課」のゴム印あり。本
要綱の姉妹編と考えられるのが、初め『支那問題処理方針要綱』の一部
として作成され、のちに同じ日に閣議決定された『第一　満蒙問題処理
方針要綱（昭和七年三月十二日閣議決定）』であるが、当館では所蔵して
いない。

☞この「満蒙問題処理方針要綱」並びに「満蒙新国家成立ニ伴フ対外関係
処理要綱」の本文については、インターネット検索エンジンのgoogle, 
Yahoo!等の検索窓に資料名を入力して検索すれば、当館データベース
　昭和前半期閣議決定等収載資料及び本文日付順リスト（昭和２─８年）
　http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/kakugi-date01.php
　に収録されたそれぞれの資料の本文（URLは下記の通り）を参照するこ
とができる。
　http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib000��.php
　http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib000��.php

『第二　満蒙新国家成立ニ伴フ対外関係処理要綱─昭和七年三月十二日閣議
決定セラル─』〔作成者不明〕　謄写版　２枚（本文２p）

【片倉衷関係文書 . 第2��】（憲政資料室所蔵）
☞上に掲げた資料（石原莞爾関係文書第��）と本文は同一。昭和７年３月
12日の閣議決定以後に陸軍省内で作成され、関東軍参謀（当時）の片倉
衷を含む陸軍関係者に配布されたものか。なお、片倉衷関係文書にはほ
かに本資料の蒟蒻版があり、東京裁判の証拠書類として提出されてい
る。1���の項参照。

1933
『中国共産党1��2年史』外務省情報部　活版　���, �p　「秘」　複本あり。（受
入記録：（正本）2�. �. 2�　21��2；（複本）��. �. 1　�1��2�）

【�1�. 22-G1�2t】，【�1�. 22- G1�2t-II】
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『満洲国県別資料索引目録．其１～其４』〔南満洲鉄道株式会社〕経済調査会
第一部　蒟蒻版　４冊　「秘」　（受入記録：��. �. 20　��w11�00～��w11�0�）

【GE2-��】〈アジ研〉
☞内容：其１ 奉天省、其２ 吉林省、其３ 黒龍江省、其４ 熱河及興安省

『羊毛工業対策案』〔南満洲鉄道株式会社〕経済調査会第二部第四班　蒟蒻版
10�p　「極秘｣　（受入記録：��. �. 20　��w11�2�）

【DL���-�】〈アジ研〉

1934
『中国共産党1���年史』外務省情報部　活版　���, �p　「秘」　複本あり。（受
入記録：（正本）2�. �. 2�　21���；（複本）��. �. 1　�1��2�）

【�1�. 22-G1�2t】，【�1�. 22-G1�2t-II】

『本年観タ北支那』神田正雄　著者刊　謄写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. 
1. 1�　����1�）

【GE�2�-�】

『帝政後の満洲国を視察して』神田正雄　著者刊　謄写版　��p　「秘」　複本
あり。（受入記録：（正本）��. 1. 1�　������；（複本）��. �. 1�　��w1022�）

【GE���-22】，【GE���-22a】
☞正本は立憲民政党政務調査館旧蔵資料、複本は飯田橋資料。

1935
『満洲電気事業及瓦斯事業方策（立案調査書類 第�編第1�巻）』南満洲鉄道株
式会社経済調査会　活版　2��, �p, 表　「極秘」　（受入記録：2�. �. �1　
11��1�）

【��0. �222�-M���m】

『満洲交通調査報告（資源調査書類 第４編第６巻）』南満洲鉄道株式会社経済
調査会　活版　�2�p, 図版 , 表 , 地図　「秘」　（受入記録：2�. �. �1　11����）

【��2. 22�-M���m】
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『中国共産党1���年史』外務省情報部　活版　���, �p　「秘」　複本あり。（受
入記録：（正本）2�. �. 12　�22���；（複本）��. �. 1　�1��2�）

【�1�. 22-G1�2t】，【�1�. 22-G1�2t-II】

『四川省経済界ノ真相』神田正雄　著者刊　謄写版　��p，地図　「秘」　（受
入記録：��. 1. 1�　������）

【DC1��-2】〈アジ研〉

『昭和十年度民国視察報告書』神田正雄報告 満鉄経済調査会　謄写版　10�
枚　「秘」　同本３冊あり。（受入記録：��. �. 1�　��w0�1��～ ��w0�1��）

【GE�2�-��】，【GE�2�-��a】，【GE�2�-��b】〈アジ研〉

『山西省輸移出入商品ニ関スル調査（経六資料 第８輯）』満鉄経済調査会　謄
写版　��枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w11���）

【DC1��-12】〈アジ研〉

『支那電気事業調査資料』満鉄・経済調査会　謄写版　1��枚　「秘」　（受入
記録：��. �. 2�　��w11���）

【DL1��-22】〈アジ研〉

『停戦協定区域ノ現状ト其ノ改革案〔他〕』和文タイプ・カーボン版　合本1
冊　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【GE�2�-�2】〈アジ研〉

『晋、綏、察三省視察報告書』山井格太郎報告　満鉄経済調査会　謄写版　
1��枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w��1��）

【GE���-�】〈アジ研〉

1936
『中国共産党1���年史』外務省情報部　活版　���, �p　「秘」　複本あり。（受
入記録：（正本）2�. �. 2�　21���；（複本）��. �. 1　�1��2�）

【�1�. 22-G1�2t】，【�1�. 22-G1�2t-II】
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『本邦対支重要輸出品ニ対スル支那ノ競争産業並列国トノ競争関係ノ現状及対
策』満鉄経済調査会　謄写版　���枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w0�1�0）

【DE2��-20】〈アジ研〉

『天津ニ於ケル地価─特別三区及伊租界─（天調 第�0号）』満鉄経済調査会謄
写版　４枚　「支那駐屯軍司令部昭11、�、1調」　（受入記録：��. �. 2�　��w�12��）

【AC�-�11-�】〈アジ研〉
☞表紙右上端に満鉄経済調査会の「東京在勤幹事」というゴム印が押して
あり、満鉄の内部資料であることがわかる。

『冀察政情』東亜経済調査局　和文タイプ・カーボン版　合本1冊　「秘」　
（受入記録：��. �. 2�　��w�1��0）

【GE�2�-��】〈アジ研〉

『北支ニ於ケル共産軍関係』 東亜経済調査局　和文タイプ・カーボン版　合本 
１冊　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【GE�2�-��】〈アジ研〉

『中央関係ノ北支情報』東亜経済調査局　和文タイプ・カーボン版　合本１冊
「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【GE�2�-�1】〈アジ研〉

『主トシテ日本中小紡職業ノ市場トシテ見タル満洲市場及之ニ関聯シテ考察
シタル満洲国関税率』 満鉄経済調査会　謄写版　2��枚　〔極秘〕　（受入記
録：��. �. 1�　��w��1��）

【DE2��-21】〈アジ研〉
☞表紙右上端に保管者印あり。「極秘」の印なし。『南満洲鉄道株式会社上
海事務所調査室資料分類目録．秘扱之部　昭和1�年』（龍渓書舎　1���
年復刻）のp.�2の記述によると、この資料は「極秘」になっている。

『停戦協定地区産業概況調査報告書．産業（天参調 第2�号（支那駐屯軍司令
部昭和11、2、10調））』満鉄経済調査会　謄写版　200枚「天調１、��　第６
号」，「秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w��1��）

【GE���-�】〈アジ研〉
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『国際不可分関係．米国ノ部（国家間ノ特殊関係及特殊地域ノ研究資料 第三
輯）』満鉄・経済調査会　謄写版　�1�枚「（未定稿）」，「秘」　（受入記録：��. 
�. 1�　��w�����）

【A��-U-��】〈アジ研〉

『日満軍需工業に関する研究（経調資料 第10�編）』南満洲鉄道株式会社経済
調査会　1��p　「極秘」　（受入記録： ��. �. �0　�0w���1�）

【1�. �-���】 
☞経済学者長守善執筆。

『支那赤色勢力の現段階（経調資料 第12�編）』南満洲鉄道株式会社経済調査
会　活版　�2p　「秘」，「昭和一一・十一・廿五寄贈」

【1�. �-���】〈アジ研〉
☞満鉄経済調査会から帝国図書館への寄贈本。「秘」の文字はそのままにな
っている。

1937
『北支要覧』満鉄産業部　謄写版　��1枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　
��w0�1�0）

【GE���-�】〈アジ研〉
☞遼寧省档案館編『遼寧省档案館蔵日文資料目録』（遼寧古籍出版社　
1���年）の上冊p.��に掲載の本資料は、「極秘」となっていない。記載
もれか。

『支那駐屯軍満鉄経済調査委員会第二回懇談会報告ノ件』満鉄・経済調査委員
会　謄写版　��枚　「特秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w11���）

【DC1��-11】〈アジ研〉

『蘇聯邦外国貿易並対極東貿易ノ現情』満鉄産業部　謄写版　�2�枚　「秘」　
（受入記録：��. �. 2�　��w11���）

【DE��1-1】〈アジ研〉

『北京情報．自昭和十一年十二月至昭和十二年六月』東亜経済調査局　手書
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き・カーボン版　合本１冊　「密」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1��1）
【GE�2�-��】〈アジ研〉

☞満鉄東亜経済調査局の内部文書綴り。マイクロフィルム化の際に間紙を
入れずに撮影し、そのマイクロフィルムに基づいてアジア経済研究所が
デジタル化したため、本資料のデジタル画像には裏映りのために全く読
めない部分がある。

『上海情報．二（自昭和十一年五月至昭和十二年十月）』東亜経済調査局　和
文タイプ・カーボン版、ペン書き等　合本１冊　「発表厳禁」　（受入記録：
��. �. 2�　��w�1���）

【GE�2�-��】〈アジ研〉

『蒙疆地帯事情』〔他〕　〔南満洲鉄道総裁室弘報課〕　和文タイプ・カーボン
版，蒟蒻版等　合本１冊　「極秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【GE�2�-�0】〈アジ研〉

『事変発生後の上海経済状況．昭和十二年九月，十月』満鉄上海事務所調査室
　謄写版　合本１冊　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【DC1��-�】〈アジ研〉
☞満鉄社内資料（秘扱い）。

『満洲興業銀行中小金融ニ関スル座談会問答抄録』満鉄産業部　謄写版　1�
枚　「秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w��1�0）

【DF�11-�2】〈アジ研〉

『新嘉坡情報．政治』東亜経済調査局弘報課　和文タイプ・カーボン版等　合
本１冊　（受入記録：��. �. 20　��w11��0）

【A��-122】〈昭和前期〉
☞社内連絡文書綴り（部外秘）。
　なお、アジア経済研究所の『旧植民地関係機関刊行物総合目録．満鉄編』
のp.���ではこの資料を雑誌として記載しているが、誤りである。

『新嘉坡情報．経済』東亜経済調査局弘報課　和文タイプ・カーボン版等　合
本１冊　（受入記録：��. �. 20　��w11��1）
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【DC2�1-11】〈昭和前期〉
☞社内連絡文書綴り（部外秘）。これもアジア経済研究所の上記目録p.���
の記述によれば雑誌となっているが、誤りである。

『産業開発五箇年計画ニ基ク車輛数並車輛費概算表』満鉄経済調査委員会　
青写真８枚　「極秘」　（受入記録：��. 11. �0　�1w�11��）

【YQ2-���】
☞米国議会図書館所蔵の同じ資料には、青写真以外に表紙と文書一枚が付
いており、表紙に「極秘」の印が押してある。『満鉄刊行資料』（【YD-�2�】
マイクロフィルム）MOJ 2���参照。

『内蒙古実地踏査報告』外務省調査部第５課　外務省調査部　活版　1��p
〔極秘〕　（受入記録：1���2）

【YD�-H-a2�2-CN�】 
☞池田克己外務省書記生（当時）執筆。当館所蔵本には「極秘」の文字の
部分がないが、森久男著『日本陸軍と内蒙工作』（講談社200�年
【GB�11-J�2】）p.2�0の図版を見ると、本書表紙に「極秘」の文字が印刷
されていることがわかる。

1938
『戦時財政計画附属調表．第一部（計画表），第二部（参考表）』〔南満洲鉄道
東京支社調査室〕　謄写版　�0枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1�21）

【YQ 2-��1】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『伊太利の植民地貿易』陸軍　和文タイプ・カーボン版　陸軍用箋４丁, 表　
（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【DE��1-�】〈アジ研〉 
☞陸軍の内部資料。陸軍から満鉄関係者に渡され、満鉄が保管していた可
能性がある。

『事変情報』〔陸軍省〕軍務課　謄写版　11丁　（受入記録：��. �. 1�　
��w���2�）

【GB�21-20�】
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☞陸軍省の内部資料。外国新聞の日華事変関係記事を邦訳したもの。

『日満支ヲ通ズル羊毛自給計画実行促進方策並対満支要望事項案』〔企画院?〕
謄写版　１冊　「極秘」　（受入記録：��. 2. 22　�2w0�21�）

【DL���-12】

『中国共産党1���年史』外務省情報部　活版　10�0p　「秘」　複本あり。（受
入記録：（正本）�0���；（複本）��. �. 1　�1��1�）

【�1�. 22-G1�2t】，【�1�. 22-G1�2t-II】

『秘扱資料分類目録．昭和12年12月�1日現在』満鉄・調査部　活版　1�2，
��p　（受入記録：���21）

【02�. �-M���h】

1939
『英領馬来ニ於ケル華僑ノ排日運動ノ現状ト其ノ展望』大島重雄　満鉄総裁
室弘報課　謄写版　��p　「秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w0�21�）

【A��-��】〈アジ研〉

『武漢特別市ノ現機構ト其ノ業績（未定稿）（中南支地方行政制度調査資料 第
１輯）』満鉄・上海事務所調査室　謄写版　１冊　「極秘」　（受入記録：��. �. 
1�　��w0�21�）

【AC�-��1-1】〈アジ研〉

『現行商業政策並対策─商品流通関係ヲ中心トシテ　対研第一分科会中間報
告─』満鉄・上海事務所調査室　謄写版　1�枚　「秘」　（受入記録：��. �. 1� 
��w0�222）

【DC1��-�2】〈アジ研〉

『支那貿易市場ニ於ケル英米トノ提携方策』〔南満洲鉄道東京支社調査室〕 
謄写版　��枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w102��）

【DE2��-2�】〈アジ研〉
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『新疆省ノ現況』〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版　2�枚　「極秘」　複本あり。
（受入記録：��. �. 1�　��w102��～ 102��）

【GE���-1�】，【GE���-1�a】〈アジ研〉
☞書名の冒頭に「第六章」とあり。下記1��0の項の『参考資料．第３編第
６章』冒頭の「最近ノ新疆概観」に当たるものか。

『満洲主要工業品生産表』〔南満洲鉄道株式会社?〕　謄写版　12枚　「極秘」　
（受入記録：��. �. 2�　��w�1�10）

【YQ2-���】〈アジ研〉

『外国貿易統計附属表掲載品目輸入表』〔南満洲鉄道株式会社〕　蒟蒻版　２
枚　「軍資秘」　（受入記録：��. �. 20　��w120��）

【YQ2-��0】〈アジ研〉

『秘扱資料分類目録．昭和1�年10月2�日現在』満鉄・東京支社調査室　謄写
版　1��p　「極秘」　（受入記録：��. �. 2�　�2w2�2��）

【UP111-��2】

『抗日民族統一戦線運動史─国共再合作に関する政治資料─』南満洲鉄道株
式会社上海事務所調査室編訳　南満洲鉄道株式会社調査部　活版　�1�p
「秘」　（受入記録：��. 12. 1�　��w�����）

【GE���-��】〈アジ研〉

1940
『日満支農業機械化ノ意義』南満洲鉄道株式会社調査部第一調査室編　謄写
版　1�1p　「秘」　複本あり。（受入記録：（正本）2�. �. �1　11���0；（複本）
��. �. 2�　��w11��1）

【�1�. �-M���n】〈アジ研〉

『広東省貿易概説（東調調資 第2�ノ一）』〔南満洲鉄道株式会社〕　東京支社
調査室　謄写版　1�2p, 地図　「極秘」　（正本表紙による）複本あり。（受入
記録：（正本）2�. �. �1　11��0�；（複本）��. �. 1�　��w0�2�1）

【���. 222-M���k】，【���. 222-M���k-II】〈アジ研〉
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『物資統制、軍票工作ノ現状─三角地帯内占拠地区経済概況調査報告─』満
鉄・上海事務所調査室　謄写版　��枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　
��w0�21�）

【DC1��-�】〈アジ研〉

『漢口方面搬出物資流通事情─油脂類、穀肥、生漆、山貨─』満鉄・上海事務
所調査室　謄写版　��枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w0�22�）

【DC1��-2】〈アジ研〉

『配給機構ト配給統制─現段階委員会　インフレーション　北支配給部門報
告』〔南満洲鉄道株式会社東京支社〕　謄写版　�1丁　「極秘」　（受入記録：
��. �. 1�　��w0�2��）

【DC1��-�】〈アジ研〉

『為替低落及通貨膨張ノ分析─北支現政治委員会　インフレーション　金融
部門報告』〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版　�0丁　「極秘」　（受入記録：��. 
�. 1�　��w0�2��）

【DC1��-10】〈アジ研〉

『最近ノ新疆事情』〔南満洲鉄道株式会社東京支社調査室〕謄写版　��枚　
「極秘」　複本あり。（受入記録：��. �. 1�　��w102��～ 102��）

【GE���-1�】，【GE���-1�a】〈アジ研〉

『最近ノ新疆概況─民国二十五年南京政府蒙蔵委員会所蔵機密刊行物─（西
北支那調査資料）』満鉄総裁室弘報課　謄写版　��丁　「極秘」　（受入記録：
��. �. 2�　��w11�10）

【GE���-1�】〈アジ研〉
☞満鉄総裁室弘報課昭和1�年編訳、昭和1�年10月20日〔支那派遣軍〕多
田部隊参謀部複製

『最近ノ新疆事情（支那抗戦力委員会参考資料 �）』満鉄・上海事務所調査室
謄写版　１冊　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w11�20）

【GE���-1�】〈アジ研〉
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『資本主義諸国ニ於ケル戦時経済ノ諸問題』満鉄・東京支社調査室　謄写版
��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w11��1）

【DD1�-10】〈アジ研〉

『支那事変ト猶太資本ノ動向─支那ニ於ケル米国経済力ト猶太資本─（猶太
問題調査資料 第二十四輯ノ二）』満鉄調査部　謄写版　�2枚　「秘」　（受入
記録：��. �. 2�　��w11���）

【DC1��-2�】〈アジ研〉

『満洲インフレーションニ関スル資料』〔南満洲鉄道株式会社〕新京〔支社〕  
調査室　謄写版　�0枚　「極秘」　複本あり。（受入記録：��. �. 2�　��w�12��
～ ��w�12��）

【YQ2-�2�】，【YQ-�2�a】〈アジ研〉

『満洲インフレーション対策』〔南満洲鉄道株式会社〕新京支社調査室インフ
レ委員会　謄写版　��枚　「極秘」　複本あり。（受入記録：��. �. 2�　��w�12��
～ ��w�1�00）

【YQ2-�2�】，【YQ2-�2�a】〈アジ研〉

『満洲戦時経済ノ進展トインフレーションノ現段階』〔南満洲鉄道株式会社〕
新京支社調査室　謄写版　��枚（受入記録：��. �. 2�　��w�1�01）

【YQ2-��1】〈アジ研〉

『日本戦時鉱業生産トインフレーション』〔南満洲鉄道株式会社〕　東京支社
調査室　謄写版　��枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【YQ2-��2】〈アジ研〉

『戦時インフレーションが農業に及ぼしつつある影響とその対策』〔南満洲鉄
道株式会社〕　東京支社調査室　謄写版　10�枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 
2�　��w�1��0）

【YQ2-��1】〈アジ研〉

『第一　物価並苦力賃金及生計費資料』〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版　�枚
「極秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1�02）
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【YQ2-��2】〈昭和前期〉

『第七　配給関係資料』〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版　21枚　「極秘」　（受
入記録：��. �. 2�　��w�1�0�）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『満洲主要都市闇相場』〔南満洲鉄道株式会社?〕　謄写版　21枚　「極秘」　
（受入記録：��. �. 2�　��w�1�11）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『中南支八省需給調査表』〔南満洲鉄道株式会社?〕　謄写版　1��枚　〔秘カ〕
（受入記録：��. �. 2�　��w�1�1�）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『日本ニ於ケル主要物資需給調査票．追加品目之部』〔南満洲鉄道株式会社?〕
謄写版　��枚　「極秘」　同本３冊あり。（受入記録：��. �. 2�　��w�1�1�～
��ｗ�1�20）

【YQ2-���】，【YQ2-���a】，【YQ2-���b】〈アジ研〉

『東亜ニ於ケル物資自給力調査．其１（綜合ノ部）』〔南満洲鉄道株式会社東京
支社〕　謄写版　�2枚　「特秘」　複本あり。（受入記録：��. �. 2�　��w�1�2�
～ ��w�1�2�） 

【YQ2-���】，【YQ2-���a】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『東亜ニ於ケル物資自給力調査．其２（日本ノ部）』〔南満洲鉄道株式会社東京
支社〕　謄写版　���, ��, �枚　付：補遺　「特秘」　複本あり。（受入記録：��. 
�. 2�　��w�1�2�～ �1��0）

【YQ2-���】，【YQ2-���a】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『東亜ニ於ケル物資自給力調査．其３（満洲ノ部）』〔南満洲鉄道株式会社東京
支社〕　謄写版　22枚　「特秘」　複本あり。（受入記録：��. �. 2�　��w�1��1
～ ��w�1��2）

【YQ2-���】，【YQ2-���a】〈昭和前期〉〈アジ研〉
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『東亜ニ於ケル物資自給力調査．其４（北支ノ部）』〔南満洲鉄道株式会社東京
支社〕　謄写版　�01枚　表紙欠　〔特秘〕　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『東亜ニ於ケル物資自給力調査．其�（中南支ノ部）』〔南満洲鉄道株式会社東
京支社〕　謄写版　1��, ３枚　「特秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『東亜ニ於ケル物資自給力調査．其６（南洋ノ部）　仏領印度支那』〔南満洲鉄
道株式会社東京支社〕　謄写版　��枚　表紙破損　〔特秘〕　（受入記録：��. 
�. 2�　��w�1���）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『東亜ニ於ケル物資自給力調査．其６（南洋ノ部）　蘭領印度』〔南満洲鉄道株式
会社東京支社〕　謄写版　10�枚　「特秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『東亜ニ於ケル物資自給力調査．其�（ソ連極東ノ部）』〔南満洲鉄道株式会社
東京支社〕　謄写版　�2枚　「特秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『第三　財政関係資料』〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版　��枚　「極秘」　（受
入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【YQ2-��2】〈昭和前期〉〈アジ研〉

『財政金融篇附属統計表』〔南満洲鉄道株式会社?〕　謄写版　��枚　「極秘」　
（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【YQ2-���】〈昭和前期〉〈アジ研〉
☞日本の財政に関する統計表。

『中支那工業立地条件調査一般報告（中間報告）─中支那工業地帯編成ニ就イ
テ─』満鉄・上海事務所　謄写版　1�枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　
��w��20�）

【DD�-��】〈アジ研〉
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『満洲ニ於ケル工業立地問題及工業立地条件調査成果報告概要』満鉄・調査部 
謄写版　５枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w��2��）

【DD�-��】〈アジ研〉

『無錫工業実態調査報告書（調査資料 第1�号）』興亜院政務部　活版　���p
「秘」　（受入記録：��. �. 22　�0w1�00�）

【DL�1�-�0】〈アジ研〉

『参考資料．第�編第�章』〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版　10�枚　「極秘」
（受入記録：��. 11. �0　�1w�11��）

【GE���-�】 
☞内容：第1 西北関係資料、第2 陝甘寧辺区及国共関係、第� 西北回教徒
関係

『参考資料．第３編第６章』〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版　��枚　「極秘」
複本あり。（受入記録：��. 11. �0　�1w�11��～ �11��）

【GE���-�】，【GE���-�a】
☞内容：1 最近ノ新疆概観（欠）、2 新疆省ニ於ケル貿易、� ソ、新貿易、露
支条約、� 赤色新疆事情、� 軍政略情報、� 西北ルート方面資料（新疆御
用新聞、南部新疆文化ノ状況、民族、宗教ノ葛藤ヲ日本ノ使嗾ナリトス
ル盛世才ノ佈告）、� 新疆省建設状況

☞1 の「最近ノ新疆概観（欠）」に相当する内容の資料と考えられるのが、
1���年の項で紹介した『新疆省ノ現況』【GE���-1�】である。

『在満猶太人ノ経済的過去及現在（猶太問題調査資料 第2�輯）』満鉄調査部 
謄写版　1��p　「極秘」　（受入記録：1��01）

【特2��-��0】〈アジ研〉

1941
『支那都市不動産慣行調査資料．第８輯　其ノ２（青島関係法令並ニ関係資
料）』南満洲鉄道株式会社調査部　謄写版　2�2枚　「秘」　（受入記録：2�. �. 
�1　11�10�）
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【�2�. �2-M���s】

『無錫電力調査報告─事変後中支那経済ノ基本動向ニ関スル電気動力部門調
査─』南満洲鉄道株式会社上海事務所調査室　謄写版　１冊　「秘」　（受入
記録：2�. �. �1　11��1�）

【��0. �22221-M���m】 
☞昭和1�年作成の『大東亜戦争カ奥地ニ与フル影響』全３部と合冊製本し
てある。本目録の1��2の項参照

『中国共産党十七年史（翻訳）（資料 丙　第21�号　B；支那奥地資料彙報 第
１輯）』東亜研究所　活版　「極秘」　同本３冊あり。（受入記録：（正本）2�. 
�. 22　2�����；（複本）��. 2. �　����1�；（第二複本）��. 2. �　������）

【�1�. 22-Ty���2-T】，【�1�. 22-Ty���2-TI】，【�1�. 22-Ty���2-TII】
〈アジ研〉

『最近ノ我国貿易状勢ノ分析─貿易構成変化ト産業構成トノ関聯並貿易品及
市場ノ変化─』南満洲鉄道株式会社東京支社調査室　謄写版　2�2p　「軍資
秘」　（正本）、「秘」　（複本）　（受入記録：（正本）�0. 12. �　��1���；（複本）
��. �. 2�　��w11���）

【���. 21-M���s】，【���. 21-M���s-II】

『濰県ニ於ケル織布手工業調査─第一次調査報告書─．第1�班ノ２』南満洲
鉄道北支経済調査所　謄写版　��枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　
��w0�1�1）

【DL���-2�】〈アジ研〉 

『抗戦力．商業篇　５（国営輸出機構ノ諸問題）』満鉄上海事務所調査室　謄
写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w0�22�）

【DC1��-�1】

『北支ニ於ケル外国人不動産権益実態調査実施ニ関スル連絡状況概要』満
鉄・調査部　謄写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w0�2��）

【AC�-�11-�】〈アジ研〉
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『フランスニ於ケル猶太人ノ社会的法律的地位ノ変遷（猶太問題調査資料 第
��輯）』満鉄調査部　謄写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w0�2��）

【A��-1�】〈アジ研〉

『堰橋鎮事情』満鉄・上海事務所調査室　謄写版　��枚　「秘」　複本あり。
（受入記録：��. �. 2�　��w11�1�～ 11�1�）

【GE���-2】，【GE���-2a】〈アジ研〉
☞天野元之助らが執筆。流通経済大学所蔵の天野元之助文庫にこの資料の
コピーが含まれている。http://www.rku.ac.jp/~hara/lib.pdf参照（資料番
号H��）。

『新情勢ノ日本政治経済ニ及ホス影響調査』〔南満洲鉄道〕東京支社調査室 
謄写版　�2枚　「極秘」，「取扱特ニ注意相成度」　（受入記録：��. �. 2�　
��w11��2）

【GB�21-1��】〈アジ研〉

『太平洋問題ノ現段階（東調時資 �1第��号）』満鉄東京支社調査課　謄写版
��枚　「秘」　（受入記録： ��. �. 2�　��w11���）

【A��-��】〈アジ研〉

『支那都市不動産慣行調査資料．第�輯其ノ1（天津ニ関スル第一次報告書）』
満鉄・調査部　謄写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 2� ��w11���）

【AC�-�11-�】〈アジ研〉

『波蘭ニ於ケル猶太人ノ社会的法的地位ノ変遷（猶太問題調査資料 第2�輯）』
満鉄調査部　謄写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w11��0）

【A��-1�】〈アジ研〉

『露西亜ニ於ケル猶太人ノ社会的法的地位ノ変遷（猶太問題調査資料 第�0
輯）』満鉄調査部　謄写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w11��2）

【A��-1�】〈アジ研〉

『上海欧洲猶太難民救済委員会活動概況─一九四〇年同委員会報告ニ拠ル─
（猶太問題調査資料 第�2輯）』満鉄調査部　謄写版　2�枚　「秘」　（受入記
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録：��. �. 2�　��w11���）
【EG�1-1】〈アジ研〉

『猶太居留民間ノ仲裁制度（猶太問題調査資料 第2�輯）』満鉄・調査部　謄写
版　1�枚　「秘」　複本あり。（受入記録：��. �. 2�　��w11���～ 11���）

【A��1-��】，【A��1-��a】〈アジ研〉

『猶太人社会（コミユニテイ）及団体ノ研究（猶太問題調査資料 第�1号（マ
マ））』満鉄・調査部　謄写版　��枚　（受入記録：��. �. 2�　��w11���）

【EC1��-11】〈アジ研〉

『戦時経済委員会調査計画（中支経済ノ構成 其ノ２）』南満州鉄道株式会社上
海事務所調査室　謄写版　�0枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1�22）

【DD1�-�】〈アジ研〉

『昭和十五年度北支主要物資需給調査参考資料．第一編～第八編』満鉄北支経
済調査所　謄写版　合本１冊　「取扱注意」，「極秘」　（受入記録：��. �. 2�　
��w�12��）

【YQ2-���】〈アジ研〉 
☞内容：第一編 棉花、第二編 石炭、第三編 機械、第四編 木材、第五編 麻、
第六編 油脂原料、第七編 羊毛類、第八編 水産物

『辺区施政綱領解説』満鉄上海事務所調査室　謄写版　��枚　「秘」　（受入記
録：��. �. 2�　��w�1�0�）

【A��-C�-10】〈アジ研〉
☞序文は昭和1�年９月、本文は大井専三訳

『ラテン・アメリカニ於ケル猶太人概況（猶太問題調査資料 第��輯）』満鉄・
調査部　謄写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1��0）

【EC1��-1�】〈アジ研〉

『蒙疆ニ於ケルインフレーション調査』〔南満洲鉄道株式会社張家口経済調査
所〕　謄写版　��枚　〔秘?〕　（受入記録：��. �. 2�　��w�1���）

【DC1��-1�】〈アジ研〉
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『資料』日満農政研究会　謄写版　12枚　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w 
�1���）

【YQ2-���】〈アジ研〉

『第二部　統計』〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版　８枚　「秘」　（受入記録：
��. �. 2�　��w�1�0�）

【YQ2-��0】〈昭和前期〉〈アジ研〉
☞満鉄労働者の賃金などの調査資料。

『新情勢の影響による石油問題事情』〔南満洲鉄道株式会社?〕　謄写版　３丁
「特秘」，「取扱特ニ注意相成度」　（受入記録：��. �. 2�　��w�1�22）

【DL1��-2�】〈アジ研〉 
☞米国の対日全面的石油禁輸（1��1年８月）を受けて作成された資料であ
り、かつ、対米開戦前の内容であることから、1��1年８月以降12月以前
の作成資料と思われる。

『北支戦時経済再編成ニ関スル調査要綱案─第四分科会─』〔南満洲鉄道株式
会社〕北支経済調査所　謄写版　９枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　
��w��1��）

【DC1��-�】〈アジ研〉

『日本重工業自立ヲ起動的条件トスル日満支戦時経済調査実施要綱』南満洲
鉄道株式会社上海事務所　謄写版　10枚　「極秘」　同本３冊あり。（受入記
録：��. �. 1�　��w��200～ ��202）

【DC1��-2�】，【DC1��-2�a】，【DC1��-2�b】〈アジ研〉

『満洲主要商品価格構成表』〔南満洲鉄道株式会社〕鉄道調査局調査課　蒟蒻
版　３冊（合本１冊）　「極秘」　（受入記録：��. �. 20　��w120��）

【YQ2-��2】 
☞内容：第一冊 満洲主要商品価格構成表、第三冊 満洲主要商品価格構成
表．小運送ノ巻（価格構成其ノ三）、第四冊 満洲主要商品価格構成表．小
荷物ノ巻（価格構成其ノ四）
　なお、第三冊は営業局小運送課と調査局調査課の共編になっている。
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『会社鉄道事業の業態調査─第一次中間報告─』〔南満洲鉄道株式会社〕調査
局調査課　謄写版　１冊　「取扱注意」，「極秘」　（受入記録：��. �. 20　
��w12110）

【YQ2-���】

『内地・朝鮮主要商品卸売価格対貨物運賃比率表』〔南満洲鉄道株式会社〕鉄
道総局調査局調査課　蒟蒻版　�枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 20　
��w12112）

【YQ2-���】

『新四軍ニ関スル実態調査報告書．蘇晥省境津浦線東部地区ノ部（華中調査資
料 第1��号；思想資料 第��号）』興亜院華中連絡部　活版　1��p　「極秘」
（受入記録：��. �. 2�　�0w211��）

【GE���-�2】 

『我カ南進政策ヲ繞ル馬来ノ政治経済動向 （世界情勢調査委員会 昭和十六年
度 第一回報告）』満鉄調査部世界情勢調査委員会　謄写版　��枚　「秘」　複
本あり。（受入記録：��. 11. �0　�1w�11��～ �11��）

【A��-12�】，【A��-12�a】

『ユダヤ問題時報総索引．昭和1�暦年度分（猶太問題調査資料 第��輯）』満
鉄調査部　謄写版　20枚　「秘」　（受入記録：��. �. 12　�2w�����）

【A��-2�】〈アジ研〉

『中国共産党運動ノ解説』〔支那派遣軍〕多田部隊参謀部　謄写版　10�p　表
20枚 , 地図　「極秘」　（受入記録：�0���）

【�1�. 22-Ta1�1t】

1942
『天津の銀号（満鉄調査研究資料 第��編；北支調査資料 第�1輯）』南満洲鉄
道株式会社北支経済調査所　活版　���p, 表�0枚 , 地図　「秘」　（受入記録：
（正本）2�. �. �1　11�21�；（複本）11��22）

【���. ��-M���t】，【���. ��-M���t-II】
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☞王子健、趙履謙著『天津ノ銀号』ほか３点の中文資料の翻訳。この『天
津ノ銀号』については、1��1年にすでに翻訳が出ており、アジア経済研
究所図書館のデジタル・ライブラリー「近現代アジアのなかの日本」で
閲覧可能である。

『中国共産党の現状（調査報告書 第十号）』草野文男　日本外交協会調局　謄
写版　��p　「極秘」　（受入記録：�0. �. 1�　��21��）

【�1�. 22-Ku��2t2】

『大東亜戦争カ奥地ニ与フル影響．第一部（交通）』満鉄・上海事務所調査室 
謄写版　��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w11�12）

【DC1��-��】〈アジ研〉
☞本書と同じものが、本書の「第二部 鉱工業、農業、商業、金融」　（謄写
版　��枚　「秘」）、「第三部 華僑」　（謄写版　1�枚　「秘」）とともに、
『無錫電力調査報告』（満鉄・上海事務所調査室　1��1年　謄写版　１冊
「秘」【��0. �22221-M���m】）に合冊製本されている。

『青島ニ於ケル物価動向並主要商品取引』〔南満洲鉄道株式会社東京支社〕　
謄写版　1��枚　「秘」　（受入記録：��. �. 2�　��w11��0）

【DC1��-�】〈アジ研〉

『輸入銑鉄価格表』鉄鋼原料統制株式会社　謄写版　８枚　「極秘」　（受入記
録：��. �. 2�　��w�1���）

【YQ2-���】〈アジ研〉

『東亜戦時交通動態調査報告書─中間報告─』南満洲鉄道株式会社　謄写版
等　合本一冊　「軍資秘」，「極秘」　（受入記録：��. �. 20　��w120��）

【YQ2-���】
☞昭和1�年�月10日付けの参謀本部第三課からの要望による調査報告。

『抗戦中の中国政治』中国共産党延安時事問題研究会編　上海事務所調査室
編訳　南満洲鉄道株式会社調査部　活版　1��頁　「秘」，「取扱注意｜No. 
1��」（受入記録：��. 12. 1�　��w�����）

【GE���-��】 
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☞『抗戦的中国叢刊』第３巻の翻訳。

『ボンベイ地方交通調査（南方交通調査資料 第1�号）』南満洲鉄道東亜経済
調査局　活版　��p　「秘」　（受入記録：（正本）11����；（複本）��. �. 2�　
��w11��1）

【��2. 2�-M���b】〈アジ研〉

『中支に於ける食糧事情』南満洲鉄道株式会社東京支社調査室　謄写版　��p 
「極秘」　同本３冊あり。（受入記録：（正本）11��0�；（複本）11��0�；（第２
複本）��. �. 2�　��w11��0）

【�11. �-M���t】，【�11. �-M���t-I】，【�11. �-M���t-II】

1943
『天津市斗店米荘糧棧内容調査表』満鉄北支経済調査所天津分処編製　中国
聯合準備銀行天津分行民国三十二年一月印刷　謄写版　��枚　「秘」　（受入
番号：��. �. 2�　��w�12��）

【YQ2-���】

『アルミニウム企業条件調査資料』軍需省　謄写版　221枚　「一部軍資秘扱」
同本３冊あり。（受入記録：��. �. 2�　��w�1���～ ��w�1��0）

【YQ2-���】，【YQ2-���a】，【YQ2-���b】〈アジ研〉

1944
『関満向非鉄金属類輸出取扱要領（満輸統東資 1�第��号）』満関重要機器輸
入統制協会東京支部　謄写版　６枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 20　��w11���）

【DE2��-2�】

『対日期待一般機械需要調書─鉄道新規　康徳十一年六月二十日─』南満洲
鉄道株式会社　蒟蒻版　１冊　「秘カ」　（受入記録：��. �. 20　��w120�0）

【YQ2-���】〈昭和前期〉

『満鉄東製油工場用銑鉄所要量ニ対スル陸燃側充当内訳他．昭和1�年12月５
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日現在』〔南満洲鉄道株式会社〕　蒟蒻版　２枚　「秘カ」　（受入記録：��. �. 
20　��w120��）

【YQ2-���】〈昭和前期〉

『重慶政権の内情（大東亜資料 第８号）』大東亜省総務局総務課　活版　��1p 
「秘」　（受入記録：��. �. �　�0w1�000）

【GE���-��】 

1945
『上海工業実態調査資料概括表─昭和十七年六月現在─』満鉄上海事務所調
査課　謄写版　10�枚（1��p）　「極秘扱」　複本あり。（受入記録：��. �. 2� 
��w�1�0�～ �1�0�）

【YQ2-��0】，【YQ2-��0a】〈アジ研〉
☞「昭和十七年七、八月の間に亘って行はれた上海工業実態調査資料の概
括表にして、戦時下現地工業施策の参考に供する為の、関係軍官よりの
慫慂に基き上海大使館事務所了解の下に迅速にこれを取纏めたるもの」
　（本書序文より）

『国債償還の財政的並に国民経済的諸問題（独逸に於〔け〕る最近の公債理論
第８輯）』フリッツ・ケルハル　世界経済調査会　謄写版　８枚　「取扱注意」
（受入記録：��. �. 1�　��w����0）

【A��1-��】〈アジ研〉

1940年代前半
『「世界政治ノ現勢分析」要綱』具島兼三郎　〔南満洲鉄道株式会社〕　謄写版
1�枚　「極秘」　（受入記録：��. �. 1�　��w��2��）

【A��-�0】〈アジ研〉

1946
『第二　満蒙新国家成立ニ伴フ対外関係処理要綱、第三　満蒙新国家成立ニ
伴フ諸問題中特ニ緊急ヲ要スル事項ニ関スル件（〔極東国際軍事裁判〕証拠書
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類 1�1�b）』蒟蒻版　８枚
【片倉衷関係文書 . 第11�0】（憲政資料室所蔵）

☞本資料の１−２枚目に収録されている『第二　満蒙新国家成立ニ伴フ対
外関係処理要綱』は、【石原莞爾関係文書 . 第��】，【片倉衷関係文書 . 第
2��】と本文が同一である。1��2の項を参照。制作年不明

逐次刊行物目録（書名順、16タイトル）

『経済情報旬刊』昭和９年1�号（昭和９年８月）、同1�号（昭和９年９月）、
昭和10年１号（昭和10年４月）南満洲鉄道株式会社総務部資料課　謄写版
「秘」　（受入記録：�2. 12. 1�）

【Z�-1��1】 
☞内容：昭和９年1�号 対支密貿易、同1�号 北支ニ於ケル外国利権。
　昭和10年２号から「秘」扱いを解除。

『満鉄統計月報』第�1巻第１号（昭和12年10月）～第��巻第６号（昭和1�
年�月）南満洲鉄道株式会社　活版　「秘」，「極秘」　（受入記録：11����～
11����，11����～11���0，11����～ 11����，11�■■0，11����，11����，
��. �. 2�）欠号あり。

【Z�-1��0】〈アジ研〉

『華北之自動車』第１号（昭和1�年11月）～第９号（昭和1�年11月）華北交
通自動車部　活版　「社外秘」　（受入記録：��. �. 2�）

【Z�-21�】

『機関車運転統計月報』昭和1�年４月分～昭和1�年３月分　南満洲鉄道株式
会社鉄道総局　活版　「極秘」　（受入記録：11����（昭和1�年４月分～昭和
1�年３月分），�2. �. 22（昭和1�年１月分～昭和1�年３月分））欠号あり。

【Z�-1�2�】 
☞昭和1�年７月分より南満洲鉄道株式会社審査統計事務所が発行。

『海外経済資料』第１輯（昭和1�年４月）～第９輯（昭和1�年�月）　三菱株
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式会社業務部調査課　活版　「秘」　（受入記録：��. �. 2�）
【Z�-1���】

『機関車運転統計月報』第１編　昭和1�年４月分～12月分　南満洲鉄道株式
会社審査統計事務所　謄写版　「極秘」　（受入記録：�2. �. 22）

【Z�-1�2�】

『機関車運転統計月報』第２編　昭和1�年４月分～12月分　南満州鉄道株式
会社審査　統計事務所　謄写版　「極秘」　（受入記録：�2. �. 22）

【Z�-1�2�】

『機関車運転統計月報』新線ノ部　昭和1�年４月分～昭和1�年３月分　南満
洲鉄道株式会社鉄道総局　活版　「極秘」　（受入記録：�2. �. 22）欠号あり。

【Z�-1�2�】
☞昭和1�年７月分より南満洲鉄道株式会社審査統計事務所が発行。

『港湾統計月報』第１号（昭和1�年度４月分）～第��号（昭和1�年３月分）
南満洲鉄道株式会社鉄道総局　活版　「秘」　（受入記録：11�2�0, 11���0, ��. 
11. �, 11�2�1）

【Z�-1���】

『自動車運転月報』昭和1�年４月分～昭和1�年12月分　南満州鉄道株式会
社鉄道総局　謄写版　活版　「極秘」　（受入記録：11����, ��. 11. �）欠号あ
り。

【Z�-1���】
☞昭和1�年４月分より南満州鉄道株式会社審査統計事務所が発行。

『自動車統計月報』昭和1�年４月分～昭和1�年12月分　南満洲鉄道株式会
社鉄道総局　活版　「秘」　（受入記録：��. 11. �）欠号あり。

【Z�-1���】〈アジ研〉 
☞昭和1�年４月分より南満州鉄道株式会社審査統計事務所が発行。

『満鉄北支経済調査所資料週報』�0号（昭和1�年12月）～ ��号（昭和1�年
３月）　満鉄北支経済調査所　謄写版　「秘」　（受入記録：��. 11. �）欠号あ
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り。
【Z�-1�2�】

☞継続後誌：『満鉄北支経済調査所資料旬報』

『満鉄北支経済調査所資料旬報』��号（昭和1�年４月）～ 221号（昭和1�年
12月）満鉄北支経済調査所　謄写版　「秘」　（受入記録：��. 11. �）

【Z�-1�2�】

『主要品目流動統計月報』昭和1�年１月分～12月分　南満州鉄道株式会社鉄
道総局　活版　「秘」　（受入記録：��. 11. �）

【Z�-1�1�】

『上海調査室季報』２巻２号（昭和1�年４月）～３巻２号（昭和1�年12月）
満鉄・調査部　活版　「極秘」，「社外発表厳禁」　（受入記録：��. 11. �）

【Z�-1�2�】 

『自動車之研究』第１巻第１号（昭和1�年11月）～第１巻第12号（昭和1�年
10月）　華北交通自動車局　活版　「社外秘」　（受入記録：��. 11. �）

【Z�-22�】 
（以上1�タイトル）

付記　今年度（平成22年度）に開始された当館資料の大規模デジタル化事
業の関係で、満鉄資料の現物を書庫で確認することが困難になったため、本
目録では、平成22年８月末までに書庫で秘密扱いの資料であることを確認
ないし推定できたもののみを記載した。これ以外の満鉄秘密資料を含む目録
の作成については、他日を期したい。

参考文献
・アジア経済研究所図書資料部編『旧植民地関係機関刊行物総合目録』南満州鉄道
株式会社編　アジア経済研究所　1���
・アジア経済研究所図書資料部編『旧植民地関係機関刊行物総合目録』満州国・関
東州、南満州鉄道株式会社　索引編　アジア経済研究所　1��1
・飯田和子「“くずのようなもの” から─満鉄調査資料受入れ覚え書き」『国立国会
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図書館月報』�12号（1���年�月），pp.1�−1�.
・白岩一彦「南満洲鉄道株式会社の諜報ネットワークと情報伝達システム─1��0
年代後半のイスラーム関係満鉄文書をめぐって─」『日中戦争とイスラーム─満
蒙・アジア地域における統治・懐柔政策』慶應義塾大学出版会，200�，pp.��−1��.

・白岩一彦「国立国会図書館所蔵満鉄文書─概要と主要文書案内」『参考書誌研究』
第��号，200�. 10，pp.2�−�1，図１─４

・白岩一彦「国立国会図書館におけるアーカイブズ・マネジメント─国立国会図書
館所蔵満鉄資料を例として─」　（国文学研究資料館主催200�年アーカイブズ・
カレッジ（短期）修了論文）

・白岩一彦「国立国会図書館における満鉄資料の所蔵状況」『日米中における満鉄
関係資料等の利用と保存をめぐる諸問題─国際ワークショップ報告書』日本貿易
振興機構アジア経済研究所，200�，pp.��−�1.

・千代由利「国立国会図書館の満鉄資料─LC所蔵満鉄資料の収集プロジェクトを
終えて」『びぶろす』��巻６号，1���年６月，pp.1��−1��.

・南満洲鉄道株式会社調査部編『南満洲鉄道株式会社上海事務所調査室資料分類目
録』秘扱之部　昭和1�年，龍渓書舎，1���

・遼寧省档案館編『遼寧省档案館蔵日文資料目録』上 ,下 遼寧古籍出版社，1���

（しらいわ　かずひこ　主題情報部政治史料課）


