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　現在アジア経済研究所が茂蔵しでいる，「岸幸」収集

資料」：には，大別して二つのものがある。ひとつは，主

と．して戦前の海軍関係資料，昭和研究会資料，南方軍政

関係資料から構成されるぐイク．ロ・フィルム（35り一

ル）であり∴他ゐひ．とうは∫戦後のインドネシアに関連

する文献・資料である。後者はジ書籍から新聞め切抜た：

吊るま℃多種多様の資料を含んで湿り；．．カバーしている

壁面も多岐1とわたる．が，．戦後日本．め対：インドネシア．賠

償，1経済協力およ．ぴス知ルノの政治体制に．関する諸資料

が，：そめ主要な蔀分を占あて恥る（現在未整理，：．図書資

料蔀所蔵）。．本資料目録陰．，このうち前者のヤイクロ・：

フ． C．ルム．め蔀分のみめ目録である。．

　　　　＊　　　　　　．・1　．＊．L．．．　　．　　き

．． D本資料の収集者である岸幸高氏の略歴について．は，す

でにア．ジァ経済研究所理事、笹本武治氏の追悼文．「岸幸

一さんの急逝を悼んで」（『アジア経済』第10巻第11号，．

1969年1i月．）．．．の巻末にふれられて．いるので，ここでは主

なものだ．けを摘記す．るに．1とどめておきたい。∴．．・

．田召和13年3月，．早稲由大学文学部史学科卒業6昭和13

年9・月，ξ．東亜研究所入所』．昭和17年6月，．．南西方面海軍

民政府嘱託（マカッ．サルへ）。：昭和飢年7月．1復員。昭

和23年4月、：1国立国会図書館へ入所。；昭和34年61月，．ア

ジア．経済研究所づ図書資料部長として入所。昭和38年5

月．，同研究所調査研究部専門調査員，昭和42年8月，．．同

研究所調査研究部主任調査研究員。

　また，昭和39年3月酎110月．までアメリカの；一ネル大

学，エ」ル大学に嵐張（インドネシアに関する共同研究

のため），昭和40年，．42年，43年1．．44年には｝各々対イ

ンドネシア経済協力の基礎調査のため，インドネシアへ

出張。そして昭和44年，この年二度目のイ．ンドネシア調

査旅行の最中に氏は病に倒れられ，同年11月14日，帰国

僅か二日目の朝1．急逝された6．．．．

　ここに収められた諸資料は，．．氏の主著のひとつであ．る

rイ判ネシ．群おける．日輝政め研究4聯箏．．三

斜脅店．．（塒≧．φ執雑醸よP：庫死恥旧離．
飾目本φ南方准出；』．．「南方軍政」．研究南るV、｝ま．二本≒．

東献ジア嘩蝉関係の嘩を瀧なうこ≒を目的に

嚥さ緒⑩皐われる凶酵も．．「南輝劇麟
の鮒め中には逸のrオンドネシアたおける昨韓
’の研究』の執筆準備のため集められたものも相当程度あ‘

局・．

．岸動氏は1．一方でこうした戦前戦中開即鰐を

蒐集されるかたわら，インドネシアの政治社会に講ずる

優れた研究を次タと発表さ．れた。．・こ・②：研究庫果は，上述

の笹本武治氏の追悼文ξ）巻末に付され準主要著書「：論文

リ．ストにr括掲載されている。．しかし，．戦前目：本㊧対東

南アジア関係｝ζついて綜，．．残念ながら本格的研究成果を

．発表されないまま，．．氏は他界されてレま？た。ただそ㊧

騰齢かがわせるものと．して「太平洋戦争昏の道と．レ

ての南方政策決定と昭和研究会」（大東文化大学『東洋

研穽』．．第7号，19餌年2月）．と題する小論文を残され津

のみである。、．研窒半ばにして病に発れられた氏の業績と．

．問題関心を継承発展させ喬意味でも，本資料ができるだ

け多く．の人タ！に．活用され．ることを望む次第である。

　　　　　　　　　　　．II　．．

　’本資料｝まゴ内容から見七次の三つに大きく分けること．

ができる。

　1．．．主とし…て戦前の海軍省調査課（または臨時調査課）

　　．が収集，乃至作成した文書・．資料。．1

　2・昭和研究会関係資料．（異郷号。）』．

　3．　　、「南方軍政」1関係資料．（分類記号D）．．．．

　さら｝ζ．ユについて．1まギ編者の観点から，

　燭　海軍關係：（主として海軍省調査課）1り基本文害

　　．（分類記号ム）．、．　．1．．1

　．②．．戦前の政治，外李，：経済に関す牽海軍側Q所見ヂ

　　票望事項と，．それに関連す筍形で収集さ．れた譜資料

　　（分類謁号B）・．ただし，＄ユの「部と瑚は大本営陸

　　．軍部保管轡類の複製であろの．．

の二つに分けな。．．．、

：



画一…II…’・
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　｛11と図は，本端的に分離しにくい側面をもっている

が，海軍省調査課をはじめとする海軍側の活動を独自に

伝えるものとして，あえて分離させた。（未分類のまま

の海軍省調査課の資料目録については，．．すでに日本近代

史料研究会作成「アジ研所蔵，海軍省調査繰史料（マイ

クロ）目録」があるので，．そちらを参照されたい。）

　一方，3．「南方軍政」関係資料については，主に地域

別に明輝をおこなった。このうちD1～D5，恥，　D9は

早稲田大学祉会科学研究所所蔵の「τ肋矧訪が加σ

Co∫Z薦伽」と重複，またはこれを補完する資料であ

り，D6。マラヤ・；～「『トラは，防衛庁防衛研修所戦史室

所蔵の「徳川資料」の一部である。またD10．は大蔵省

管理局「日本人の海外活動に閲する歴史的調査」（全

34冊）の一部である。

　　　　＊　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　＊

　以下，分類記号ゑ酎置の順に従って，簡単にコメント

を加えておこう。

　A1は，海軍省調査課が（注1｝，欧州大戦後の国際情勢

の分析とそれに対慣した新たな政策の提言をおこなうこ

とを目的に研究委員会を設置するに至る過程，また政

治，経済，外交等の面で著名な学者の意見を聞くため，

彼らを海軍に嘱託として迎え入れるまでの経緯に関する

調査課資料の一括綴である。時期的には昭和工5年3月～

7月にあたり，研究会の編制，研究事項はおそくとも同

年6月末には具体化されたものと思われる。戦後対策研

究委員会くA1曙4），　Z委員会（Aユr16＞等様々な呼称を

っけられたこタ）研究会が，昭和15，16年㊥段階で具体的

にどのような活動をおこなったかは，本資料からはつま

びらかにしえない。しかし，A3に収録した総合研究会，

外交懇談会の記録は，明らかにこの研究会の活動の一部

を示すものと考えられる。

　△2には，主として海軍側の南方政策に関連する資料

を収録した腔2＞。まず対南洋方策研究委員会（A2－36酎

39）は，海軍省軍務局と大臣官房臨時調査課によってつ

くられた研究会であり，初期の海軍側の対南方政策への

關心を伝えるものとして注目される。また（海軍）軍令

部第一部直属作成の文書（A2－41，42）は，「好機ヲ捕捉

シ対南方問題ヲ解決ス」と駆い，南方政策の画期的転換

となった「時局処理要綱」（昭和15年7月27日，大本営・

政府連絡会議決定）以後の海軍側の「大束亜新秩序建設」

構想案で．ある。時期的には，陸軍参謀次長直轄の第20班

（有末次大佐）が，有名な「対南方施策要綱案」の作成

に着手した頃と一致する。．なお，昭和15年秋の海軍側の

　対南方政策に対する所見としては，同年9月23日の海軍

　省調査繰「新情勢ト対南方政策二対スル意見」（83－354

　四357）をも参照されたい。A2－46，　A2一≦8は，．海軍省調

　査繰による「国土計画」（「大東亜自給経済圏」　「大東亜

　国防圏」を構成する植民地，南方諸地域の産業編成，国

．防分担の計画と，それに伴う民族対策）に閲する研究案

　で誹る。この方面の研究は，すでに昭湘15年6凡海軍

　省調査課『帝国国防国家論』（A4－114）の中で体系的に

　展開されている。

　　ム3．ここには海軍省調査課内に設けられた総合研究

　会，外交懇談会の記録を収めた。

　　総合研究会には，海軍省嘱託として矢部貞治（東大教

　授，攻治・外交），板垣与一（経済）三枝茂智（法学博

，士）等が参加しており，その記録は内容的にみて次の二

　つに分けることができる。ひとつは，昭和16年6月，日．

　壮美交渉決裂前後に研究を開始レ，同年8月15日，海軍

　省調査課「翻印対策ノ研究」（A245）に結実する蘭印対策

　の研究過程の記録。総合研究会におけや6月20日から7

　月16日までの記録（A3鞠5謬四67，　A3一＄8飼74）がそれに．あ

　たる。他のひとつは，A1で述べた「戦後対策研究」の

　主要研究事項のひとつである国防国家体制の研究の記録

　（偲一77飼35）であり，後に海軍省調査課r帝国国防国家

　論』（A4一工瑚として集大成をみた。

　　一方，外交懇談会の方は，昭和16年工月から太平洋戦

　争勃発以後昭和17年9月までの記録がマ当主として残さ

　れている（A5－36何111）。外交懇談会｝とは海軍軍務局，

　調査課からの出席者のほか，高木入尺（当時東大教授，

　米国政治吏），松下正寿（立教大教授）、．笠間呆雄（元公

　使，外務省顧問），田村幸策（法学博士），神川彦松（東

　大教授・法博），稲原勝治（外交評論家），斉藤忠（軍事

　評論家），伊藤正徳（軍事評論家）等が名をつらねてお

　り，懇談会では，主として欧州大戦後の欧米の動向，独

　ソ関係等について議論がかわされた。蛇足になるが，昭

　和し6年10月7目の外交懇談会記録（A3一野8）の中には，

　「大東亜共感圏」の言葉を見い出すことができる。メン

　バーの一時的思いつきなのか，それとも，当時そうした言

　葉が一般に陰でささやかれていたのか定かではないが，

　少なくとも開戦前の段階で，「共栄圏」ではなく「共貧

　圏」という言葉が交わされていたことを伝えるものとし

　てすこぶる興味深い。．

　　なお，欧米関係の海軍側の見解等については，B1お

　よびB5，とくに海軍軍令部（25－391，3鉾一4θ1），海軍

　省調査課（B5－402）の文書を．も参照されたい6

2



’・・WW・岬義’W・・’・・WW・・剛“・WI・一…一WI…一・・…一1・・Wm・・1・・1・…1・WW・’W・一・・1・1・、・一・・・・…W・…1・・1・・…岸資料目録・蘭・噛1・剛・

　　　A41国家総力戦に関するものその他を集めた。ここに

　　分類した資料はB6～B9とも密接に関連する。

　　　輿太韓瀞前轍滑席鴨騨．思督関係の瀬
　　糟ある，ζのうちかなゆ部餌藩寧省種課醐
　　細雪のと論れ碕卑・の．r機密瀞日出』Bl一

　　・6廊下r基本国策騨（其の三）』・B1ナ143以下の嘩絡

　　会議議事録．南方雄瞬断関する件』，皐1鱒55以下り：．『御前

　　会謙鰯掴め推移融解国嘩要脚蘇本営
　　陣聯保鶴類（騨混織驚所轄室礪〉の徽
　　であること以外については1．出所は明らかではない。．

　　　BL．には・塒の昨の琳聯・関移ものを知
　　たg．上述の大奉営陣織部関係のちめのぽか1　「宰那事変

　　摯理根本方針」以降，開戦の詔書に至るまでの基本国策

　　がr聯騨関縣岬1－1時234）としτ話されτ
　　V、る。

　　　B2．には，中国関係，とりわけ昭和15年における注精

　　衛新政府との国交調整の過程に関する基本文書を収録し

　　た：（B2－274～3虹）（注3）6他｝こ揚子江開放問葱仏印領空

　　侵犯問題を収録している。』

　　・B3」は南方，．．「大東亜」関係である。国策研究会の対

　　南方施策要綱案（B3瑠50酎35助をはじめ，外務省立案の

　　昭和翼年b月「新椿勢ト対南方政策案」．（B3－353）と，

　　それに対する海軍側修．正案（B3－3彫4～357），1蘭印関係

　　くB3－361阿3砺）その他が収められている。

　　．．．．B4．は『機密戦争日誌』のうち南方関係の抜葦であ

　　る6’抜葦は岸幸一氏自身に．よるものと推測される。

　　　B5．．は欧米関係の資料であるが，まとまったもめどし

　　ては，日歯伊三国条約関係（B5－383卍391）のみであり，

，　他に先に触れた当時の欧米情勢に．対する海軍側見解を数

　　点含んでいる。なお欧米関係についてはA3；．81をも参

　　照されたい。

　　　B6～B9は，国家総動員体制に関わる基本文書である

　　（注4）。B6阿B9は海軍省調査課の「戦後対策研究項目概

　　要（案）」（A1－13）の「研究事項」，．政治関係の中の⇔帝

　　国政治機構二関スル事項，㈲国家総力戦ノ見地ヨリスル

　　帝国現政治機構ノ批判」1．内閣制度，2．議会制度（以上

　　B7．），3．企画機関（B8，B§）．，．4．国民組織ノ問題（B6．），

　　5．其の他に各々対応しており，これらの諸資料が海軍省

　　調査課内で一括して保管されていた可能性は高いものと

　　推察さ．れる。編者は，こめ方面に専門的知識をもち合わ

　　せていないので，適’切なコメントは加え．られないがン．中

　　央∴地方の行政機構改革問題（B7．），資源局・企面庁併

　　合（企画院の設置）問題（ES．　B9）に関し七，これ程ま

とまった形で読める資料は他にないのではないかと思わ

れる6；

　なお，B氏近衛新体制のう．ち，いくつかの資料は，す

噛と『現代史資料勘函家総動員e政治』19741みすず書

房。の中に，「海軍講書」として収録ずみである（注6）6

　B10『には　『現←ドめ思想動向』　「第一部ゲ国内一般ノ回想

動向」「第二部，教育関係ノ思想動向」．及び「第三部（未

定稿）」の3点を収めた。戦前ゐ国家主義運動，’共産主

義運動朝鮮入の活動，．農村・．労働界ゐ思想伏樋等，．熾

前め思想動向全般にわたる資料である。．

．Cには昭和研究会関係資料が一括して収録されてめる

（津β）。分類はC1・「政治；外交，中国問題」とC2・「経済」

の二項目にまず分け，昭和研究会内の小委員会〔（例えば

東亜政治研究会．（C1－731ヴ737），．支那問題研究会（q1－

70真酎711），・東亜経済研究会（C2漏749理7¢4）．響東亜ブ戸．

ック経済研究会（C㍗740－748）等）〕が研究主体．として明

確な場合にはこれを一括したgなお昭和研究会孝行の資

料のリストについては，昭和同．人馳駆『昭和研究会』．（昭

和43年，経済往来社）の巻末に「（昭和研究会）．調査研

究資料一覧表」があるので参照されたい。，（吝昭和同人

会所蔵の昭和研究会関係の原資料と本資料との照合綜，．

時間的都合でなしえなかった。）　　．　　．　：1．．

　P．には，．r南方軍政」関係資料炉収録されτいる嘩7）。

．r南方軍政」1｝と関する第∵次資料で，税在京．どまった形

で見るこ．とのできるもの｝と晦早種田大学社会料学研穽

所騨．r擬闘覇吻．伽タ卿咋（主と．辱彊ド
ネシア軍政関係），．防衛庁防衛研修所戦史室所蔵「南方

軍手主簿て蘇）関係騨↓鯨銀行（甲横浜正
金銀行）所蘇の南方開発金庫関係葺粍、外割雀所蔵の資

料警鰯ミ・．繊料はこ紡を補完する臓をもつも

めと考えられる。

　分類に関しては，D1，　D2で軍政一般，経済に関する

ものを扱い，D3州珊’『は各地嘆別に資料を嘩録マ．窪た

D9．には「せレベ噺聞」を，．D10・には大蔵省管理局．

「日本人の海外活動に関する歴史的調査」の一部であろ

南方篇，欧米篇を，各々収録した。

　以下では紙幅の関係もあるので，「南方軍政」研究に．

おいて本資料のもうている意義について簡単にふれてお

きだい。・1（D4，．D9，　D10については資料目録ゐ中で付し

た編者め注記を参照）

謌黷ﾉ言えるごとは，．本資料が．「南方」占領地の各方

面軍，軍政部，．軍政監部の出した布告，政令等の合本で

3
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ある，『治官報』．第1号一閃7号（D3－828卍937，ジャ

ワにおける治集団の布告他，原資料は早大社僧所蔵）及

び『富公報』；第1号配第2エ号（D6－1074－1097，マラヤ

における富集団の政令他，原資料は防衛庁防衛研修所戦

史室所蔵）を収録して睦る点である。これに，アジア経

済研究所図書資料部所蔵の比島軍政監部『軍政公報』第

1号州第13号，及びビルマ軍政のもっとも基本的な第一

次資料である森第7900部隊『期中軍政史』（マイクロ・

フィルムから焼きつけたもの）．の二点を加えると，アジ

ア経済研究所のみで，現在までに明らかになっている

「南方」昏占領地の布告，政令他の集大成の基本文書の

大半を．，閲覧することが可能となる。この点は，利用者

からみれば，本資料（「南方軍政」関係）の最大の利点

といっても過言ではない。

　第二には，本資料が，日本軍が占領下の東南アジアで

おこなった経済面に開する調査の報告書を相当数収録し

ている点にある。昨今，「南方軍政」の研究は，日本を

はじめ，アメリカ，オ∴ストラリア，オランダ，東南ア

ジア各国等できわめてさかんであるが，しかし経済的側

面の検討は研究書はもちろん研究論文のレベルでもほと

んど皆無と言ってよい状況にある。その意味で本資料に

収録されている，．．（ジャワ）．軍政監部交通部『軍政監会

議資料調書』（D3－981）同軍政監部産業部r軍政監会議

資料調書』（D3－9S2以下），ジャワ軍政監部『軍政下ジ

ャワ産業綜観』（ヨ3－990），『スマトラ島北部四州経済調

査報告書』（B6－1131），陸軍司政長官山越道三『軍政下

二部ケル比島産業ノ推移』（137－1134）等は，「南方軍政」・

の経済関係の研究に寄与するところ大であると考えられ

る。

　また，ジャワ軍政監部による一連の農村実態調査報告

書（D4－996～1000）は，単に「南方軍政」研究のみなら

ず，1930年代卍40年代のインドネシアの土地制度更研究

にとっても，この間の資料上の空白を埋める貴重．な資料

となっている。・

　軍政関係については，この他に．もいくつかの特徴をあ

げることができるが，以上の二：点のみからも，「南方軍

政」の研究にとgて必見の資料であ．ると言うことができ

よう。

　E．その他についてはA〃Dに入らな．い資料をここに

収めた。大別すれば，インドネシアの土地利用，資源分

布に関する地図（E一工181～12臼臼），月刊雑誌rT加勲40・

πθ∫‘απ疎7π躍（Week】y）』，戦前に出版された々レー語

辞典である『日馬小辞典』の三つに分かれる。　　．

　　　ハ　以上，本資料の分類等について簡単にコメントを加え

てきた。最後に本資料の特徴について今一度再確認して

おけば，次の三点をあげうる．のではないかと思われる。

　L　従来十分に明らかにされてこなかった昭和14年か

ら昭和16年に至る海軍側．（と．りわけ海軍省調査課）の動

向をかなりまとまった形で知りう． 驍ｱと。

　2．近衛新体制，行帰機構改革問題，資源局・企画庁

併合問題等に開する基本文書及びそれに対する海軍側所

見を多数収録していること。

　3．，「南方軍政」関係中、各占領地の布告，政令等の

集大成を一括して見るととができること，また占領期の

経済関係の調査報告書を数点含むこと。

　以上の三点である。もっとも本資料がカバーしている

分野は極めて広範囲に及び，したがって以上の点はあく

まで編者の観点からみたものであることをお断わりして

おく。

　（注1）　湛軍省調査課は，昭和14年3月31目．．（勅令

第144号），大臣官房として設置された。前身は，昭和

8年6月20日，　「官房所掌箏期中海軍軍政上必要ナル

諸資料ノ総合整理二関スルコト及特二命ゼラレタル事．

項ヲ分掌．ス」ることを目的に設置された臨時調査諜で

ある。調査課長は，昭和工4年4月、1日：高木惣吉，昭

和工4年11月15日：千田金二，昭和15年11月15日＝再び

高木惣吉，昭和17年6月1目：，矢牧章（軍務局第二課

長兼任）だった。　（日本近代史料研究会編『日本陸海．

軍の制度・組繊・人瑛』ユ97ユ，．東京大学出版会，pp、

231，　430）

　高木惣吉氏の回想によると，彼は昭和13年11月末水

交社で開かれた陸海軍軍務局中堅層の会談を契機に国

内外の情勢分析の必要を痛感し，海軍「ブレーン・ト

ラスト」の結．成を計画した。その第一歩としてまず，

昭和14年11月，海軍大学校研究部に天川勇，三枝茂

智，高木友三郎（明大教授）の三氏を招い．て話を聴く

ことにし，その後，新任の豊田貞次郎海軍次官に海軍

「ブレーン・トラスト」編成の計画を上申，承認をえ

た。　（高木惣吉『太平洋戦争と陸海軍の抗争』昭和42

年，経済往来社。．pp．189～196）

　海軍省調査課が「ブレーン・トラスト」編成に本格

的に取り組んだのは，昭和15年8月以降であるとい

う。　（高木惣吉『自伝的目本海軍始末記』昭和46年，

光人社．．P．193）

　「ブレーン・トラスト」は，本資料収録の総合研究

会，外交懇談会のほか，政治懇談会｝思想懇談会の計

4
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四つから槽成されていた。　（なお各研究会のメンバー

については，前掲『．太平洋戦争と．陸海軍の抗争』pp．

197酎198参照。）

（注2）解の舗晶晶こ？し｝て｝よr．さ9あたり

目本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編．『太平洋哉

争への道』第7巻，（1963，朝日新聞社），第1編、「日

本の対米開戦」　（角田順）ならびに『現代史資粁⑬日

中戦争⇔』　（昭和39年，みすず書房）「資料解説」（角

田順）参照。た拝．し本資料からわ商う海軍側の二丁に

ついては．言及されていない。

　（注3）　注精衛政府との国交調整については，．防衛

庁防衛研修所戦史室『大本営陸軍部　大東亜戦争停職

経緯く3＞』’ 謠¥章「干支大持久戦転移一隔年婿政府承

認」（pp，38卍67）（1973，朝雲新畑社）．，．前掲『太平洋

戦争への道』第4巻第2篇「目．中戦争0政治的展開」

　（臼井勝美）．．参照。．

　（注4）近衛新体制については，日本．政．治学今編

『「近衛新体制」の研究』（1973，岩波宙店），　『現代史

．資料團国家総動員⇔政治』（1974，みすず璽房）「資

料解説」（伊藤隆）を参照。また，企画庁の前身で：あ

る内閣調査局については，石川準吉『総合国策と教育・

改革案マ内閣．審議会・内．閣調査局記録』．（196島清水書

院），：．資源局については，．防衛庁防衛研修所戦史室『陸

軍軍需動員．＜1＞計画編』（196ケ，朝雲新聞社）を，．．

ぎぢ．に国．家訓動．員体制の経済的側面全般については，

　『現代史資料鯉国家総動員←う経済』　（1970，‘みすず書

房）1「資料解説」　（中村隆英，原朗）を，各々参照。

　．．（注．5）．．．高木惣吉氏は，．昭和14年a月15日i．．海軍夫

学校敦官兼務のま：ま．で海軍省に出任を命ぜら．れ，　r近

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛新体制」研究の指宗．を受け．た。その後；同年1i月15．

　白付で高末．氏は．海軍省単寧課長に．ましく庚．り，L．．そのまま．

「新体制②牽り使二二調査課に持ち；な．こと㌣こなった」

（前掲『自伝的日本海軍始末記』pp．184酎185）B6．近

衛新体制等の資料は，以上の経緯の下で収集されたも

の． ﾆ思われる．。

聯）昭圃究卸つい・は紹二二絵郷一
神論く岬・無二雑！蝉場修一「ブ≒q．
年f寒に．お．1ナ．う：油皿人諭告一第一部脚珊今の

思想と行動」　（東火教養学部社会科単科『社会科寧紀

要』第エ馴囑1970）．等，．参照。

　（注7）　本資料中「南方軍政」．関係資料を活用した

　ものとしては，例えば，インドネシアについては，早

稲田大学大隈記念祉会科学研究班編『インドネシアに

　おける日本軍政の研究』のほか，日本軍政下のインド

　ネシア経済を扱ったJohn　O，　Sutter‘‘乃κあη65fα漉5α5‘

　ψ・彦耽3・勿．4・惚串πg．・・伽吻’rエ949門考955”

　Vol．1，　Part　2．（N『軍YQ『k，．1959）、があ．る。また，

　マラヤの「徳川資料」については，；マojl今ka“i‘Ja・

P㎝・寧・mili鱒．・dゆ』鞠・iQ・i・岬・y・・i偽

　for血a廿on．and　evo1ution　in　re軍erβnρe．．㌻o　Sμ1tans，

出・エ・1㎝i・R・1ig画叫魚r．　M・ゆM艸・・

・94・一・94・（蜘3励・岬llVI為．適6・唖・iI

1969》‘」・卿…．・・li・y　t・w・・ζ§．．．鋲r輿ay飽

Ch正…e・94・一・945’（面…嘱げ鞍々．即4蜘

勘ぬYrL　ll．琴・・．：神pt・典．暫q）、を耀るこ

　とができる。

　　　　　　　　　　　　1■

本資料目録の欄・あ魅惑峰ψ且々融々．
．の協力をえた。

牌一氏夫人の岸隆子氏汲びそ解葬咳有酒
嶋醜氏・早稲田大学社会科学研蛎鞭中塔畦氏・

東京大学文学部助教授の永積昭氏，伊藤隆氏；東京大学

洗学部研究室ρ山口利昭氏，東京大学経済学部助教授の

原料氏の方々からは，多大の御協力と貴重な御助言をた

まわったげ1　．．盲．．－．．　’．’．．』「＝：’…’．F1．．：　！

　アジア経済研究所調査研究部の加納啓墨画に．は，オラ

ンダ語，インドネシア語資料標題の訳出のため．，1．．貴重な

．時間．をさ隔ていただいた6il．．．．

　また，’アジア経済研究所々イク☆室の平川栄÷氏を姶

．めと：する方々，・．図書資料部参考課め原田忠夫氏には，本

盗料め閲覧，．冒録作成にあた1うて様々の便宜を図ってい

た：だいた。；　　．ド．・．．！．．・’．＝㌧：、，i；．．．

　これち．の方々に，．誌面を借レて謝．意を表．したい。

　．なお本資料の整理はジ当初は東京犬学東洋文化研究所

助手白石隆氏との共同作業の形ですすめ：られたが，白石

氏が今年の夏，．アメ．リ々のコ；←ネノ味学に留学されたこ

とにより，結果的には私→人の単独作業の形’を．とること

になつ．た6噛しかし，本資料の整理作業」唱曲公刊の手筈

は，すべて白石氏自身が整えられたもので．あることをつ

．け加えておきたい。．　．．：．：．

　　　　　　　　．‘．．（東京大学　大学院．経済学研究科）

．？
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目 次

A　海軍関係（主として海軍省調査課）

　今1．，．r嘱託者依頼迄ノ経過』

　A2．南方政策関係

　’A3．総合研究会，外交懇談会

　A4．国防関係他．

．B．太小照戦争前政治，外交，経鴻

　B1．基本国策関係

　日頃関係．
　B3．南方関係

　B4．『機密戦争日誌』（南方関係八一）

　B5．欧米関係

　B6．近衛新体制

　B7．　行政機構改革問題他

　撃8．資瀕局・企画庁．・企画院

　B9．経済関係

　B10．思想関係

C．昭和研究会

　C1．．攻治，外交，中国問題

　C2．経済

D．南方軍政

　DL軍政一般
　D2．軍政（経済）

　D3．蘭印｛コ治集団，ジャワ軍政監部．

．D4．蘭印②調査書

　D5．蘭印〔31裁判記録　．

　D6，マラヤ・スマトラ

　D7．フィリピン

　D8．海軍占領地

　D9．セレベス新聞

　D10．『日本人の海外活動に関する歴史的調査』

E．その他

　　　　　＼
凡　　．例、

L　本資料目録は，アジア経済研究所所蔵，岸幸∴資料（マイクロ・フィルム35リール）の目録である。

2．．資料目録の表記は次のようにおこなった。．〔例〕A3－87ジM7－48海軍省調査課「高木入尺法学博士述日米国

　　交打開の方途」昭和16年1月22日，．12p．〔三月20日の外交墾談会での報告記録〕

　　A3一本資料目録の項目別分類番号，37は目録の通し番号。　M7一は，マイクロ・フィルムのリ「ル毎の整理

　　番号。48は，各マイクロ．・フィ幽ルみの通し番号を各々表わす。資料の発行主体，年月日が分かっている揚合．

　　には，これを明記した。．〔〕は，編者の付した注記である。

3．E：玲は，日本近代史料研究会が作成した，本資料中海軍省調査裸，昭和研究会聞係の目録「アジ研所蔵，海

　　軍省調査際史料（マイクロ）自録」（内部資料）の整理番号を表わす。またNJ一．は∴早稲田大学社会科学

　　研究所所蔵の晒嶋コレクション」の資料目録である，The　Insti加te。f　Social　Science，　Waseda　Uni・

　　versity“7腕θ灘助加ασ・Zど召吻πξ7π4孟87ゼ4Z3・君ゐθ勘卿燗θ・認伽ツαのπ認∫〃’㈱π．伽駕α軍6廊”

　　．1973．の分類整理番号を表わす。

4．室あるいはそれに相当するものは，『』で表記した。ただし昭和研究会の資料につい馴『は，喚刊されたも

　　の以外は「」で表記した。

’5．本資料のマイク官・フィルムのリ．一ル毎の目録については，別にア球ア経済研究所マイクロ室作成の仮目録

　　があるので，それを参照さ乳たい。（ただし，編者のマイクロ・フィルム毎の通し番号とは若干異なる。）

6・本酬の南輝政関係の一離つ・・τ｝ま涼都大学人文群研蛎齢蹴「第二次甥鴬下の日本」

　　事務局作成「南方占領地軍政開係資料目録」（内部資料）がある。また海軍省調査課関係の部分［に？いては，

　　前述の日本近代史料研究会作成「アジ研所蔵，海軍省調査課史料（マイクロ）目録」（内部肇料）がある。

　　各々，本資料目録作成にあたって参照させていただいた。

7．本資料には，多数の重複があるが，そのうち相当数を雀略した。そのためマイクロ・フィノセム毎の通レ番号

　　には，実際の資料の配列順とは異なるものがある。
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．．，WW。．WL．．＿川1．．，1．，．．．甲1．＿，．．＿＿，脚＿，・．ll．W・．・1．rW．、・．・脚・1，｝。，IW・，1，1い’MW．W，・llM・・一“・｝…角・． E岸資料目録繭・1・i・・…西・晒

．Al． C軍闘．係（主として海軍省調査課）

阜1『曜慰者俸頼迄ノ経過』

　　〔以下瑠譲1から翼2－50牢で1ま・海軍省調葦課『嘱

　　託者依頼迄ノ経過』．として門括されて．いる．。〕

A1－1，　M2－21（Kk2－1）1

　　海軍省調査課「『嘱託者依頼迄ノ経過』目次」，昭和

　　15年，3P，
A1」£；．：臨22：（K王¢」2）．．．

　　調査課長「瀦ノ件通知」昭和15年7月2ゴ日∴1P，

組一3，　湿魂3．　（KI〈2－3）

1〆．． ｲ査課長．「薪嘱託脅1．ドノ悲絞会ノ件遥知〕昭和15年
「　　㌧　 7 7　 月　暮0「臼．，　 ．　　i．1　．か」．二

．　「　　　　．

A1鴇：鍛か24：（Kk2－7）

　　乍佐々弘雄氏講演謝礼ン件」：．（手書）工P，亨月29日

Aiま5，…．M2－25．：（KK2二8）．．

　　「’Z委員会研究二関スル経費．ノ件」（手書）1p．

A1－6，協一26　〔KK2－9）

　障「海軍犬学校兵術研究機押脚実二伴ラ経費増配」

　　（手書）1P．

A1「7，　M2－27（KK2－10）

　　「課長，佐藤；麟鎌」（手書）喀和・5年合月26日，・P．

A1－8，　M2－28　（KK2－11）

　　．「研究事項覚；1．患畜関係」．1釦．．．．．．．

A1－9，　M2F29．（KK2－12）．＝．；．．．

　　「同上　財政経済関係」．i．p．’

A1㍗エ0ド．．M2－3q．（KI〈2㌫13）　．　1

　　．、「同上．．．政治外交関係」．．1亘．

．A1－11，．M2－31，．M4r1；M9－6（KK2－14）

　　海軍省調査課長「当面ノ時局二於テ研究セン．トスル

　　事項概要」昭和工5年6：月26．臥・5p，．〔政治外交，思

　　想，財政経済関係の三項目〕

A1一エ2，：：M2マ32，：翼［4－4，：M9÷9　（K王（2－16＞；．

　　海軍省調査課長．「時局対策研究．≠関スル意見」．昭和

　　15年6月22日，4p，〔「研究実施ノ為ノ制度．及硬究

　　要領」「研究スベキ時局対策問題トシ．テノ例示」の

　　二項目についての意見〕，．．．

A1－13，・：麹1茸β3，　M940「（KI珍17）．．．！．1．．．

　　海軍省調査課長「戦後対策研究項自概要（案）」昭和

　　15年6月22日，　6p．　　　　　　　　　　　　　．　．　　　　．　　．’

　　　　　　　　　　　、

A1二14，　M2晶341　M4」5（KK2－i8）

　　．「乞類会派於ケ圃窄騨1照・15年6脚．

　　4P．
Ai－15r．確｝一3511μ卿「年9）、

運搬総総轡弊4
今・一・碑一3鰯馨，M9暗1邸二丁1）．．ご

購言壁e⇔1無為騨
A171Z．辮“37（K幣23！．，、．i、．．．．．＿

。、二1騰盤騨611即『．．

。。謙唖蝉1．1ゴ．恐．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　け

騰罵華麗翻野噛
・職髄M4・7（・耳年・り…‘．’＼∴．、、

　　，（海軍）零郷帳「鞭轡痢搬」．
。。撫1蔀蜘．．・．・．．．．∴・．．．

　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　り　　じ　ド　　　　　
　　海軍省調奪罫母．．⊆軍令部第田部景き第三部曇寧）‘

　　嚇戦争魏界劃一齢対ゆ準解領ノ
　　件送付」（手書）髄1禦鱒農，露髄．、，
み1－23・、．￥2『43「↓（KK2－29）：　．、

　．．義軍省嗣李馨長i．（辮軍省軍藩府長洲李．．：「嘩洲聯争後

　　廊平和鰭・対カレ戦勲酷同等・昭
　　和15年4月12日，1p．　　　　　　　，．．．1、．

A1－24・単『・4二三（2マ2P）．．・．．．．．．

　　雄篇鱒後ノ平和舗轡対カレ鞭領」
　　昭和i5隼．4月i2日，．・帳〔以†；「目．次」．．「轍対

　　策研究委員会（仮称ノ編制）」「研究事項概妻」．「研

　　究要領」，付録1〔昭和5年倫敦海軍軍縮会議ノ準

　　備概況」，　付録2「昭和1Q年倫敦海軍軍縮会議ノ準

　　備概況」を収録，誉込あり・〕　．1．　■　．　1’1．11

A1725ジ．M2」4自盛＄．．　．　　．　　　．．、．

．．．

D． C軍省調査課長．（海軍省軍務局長宛）．．．．「欧洲戦争後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7



西一…1・・岸資料目録一＾1・・1・・一II…脚・1・1・・Wl・・1－W・W・1・・M・W岬，・MI・、・．．1・．・，IWrl・ll．1，1，、，1＿・｛1、1讐，＿II．，＿．、．、1＿、1帆1、．，．、．

　　　　ノ世獅和会議等二対刃嘩備二関スノレ件回答」昭

　　　和15年4月目12貝）1p．〔修正あり，修正後はA1－

　　　23と同．じ〕

　A1－26，　M2－4母一4　（KK29－30）

　　　　「（第四案）欧洲戦争後ノ世界平和会議等二対スル準

　　　備要領」15p，〔A1－24の原案，修正書込あり〕

　A1－27，　M－44－1　（KK29－3工）

　　　海軍省調査課長．（海軍省軍務局長宛）　「欧沸戦争後

　　　　ノ世界詠出会議等二対ズノレ準備二関スル件回答」昭

　　　和巧年4月11日，1p」〔A1－24．の無修正版〕

＼　A1－28，　M2－44－2　（耳K29－32）

　　　別紙「欧洲戦争後ノ世界平和会議等等二対スル準備

　　　要領（案）」工2P．

　　A胴～9，．M2－45（KK2－33）

　　　　「『欧洲戦争後ノ世界平和会議等二対スル準備要領』

　　　　案（第二案）」昭和15年4月10日，10P．．

　．A工曲30，ム姐一46－1　　（1くK2－34）

　　　　「一九三五年海軍軍縮会議二対スル準備二関スル件

　　　　塵世」　8P．〔別紙M2－46弔「ユ935年海軍軍縮会議

　　　　準備事項」M2－46－3付表「全権団中海軍部編制ノ根．

　　　．幹」が添付されている〕

　　A1－31，晦47（Kk捧35）

　　　　麟繊研究頚会二関ス・レ件脚」昭和8年・

　　　　月10日決裁，6p．

　　A1－32，　m－48　　（KI9－37）

　　　　佐藤中佐「『欧洲戦争後ノ世界平和会議等二対スル

　　　　準備要領』案」昭租5年姻1日，17P・

　　A1－33，隅一49　　（1（K2－38）

　　　　r欧洲戦争後～世界平和会議準備要領記録」（手書）

　　　　3P．

　　A1－34，　M2－50，　M4－2（KK2－39）

　　　　海軍省軍務扁長（海軍省調査課長瀞）　「欧洲戦争後

　　　　ノ準界平和会議等二対スル準備二関スル件照会」昭

　　　　和15年3月7日，江p．

　　A1－35，　M4－36

　　　　「戦後対策研究委員会準備関係経費支出ノ件照会」

　　　　昭和15年6月12艮，工p．〔海軍省調査課より海軍省

　　　　副官宛〕

　　42、南方政策関1系

　　　　対南洋方策研究委員会

　　A2－36，　M4－38（KK26－44）

　　　　対南洋方策研究委員会委員長「対南洋方策研究委員

　　　　会，調査研究第一種第二種作業予定表」昭和10年8

　　　　　　8

　　月24日，　7P．．

ん≧一37，M4－39　　（1く1（26－45）

　　「対南洋方策研究委員会冬簿」昭和10年7月15日，

　　2P．

A2－38，　M4－4Q（KK26－46）

　　「対南洋方策研究委員会委員長挨拶」5p．〔委員会

　　の任務め構成，研究事項等について収録〕．

A2－39，　M4F4ユ（KK26－47）

　　r対南洋方策研究委員会耳管研究事項」1P，

　　　　　　　＊　　　　　　　＊　　　　　　　串

A2－40，　M2－20（KK1－20）

　　．「基本目標」昭和エ5年9月26日，7p，〔大東亜経済

　　圏の建設等〕　　　　　　　　　　　弓

A2－4工，　M2－5　（KKレ5）

　．第一部直属「南方四脚綱（案）」昭不015年11月29日．

　　6p．．〔註として「南方経論の究極目標は大東亜共栄

　．圏建設大綱（A2－42）による。本案は欧洲大戦講和会

　　議に於ける発言取得の為の既成事実設定を目途と

　　す」とある。なお，仏印，泰国，1蘭印，英領地域，

　　比島，民族運動対策について言及がなされている3、

Aか42，M2略　（KK工一6）

　　第一部直属「大東亜共栄圏建設大綱（試案）」．昭和15

　　年11月29目，　6p，

A2－43，　M7「2（KKIO－49）

　　佐藤中佐「蘭印対策」昭和15年4月17日

A2－44，　M30－2

　　軍令部「和蘭本国が中立ヲ侵犯セラルル揚合ノ蘭印

　　対策」（一枚綴）昭和15年4月20日，1p．

A2－45，　M3－9，　M30－1（KK4－1）

　　海軍省調査課「蘭印対策ノ研究」昭和16年8月15日

　　30p．〔註として．「本稿ノ・日蘭会商決裂後6月7月ノ

　　交当課二於テ実施セル中印対策研究ノ摘朝すリ。参

　　考ノ為配布ス」．とある。なお，．後出総合研究会記録

　　（A3－68飼A3－74）を参照のこと〕

A2－46，　M15－16

　　海軍省調査課「南方国土計画」昭和16年9月1日，

　　29p．〔民族対策，統治計画等について〕

・訟47，M15－4

　　「南方圏建設要綱」7P，

奈2－48，M5－23（KK6－35）

　　「大東亜国土計画案要綱」19p．〔海軍嘱託グループ．

　　の共同研究〕

鯛9，　M2一工9
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　　　馨些細鵡蟹転記三族指導に

鯛鋼絵タ脚絵
　　　総合研一会に1（主どして商印対策研究）※〔A3－50

　　　から．A3－67までは扇中佐（P）に．よる総合研究会の

　　　手書メモと思われる〕

　A3－50，　M5－1（Kl（6－1）

　　　谷川縣報告、「教轍革二二テ」二日16年6月5目

　　　5P，
　A3－5ユ，　M5－2　（KK卜2）　．．．1一

、　　　．「研究事項」5p．〔蘭印関係他〕．

　門門2∫M5』3．（Kk6－3）．．

　　　　「総合駿会」麟・・6年．6．月・砥．・P．．〔太平潮

頭欝灘轡榊勲野田’
。。，1響欝」昭和11脚rr・匹

　　．：i．1．＝「総合研究会」；．昭和16年6丹2b口；3p．．〔同蘭交渉

　　　ゾ善律策一口として綿糸の輸入問題1ごついて〕

　A3－55，　M5－6　（KK6－7）

　　　　「〔三枝茂智より高木課長，．扇中佐宛手紙〕」昭和16

　　　年（～＞　719日．，、5．P，．

　A3－56，　M5マー1（KK6－8＞．

　　　　「蘭印ノ外国人入国二関スル勅令抜買」．2p．．

　A3－57，・．　M54魂　（KK6－9）　　．；

　　　　「非常時外国人勤労条令」付晴政府二二條規定

　　　質問表」7P．

　A3－58，　M54－3．

　　　　「外国人ノ入国二閲スル勅令」1p．．

　A3－59，　M5－8　（KK6－11）．こ．．

　　　通商局（外務省）第六課．「芳沢嫉に対面蘭印側

　　．・1代表の画答」：．昭和16年6月目目，10p．．

　イ㌧3－60ゴ．lv15－9　　（1く1く6－12）　．

　　　　「仏印対策二関スル建議書一葦」昭和16年6月17目

　　　　3．P・

　A3－61，　M5－10（KK6一エ3）

　　　　「日課通商条約内容一第一年度．（最初ノ．一ケ年間）

　　　．二於ケル輸出入品：目及価格」．3p．．．

　A3－62，　M5－11（KK6一工5～17）

　　　　「総合研究会」昭和16年7月2日（・？）118p．（目印

　　　対策ノ．目標，武力政策：ト平和政策ノ分岐点〕

A3－63，　M5－12．（Kk6r18）

　　「総合研究会」昭和16年7月5目16．p．：〔矢部貞治

　　教授の話〕．、

母一64・M5－13（KK6－20～21）

　　「齢議会」昭繍年明9氏合煎緬武
　　力政策〕

A3一与◎．吻一・≦（KK与一22－23）、

　　「欝蹴今」．昭旧年・月・6白．，4pl〔蘭印統治

　　方策〕

A3－66，　M5－15（KK6－24）

　　「齢聯今岬和6年・月・申，・P・㈱瞭治

　　政策〕

卵一67ぞM5“1年（斑（6邑2与一27）

　　「総合研究会」和和16年7月16日，、6p．〔蘭印民族

　　政策〕

　　※〔以下A3一⑱から奔344まで｝馬．総合研究会の

　　公式記録（手書）であ．る6〕・

A母一68，．M5－17：．（KKe－28）

　　「潮田飴記録！．明・・目」、甲三会離後策，

　　板垣与一述　板垣氏の報告と7般討論〕．15p．

A3－69，　M5－1琴．．（KK6－29）．

　　「総合研究会記録　6月27目．．」．．〔板垣氏の前回の補

　．雑報吉と一艦討諭〕錐p．．

A3－70，．M5－19． iKK6」30）．

　　「総合研究会記録　7月．2日」〔武力政策．と平和政

　　策との分岐点，経済上の見地より見たる場合，．平和

　　政策の具体策〕恥P．

A3－71，　M5－20　（KK6－31）

　　「総合研究会記録．7．月5日」．〔平和政策の具体策，

　　扇中佐の提案と質疑応答〕．27Pl．

A3－72，　M5－21（KK6－32）

　　「総合研究記録　7月9日」〔武力政策の具体策，

　　武力政策．を行うに当り．ての外交工作，統治政策〕

　　14P．

A3－73，　M5－22（K：K6－33）．．

　　「総合研究会記録．．7．月12日」．1〔統治政筑また板

　　垣与一嘱託より耳印現行統治組織の説明あり〕13p．

A3－74，　M5－23（KIく6－34）　．1．　　　　．．．

　　f総合研究会記録　7月．16日」〔蘭印の近惰について

　　バタ．ビヤ駐在武官報告紹介レ統治方策，扇申佐「ア

　　メリカノ二九進出二関スル情報」，板垣嘱託「民族

　　政策」，谷川嘱託「文化政策」，．経済政策〕．30P，．

A345，．M9」20－1（KK欠一4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
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　　「総合研究会記録　9月19日」23p．’．

A3－76，　M9－20－2　（KK欠一5）

　　「総合研究会記録　9月27日号14P．

　　総合研究会〔2｝（主として国防関係〉

　　※〔以下A3－77からA3－85までは『扇中佐綜合研

　　究会関係綴』として一括されている。ここに収めら

　　れた国防国家に関する研究は，ρち．にA4－114（M9

　．一16）の海軍省調査課r帝国国防国家論』にまとめら

　　れた〕

A347，　M10－10　（mく22－1）

　　．「梱国防国家㈱研究項目（桀）」5P，

A3－78，　M10－12－1　（KK22－3）

　　r帝国国防国家体制研究中経済関係事項」昭和16年

　　．・耳25P．

．A3－79，　MIO二12－2　（KK22－4）

　　．「国防国家二関スル研究」．（手書）1P．

A3一寧G，　MIO－12－3（KK22－5）

　　「国防国家二関スル研究一国際経済11月号（世界新

　　．秩序）一欠部（メモ）」1P．．

A3－81，　M10－12－4（KK22－6）

　　「矢部教授　世界新秩序（メモ）」3P，

A3－82，　MIG－13σくK22－8）

　　海軍省調査課「三枝嘱託述r大束亜新秩序論』」64p，

A3－83，　M10－14（KコK22－7，22弔9）．

　　．「国防国家ノ思想」17p．

A3－84プM1（ト15　（KK2371）．

　　　「国防国家ノ本質ト構造j昭和16年2月19β，9p．

A3迅5，　M10－16　（KK22－4，23－2）

　　　「国防国家二関スル研究」206p．〔第一章国防国家

　　論，第二章帝国国防国家ノ建設，A4－114・の原型で

　　ある〕

　　外交懇談会．

　　※〔以下A3－86からA3一耳1までは『扇中佐外交懇

　　談会関係綴』として一括されている〕

A3－86，　M7－47　（KK11－52）

　　　「The　Uniled　States　in　World　War　II」（タイプ）

　　ユ4P，

A3－87，　M7－48　（KK12－1）

　　海軍省調査課．「高木入節法学博士丁目米国交打開の

　　方途」日割瓢6年瑚22日・12P・〔1月2。目の外交懇

　　談会で．の報告記録〕

A3－98，　M7－49　（KK12r2）

　　海軍省調査課「三枝茂智述　英独和平実現ノ揚合二

　　　　10

　　於ケル帝国外交方策」昭和16年2月5日，16P．

A3－89，　M7－50　（KK12－3）

　　海軍省調査課「米国参戦問題を中心とする外交展

　　望」昭和16年2月22日，29p．（註として「本論ハ『米

　　国参戦ノ場合』二応ズル外交方策研究ノー環トシテ

　　布咤大学出身ノ篤学ナル某二世二委嘱作製マシメタ

　　ルモノソ翻訳†．リ」．．とある〕

．A3－90，　M7－51－1（1ζK12－4）

　　「外交懇談会」昭和16年4月14目（手書）2p．〔外務

　　1幾開について〕

A3－91，　M7－51魂　（KK12－5）

　　「神川彦松述　山崎靖純氏諭文『日本外交の現地位

　　と将来一時難克服の決定的」紹介と批判」（手書）

　　昭和16年6月22目，．6p．〔外交懇談会メモ〕・

A3－92・M7－54（耳K12－8）

　　「外交懇談会三枝茂智　英独和平の可能性と我が

　　対策」昭和16年5月23日（手書）31p．

A3－93，　M3－8　（KK3」9）

　　海軍省調査課「訟下正寿述　米国参戦の形式と我が

　　対策」昭和16年．6月24口，19p．・〔外交懇談会6月12

　　日，松下報告の記録〕

A3－94，　M7－53（KK12「6，7）

　　「外交懇談会言司録摘要」昭和16年7月↓1日8p．〔独

　　ソ戦，アメリカの動向，北進南進等について。手

　　書及孔版〕

A3－95，　M7－55　（KK12－9，10）．

　　「外交墾談会座談要旨」（手雷）昭和16年8月7日

　　17P．、

A3－96；M7－56－1　（KK12＿U）

　　「北方進出二関スル意見」（手書）2P．

A3－97，瓦仰一56－2　　（1くKl忌日11）

　　「南方進出二．開スル意見」　（手書）3立

A3一⇔8，　M7－57（KK12一再2）

　　「外交懇談会」（手書）昭和16年10月7同，17p．

　　〔戦争目的は何とすべきか，田村幸策述「目米交渉

　　の議題」等について〕

A3－99，　M7－58　（KK1か13）

　　原田外務事務室「米国及墨国一般事情」7p．

A3－100，　M7－59　（KK12－14）

　　「外交懇談会」昭和17年1月14同，5p．．〔外交懇談

　　会の今年の課題〕

A3－101，　M7－60（KK12－15）

　　「外交懇談会」喀和17年3月18日，3P．〔印度問殖〕

＼．．．
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．A3－102，　M7－61（KK12一工6）

　　　「外交懇談会」昭和17年4月20日，7氏〔大束亜戦

　　争の解決策〕．．．．．

A3－103，　M7－62　（KR12－17）

　　　r政治外交研究会」昭和1a年i1月28日；．16p．

A3－104，　M7－63（KK13－1）．

　　τ外交懇談会」昭和16年工1月13臥1恥．

A3－105，　M7－64（KK13－2）

　　　「外交懇談会」昭和16年i1月20日，11P．〔対英問題〕

A3－106，．M7」65． iKK13－3）

　　　「外交懇談会」．昭和17年2月12日，：7戸．．〔三枝茂智

　　報告，　「大東亜戦争の収束問題」他〕

A3－107！M7－66．（KK13－4）．．．．．

　：1．．・1「外交懇談会」．昭和17年．5．月18目，12p．〔独逸の対

　　㌔ソ春季攻勢，．各国の立揚他〕

A3乙工08，　M7－67．（KK13－5＞

　　「．「外交懇談会」昭物17年6月22日，璋pし．〔英ソ条約

　　米ソ了解をめぐる諸問題他〕

A3－10臼，　M7－68（KK13－6）

　　謬響鑓欝胆瓶回『隆
A3－110，　M7－69　（KK13－7）

　　　「外交懇談会」昭和17年9月26日，．7p．〔太平洋憲

　　章，．世界大憲章制定口開テ〕．

A3≒111；．M7－70．（KK13－8）

　　　「外交懇談会」昭和17年9月12日，4p．

　　　　　　　＊　　．＝．1．1．．’．．＊噛；　㌔㌧．　．ニド；　．．　．　．r

　∵：※1〔以下A3二112と．A3－1工3は，外交懇談会等の記

　　録であるか否か．は不明〕

A3－112，　M3－1（KK3－2）

　　輝翻査鮮血血止述世界的動乱と帝醐防
　　国家体指囁」．昭右目15年．9月26日．，　51p．・

A3－113，　M3－6．．（KK3凸3）．

　　海軍省調査課「田村幸策　独逸が英本土の攻略戦に

　　．成功した場合帝国政府の執るべき措置に就て」昭和．

　　16年4．月12日，25P，〔rr英独和平実現の場合』（松

　　下正寿演述）其の他と共に今後の我帝国が当面する

　．：il：国際清勢の重要．なる山想定として依嘱せるもの」の

　　注記あり〕

A4　国防関係他

A4－114，　M9噌16（KK27一工）　　　　　層　．　．．　「．

　　海軍省調査課．r帝国国防国家論』昭和ゴ9年6凡

　　132p．

　　　第一章　国防国家論．．．

　　　　第一節　世界秩序の転換

　　　　第二節．大東亜新秩序

　　　第二章　帝国国防国家体制論

　　　　第一節　国防国画計画の意義

　　　　第二節外交
　　　　第三飾．・国内政治体制論

　　　　第四節　経済体制

　　　　第五節　思想，文化．教育

A4－115，　M9－17

　　「臨戦指導対策」．（手書）』9月13目，5p．

A4－116，　M9－18（KK欠一2）

　　三枝茂智嘱託「臨戦外交！目標及其ノ指導方策」昭

　　和16年9．月．15日，10戸，

A4－117，　M9－19（KK欠一3）．

　　海軍省調査課「永田清嘱託述．臨戦経済体制の具休

　　白勺計策」昭茉自16年8月25日，　6p，

A4－118，　M9－21（KK欠4）

　　「騨平鮒鞭綱」昭和16年10月6日・6P・〔企
　　画院次長より企画院総裁に提示せし意見〕．

A4－119，　M2－18

　　「臨戦指導対策（目次）」3P．

A4－120，　M25－3　（KK33－2）

　　「海軍費ノ限度二就テ．（支那事変後．ヲ予想シテ）」．

　　7月13目；　．4p＝

A4－121，　M25－4（KK33－3）

　　「最近二於ケル英米建艦計画及其ノ建造状況」昭和

　　14年12月末調，12，．〔貴族院予算分科会秘密会二於

　　ケル軍務局長説明案〕．

A4－122，　M9－13

　　海軍省軍務局第四課長』「国内対策二関スル意見」昭

　　和15年6月20目，5p．

A4－123，　M3－2（KK3－3）

　　海軍省調査課「和辻哲郎．．思想国防について一6．月．

　　17日於思想懇談会」昭和16年6月26日，．．10p．

A4－124，単3－3　（KK3－4）

　　海軍省調査課「討論摘記」13p．〔菊池博士の問題，

　　思想国防等〕　　　　　　　　．．．　＝「．・．

　　　　：　．＊．　　　　．　＊　　　　　　　＊

A4－125，　M6－3（KK7－2）

　　「総力戦研究所設置二関ズル件」1昭和15年8月16臼

　’閣議決定，．3P．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工工
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A4－126，　M6－4　（KK7－3）

　　灘翻査冗長「勧戦靴働二関スル意見」．昭

　　和15年10月31日，工Op．

A4－127，　M6－2－1　（KK7－2）．

　　「総力戦研究所キ二二要領ノ件｛叩裁」　昭薫U15年12月28　　．

　　日決裁

A4－128，　M6－2－2　（KK7－2）

　　別紙「総力戦研究所指導要領」’3p，

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　’　　　　　　　＊

　　※．〔以下は太平洋戦争期の資料と思われる〕

A4一工29，　M7－71　（KK13－9）

　　「国家機密」11p，〔ガダルカナル以後の現状，「帝

　　国現状批判」の草案を含む。宋完〕

A4－130，　M7」72　（KK13－10）

　　「帝国現状批判」8p，〔政治カノ貧困，道義ノ頽廃，

　　の二項目〕

A4－131，　M7－73． iKKi3－11）

　　「（改革案）」5煎粛鞘聯形式白勺御前蝋ノ

　　　　　　　　　　　　8．太平洋戦争前政

B1　基本国策関係

B1－137，　M4－13，　M9－15（KK26－3）

　　巨国策ノ基準」昭和1工年8月11日閣議，5p．

B1一エ38，　M小14－1

。。、驚鍛昭和12年1一碧離3息

　　　「国策大綱提案品詞」2P・

B1－140，　M11－57－1　（KK26一墾）

　　　「国策大型」昭和13年1月20日閣議，3p，

B1－141，　M11づ7－2

　　　「国策大綱提案理虫」1P．

B1－142，　M4－8，　M9－4． iKK23－7，25－53）

　　　「基本国策要綱」昭和15年7月26目閣議，5p．

B1一工43，　M4－9　　（K王く25－54）

　　　「基本国策要綱二二ク具体問題処理要綱」3p，
　　　　　　　　　　　　　’
B1－144，　M9－1　（KK23二4）

　　　「世界情勢ノ推移二伴フ時局処理要綱」．昭和15年7．

　　月大本営陸軍部海軍部，14P．

B1一工45，　M9－2　（KK23－5）

　　「『世界情勢ノ推移二伴フ時局処理要綱』二関スル所

　　　　12

　　弊風打破他〕

A4－132，　M7－74　（KK13－12）

　　「上ヒ島確｛呆ノ絶対白紙要言背　ト緊急タ寸策」

A痴133，M7775　（KK13－14）

　　「航空機急速増産委員会』　（付図一葉）10p，

A4－134，　M7－76（KK13一工3）

　　海軍省調査課「航空機急速増産方策一未定稿」昭和

　　20年2月1日．，　17p．

奈4－135，へ正7－47　　（KIく二11－51）

　　海軍大学校研究部『陸海軍人気質ノ相違一主トシテ

　　聯力ノ観察』昭和19年5月1q日・60P・

　　　　　　＊　　　　　　　　．＊　　　　　　　　　＊

A争・3qM7－38（KK・i－39）

　　「陸軍秋丸機関二関スル件」（昭和15年6月末現在）

　’12P．〔「陸軍二四テハ将来戦ヲ顧慮シ過般戦争経済．

　　研究班ヲ設立シ五月陣容整備セラレ漸ク研究ノ締二

　．就キタルカ之力．目的，編成等左記ノ如シ」の註記あ．

　　り〕

治，外交，繹済

　　要事項ノ説明二就テ」11p、

B1一工4臥M9－3（KK23－6）

　　「『世界麟離移ヂフ時局処腰綱』提案理由」

　　5P．

B1－147，》4－10，　M9－12（K［く25－55）

　　「外交転換二子フ緊急対策ノ処理二関スル件」昭和

　　15年10月1日，2p，〔要目は昭和15年9月27目，『閣

　　議で決定〕

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

　　※〔血・・一・とM・62・麟庁防衛研修所戦史蛎

　　蔵の大本営陸軍部保管書類の複製であるめ

B1，　M26－1

　　r連絡会議議事録　南方施策に関する件』昭和16年

　　ノ　　6月25日，40p．

B1－148∫M26－14

　　「南方施策促進二関スル件」昭和16年6月25日連絡

　　田端2P・
B1－149，　M26三1－2

　　「御説明」　5P．

B1－150，　M26－1－3

　　「軍事上経済上政治上ノ見地ヨリ北部仏印ト共二南
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　　部仏印三速二所要兵力ヲ進駐セシムルノ綿対必要ナ

　　ル理由二就テ」昭和16年明23献本営騨部灘

　　部，斗7臥

B1－151，　M26－1－4

　　別紙1「軍事上ヨ，リ見タル英米ノ対目圧迫」6p．

Bエー152，M26－1－5

　　別紙2「南方諸国陸海空軍兵力表」1p，

B1－153，　M26－1－6

　　別紙3「〔南方地域航空〕」5p，

B工一154，M26－1－7

　灘、階リ早タ轡ノ欄」1“

　　別紙5「政治上ヨリ見タル英米ノ対日棄動」1P．

B1，用〔26－2

　　『御前会議議事録　情勢の推啓に伴ふ帝国国策要綱』

　　昭禾016年7月2．日，　47p．’．

B1二156，　M26－2」1．

　　階勢ノ推移二伴フ帝国蘇要綱」昭和16年7月2

　　目御前会議　3p．〔7月1凋の閣議決定と二部ある〕

B1㌫157，．lM26ム2－2．

　　「内閣総理大臣御説明案」3p．
Bレ15亀M26．2．3

　　「参謀総長説明事項」3p．

B1－159，　M26－2－4

　　「軍令部総長説明事項」’3p，

B1－160；M26一多一5．

　　「外務大臣説明事項」．4p，：

B斗「16斗，、珂26－2一う

　　．：「第醐御前会謙事録」．〔灘「情勢雁移二伴

　　．フ帝国国策要綱」7月2巨，．午前10時から12時の記

　　録〕　19P．　　．　　　　　　　　．．　　　．．．　　．．

B・τ・餓融672ヲ　　・．

　　r騨・推穆伴痛国鹸鄭燗スル軍事簾
　　官会議ノ概要」　（手書）昭和16年6月30日，6P，

　　　　　　　＊　　　　．　　　　＊　　　．　　　　　＊

B1－163，　M7一工3　（KK7－49）

　　海軍省調査課長r世界情勢イ変動二対処スベキ帝国

　　外交施策要綱案二対スル意見」昭和15年6月25日，

　　2P，

B1一平64，　Mか1，　M4－1q－1．（耳Kレェ）

　　海軍省調査課長「『世界情勢ノ推移四獣フ時局処理

　　．．要綱』中第四条国内妻旨鯨二関ス〃具体的要旨（陸軍

　　省案）二対スル意見」昭和15年7月25日，11P，

B1－165，　M4－16－2

　　「説明」5P，〔B1－164の説明〕

　　　　　　＊　．　．F　　　　＊　　　　　　　　＊

　　基本国策関係綴

　　※〔以下B1－166～B1－234までは，『基本国策関係．

　　（其の三）』（防衛庁防衛研修所戦史室所蔵）．として

　　r括されている。〕

B1－166，　M9－5－1（KK24一）

　　「基本国策関係綴目次」4p．

B1－167，　M9－5－2　（KK24－1）

　　「支那事変処理根本方針」昭和13年1月11目御前会幽

　，．議p3P．

B1－168，　M9－5－3

　　．別紙甲「日支購和交渉条件細目」2p．

B1－169，．Mg－5－4

　　別紙乙「別紙甲中保障条項タルモノ左ノ如シ，搬和

　　二開シテ廃棄スペキ約定」1P・

Bレ170，M9－5－5　（KK24－2）

　　「世界情勢ノ推移二伴フ時局処理要綱」昭和15年ブ

　　月；た本営陸軍音匡醜音匡，‘5P，

Bl一工71，　M9－5－6　（KK24－3）

　　「枢鱒化・輿謝鱒方針」昭禾015年鯛20．日閣議

　　承認，3P．

B1－172，　M9－5－7　（KK2牛4）

　　「外交転換二伴フ．応急対策要目」昭和15年9月27目

　　次官会議決定続テ閣議決定ゴ．．．2p．

Bレ173，：．M9－5－8．（KK24－5）．

　　「日独伊三国条約二関スル枢密院審査委員会議事概

　　要」昭和15年9月26日，48p．〔松本条約局長の手記⊇

B1－174，　M9－5－9（KK24－5）

　　別紙甲「目狸伊三国条約締結二関スル件」2p．ビ近

　　衛総理大臣枢密院黍員会席上ノ挨拶文案〕

B1－175，　M9－5－10

　　別紙乙「日独伊三国条約締結二関スル外務大臣説明

　　案」．16P．．

．B1－176，　M9．5二11（KK24－5）

　　、「枢密院本会議議事概要」Il融和15年9月聞貝，3p．

B1－177，　M9－5－12（KK2倖一6）

　　　「詔書」’昭和15年9月27日，1P．

B1－178，　M9－5－13（KK24－6）

　　　「告諭（近衛総理）」昭和ユ5年9月27日，2p．

B1－179，　M9－5－14（KK24－7）

　　．「日本国，独逸国及伊太利国間三国条約」昭和15年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工3
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　　10月19日，　3P．

B1－180，　M9－5－15（KK24－8）

　　「第二次欧洲大戦二瀬ケル交戦国並二中立国中主要

　　国ノ戦時対策研究二関スル件」昭和15年10月19日閣

　　議，9P．

B1－181，　h江9－5－16　（黙24－9）

　　　　　　　　　　　　　コ　　「支毒陣変処理要綱」昭和15年11月13日，5P．

B1－1823　M9－5－17（KK24－9）

　　参考其ノー「支那事変処理要綱　提案理由」3p．

B1－183，　M9占一18（KI也4－9）

　　参考其ノニ「支那事変処理要綱二関スル所要事項ノ

　　説明聞継テ」10p．

B1－184，　M－9－5－19（KK24－10）

　　「興亜諸団体ノ指導理念統一二関スル件」昭和16年

　　1月14日閣議〔欄外に閣議四相会議決定綴．とある〕

B1－185，．M9－5－20（KK24－11）

　　「南方施策促進二関スル件」昭和16年6月2昏口連絡

　　会議，2P．

B1－186，　M9－5－21．（KK2塩12）

　　　階勢ノ推移二伴フ帝国国策要綱（寄）」11澤和16年7

’　月1日閣議，1P，

B1－187，　M9－5－22〔KK24－12）．

　　　「同上」昭和16年6月28日連絡会議，．3p．

B1－188，　M9－5－23（KK24－12）　　　　　’

　　参考第一「内閣総理大臣御説明案」3p，

B1－189，1．M9－5－24（KK24－13）

　　　「海軍省軍務局長から内閣書記官長殿『新内閣二対

　　スル海軍ノ申入覚』ノ件送付」昭和16年7月19日，

　　2P．

B1－190，　M9－5－25’

　　　「近衛内閣総理大臣談」1p．’．〔組閣の大命にあたっ

　　て〕

．B1－191，M9－5－26（K聯15）

　　　「初閣議二於ケル陸海軍大臣共同要望」昭和16年7

　　月18日，　1p，

B1－192，　M9－5－27〔KK24－16）

　　　・新内關・・初連繍・於・統帥吾剛・蜷事

’　項」昭和16年7月21日大本営騨部海軍部16p，

BI－193，　M9－5－28　〔KK24－17）．

　　　「榊遂行調ス・吻紬員上・リノ要望」ll召和16

　　年7月29日，　8p．

．Bl－194，　M9－5－29　（KK24－18）・

　　　「戦II寺下二於ケル施政上ノ態度二就テ」3p．

　　　　エ4

B1－195，　M9－5－30（KK24－19，24－20）．

　　「帝国国策遂行要領」昭和16年9月5日閣議，2P．

　　〔加筆訂正あり〕

B1－196，　M9－5－31（KK24－20）

　　別紙「対米（英）交渉二黒テ帝国ノ達成スベキ最小

　　限度ノ要求事項並二之二関連シ帝国ノ約諾シ得ル限

　　度」5P，

B1－197，　M9－5－32（KK24魂1）

　　「内閣大臣口述（案）」2p．．

B1－198，　M9－5－33（KK24－21）

　　「軍令部総長説明事項」6p．

B1－199，　M9－5r34（KK24－21）

　　「参謀総長説明事項」4p，

B1－200，　M9－5－35（KK珍4－21）

　　「企画院総裁説嚇項」5P．

B1－201，　M9－5－36　（KK2くレ・22）

　　「政戦ノ転機二関連シ外交交渉成否ノ見透シ決定ノ

　　時機二開スル件（案）」昭租6年9脚日・4P・

B工一202，M9－5－37（K耳24－23）

　　「軍令部総長，参謀総長会談ノ際，軍令部総長開陳

　　要旨」（手書）昭和16年工O月7日，2p．、

B1魂03，壺【9－5－38　（KK24－24）

　　「総理，．外，陸，海各大臣，企画院総裁会見記録

。、鑑響）」階10月12日・6平

　　別紙「日米交渉二於テハ」（手書）1p．

B1－205，　M9－5－40（KK24－25）

　　（内閣書記官長星野直樹，陸軍省軍務島長武藤章，

　　海軍省軍務局長岡垣純より海軍木臣嶋田繁太郎宛）

　　「手紙（御前会議案内）」昭和16年11月1鱒，1p，

B1－206，　M9－5－41（KK24－26）

　　「靴賄前会譲領副題r岬瞭遂行要領』」

　　昭手016年11月5日

B1－207，　M9－5－42　（KK24－27）

　　「帝国国策遂行要領」1p．

B1－208，　M9－5－43

　　「対米交渉要領（甲案，乙案）」7p，

Bレ20§，M9－5－44

　　『御前会議次第』37p．

　　　1，「内閣総理大臣説明事項」2．p．

　　　2．「参謀総卸i【糊」13P．

　　　3．「対英米蘭戦争二伴フ財政金融ノ持久力判断二

　　　　関スル説明要旨（大蔵大臣）」4p，
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　　　「4．．「外務大臣説明．事項」．昭和16年11月．5．臼，．10P．

　　・．．5；1．r海軍大臣自．述覚」．昭和6年i1月工日，．7p．

　　　6．「東条首相口述ノ．要旨」1pl』．一∴　．．．．．．二

B1－210，　M9遜L45（KK25－9）：’．：．；．

　　　「軍令部総長申入」昭和16年10月31日1，．．．．12pl

B1－211，．M9－5－46

　　．別紙第ご「戦時海軍用資材優先配給二関スル件覚」

　　3P．
．B1－212，　M9－5－47（1（K25－10）

　　　「軍事参議会次第書」昭和16年i1月4日，2p．

Bレ213，Mg二548（KK25－11）

　　　「帝国国策遂行要領中国防用兵ゴ関スル件」1p．

B1－214；…M9－5母49．（KK25－12）

　　：「海軍側軍事参議官邸問．事項」1p，

B1－215，　齢」5∴50　　（K轟く25－13）．1．．・

　　　「分院宮殿下御言葉」1p．

B1－216，　M9お一5F（K工～25－14）．

　　　r海軍軍備ノ状況」．9P．

B1÷217，　M9あ5・52．（KK25「15）

　　　「海軍戦備ノ状況」エ2P，．』

B1－218，　M9－5－53（KK25－16）

　　．．ギ閣議説明資料」．5p．．．

B工「219，M9－5－54．（KK25－17）

　　　「御前兵棋実施要領」昭和16年11月大本営陸軍部海

　　軍部．12P・

B工」220ゴトM9」5乙55（KK25－18）．＝

　　　「戦争経済基本方略」昭和16年11月10日企画院，11

　　月工2．日連絡会議，4p．　　　　　　　　　　　．’．

B・一22LM9舗6（KK25－i♀）；．．

　　　1蟄騨申騨」．晦年11坪12日醜議．

　Bi4221．　M9二5－57．．．．（KK25」20）．「

　　　「11月5日御前会議決定『帝国国策遂行要領』二開

　　連スル対外措置」昭和16年11月13日連絡会議，．7p．

　B1－223；M9－5－58　（KIく2与一含1）　．　1　．．　．：．’．　　　・

　　　「対米英蘭蒋戦争終末促進二関ズル腹案」．昭和i6年

　　．1i月13日連絡会議，6pl

　B1一を24；男工9続5二59」（K亙く¢6」2呂）．

鐙鞭典騨要領j昭和16年il舟2嘩絡

　B1－225，　M9－5－60　（KK25－24）

　　　「9月6日御前会議決定『帝国国策遂行要領』イ具

　　1体的研究」li召和i6年10月23日ん36連絡会議，．2Sp．

　　〔東条内閣の組閣に当り，9月6日．決定を白紙に戻

　　す〕

BF226，　M9－5－61てKK25－25）

　　‘「対『タイ』措置妻領案」：17p．．（「本要領ノ、昭訴016年

狸ず購簿輔講轄ムベキ顛
B1－227，　M9－5－62（KK25－26）

　　「詩調回御前会議一議題『対英米蘭開戦ノ口調　昭

　．和16年12月1．…日，18p．

B1228，　M9寧5－63　（KK25－34）

　　「国際情勢急転ノ場合満洲国ヲシテ執ラ．シム可キ措

　　．置」昭和i6年12月4日．連絡会議，珍．P∴

B1』229；M9』5喝4．．（1く：K25」35）　．

議醜取扱二関スル俺聯年三日聯

B1－230；．M9噌5－65　（KK25－36）　．．

雪輪灘鷲鍵三三が礎
お1－231，M9－5－66（KIK25－38）．．

　　「開戦名目骨子案〈詔勅ゴ入ルペキモノ：）」昭和16

　　年12月，4p．　　　’

B1－232，．M9－5摂67．－ iKK25十39ん41）

　　「詔書案」12P．．〔詔書案第西案及第一案〕

B1－233，　M9－5－68（KK25－42＞．

　　「政府説明案」5p，

B1三234ジ．M9－5－691．．（KK25－43）

　　「大詔ヲ拝シ奉りテ．（総理放送案）」5．p．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．l

B21中国1．・…関．係

B2－23財M細（KK33吻・）．

　　　「日英懸案二関スル件（1938年10月31日付次官宛在

匪灘辮灘響昭畔11恥．叫．8塾・

　　　「姻政府ノ敲四一出燭ス・レ件！‘（在準

繋押轡臣宛）昭和岬1鵬

B2－237，　M13－11（KK33－22）

　　　「関税担保外債支払問題目英交渉経済概要（閣議説

　　．明資料）」．昭和13年4月27日，．4…pl；

B2－238，　M13一正2（KK33－23）　　　　　．．．ダ

　　　「支廓關税担保外債支払專二関スル件」．（在京英国

　　大使ヨリ広田外務大臣宛）．．加．．：

　　　　　　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　．＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巧
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　　揚子江等開放問題．

B2－239，　M14－46r工

　　．漢口海軍特務部畢（海軍次官宛）「揚子江開放問題

　　二関スル意見送付ノ件」昭和13年11月24日，P，

B2r240，　M14－46二2

　　漢口海軍特務部長「揚子江開放問題二関スル童見」

　　昭和工3年11月24旧，9P．

B2－241，　M14－36

　　支那方面艦隊参謀長「揚子江開放問題二関スル研究

　　基礎案ノ件送付」昭和14年12月15日，ユp，

B2－242，　M1牛37一工

　　支那方面艦隊参謀長（海軍省軍務局長豊麗）「揚子

　　江問題二関スル研究基礎案ノ件送付」昭ギロ14年朗

　　15日，　　1Pp．

B2－243，　M14－372

　　司令部「目下開放二関スル当方準備状況沓跡」昭和

　　14年12月15日，　4p，

B2－244，⊃直14－38－1

　．支那方面艦隊参謀長「揚子江開放問題二関スル件照

　　会」昭和14年12月15日，1P．

B2－245，　M14－38－2

　　玄那方面艦隊司令部「南京ヨリ下流揚子江地域ノ．開

　　放二当リテノ制限条件及関導事項（研究案）」昭和

　　14年12月13日，9p．

B2－246，　M14－39，　M14－43

　　「南京下流揚子江開放二関スル制限又パ条件」昭和

　　15年1月13．日，興亜院連絡委員会幹事会決定，7p．

B2－247，　M14－43－1

　　「南京下流ノ揚子江開放二関スル制限又ハ条件ユ昭．

　　和14年1明27r難院齢委員筆碁師肩癖・・

　　5P．

B2－248，　M1443－2

　　「揚子江開放ノ件」昭和14年12耳8日興聾院会議決

　　定，1P．

B2－249，　M14－40－1

　　「中越建設工作ヨリ見タル揚子江開放問題二対スル

　　意見」n召和14年5矛25日・11・・．．

B2－250，　M14－40－2

　　別紙1「輸出向仕捌加工工具整備状況」3p．

lB2－251，　M14－40－3

　　別紙3「髄脳関係二於テ揚子江開放迄二処理ス囚キ

　　事項ト識力進捗状況」4p，

B2－252，　M14－42－1．

　　　　エ6

　　支那方面艦隊参謀長「揚子江開放問題二関シ作戦上

　　必要ナル制限事項ノ件送付」昭和14年i2月27同，

B3－25鋤14－42－2

　　別紙1「揚子江開放二当り列国ヲシテ容認セシムベ

　　キ基礎条件他」3p．

B2－254，　M14－42弓

　　．別紙2「揚子江．（南京下流）開放！言明に米国大使

　　も諒断言下棚」　1P．

B2－255，．　M14－44

　　興亜院連絡委員会幹事会r珠江開放処理要綱」昭和

　　15年1月13日，　4p．　．

B2－2561　M14－45－1

　　主井物産株式会社本店挙務蔀支那課長（海軍省情報

　　部金沢少将宛）「『長江開放前着手スベキ事業下方

　　策』貴送ノ事」昭和i4年9月25日，1p．

B2－257，　M14－45－2

　　「長江開放前着手スベ騨ト揮」12P・

B2－258，　M14－47」1

　　軍令部第一部直属「交戦権発動セザル揚合の封鎖強

　　化方策」昭和15年．6月17日，7p．

B2－259，　M14－47－2

　　別紙「援蒋軍用物件」1p，〔第六課研究資料二基キ

　　作製とある〕．

　　　　　　＊　　　　　潔　　　　　＊

B2－260，　M7「35（KK11－36）

　　「日揃踏関係調整方針」昭和13年11月30日御前会議

　　8P，

B2－261，．M7－36　．（KK工1－37）

　　て支那二関スル九国条約」6p．

B～一262，M7」37．（KK11－38）

　　「義和団二関スル件」昭和ユ4年5月25日，5p．〔参

　　謀長会議鞘局臓会に於け憎憎賑嘩の一部
　　である〕

撃2－263，M11－58

　　「長期抗戦ノ根底」（手害）4P・．

B2－264　M11－59－1
　　　，

　　「事変対処要綱（甲）」ユ2p，〔北支処理方針，．上海方

　　面処理方針，租界周辺処理方針の三項目について〕

B2－265，珂11ワ59－2

　　「北斗処理方針（乙）経済開発方針二対スル閣議諒

　　解事項」1P，

B2」266，　M11」59弓

　　「上海周辺処理方針（乙）帝国ノ経済的権益設定策
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　　　　二対スル閣議諒解事項」1p．

　　　　　　　　＊　　　　　　　＝ピ　　　　．　．非‘

　　B2－2β7，　M14－1－1

　　　　海軍省軍務局「．日本国海軍及中華民国海軍閤ノ海軍

　　　．軍事二関スル協定（案）」昭和15年9月28目，4p．

　　B2－268，　M14－1－2

　　　　「同上，附属書（案）」1P，

　　脇」269，M14一か1

　　　　支那方面艦隊司令長官（軍令部総長，海軍大臣宛）

　　　　「日支点海軍問治安維持二関スル協定其ノ他二関ス

　　　　ル件」昭和15年8月工目，2p．

　　B2－270，．　NI14－2－2
㍗「

　　　　別紙1支那方面艦隊参謀長井上成美，国民政府軍事

　　　　委員会委員海軍部長任援道「治安維持上日本海軍艦

　　　：船部隊．ト中国海軍艦船部隊某ノ他ノ国安関係機関ト

　　　　ノ相互関係二関スル協定」昭和15年3月1目，2p．

　．B㍗211，　M14－2－3

　　　　須賀彦次郎「（別紙1）説明」．昭和15年7月22日，

　　　　5P．

　　B2－272，　M14－24

　　　　別紙2支那派遣軍板垣征四郎，：支那方面艦隊参謀長．

　　　　井上成美r臼本陸海軍ト中国治安関係機関トノ問二

　　　　締結セヲレタル治安警備協定二関スル日本陸海軍間

　　　　註寿ξ解蘂更」日召禾015年8月ユ日，．1p．

　　B2－273，　M14－2唱

　　　　別紙2の別紙「日：賄軍軍事秘密諒解事項概劇

　　　　3．P．．∫‘．．＝．．

　　　　　　　　治　．　　．i　＊．．　　．　．　串

　　　　日本中国（注精衛政府）国交調整　1

　　　　※〔以下．B2－2ア4んB273411ま，・中国注精衛政府と日

　　　　本との間の国交調整，新条約締結に関連する資料で

　　　　ある〕

　　．B2－274，．M25－6．

　　　　海軍省「新支那中央政権承認ノ時機二関スル意見」

　　　　昭和15年3月2日，6p．〔欄外に総理二手交ゴ参考

　　　　迄とあ．る〕

　　B2－275，　M工4－3一工

　・　　海軍省軍務局長「日彫目閲歴調馨に関する条約締結

　　　　業務処理に関する件」昭和15年6．月22日．64p．

　　B2－276，　M14－3－2

　　　　別冊．「大使二対スル訓令（奉）」昭和15年6灯12日興

　　　　亜院会議，5p．〔阿部信行大蒋特命全権大使に対す

　　　　る訓令〕

B2r277，　M14－3－3

　　別紙1「条約体系概案」昭和15年6月12日．興亜院会

　　議　3P，

B2－278，　M14－3－4

　　別紙2「日満支共同宣言書要綱」昭和15年6月12日

　　興亜降会議・1P・

B2－279，　M14－3－5

　　兄［1紙3　「日支間ノ碧〒国交イ疹復二関ス1レ難」要綱」．昭

　　．和12年6月．12日興門院会議，．βp．

B2－280，　M14－3－6

　　別紙4「付属議定書（公表）要綱」昭和15年6月12．

　　日，3P，

B2－281，　M14－4i．

　　「日支交渉現状一覧表」（昭漁15年8月目0日作成）

　　18p，〔上段「現地二於ケル交渉状況」下後「中央ト

　　ノ：関係」の二つ殖分け，．各条約の各項目別に検討を

　　加えたもの〕

E2，　M14－5

　　秘書局「基本条約要綱案及付属議定書票綱寧」〔7月

　　31目現在（第入回正式会議）ノ交渉段階二於ケル〕」

　　．昭和15年8月1同，2p．

　　※‘以下后2－282阿B2屹88の7点が収鉦され1ている〕

B2」一282，　M14－5－1

　　「基本条約要綱案」7月9日，1qP．．〔各項目毎に日

　．付．と注記がある〕

B2－283，　M14－572

　　「付属議定書要綱案」5P．

．32－284；M14－5－3

　　「付属議定書薯両案第2条修正案」昭和15年8月2

　　日，工P．

B2－285，　M14門5－4

　　「付属秘密協定要綱案」昭和15年8月2日，．6p，

B2－286，　M14万一5

　　「基本条約要綱案二関シ」3p．〔欄外に「7月31目

　　現状二対スル中央意見」とある〕

B2－287，　M14－5－6

　　「付属議定書要綱二関シ」3p．

B2－2S8，　M14－5イ

　　「其ノ他」3P，

B2－289，　M14－6－1

　　T大使二対スル訓令案（甲）」昭和15年7月26日興亜1

　　院会議，2P，

B2－290，　M14－6－2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．エ7
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　　別紙ir付属協定（秘密）要綱」2P．

Bか291；．M14－6－3

　　別紙2「蒙彊ノ自治二関スル秘密交換公文要綱」

　　1P，

耳2－292，M14－6－4

　　別紙3「華北政務委員会二聞スル秘密交換公文要

　　綱」3pl

B2－293，　M14－6－5

　　別紙4．「上海壌ケ岨支励二関力・繊轍公

　　文要綱」2P．

B2－294，　Mi4－6－6．．．　　　　　　　　　．・

　　別紙5「海南島付近ノ譜島喚並二厘門特別古二於ケ

　　ル日爆傷力イ事項ノ処理二関スル秘密交換公文要

　　綱」2P．

B2－295，　M工44

　　．「大使謝ス’レ鈴案（乙）」畷015年7月26暎亜

　　院3P．
耳2－296，M14－9

　　事務局B局員旧支軍事協定（軍事二関スノレ攻治協

　　定）案」5P．

．B2，　駈14－1e

　　「日支薪国交修復に関する条約，付属取極要旨案」

　　※〔以下，次の、5点を収録B2．297－B2．3・i〕

B2－297，　M14－10－1

　　「日支間ノ綱交擁燗ス・レ条傾旨働」障召和
　　15年51月29目，3p．〔「説明」．を含む〕

B2－298，　M14－10－2

羅欝持騨繍紳」．昭和15年

B2－299，　M14み10－3

　　「既成事実ノ承継二関スル交換公文要旨（案）」昭和

　　15年5ノヨ25日，．1p．

B2－300　M14－10－4
　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　「事変継続中特秩事態ノ存続ノ承認二関スル交換公

　　文（案）」緒和15年5月25日，客p．

B2－301，　M14－10－5

　　　1日本人ノ受ケタル損害ノ補償及支那難民ノ救済二

　　関スル付属議定書要旨（案）」昭和i5年5月28日，

　　1P．．

B2－302，　M1幽10－6

　　　嘩緻務委員鍛齢二関。ル日鰍密撒公文

　　．要旨條）」昭和15年5月25日，4p，　　　’

B2－303　M14一ユO－7
　　　，

　　　　エ8

　　「上都ノ自治二関スル日支秘密交換公文要旨（案）」

　　ll召不015年5月25日，　1p．

B2－304，　M工4－10－8

　　「概江下流齢於ケ・レ破協力即雄醐議，

　　会ノ設置二関スル協定要旨（案）」昭和15年5月25日

　　2P．

B2－305，　M14－10－9

　　「海南島及付近ノ島四二於ケル日支協力事項ノ処理

　　二関スル秘密交換公文要旨（案）」昭和15年5月25日

　　1P．
B2－306　M14－10」ユ0
　　　，

　　「厘門特別市二関スル日支秘密交換公文要旨傑）」

　　昭和】L5年5見25日，　1P．　．

B2－3（汐，．　M14710－11

　　「日本人醐職員・禰諫用二関ス・レ秘鮫換．

　　公文要旨（案）」昭和15年5月28日，4p．

B2－308，　M聾10－12

　　「外交提携二関カヒ秘密協定要旨（案）」昭和15年5

　　月29日，　1p，

B2－309，　M14－10－13

　　「経済事頁二関スノレ付属協定　（翌朝乏）要旨（案）」　日召

　　租5年5月29日・『P・

B凋。，M14－10二14

　　「日支合蝶ン騰恰・関・・噛諒解顯琴

。，轟1、裏罫：年5岬’1恥

　　「金融，財攻関係事項二関スル日支間秘密諒解事項

。叢熟手015年r月29日’2F

　　「基本条約要旨．（案）」昭和工5年4月10日，4p．’〔欄

　　．外書込あり〕

B2－313，　M14－11．

　　曙。、5鞭参謀飴無於ケ1暉務賑。述鮒

　　（事変処理関係）」．11p，

R2－314，　M14－12

　　「中央政権樹立工作二関貞ル申合」33P．

B2－315，　M14－13

　　「条約要旨起草方鉤昭租5四月7日，2P．〔欄

　　外に大前局員意見述ブとある〕

B2－316　M工4－15－1
　　　，
　　「戸支秘密協定其ノーF共同防衛二関メル事項）」

　　2P．
B2－317　M14二15－2

　　　，
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　　「日支秘密協定其ノニ（資源崩発利用欄スル事

　　項．）」．1P．

B塾318，M14－16　　．．　　1
　　「日支問の新国交修復に関する条約要旨（案）」昭和

　　15年5月21日，2p．

B2－319　M14－17
　　　，
　　「新国交修復に関する条約要旨案説明」昭和15年5

　　：月21目，2P．

B2－320　M14一工8
　　　，

　　「特命全権大使二与フル内閣総理大臣及外務大臣合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　　同指示く案）」昭和15年4月5目．．興亜院速絡委員会

　　幹事会決定，6．p．．

B2－321　M14－19
　　　，

　　「特命全権大使二与フル訓令（案）」昭和15年3月30．

　　日，興亜院連絡委員会幹事会決定

B2－322　M14－20　　　　　　　　・
　　　，
　　「新条約起草要領」昭和15年4月12目興亜院，2p．

B2－323，　M14－21

　　r日支間新条約一覧表」．21p．．

B2，　M14－22

　　「日支新関係調整二関スル協議書類」昭和15年12月

　　35日，

　　※〔以下B2－334－B2－335示二括して収録されてV・

　　る〕

B2－324，比工14－22－L

、。，謙野鴨二騨騨騨」1以

　　「日’支新関係調整要綱」．1か．

B2－326，　M14－22－3．

　　片駒「昧糊係二関ス堪甥貝旺」2P・
B2－327　M14－22－4
　　　，

　　別紙2「目支新関係二関スル具体原則」5p．

B2－328；M14「22－5

　　穂密諒解事項第一「新中央政府ト既成政府トノ関係．

　　調蜜細」・P・．．〔一盛正〕

B2－329，　M14－22－6

　　秘密諒∫曝事項第二「金融，　貢看攻関｛系事項」　2P，

Bか33Q，　M1少22－7

　　灘諒鱒門中「経済関係事項」・P・〔ガ嘩訂正〕

B2－331　M工4－22－8
　　　り
　　二軸顯第四「交通事項」1・・．

B2－332　M14一22－9
　　　，

　　秘密諒解事項第五「揚子江下流地帯二於ケル目開脚

　　力関係事項」3p．〔加筆訂正〕、

B2－333，　M14－22－10

　　秘密諒解事項第六「目本人顧問職員招聰採用関係事

　．項」3P．〔加筆訂正〕

肩2－334；．M14－22－11

　　秘密諒解事項第七「主権尊重原則実行二関ス～を支那

　　側要望二対スル回答関係事項」7p．〔加筆訂正〕．

B2』・335　M工4－22－12
　　　》
　．秘密二日事項第八「雑件」．・．4P．．

B2－336，　M14－25

　　「日支協定全文」20p，〔「．中央通2社の報道によれ

　　ば，昨年（昭和14年）12月31日上海に於て日本政府

　　代表と圧精衛の間に調印された日支協定の内容左の

　　通り」とある〕．　　一　　馳．

后2，　駈1躯26

　　内魍情報部「日支新国交調整方針要領」昭和15年1

　　几

　　※〔以下，次の4点を収録〕

B2－337，　M14－26－1　　　　　　　　噛

　　．「・日支新関係調整要綱」2p．．

B2－338，　M14－26－2

　　「日支新関係調整要綱二関スル基本原則」2Pl

B2－339，　M14－26－3

　　「厳糊係調整要纏関スル具体原則5P．

B2－340　M14－26－4
　　　，

，。，軸組嚇国旗筆‘騨即．

　　「高宗武，陶希聖書簡内容」．．．（香港昭和15年1月21

　　日発，1見22目着），　5p．〔香港大公報紙上に日支

　　協議書類の内容を暴露し涯精衛派を攻撃したもの〕

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　．　＊　　　．

　　中国一仏印関係

B2－342　M14－33
　　　レ
　　有村中佐「南寧至ラングーン航空図上の支那・仏印

　　国境について対日感唐は何赦に悪化したか」．昭和13

　　年g．月1日，2p．．．．〔修正あり。「対英…」以下の文

lf隙ミ三二昭畔3月の1国警蝉

B2－343，　M14－32

　　第三連合航空隊司令官（第二遣支艦隊参謀長宛）「仏

～轡犯二関ス㈱会」．昭和1糊羊2日’∵

B2－344，　M工4も30．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．エ9
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　　南支部隊指揮官く支那方面艦隊長官宛）「〔南支部隊

　　戦闘概報〕」昭和15年5月1日，2p．

B2，345，　M14－30’

　　．駐日仏国大使アンリー「日本飛行機ノ雲南鉄道爆撃

　　二関スル有田大臣宛5具3日付紙東京仏国大使抗議

　　文」昭和15年3月3日，2p．

B2－346　M14【31
　　　，
　　　r仏印国境標識設定二関スル有田大臣宛5月7日置

　　在京仏国大使来翰（仮訳）」昭掬15年5月．7日，2p．

．B2－347，　M14－284

　　軍務局長・参一部長発方面艦隊参謀長宛．「電報」昭

　　禾015年5月1工日，　1p，

B2－348，　M14－28－2．

　　　「同上（続き）」昭和15年5月12日，2P，

B2＝349，　M14－29

　　軍務局長発参謀長宛「電報」昭和15年5月13日，

　　3p．〔仏印領空侵犯について〕

B3南方関係
B3－350，　M4－42　（KK32－36）

　　国策研究会林久治郎（千田金二宛）「手紙」昭和i4．

　　年3月2S日，1p．〔「対南方策要綱案」について〕

耳373ﾗ購瀦鴇。。綱。、昭和、、輔、

　　日，7P．

a3－352，　M4－44（KK32－38）

　　国策研究会日豊局「南洋問題委員会第6回定例会報

　　告」昭禾014年4月，　8p．

B3－353，　M13－6（KK33－15）

　　欧亜局第三課「新情勢ト対南方政策案」昭和14年9

　　月18日，6P．

肩3－354，M工3－7　（KK33－17）

　　．海軍省調査課「新情勢ト対南方政策案二対スル意見」

　　昭和14年9月23日，3p．
B3－355，． l13－5． iKK33－i4）

　　　「新酒勢二応ズル当面ノ対南方政策案」昭和14年9

　　月28則砂〔欧亜局原案に爾る海軍側ρ修正〕

　B3－356，　M13－3　（KK33－12）

　　　「新情勢二二ズル当面ノ対南方軸距案（海軍修正

　　案）」5P．

　B箪一357，M13－6，　（KK33－16）

　　　「判者勢二応ズル当面ノ対南方政策案（軍務ニテ修

　　　正セルモノ）」昭和14年9月28日，6p．

　　　　　20

B3－358，　M13－4（KK33「13）

　　外瀦主灘「欧洲縮勢二対応スル南方政策案」

　　日召禾014年工O」弓19日，　5p．

B3－3597　M2－15（KK1－13）

　　海軍省「現構里謡応ズル対仏印及封泰措置要領」昭

　　茅015年12月20日五部渉ミ裁，　5P．

B3－360，　M4－7，　M9711

　　「対rタイ』国緊急経済方策二関スル件」．昭和玲年

　　2月25日閣議決定，1p．

B3－36工，　M7－5－1　（KK10－52）

　　「対蘭印交渉方針案」昭和15年8月29日閣締決定，

　　4P，
B3－36aM7－6－2（KKエ0－521’

　　付属文「対蘭印要求案」隼p．

B3－363，　M7－6（KK11－1）

　　「日蘭取極要綱案」4p．

B3－364，　M74　（KK11二2）

　　㈱聯一部’「蘭印問膨関・ル目論1旨導方針案」

　　口召禾匹15年12月20目，．　3p．

B3－365，　M7－8　（KK11－3）

　　情報局第一部欄鯛題二関刃唄論指導（案）」昭

　　禾015年12月20日，　6p．

B3－366，　M7－9（KK11－4）

　　在葡国米沢公使尭「電報」12月2日，3p．〔「チモ

　　ール」石油利権二関スル件ω〕

B3－367，．M7－10　くKK11－5）

　　「同上」12月4日，3p．〔同上国〕

B3－368，　M7－11　（KK11－6）

　　「同上」．i¢月4日，1p．〔同上㈹〕

B3－369，．M7－25．（KK11－22）

　　法務局「尊報，蘭印保障占領説」昭和15年10月26日

　　1P，

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

B3－370，　M4－33（KK26－39）．

　　「国土計画翠定要綱」昭和15年9月24日閣議　7P．

B3－371，　M4－34（KK2β一40）

　　「国土計画二関スル件」Ip。

B3－372，　M4－35　（KK26－40）

　　企画院第一部「国土計画設定要綱（第二次改訂案）」

　　昭和15年．9月2日，7p．

B4　『機密戦争日誌』

　　※〔以下の資料は，防衛庁防衛研修所戦史室所蔵
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　　『機密戦争目誌』の一部（主と．して南方関係。抜葦）．

　　である。なお目録は利用㊧便宜を考えて，マイクロ

　　・フィルム収録の順番通りに掲載した〕

B4－373，込厘12一

　　昭和16年10月，15，16．17，18，．．．項

　　　　　11月，1，2，3

　　　　　　6月，ユ6，17－18－19，20，21レ22，23，24

　　　　　　　　25，　27，　28，　29，　30

　　　　　　2月，　1，　2，　10，17，24，25，27，　28

　　　　　　3月，7，8，20

　　　　　　4月，9，11，12，13｝14

　　　　　　1月置　15，　工6，　18，．19，　21，　28，　29，　30，

　　　　　　　　31
　　　　　　4月，　15，　16，．17

　　　　　12月，　1，　．2，　3，　4，　5

　　昭和16年11月．，5，6，7，．．8，9，10，11，12，．

　　　　　　　　13，　14，　15

　　　　　　7月，　工6，　17，　19，　25，　29，　30，　31

　　　　　　8月，1，2，．3，4，5，6
　　　　　．11月，　4，．10月，14．

　　昭和15年11月，15，27，28

　　　　　12月、．．3．14、

　　昭稲16年1月，9，．10，エ1，12，14．

　　　　　　8月，16，19，20，．21－22二23，24頑5－26－

　　　　　　　　27，　28，．29，　30　．

　　　　　　9月，1，2，3，22，24，25，26，27．

　　　　　10几　7
　　　　　．4月P18・．21・26・28・．29，30，．エ9，20

　　　　　　5几13

　　　　　　6月．・9・10・．11・12・・13・14

B5　欧米関係
B5－374，　M30－3

　　「（項目別日本対外関係　一枚綴）」〔①帝国ノ声明，

　　②第三国ノ態度，③第三国二対スル帝国ノ態度の三

　　項目に分類して整理されている〕

B5－375，　M14－35

　　「対縄帳騎ハ何故二悪化シタカ」昭和13年9月1日

　　13P，

B5－376三M2二工7　（KK1－15）

　　「二仏館付武官（海軍）ヨリノ報告」昭和13年10月

　　15日，1p，・〔野口陥落後の英国の動向〕

B5－377，　M2噌16． iKKエー14）

　　（海軍）軍務一課別室＝「対仏秘密交渉二関スル意見」

B5－378，　M13一工（KKき3－10）

　　「欧洲戦争二二フ当面～．対外施蜘昭和14年1。月2。

　　日，．11p．．1

B5－379，　M1諏（KK33－11）

　　「対米外交施策案」昭和14年m月20日，7P．

B5－380，　M7－1（KK工0－48）

　　「対外施策方針要綱（案）」．昭和14年11月15日外務委

　　員会決定，工4p，

B5－381，　Mエ3－15（Kk33－26）．

　　「対外糠方針要綱1昭和14年12月28日，陰海，

　　外務三大臣決定，13p．”．．、

B5－382，　M13一工5’　（KK33－27）

　　外務省通商局長山本熊蝦（海軍省軍務局長阿部虎雄

　　宛）rr経済上ヨリ見タル独逸ノ戦争遂行能力調査ノ．

　　イ牛』・渕寸」　日落零014罷工1月29日，．．工Pド．．

B5－38臼，　M13－14－1（KK33－25）；．．1

　　「．目独伊提携強化二関スル件（総哩陸海外四相会議

　　決定案）」昭和15年7月24日．

B5－384，　M13－14－2　（KK33一多5）．

　　那紙1「日独（伊）提携強化案」3p．．i　．．．．．．l

B5－385，＝Mコ」3－14－3　　（KK33－25）

　　別紙2「目頭（伊）提携強化二関スル帝国ノ態度」

　　12P．

B5－386　．！》工25－1－1

　　　ポ
　　「日照債提携強化ゴ関スル件」昭和16年8月6日，

　　．3p．〔昭和15年9月4日付の書込訂正あり，日独伊

　．提携強化→軍事同盟交渉邸件癌方針案に修正）

B5－387，　M25－1－2

　　別紙1「日独伊提携強化ノ：．為ノ基本トナルヘキ政治

　．的了解事項」3．戸，〔加筆訂庄あり〕

B5－388　M25－1－3
　　　，
　　別紙2「日本及独伊両国ノ欧洲戦争及支那事変．二対

　　スル相互支持協カニ関スル了解」2p」〔加筆計正あ

　　り〕　．．　．．．．　　・．

B5－389卜M25－1－4

　　別紙3「日独伊提携強化二対処スル基礎要件」．．7p．

B5－390，　M25－1－5

　．別紙4．．「交渉方針要領」3P∴〔加筆訂正あり．〕

B5－391，　M2－3（KK1－3）

　　海軍軍令部第三部「日独伊同盟二対スル米国ノ動向．．

　　並二之が対策」1昭和15年9月28日，．6Pl．．

旦5－39竃㎜」エ4（琴K1『エ2）．

　　「旧独領植民地回復問題二対ス．ル帝国政府ノ方策二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　卜
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　　関スル件」4P．

B5－393，　M2－13－1　（KK1一工2）

　　r旧独領植民地回復寵二対スル帝国政府ノ方策要．

　　綱」3P．

B5－394，　M2－13－2　（KK1一工2）

　　．「同上・説明」4P．

B5－395，腱一12　　（1磁1－12）

　　在独東郷大使．（有田外務大臣宛）　「旧跡領植民地回

　　復問題二関スル独逸側ノ真意確メ方ノ件」2月ユ5日

　　2P，

B5－396，　M2－11　（KK1－11）．

　　在独脚付武官（大島陸軍武官）「メモ」昭和13年7

　　月2目，．4P．

B5－397，　M2－8　　（1燃ユニ8）

　　海軍軍令部第五課「欧州ノ現清勢二対スル米国ノ動

　　向半咀断」越訴014年4見7日目．4p．

B5二398，　M2－10． iKK1－10）

　　軍令部第三部「欧洲戦争ノ将来二対スル観測」昭和

　　15年1月30日，12P．

B5－399，　M2－2　（KK1－2）

　　軍令部第三部「米国今後ノ対日動向判断」昭和15年

　　4ノヨ16日，　12且

B5－40D，　M25－2（KK33－1）

　　軍令部第三部．「情況判断並二所見」昭和15年9月7

　　日，7p．〔欧洲戦争の今後の見透し，米国の態度他〕

B5」401，　M2イ　（KK33イ，　KK1－7）

　　脱句部第一部直属「茱国ノ対日回答二対スル措置

　　案」昭和15年7月．9日，3P．

B5－402，　M7－4（KK10－51）

　　海軍省調査課「一般通商ノ増進及通商障害ノ除去二．

　　．関スル要求項目」昭和15年8月14日，2p．

B5－403，　M7－20　（KK11－17）

　　　「独創開戦二関連シ帝犀トシテ執ルベキ態度野付テ

　　ノ応酬難♪件」昭和16年．明25日・5P・．

　　　　　　　＊　　　　　挙　　’　．＊、．

　　電　報

B5－404，　慨＿g

　　　「在米堀内大使（有田外務大臣宛）」昭和14年3月

　　26日野，　4p．

．B5405，　M13－16．（KK33－27）

　　　「在伯林宇佐美代理大使（野村外務大臣宛）」昭和

　　工4年工1月26日，7P．〔独準の戦争遂行能力l

B5－406，　M13【21（KK33－32）

　　　　2z

　　「駐日米大使（米国務長官宛）」昭和14年11月27日，

　　4p．〔通商航海条約失効前にして，日米関係改善〕

B5－407，　M13－22

　　「『インピリアル・エァーウェーズ』旅客機射撃二関

　’シ在京英国大使ヨリ申出ノ件；十一月二十三日付英

　　国大使館口上書第二二八号要約文」昭和14年11月28

　　日，4P．

85－408，M工3－20（KK33－31）

　　「駐日米大使（米国務長官宛）ユ昭和14年工2月1臨

　　3p．〔中国上海問題〕

β5β409，M13－19（KK33－30）

　　r同上」．昭和14年ユ2月7目，3p．〔支那問題調整に

　　ついて，吉沢一Doom鋤会談〕

B5－410，　M13－18（KK33・29）

　　「米国務長官（駐日米大使宛）」昭和14年12月8．日，

　　6P．〔防の鞭醗約提案を嘩し抵での米国

　　側の立場声明の指示〕

B5－411gM三3－17（KK33－28）

　　「駐日．米大使（米国務長官宛）」昭和14年12月20目，

　．4p，〔中国問題に関しての外務次官一英大使会談〕

B5－4工2，　Mユ3－34－1（KK33－34）

　　「在日来栖大使（有田外務大臣宛）」昭和15年2月

　　4日着，1p．〔対独通商報復令について〕

B5－413μ13－24魂（KK33－35ジ

　　「在英重光大使（有囚外務大臣宛）」昭穐15年2月

　　4贈，．3P，〔日本の対置決済案説明〕．

B5－414，　M13r2些3　（1凪33－36）

　　．「同上」昭和工5年2月2坦差，2p．〔日本一独逸に

　　射するイギリスの通商問題。以下B5－417までは，但

　　馬丸，室蘭丸に対するイギリスの出港禁止措置に関

　　するものである〕．

B5－4工5，　M13－24－4（KK33－37）

　　「同上」昭和15年2月21目着，3p．

B5－416，　M13－24－5（KK33－38）

　　rl司半」昭和平5年2．月22目・1P・

B5－417，　M13覗4弔　（KK33－39）．

　　　「同上」昭和15年2月20日，5p．

B5－418、　M14－34－1

　　　「在米堀内大便（有因外務大臣宛）」昭和15年6月

　　1月，2p，〔アメリカの対日禁輸について〕

B5－419，単i4－34」客．

　　　「同上」昭和15年6月2目・3P・〔ニューヨーク税

　　関による日本船会社の機械類積出の禁止措置につい

｝　．
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　．て〕

B5－420，　NI14－34－3

　　「同上」昭和15年6月2日，2p．〔B5－419続き〕

B5－421，　M13－25－1（KK33－41～42）

　　「在独来栖大使（有田外務大臣宛）」　昭和工5年7月

　　13日，2p．〔オランダ，ドイツ植民地め問題〕

B5－422，　M13曙5－2　（KK33－43）

　　「同上」昭和15年7月13目，3p．〔新秩序関係につ

　　いて〕　　　．．　　　、

B5－423，　M13－25－3（KK33』44）

　　「同上」昭和15年7月12日，2p．〔目独提携関係〕

B5－424，　M13－25－4． i1くK33－45）

　　「同上」昭鞠15年7月12日，2P．

B5－425，　M13－25－5（KK3346々51）．

　　「同上」昭和15年7月10目，13p．∫〔来栖一ドイツ外

　　相会談の報告〕

B5－426，　M13－25－6（K耳33－52）

　　「維納山路総領事（有田外務大臣宛）」．昭和15年7

　．月：11日，2P・〔親日ドイツ人からの情報紹介〕

B6． ﾟ衛績体制．

B6－427，　M30－5－1

　　『陽明文窟蔵　近衛女随想関係資料目録』昭和36年

　　7月目　．45p．．　．

　　　．M3055－2

　　『陽明文庫蔵　近衛文麿公関係資料目録追補』昭和

　　38年3月，　11P．

　　　　　　寧．．．　　　　＊　　．　　．＊

B6一郷，　M1－1

　　蜘政道r東亜と世界語秩序への謙一』昭和16・

　　．年6月．，．改造社二，　381p．．

B67蝿；田工HS7．（KK30－16）

　　「近衛内閣総理大臣演説時局に処する国民の覚悟」

　　昭和12年明11日，2P．〔砒谷公会堂1こおげる演．

　　説〕；

B6－43qM・・一361KK30一・4，．殉

　　海軍大臣官房「海軍公報号外〔国民精神総動員実施

　　関係〕」昭和12年9月6．日，10月7．日，2p．

B6－431，．M4－19－1．＝（KK26－10）．

　　海軍省軍務一毫高木大佐「政治新体制確立要綱～件」

　　昭和15年8月17日・3P・〔要綱｝こ関す三郷答〕．

1ミ6一432，M4－19r2　．（1（1（26－13）

　　別紙「政滞㈱確立要綱」昭矛・・5年8月・3目・．跡

B6－433，　M4－20（KK26－16）．

　　「新国民組織ノ．樹立二関スル件」昭和15年8月22．目

　　2P．

B6一434，　M4－21（KK26717）

　　「申無派案」昭和15年臼耳24日∫1p．〔近衛内閣新

　　体制の結成の為の準備委員会の成立について〕

B6一435，　M4－22（KK26一工8）

　　（海軍）「準備委員会審議綱目案」昭和15年8月24

　　日，1P．

B6－436，　M4－23（KK26－191

　　「皇道扶翼会規約票日案」昭和15年9月11目．，4pざ

B6一437，　M4－24－1（KK26－20）1．．．　　．：　1、．．．．．㌔；

　　海軍省軍務局長（各鎮守府参謀長釦〉　「大政翼賛会

　　地方支部二対シ海軍人事部長又ノ門地方海軍人事部長

。、。蜘：瓢讐，騨中門’31＼；

　　付録「海軍人事部長門ノ二方海軍人事部長ノ．大政翼

　　賛会地芳支部顧問就任ノ件」2p．．．

B6み439，　M4．25－1（照26－32）

　　帝国在郷軍人会総務（小泉六一）．「大政翼賛一二役

　　員級参加方ノ件通諜」昭和15年10月2目，2P。．．「■．

B6440，　M4－25－2．．（KK26－22）．．

　　「大政翼賛会二役員級参加方ノ件」1p．

B6－44工，　M4－26（KK26綴）

　　「．（頬体制）第二回準備野手於ケル響問台答案（陸

　　海軍側協定済）」昭和15年9．月3日，．ユp．．

B6－442，　M4－27　（KK26－25，26＞

1蝶賛傘国縛帯岬騨騨2L
B6－443，　M4－28　．（KK26岬27）：’．．．「　．・　．　、．．．r・

　　「（昭和15年）九月十七．日新俸制準備会二於ケル海軍

　　大臣演説案」昭和15年9月16日，．11．P．

B6444，　M4－29　　（1く1（26－29）　　　…　．：．　　　　　　　　　　　．　．．、1．．

　　．「新体制準備会〔記録，経過概要〕」．（手書）．昭和15

　　年8月23目：，4亘．．．．、

B6－445，　M4－30（KK26－30）．　　．．

　　後藤隆之助「新体制基本綱領（草案）」7P．

B69446；M〈←31－1　（KK26－34）．

　　「政府方針決定手続二．関スル参袴資料」昭和15年9

　　ノ弓25日，　3p．　　　　　　　　．　．　．　．．．．＿　　　　二に．

B6－447，．M4－3i－2．（KK26－34）．

　　刎紙「戦後二関スルー般的措置（例）」2p．

B6－448，　M6－1一↓，　M7－43（KK7－1）（KK11－47）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．．．
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　　内務省「新東亜建設国民同盟ノ趣旨及要綱」昭和13

　　年工1月工1日，　4p．

．B6－449，　M6－1－2　（王qく11－47）

　　別紙1「新東亜建設国民同盟組織図」

B6－450，　M6－1－3（KKユ14～）

　　別紙2「内務省　組織方針案」

B6－45工M6－1－4
　　　，
　　別紙3「組織系統」　〔仮称報国速盟，報国会として

　　図示〕
B6－452，． l6－1喝

　　別紙4「連盟中央本部組織」

B6－453，　M7－42　（KK11－47）

　　　（海軍）井上軍務局長：「新東亜建設国民同盟組織案

　　二対スル所見」5p，〔別紙としてB6－4エ7～419収

　　録〕

B6－454，　M7－44　（KK11－48）

　　　「阿部鶴之助氏ノ人物月旦」1p．

B6455｝M7－45　（KK11－50）

　　大日牢青年党千葉県達合支部長原徳治「真日本国家

　　体制基本大綱」昭和15年7月1日稿13P．

B6－456，　M7－33　　（KK11－34）

　　　「雛制磯る人々」町〔騰として人脈図環

　　あり〕

B6－457，　M7－29－1（KK1工一27）

　　．憲二高第221号「情報，大目本青年党ノ対新体制運

　　動方針指示其他二関スを件」昭和15年10貫2日，

　　　6P．

B6－458，・M7－29－2　（照1工一27）

　　　（別紙）組織部「大政翼賛運動二対スル指示」1p．

B6－459，　M匹27（KK11－24）

　　憲二高第224号「情報，議員倶楽部結成二対スル阻

　　止二二」昭和15年10月．4目，6p．

B6－460，　M7一，28（KK11－25）

艦憲二高評331号τ脚・髄二於ケル皇道翼賄年

　　連盟ノ騨」，昭和15年1。月4日・4P・

　B6－461，　M7－30　（KK11－28）

　　　内閣情報官r攻治情報」（手書）昭和15年9月28日，

　　　4p．〔参政官問題，議員連盟，日本主義青年全国会

　　　議準備会ノ計画，について〕

　B6－462，　M7－26（耳K11－23）　　　．　・

　　　内閣情報官r政治晴報（荒木大将ノ動向並二之ヲメ

　　　グル国内政治情勢不安ノ件）」昭和15年10月5目，

　　　4P．

　　　　　24

B6463，　M7－28（KK11「20）

　　灘省法務局「情報」昭秘5勉6月25目〔新㈱の

　　組織について〕

B6－464，　M7－2卑（KK11－19）

　　「藤原氏（近衛氏）ノ不逞ノ歴史二見ル」昭穐15年

　　1現22月，5p。〔高木大佐註によると「～目政界要

　　路二対スル本文書ノ撒布ハ大竹貫一ノ所業ナ．リト伝

　　フ。同氏ハ警視庁二拘束取調中ナリシモ頭山満翁近

　　衛維理訪問ノ際ノ示唆二基キ殊放セラレタリトノコ

　　トナリ，本書配布ノ責任者ハ大竹氏ナルモ，筆者ハ

　　別入ナリト聞クモ詳ナラズ」〕

B6－465，　M7－21（KK11－18）

　　「帝国情報　 憂国・…　随」昭和16年6月16日，　2p．

B6－466，　M7－18　（KK11－14）

　　小山松寿（衆議院議長より近衛総理宛）「宣伝省翠

　　置二関スル意見書」昭和15年8月23日，6p．

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

B6覗7、　M4一工1

　　海軍省軍務局第四課長「国内対策二関スル意見」昭

　　和15年6月．20．日，5p．〔「支那事変処理昌対スル情

　　況判断」「帝国ノ困難」等について〕

B6－468，　M4－32（KK26－35）

　　海軍犬学校「緊急国内対策二関スル研究（其ノー）」

　　昭和工5年6月20日，13p．〔国内態勢整備要綱として

　　国策大綱の修正，政治機構の改善，．戦時財政経済対

　　策につい七提言〕

B6－46g，　M4－17（KK25－8）

　　海軍省騨課長「海軍要望額面和15年7月16日

　　3P．

B6－470，　M4－18（KK26－9）

　　「要項（第二次近衛内閣成立口際シ，希望事項トシ

　　テ海軍ヨリ申入ルモノ）」昭和15年7月22日，5P．

　　〔企画院送付，軍備の充実，上絵態勢の建設等〕

B6－471，　M4－15（KK2年一5）

　　海軍省軍務局第四課長「第二次近衛内閣ノ性格等二

　　関スル観察」昭和工5年7月24臥　6p．

B6－472，　M7－46（KK11－49）

　　海軍省調査課「帝国政治ノ歴史的観察ト新政治体制

　　（東京縫目新聞論説委員佐々弘雄氏講演〔7月31日〕

　　要旨）」昭和15年8月3日，9p．

B6－473，　M4－33－1（KK26－36）

　　海軍省調査課「矢部貞治教授講義録」　（手審）昭和

　　工5年7月17日，4p，
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B6－474，　M4－33－2　（KK26－37）

　　消軍省調査課「矢蔀貞治教授講義録」（手書）昭和

　　15年8月28日，3p．

B6－475，　M4－33－3　（KK26－38）

　　「同上」．．（手書）．昭和15年9月11日，1p．

B6－476，　M2－4

　　輝翻麟「辮制・基本構想（輝省嘱託矢部．

　　貞治氏講述）」昭和15年8．月20日，13P．

B6－477，　M3－4．（KK3－5）

　　海軍省調査課「田中二郎　新体制に絡む憲法問題品

　　憲法上の疑義7ケ条その他翼賛会運動論の吟味一」．

　　昭和工6年1月20日，7p」．

B6－478，　M3－5　（KK3－6）

　　海軍省調査課「高木嘱託．翼賛運動の回噸と将来」

　・昭和16年4月12日，9p．

B6－479，　M34　（KK3－8）

．欝欝欝認贈欝轡隼強化に

B6一鰺0，　M7弓4（KK11－35）

　　佐藤中佐〔海軍省調査課〕・「翼賛会田中精一氏来訪

　　ノ際ノ談」（手書）昭和15年12月4日，14．p．．

B6－481，　M7－15（KKII－11）．、

　　「陸軍ノ状況」に手書）昭和16年3月3同，1p．．

B6－482，　M7－14（KK11－10）．

　　佐藤中佐「稲田内閣総務課長，森山法制局第；部長

　　牧陸耳中佐談話顛」（手書）傭・・6年r月・日・

　　2．p．〔翼賛会改組について〕

B6－483，　M7－13　（KK11－9）　　　．　’．．．・．．

　　佐藤中佐「元大政翼賛会組織部副蔀母沢村克人庇

海君鷲欝4腺聯藤1拳之助

B6娼4，　M7－19’ iKK11－16）．ド

　　佐藤中佐「衆議院議員ノ動向二関セ」（手書）昭和

　　16年8．月7日，4p．．

B6－495レMケ47　（KK11」13）．．

　　佐藤中佐「小山衆議院議長ノ海軍大臣来訪ノ際ノ談

　　鰍八肚目）」（手書）噸・年・月・陛・・

B6486；．M7－16　（KK11－i2）

　　佐藤中佐「前閏，大麻氏，海軍大臣二面会申入ノ

　　件」　（手書）昭和16年8舟2b日．，1．P．〔翼賛議員同

　　．盟結成に関して〕．

B6－487，．M7－12　（KK11－8）

　　佐藤中佐「翼賛議員同盟二対スル陸軍側ノ態度二関

　　シ」（手書）昭和16年8月28目，3p．

B6－488，　M25唱一1　（KK33己7）

　　「二月二日議会二於ケル斉藤代議士ノ質蘭演説速記

　　（抜葦）」昭和15年2月，30p．

B6－489，　M25－8－2　（KK33－8）．

　　別紙1海軍省「斉藤代議士演説二対耳ル所見」8p．

B6－490，．M25－8－3（KK33」9）

　　男ll紙2「血路夫灘中ノ難醸約岬不r15年2耳．

　　17目，11p．

B7　行政機構改革問題他

B7「491，血11－7　（KK欠一17）

　　内閣書記官長一眠庄平（海軍次官葺谷川清宛）「甲

　　策二蘭スル蘭議決定二偉具体案作球方ノ件」昭和11

　　年8月27日，3p，
　　※〔以下B7－492～≒02が収録されている〕

B7－492，　M11－84．（KK欠一18）

　　「教育刷新改善」ゲP．

　　　　　　　　　　　ヨ
B7－493，　M11－8「2（KK選一19）

　　「中央帯方ヲ通ズル税制ノ整備」5p．

B7－4％，　MU－8－3（KK選一20）

　　「国民生活！安定」12且

B7－49臥M1レ8－4（K軟一211

　　「産業ノ振興及貿易ン佃張」2p．

B7－496，．M11－8－5　（KK「22）

　　「液体燃料（ノ自給）」6P，
．B弘497，　M11－8－6（KK欠二23）

　　「鉄鋼業」5P・．

B77498，　M11－8－7．（KK欠凸24）

　　「繊維資源ノ．確保ユ．4P．

B7－499，　M11－8－8（1（K欠一25）

　　「貿易ノ助長及統制」7p．

B7－500，　M11－8－9（KK欠一26）

　　「航空（事業ノ振興）」　5P．

B7－501，　M11－8一工0．（KK隅一27）

　　「海運．（事業Z振興）」　5P．

B7－502，　M11「8－1工（KK欠一28）

　　「邦入ノ海外発展助長」7p．

B7－503，　M11－9（KK29－1川3）

　　「一般政策要綱」98P・

　　一国体明徴教学刷新．

　’二，海外政策

　　三，海外発展助長方策．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
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　　四，国民生活安定

　　五，政治行政機構改革刷新

　　〔一肌四はB7－492～B7－501と重複。幽五にっV・ては

　　「政治行政機構改革刷新要綱」がそのまま収録され

　　ている〕

B7－504，　M11－10． iKK29」4）

　　敏瀞職轍鞭綿」昭和11年9月凧継．
　　軍主務者協定，　6P，

87－505，M11－12　（KK29－7）．

　　海軍省陸軍省「政治行政機構整鮪改善要綱」昭和11

　　年9月19日，3p．

B7－506，　Mn－1（KK欠「10）

　　憲兵司令官中島今朝吾「行政機構改革問題二対スル
　　皮響ノ件報告（第三報）（各省中堅官吏方面ノ意向）」

　　（手書）昭和11年10月10日，12p，

B7－507，　M11－35－1　（KK30－12）

　　「地方行政機構改革二関スル方針（試案）」　昭和1エ

　　年11月目日，2P，〔中島調査官私案〕

B7マ508，　M斗1－35－2　（KK30マ13）

　　付録「地方行政機構改革二関シ訥査考究スヘキ事項」

　　3P．

・B7－509，　M11－U　（KK29－5）

・． |本書記官「（昭和11年）．11月9日四相会議二於ケル

　　次官説明参考資料」7P，

B7r510，　M11－2－1（KK－12）

　　「中央行劇幾構ノ整備改善二関スノヒ意見」昭和11年

　　．11月，　32p，

　　第一，現制ノ二二ト之が匡正ノ．着眼点

　　第二，国務機関ト行政機関トノ関係ノ棟討

　　第三・瞭・舶及繍騰・蹴、

　　第四，人事行政総合統制機関ノ整備

　　第五，行政各部ノ整備改善

B7－511，　MU－2二2

　　別紙1「甲務口開ト行政機関トノ関係二関スル憲法

　　学者ノ意見」12P．

B7－512，　M11－2－3

　　別紙2．「内閣ヲ最高行政機関トスル方策要綱」4p．

．B7－513，　M11－2－4

　　別紙3「国務大臣二行政上ノ職責ラ分担セシメ共ノ

　　下徽関トシテ別二各省長官瑚ク方策要綱」4P・
B7－514，　MU－2二5

　　別紙4「内閣参議院設置案要綱」3p．

B7－515・M11－2－6．

　　別紙5「内閣人事院設羅案要綱」4．只・

　　　　26

　　　　　　　　　　　　　　．　ノA戸’”””’”ノ・避rA〆昌

B7－516，　M11－13（KK29－9）

　　陸軍省海軍省「中央行政機構ノ整鋪改善二就テ（口

　　述騨明覚）」昭和11年11月7日，4P．

B7－517，　M11－14（KK29－10）

　　陸用脚省1議会・蜥二壷（・述覚）」．1昭和

　　11年11ノヨ7日，

B7－518　M6－33
　　　ン
　　門田省r中央行政機構改善案二対スル意見ノ件」昭

　　和12年1月27日，2p，

B7－5エ9，　M11－3（KK欠一13）

　　警視庁報告「社大党ノ行政機構改革案二関スル件」

　　昭和11年11月12日，ユ4P．．”　，
B7－520，　M11－4

　　「政治機構改革案（調査部試案）」工3p，〔政治機構

　　改革調査委員会及地方制度改革調査委員会に付議す

　　るもの〕

皐7－521，M11－15（KK29－12）

　　「行政機構改造論」（手書）35p〔改造具体案大綱，

　　各省内の改善主要点等について」

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

B7－522，　M11一工7

　　　「航空局機構案」1P，

耳7－523，MU－18

　　　「航空局設置要綱」．含Pr，

B7－524，　M11－19

　　　「航空省設立要綱」

B7」525，単11－20

　　　「航空行政機構二関スル所見」6p．

B7－526　M11」21　　　　　　　　’
　　　，
　　海軍省「中央航空研究所設立要綱」昭和12年4月15

　　日，4P．
．B7－527，　M11－22

　　「海運局機構案」1P．

B7－528，　M11－23．

　　海軍省「中央燃料研究所設立要綱」昭和12年4月24

　　日，4P，

B7」529，　M11－31（KK30－6）

　　　「保健社会省設置要綱」昭和12年7月9日閣議決定

　　5P．

B7－530，　M1レ32（KK30－7）

　　　r保健祉会省設置要綱二関スル閣議諒解事項」昭和

　　12年7月9日閣議決定，5p．

．B7－531，　M11－33－1　（KIく30－8）．



仙……w…締……M・一…一噛…一一一一繭1－w門脳・晶咽い1岸資料目録r｛M躍

　　「保健社会省設置準備委員会規程」．昭和12年7月14

　　日，2P，

B7－532，　M11－33－2（KK30－9）

　　「準備委員会メンバL一覧表」4p．

B7r53年，　M11－38（KK30－17）．

　　「保健社会省（仮称）諜置ノ理由」3p．．

B7－534，　M11－39－1．（KK30－18）　　　　　．，

　　「保健社会省設置準備黍員会議事事項」．1p．．

B7－535，　M11－39－2　（KK30〒19）

　　「同上，議事要晦」2p．

B7－536，　M11－40（KK30－20）　　　　、

　　「保健社会省準備委員会幹事会名簿」4P．

　　　　　　＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　＊

B7－537，　M11－16（KK29－13）

　　「林内閣ノ政策二．対スル海軍関係部分ノ具．体的政

　　策」昭和12年5月1．日．，．29Pl

B㍗538，M11－26（KK29－16）1．．．

　　「昭和十二年四月十目閣議決定林内閣ノ．政策二対ス

　　ル’海軍関係部分ノ具体的政策二関スノ巨細仰裁」．4p．

B7－539，　M11－27（KK29－17）；．

　　林内閣総理大臣「今次総選挙の意義」6p．．〔4月21

　　目週報より〕

B7－540，　M11－28　（1〈K30－1）

　　「地方長官会議二言ヶル内閣総理大臣訓示」．昭和12

　　年5月17日，　5p．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．．．
B7－541，　M11－29（KK30」2）．　．

　　内閣総連大臣林銑十郎「内閣訓令第2号各言庁」昭

　　才012年5月27日，　2p．

B7二542，　M13－8．

　　「昭和12年5月17目地方長官会議三二ケルクト務大臣

　　訓示」昭和12年5月17目，13p．．

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　．　　　　＊

　　議会制度改革

B7－543，　M6「66　（KK10－3）

　　「議会制度審議会官制」．（付官報）．昭和13年6月10

　　日，1P．

B7－544，　M6－66！一1（KK工0－4＞

　　「議会制度改善二目テ」　（手書）昭和12年7月5日

　　3p，〔陸海軍ヨリ広田内閣二対シテ共同提案〕

B7－545，　M6－66’一2（KK10－5）

　　．「議会制度．ノ改革」．（手書）8P．

B7－546，　M6－66’一3（KK10－6）

　　「議会が新事態二木適トナリシ主因」．（手書）昭和

　　12年2月12日間　3p．

B7－547，　M6－67（KK104）

　　　「陸海軍出身貴族院議員調」（手書）3P．

．B7－548，　M6－67’

　　　「国策研究会報告誉題目」　（手書）（手書）2b，

B7－549，　M6－67”

　　　「貴族院改革二日目ル海軍ノ態度案」（手書）2p．

B7二550，　M6喝7”’（KK－10マエ0）

　　　「陸海軍出身貴族院議員増員ノ件」：（手書）1p．

B7－551，　M6－68（KK1ρ一11）

　　　「選挙法改正二対スル海軍ノ態度案」（手書）2p．

B7－552，　M6－69，（KK10－12）．

　　海軍参与官永田善三郎「議会制度と建軍の本質」昭：

　　手012年6月1日，　8p．

町一553，M6－7q．（KK10－13）

　　．「衆灘事務局輝雛紹和・2年6月・日輯

　　8P．：・

B7－554，　M6－71（KK10－14）

　　．「貴族院事務局分課規程」昭和12年6月14日改正，

　　6P．．

B7「555，　M6－73（KK1048）

　　臨嚇睦課長岡調館・蝿話」．（手書）1昭和12

　　年7月2．目，3日・〔貨族院制度改善，選挙法改正ノ

　　．件，中央経済会議につい．て〕

B7－556，　M6乎4．（KK10－22）．

　　　（海軍省）調査課長「岡調査官来談要旨」．（手書）．

　　．昭和12年8．月18目，3p．〔企画庁責任問題他〕

B7－557，箪6」75　（KK10－23）

　　　「政務官復活二就テ」昭和12年6，目15日．7p．

　　　　　　　＊　　　　　．　　　＊　　　．　　　　　＊

　　内閣鋼度改革

B7－55＄，　M11－45’（KK30－28）

　　筑紫二七「内閣制度改革問題」．（手書）昭和13年8

　　月1日，9P．

B7－559；N正11－46　（KK30－29）、

　　　「内閣所属職員官制」昭和12年1月16日．，5p．〔大

　　蔵大臣より海軍大臣へ〕

B7－560，　M11－47「．（KK30－30）

　　　「総務庁官制」9P．

B7－561，　M11一律8（KK30－31）

　　　「内閣人事局官制」6p．

B7－562・M11－49（KK30－33）

　　　「内閣即刷局官制」．3P．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．
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B7－563，　玉圧11－50一平　　（1く1（31－1）

　　「無任所大臣問題」5P．

B7－564，　Mllr50－2．（KK31－2）　　　　　　．

　　高木博士「無任所大臣論」（手録）7P．，

H7－565，　M玉1－5工（KK3レ3）

　　「英国ノ軍事内閣（耳イ．ド・ヂョーヂ回想録）∫昭

　　和12年9月9日，10p．

B7－566，　M11－52（KI（31－4）

　　1．、「臨時内閣参議官制」昭和12年10月15日，3p．

B7－567，　M11－53（KK31－6）

　　「内閣参議（海軍出身）連絡保持二関ヌル件」昭和

　　12年10月22目，　3p．．　．

B7，．l11－54

　　「国防省設置関係」
Bケ．56亀M11，54．1（KK3エ4）

　　外務次官堀内謙介（海軍次官山本五十六宛）　「国防．

　　省設置二関ス．ル法案ノ件」昭和12年6月11日，1p，

B7－569，　M11一与4－2　（KK31－7）

　　在来特命全権大使斉藤博（外務大．臣佐藤尚武宛）

　　「国防省設置二関スル法案送付ノ件」昭和12年5月．

　　8β，1P．
B7．570，　Mll．55（kK31－7）

　　75th　Congress，　1st　Sessio亘　In　the　House　of

　　kepresenta亡ives．　March　19，．193712p，．〔Mr，

　　Luckeyめ国防省に関する法案の提出〕

B7－571，　Mエレ5ひ1． iKK31唱）・

　　　「戦時大本営編制実施二就テ」（年書）昭和12年弓

　　月2工日，2P．

層B7－572，　M11－56r2（K＝K31－9）

　　待録1「戦時大本営令制定及その理由」3p．

B7－573，　M∬一56－3（KK31－10）

　　付録2「戦時大本営令，付則戦時大本営条例摩止」

　　1P．
B7－574，　M11－56－4　　（Iqく31－11）

　　付録3「戦時大本営令の説明」1p．

B7－575，　M11－56－5（KK31－12）

　　付録4「社説『大本営設置問題二就テ』」　昭和12年

、謡皇r〔以下糊抜き’鱒！

　　　「外務省制度二関スル件」．

B7－576，　M11－60一工　（KK31－20）

　　　「外務省制度二目スル協議会ノ件」昭和13年4月8「

　　　i耳，・・．〔蹄局・融・り高木大佐へ〕』

　　　　28

B7－577，　M11－60－2（KK31－21）

　　「外政二曲立ノ趣意」．昭和照年3月21日，2p．

B7－578，　M11－60－3

講謙記脚機開騨」㌣
　　「同上説明j3p，

B7－580，　M11－41－1（KK30－22）

　　海軍省調査課長「内閣及各省ノ新制度二関スル意見」

　　昭和15年8月12目，10p．

B7－5B1，　M11－41－2（KK30－22）

　　「同上，説明」9P，

B7－582，　M11－42　（K＝K30－23）

　　「内閣人事庁設置案要綱」4p．

B7－583，　M11－43（KK30r24）

　　佐欝佐〔海軍省調査課〕「鯵繍・制・関・・レ件」

　　（手書）昭和15年12月21．日，6p．

B7－584，　M1144　　（轟く正二30－25）

　，調査課長．「総合人事局（仮称）組織案」昭和15年8

　　月16目，3p．

B7－585，　M1145（KK30－26）

　　輝課長納敵各省旛制度二関スル意見」騨

　　工5年8月12目，16p，

B8　資源局・企画庁・企画薩

　　内藺調査局，企画庁

B8喝86，　M6－24－1（KK8－6）． @　　．　　．
　　F内閣調査局参与名簿」2p，．

B8－587，　M6－24－2．（KK8－7）

　　「内閣調査局専門委員名簿」5p．

B8－588，　M6－25（KK8－8）

　　「専門委員調査事項担当別」昭和11年8月25日，
　　学P．

BB－5B9，　M6－26（耳K二一9）

　　「咄！内閣調査局虎の威を借る官僚根性の正体」

　　（新聞切抜）昭和12年3月15日，↓P．

B8－590，　M6－27，　M11－5・6．（KK8－10）

　　内閣調査局「国策ノ企画及統制同旨ノ整備二関スル

　　意見」（昭和11年11月頃）18p．〔「内閣国務庁（仮

　　称）設置案要綱」及び，その「説明」〕

B8－591，1》工6－30　　（1く1く8－15）　．

　　「国策統合機関設置ト之二伴フ内閣諸部局ノ改組

　　（試案）」昭和11年11月19日，7P．

B8－592，　M6－28（KK8－12酎14）
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　　　　「国策機関二関スル調菰野案二対スル意見」．昭和11

　　　年12月3目，4p．．〔三部あり．。各々欄外に高木中佐1

　　　岡調査官，臨調課長とある〕．

　B8－593，　M6－29（KK8－15）．

　　　光延惜報委員会事務官r国策統合機関二関スル件」

　　　昭和工2年翌月11巨，2．P，

　B8－594，　M6－31－i（KK8－16）．

　　　臨時調査課長「陸海軍武官タル内閣調査局調査官ヲ

　　　専任調査官トス～レ件二関スル意見」昭和12年1月12

　　　　日，2P；

　B8－595，　M6－31－2（KK8－17）

　　　　「〔調査官を専任とする件に関して〕」（手書）、2p．

　B8－596｝M6－32（K王（8－18）

　　　光延情報情報委員会事務官（談）．「四相案二対スル．．

　　　陸軍側意向二軍テ」（手書）昭和12年1月12臨　1P．

　　B8－597，　M6－35（KK8－23）’．．’

　　　　「内閣調査局機構改革二尊フ経費」2p．

　　B8－598，　M6－36（KKみ24）　　・、

，　　　「企画庁官制」5p．．

　　B8－599，　M6－37．（KK9－1）．「．

　　　　海軍省「国策統合機関設置案要綱二関スル意見」昭．

　　　　不012年3月13日，　3p．

　　B8－600，　M6－38　（KK八一4）・

　　　　「企画庁官制制定二当りテノ閣議了解事項」昭和12

　　　　年5月13目，3p．

　　B8－601，　M6－39　KK9－5～6）

　　　．（海軍）「企画庁昌対シ調査ヲ要望スヘキ重要政策」

　　　　昭和12年5月15日，．3pl〔欄外書込あり〕

　　B8－602，　M6－41．（KK9－8）

　　　　企画庁「計画樹堂要綱（案）」：昭和毛2年6月21．日，

　　　　4P，

　　B8－603，　M6－42，　M6－72（KKg－9）

　　　　「企画庁参与（名簿）」昭和12年7月1．日発令，2p㌦

　　B8－604，　M6－43（KK9－10）、

　　　　「細裂ノ鵬タルベ輔副官碇ヲ専任1〕スル
　　　　ノf牛」　9．P．

　　B8－605，　M6－34　（KK9－11）

　　　　「企画庁案ト外交」2P．

　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＝ド　　　　　　．　　串

　　　　資源局，資源局改組問題　．．．1

　　B8－606，　M6－5－1．．（KK7－4）．

　　　　資源局企画部「総動員庁組織案」昭和9年6月18日

　　　　4P，

B8〒607，　M6－5－2（KK7－4）

　　別表「総動員庁ノ編制及分課概見表」2p，

B8－608，　M6－5－3（KK7－5）

　　別紙資源局企画部「総動員庁組織案付属説明書」

　　昭和9年6月18日，18p，

B8－609，　NI6－6　（KK7－8）

　　星埜資源局事務官「広義国陀強化ト資源局癌組織ノ

　　改革二障意見（組織図添付）」．昭和11年3月10日．，：

　　．8P，．

B8－610，　M6－8－1（KK7－13）

　　星埜資源局企画部長（海軍省軍務局長宛）　「資源局

　　整備案送付ノ件」昭和12年1月15既．1h

B8－611，　M6－8－2（KK7－13）　　　　　．　’

　　別紙「資源局整備案（星埜企画部長私案）」昭和12

　　年1月14日〔第一，第二，第三案の3つを収録〕．

B8－612，　M6－7（KK7－10）

　　「『資源局』．機構二就テ白月十四目」（手書）〔星埜

　　私案，第一，第二，及び総動員局（資源局）職員，

　　分課長〕

B8－613，　M6－9－1（KK7－16）

　　星埜資源局企画部長「資源局改組二関スル意見ノ

　　件」昭和12年1月21日，1p，

B8－614，　M6一馳2（KK7」16）

　　別紙，資源局企画部長「内閣総務庁内ノー機構トシ

言穿雅距纐局臆面’恥軸21．

　　※〔以下B8－615甲B8－620までは陸軍省戦備課「陸

　　軍省戦備課ノ案」として収録さ．れているゴ

B8－615，．M6－1b－1（KK7－17）

　　戦備課「総動員局ノ編制ゴ関ズル件」昭和12年1月

　　28日〔以下B8－579－584，騰写版で10　p〕

B8－616，　M6－10－2（KK7－17）

　　．別紙1「第一果（星埜企画部長案）」．

’B8－6工7，　M6－10－3．（KK7r17）

　　別紙2，戦備課「第二案．総動員局編制概要」昭和

　　12年1月38日，

B8－618，　M6－10－4　（KK7－17）

　　戦備課「燃料局ノ編制二関スル件」il召零IU2年1月28

　　日，

B8－619，　M6－10－5（KK7－17）

　　戦備課「松井長官ノ件」昭和12年1月28日，

B8瞬62氏M6710”6（K耳7”エ7）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．29
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　　戦轍「総動員機密保護法案『関ろル件」肺12年

　　1月28日，

B8－621，　M6－11　（KK7－18）

　　軍務聯二課〔抹消〕．「資源局繊網2P・

B8－622，　M6－12（KK7－19，24）

　　軍務局第二課「資源局改組三関スル希望」昭和12年

　　2月1日，2P．

B8－623，　M6－13（KK7－20）

　　（海軍省）臨時調査課「資源局組織案」昭和1を年2月

　　1日，1P．
B8－624，　M6一工4一工　（KK7－21，25）

　　海軍省r資源局組織案」昭和12年2月2日，2p，

B8－625，靴【6－14－2　（駈引7－21，25）

割倒昭和＋土年一彫＋入晦軍省輪坐二対．
　　スル所見等」1p，

B8－626，　M6－15　（KK7－26）．

　　（海軍省）調査課長「総務庁内資源局長ヲ武官．トスル

　　ニ反対理由」昭和12年2月2目，3p，

B8－627，　M6－16（KK7－27）

　　阿部「資源局問題会議印象」（手書）昭和12年2月

　　5日》2P．
B8硲，　M6－17（KK7」28）

、麟鷺鴛関シ脚脚1轄）昭和

］38－629，M6－2↓　（K：K8－2）

　　「資源局新編制案（第り，第二，第三案）」8p．

B8－630，　M6－22－1（KK8－3）

　　「資源局ラ総務庁（仮称）二統合セシム可否二関ス

　　ル考察」（手書）1㌣

B8－631，　M6－22弓　（KK8－4）

　　「資源局を総務庁に統合する事の可否に関する研

　　究」（手書）4P．

B8一N3亀聯93（KK8－5）　　　　　・
　　　「資涼局を現状通り存置す乙を可とする理由」（手

　　書）3P・〔欄外｝こ浜田より小，II大佐・と凋

B8－633，　M6－40－1（KK94）

　　騨省戦備繊備課「蝋三組二関シ陸灘大臣

　　ヨリ総理大臣二対スル要望案」昭和12年5月3ユ日，

　　3P．
B8－634，　M6－40－2

　　　「同上，説明」

　　　　　　　＊　　　　　　　．＄　　　　　　　　＊

　　企画院（資源局・企画庁併合問題）

　　　　30

B8－635，　M6－46－1（KK9－15）

　　（海軍省）訥査諌長「総動員庁（企画庁，資源局併

　　合）二関シ」．（手書）昭和12年9月12日，2p．

B8－636，　M6－46－2　（KK9－16）

　　調査課長「総動員庁二関シ〔植村資源局総務部長

　　談〕」（手書）昭和12年9月12日，．1p．

B8二岦浴C黙繍設齢、案、、噂．

　　12年9月13目，6P，

B8－638，　M6－47r2

　　「同上，理由」

B8－639，　M6－48（KK9－20）

　　臨時調査課「企画庁資源局ヲ統合シデ総務院ヲ設置

　　スルノ可否二関スル研究」昭和12年9月14日，．1Dp．

B8－640，　M6－49a（KK9－21）

　　阿部「資源局ト企画庁ノ問題」　（手書）昭和12年9

　　月18日，21日，21日〔私見〕，25日，7p．．

B8－641，　M6－49b　（KK9－22）

　　「大蔵次官ヨリ内意ヲ聴カレタルニ付意向打診」

　　（手書）昭和12年9月21日，1p．

B8－64ろM6－49c（KK9」23）

　　「私見」（手書）昭和12年6月21日，1p．

B8－6嘆3，　M6－49d　（KK9－24）

　　軍務一課長「総動員三関スル官制ノ件」（手書）昭

　　和12年9月24日，4p．
138－644，㌃M［6－50　　（1く1く9－25）

　　（海軍省）軍務課「国家総動員事務ノ統轄二関スル

　　件（勅令案）」昭和12年9月24日，1P．

B8－645，．M6－51（KK9マ28）

　．晶晶佐「意見」（轄）昭和・2年9殉25瞬取，・P・

B8－646，理〔6－52　（KK9－29）

　　「企画庁資源局併合二関シ」　（手書）昭和12年9．月

　　14目，2p．〔調査課長．と橋井調査局員との電話内容〕

B8－647，．　M6－53　．（KK9－30）．

　　：難臨画櫛騨スルノ可否二三

B8－648，　M6－54　（KK9－32）

　　資源嘱目軍側事務官「資源局及傘画庁ノ所掌事務二

　　関スル意見」昭和12年9月24日，3p．

B8－649，　M6－55（耳K9－34）　　’

　　蹉少将「肩幅同断イ繍二関ス’ヒ意見」

　　（手書）昭和12年9月27日，5p．

B8－650レM6－56　（KK⇔一35）
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　　「資重原局官’制案（海軍案）．」　昭不012年9月28目．，　3p．

B8－651，　M6－57（KK9－36）

　　（海軍）「所見」（手書）．昭和12年9月28日，3p．

　　〔名称等に関して〕

B8よ652，　M6－58　（KK9－38）

　　「企画庁及資源局改組二関シ内閣書記官長ト打合ノ

　　件」H召禾012年9月30目，　1p，

B8－653，　M6－59－1（KK9－39）

　　「国務院（仮称）設置要綱．（陸海軍省主務者案）j

　　比和12年9月29日1．5p．〔修正あり．6国務院は総務

　　院に，陸海軍省主務者案は抹消，．29日は30目に，訂

　　平・㈱「昭和12年10月1『職三於テ企酷ト改
　　ム」の付記あり〕

B8－654，　M6－59－2．

　　別紙「国務院構成ノ大要」〔国務院は総務院に修正

　　、されている〕

B8－655，　M6－60－1（KK9－42，43）

　　（海軍省）臨時調査課「所見」昭和12年10月5日，

　　．1p．〔企画院に関する陸軍案の批判〕

B8－656，、．M6」60昌2． iKK9－42，44）．

　　別紙「反対ノ理由」4P．

B8・657，　M6－61（KK9－45）．

　　（海軍省）軍務局平野少佐「所見」昭和12年10月5

　　日，3’P，

B8－658，　M6－62（KK9－49）

　　「企画院二於ケル配員ノ件（海軍馴）」昭和12年10

　　月22日，4p．
B8－659，厳6司32’　（KK9－47）．

　　「（関係憲法内閣官制，各省官制通則条文）」（手書）

　　1P．

B8－660，　M6－62”（KK9－48）

　　勝田中佐「〔陸軍案に反対．の理由〕」昭和12年10月β

　　日，2P，

B8－661，　M6－63－1（KK9－50）

　　「企画院官制」（勅令605号）11召和12年10月23β，6p．

B8－662，　M6喝3一ヨ（KK9－51）

1奮購員」㈱06号）．；1召禾倶1、12年10羽r3E1・

B8－663，　M6－63「3（KK9－52）．

　　別紙「企画院事務分掌規程」．5P．　．．

B8一与64，　M6－63－4（KK9－53）

　　別績「企画院名簿」17P．．

Bひ6邸，M6嶋64．（KK9戸54）

　　　「メモ（企画院設置問題）」（手轡）4p，

Ba経済関係
B9－666，　M6イ6（KKlo－25－28）

　　「戦鶴会議酬」昭和・2年・月7目印帰IL　4か．

。慮器御輿樹鱒渡す⊇
　　「中面諭劇症齢」昭和12年7月銀・6P・
B9－668，　M6二7a　（KK10－30，31～33）

　　海軍省「中央経済会議に対する諮問案蓮に票翠事

　　項」昭和12年7月6日，3p．
B9－669，　M6－79（kK19－34）

　　・中央繍蟻第一回蟻・於・ル岬嶋脇曄

　　拶」昭和2年7月20日；6P・

B9－670，　M6－80（KK10－35）

　　「嘘済会議第「回総会・解・ll恥2年7月20

　　日，26p，

B9－671，　M6－81．（Kk10－307）

　　陥大佐「加藤台湾拓殖祉長卜会談要領」．（手書）

　　昭和・2年目月22日・・P・．〔中央軽回議1・つ・’七〕

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

B9－672，　M6－82（KK10－39）

’　閣議為替局「昭和12年度海外資金言i’画」昭和12年9

　　月29口，　3P．

B9－673，単6－83　（KK10－40）

　　由唱和・2鞠入予顯」（手：書）3・．

B9－674，　M6β4（KK10－41，43）．

　　「臨時物価対策懸隔会規定」　（昭和12年5．月工0日設

　　置）3P．

B9－675，　M6－85（KK10－44）

　　「臨時物価対策委員会委員ノ特別委員，幹事任命，

　　嘱託（名簿）」9P．
：B9・67◎噸6（KK・・一45）

　　「物価小委員決る！」．〔新聞切抜〕1p，

B9－677，　M7－31（KK11－31）

　　「科学技術関係者一覧」2Pl

B9－678，　M7－32（KK1工一32）

　　高塚内閣情報官「国内経済情報（主トシテ米穀事

　　惰）」日召下015年5」目2日，　2p，

．B9－679，　M7－39－1（KK11－40）

　　陸相板垣征四郎昭和通商株式会社二與フ・レ訓令」

　　ll召禾口耳4年7月21日，　2p．

B9－680，　M7し39－2．（KきK11甲41）

　　　ド（昭和通商株式会祉の設立並運営）覚書」昭和14年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
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　　7月28日，　7P．

B9－681，　M7－40（KK11－42）

　　「昭和通商株式会社定款」10p．　・

B9－682，　M25－5．

　　「昭和・5年動鯛画蹴テ」8P。〔企画1牒海．

　　軍需要，海・陸軍需要配当比率の三項目について〕

B9－683，．㎜5－7

　　「昭和15年度物動計画経過其ノー」昭和15年5月14

　　日，4P．

B9－684，玉圧4－12

　　海軍省軍務局第四課長「昭和16年度物動訓画対策」

　　日召羊015年合月20日，　6p．

B9－685，　M11－24　（KK29一斗4）

　　企画院総務部「非常時国策遂行上緊急新設又ハ拡充

　　スベキ機関（案）」昭和13年1月20日，3p．

B9－686，　Mn－25　（KK29一工5）

　　企画院生産力拡充委員会「生産力拡充計画立案要

　　領」　昭手日13年1月，　9P乙

B9一銘7，　M11－30（KK3〔レ5）

　　「我が国経済力ノ充実発展二関スル徽閣議決定案）」

　　昭不012年6月14日，・　1p．

B10思想関係
B10－688，．

l24－1（KK妬）

　　．『現下ノ思想動向　第「∫国内一般ノ思想動向』

　　106P，

　　　目次．

　　　序論

　　　第二，国内一般ノ思想動向

　　　　ω緒『．　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．

　　　　＠　国家主義運動

　　　　㊨　農村ノ思想状勢

　　　　ω　労働界ノ思想状勢

　　　　㈲　国民大衆ノー般的思想状勢

　　　　り　青少年不良化ノ傾向　　’

　　　　国　宗教界ノ思想状況

　　　　㈹．共産主義運動

　　　　（リ）半島入ノ状況．

BIO－689，　M244　（KK5－1）

　　r現下の思想動向　第二，教育関係の思想動向』

　　53p・〔M24－3の未定稿である〕

B10－690，遡4－3　　（KK5－2）

　　r現下ノ鵬鮪第二・鞘縣ノ騰餉』
　　158p．

　　　．目次

　　　ω　総論

　　　　ω　序言

　　　　〔2［我国共産主義運動．トコミンテルン

　　　　｛3）我国教育関係二於ケル共産主義運動（前期）

　　　　〔41．同上（支那事変前ヨリ大東亜戦争迄）

　　　　㈲　国家主華運動　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　㈹　教育関係二尉ケル思想問題二対スル対策並

　　　　　二施設

　　　◎各論
　　　　口1．共産主義運動

　　　　【21国家主義運動

　　　　｛3】朝鮮人学生生徒

　　　　〔4｝　学生生徒ノー般白勺慎1司．

　　　　【5）教職員

昭和研究会．

C1． ｭ治，外交，中国問題

C1－691，　M7－77（KK14－1）

　　昭和照会覇局（三禰噺躰の馳殿
　　口召不口王4年1月，　29P．

C1－692，　M7－78（KK14－2）　．

　　昭和研究会事務局．「協同主義の哲学的基礎一新日本

　　の思想原理続篇」昭和14年9月1日，6Qp．

　　　　　　＊　　　　　　　．．＊　　　　　　．　孝

　　　　32

c鴨羅，鵠撫問題≒。・酬・，。

　　12年3月，6P．

C1－694，　M7－81’（KK15－1，3）

　　昭和研究会「口才は何処へ行くが（要綱）」昭和12年

　　3月，47PL
C1－695，　M6－65（KK16－1，3）

　　昭和研究会事務局「貴族院改革案要綱」昭和13年7

　　月，6P．
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　　　C1－696，　M8－6（KK16－5）

　　　　　昭和研究会「常任委員・委員・各部．研究会委員名

　　　　　　　　　　　し　　　　　．簿」昭和14年2月，12p．

　　　C1－697，　M8－7（KK16－6）

　　　　　昭和研究会ピ昭和緯新方略」16p．〔甲，．（東亜連盟

　　　　　の設立）指導方針，乙，東亜連盟ノ結成，丙，国内

　　　　　ノ改造，及び若干ノ説明，以上の臼付は昭和13年9

　　　　　月となっている。これに「東亜連盟ノ体系」と題す

　　　　　　る文書がつけ加えられている〕

　　　．C1一臼98，　M8－8．（KK：工6』7）

　　　　　昭和研究会政治動向小委員会「日本の政治体制再編

　　　　　成への一般的原因」昭和13年5月23日，3p．

　　　　Cレ699，M8－11（KK16－11）

　　　　　昭和研究会「新体制基本綱領（草案）」5p．

　　　℃1－700，M8号9（K：K｝7－13）　．　　．　　　　　．

’　．．昭和黒闇鮫楼門「南市聯甲和・5年号．月

　　　　　　7P．

　　　　　　　　　　‡　　　　　　　　．＊　．．　　　　　　．＊

　　　　　昭和研究会・支那問穎研究会

　　　　C叫．M19斗、．（KK21＿1）．　　、

　　　　　　「宰那問題研究会関係者名簿」．2Pl

　　　C工一702，M10－2（KK21－3）

　　　　　　「支那問題研究会会合要録り」．昭和12年4月．6日，

　　　　　9・P〔テーマ「天則一燗する帥香苗購髄．

　　　　　中心として」〕．

　　　　C・窺．珂・0－3（王（K21＿4）．．

　　　　　．：「支那問題研究会会合要録⇔」昭和12年4月22日，

　　　　　・5月4日，55p．．〔テーマ「支那の経済建設に関する

　　　　　・堀江邑一氏の報告」〕．

’　　　C1－704，　M10F4（KK21－5）

　　　　　　「支那問題研究会会合要即」昭和12年5月盟臥

　　　　　　5月31臥24P．〔テ「マ「支那に於｝オる英国の勢力

　　　　　　（尾崎秀実乗報告）」〕

　　　　C1－705，　M工。－5（KK21－6＞

　　　　　　「支那問題研二会第二次研究テーマ（草案）」斗P．

　　　　C1－7G6，　M10－5’（KK21－7）

　　　　　　「支所に於ける『統一化』‘『資本主義化』商題論争

　　　　　　（小沢軍元氏）」4P．．

　　　G1－707，1＞llO－6　　（K1（21－8）　‘

　　　　　　「支那問題研究会第二十一回会合要録」昭和12年11

　　　　　．月蕪日，．3p．〔テーマ，大原研究所後藤貞治氏「中

　　　　　国農業の資本主義化の問題」，　なお第十八回，十九

　　　　　回の小沢正元「支那資本主義化論争奥」は省略，第

　　二十回の岡崎三郎「支那の民族資本」．は『改造』19．

　　一13号（昭和12年11月号）．に掲載，．の注腸あり〕

C1－708，　M10－7（KK21－9）．

　　「支那問題研究会第三次研究テ．一マ試案」昭和蝿年．

　　1月

C1409，　M10－8（KK21－10）

　　「支那問題研穿会報告」．3p．にテーマ「中国薗民党

　　及び民族ブルジョアジーの将来に過て」堀江邑憎氏

　　報告〕・

C1’710，　M10－9（K：K21一エ1）

　　「倉持博氏『北支那，中南支那間ノ沿岸貿易二就テ』

　　（満鉄編北支要覧ヨリ）」7P，．

C1－71｝，　M8－16（KK174）

　　支那問題研究会「支那事変に対処すべき根本方策に

　　就て」昭和13年6月，16p．，

　　　　　　＊　．　　　　　　＊　　　　　　　、．＊、、

　　支那事変臨時会合記録

C1－712，M8－2（KK16－1）　lll．．．．、．1’・1．h

　　昭和研究会事務局r北支事変の対策」、昭和12年7月

　　15目，6p，〔エンピツで大山私案の書込あり〕．、一

C1」ス13，　M8－3　（KK工6－2，17－1）

　　伎那較鰍及び戦後北支経営の一曲勺輝並に

　　之畔ふ鮒策（講）」昭和12年12月・17氏．．．

C1－714，　M8－4（KK16－3）

　　「北支現下の財政，．、輝済，通貨，金融の諸問題に関

　　する会合要録」曜和12年9月，23p．〔8月28日「財

　　政・幣制を中心とする北支の経済工作を如何にすべ

　　きや」㊧記録〕

C1－715，　M8－5．（KK16－4，17－2）

　　昭和研究会「北支工作研究会会合要録」昭秘2年12

　　几錫B〔第一回（U月5日），第三回（11月13日）

　　の会合要録〕

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

　　昭和研究会・一般外交委員会．．

C1－716，　M7白83（KK1年r5）

　　昭和研究会「「般外交委員会」昭和12年7月，2p．

　　〔一般外交委員会メンバーの名簿〕

C1－717，．M7－84（KK15－6）

　　昭和研究会「一般外交委員会第一回会合要録」昭和

　　12年6月29日，24p．．

C1－718，　M7－85（KK15－7）

　　昭和研究会一般外交委員会「北陸事変対策小委員会

　．会合要録」昭和12年7月16日，16p，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．33
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C1－719，　M7－86（KK15－8）

　　下中研究会「一般外交委員会第三回会合要録」11召和

　　12年10月，18p．〔南京政権をどうするか〕

C1－720，ム在7－q7　　（1磁15－9）

　　昭和研究会「一般外交委員会第四回会合要録」昭和

　　伽羅諏ユ〔期．9日，テーマr支那較を漉
　　．る最近の国際情勢と対策」の記録〕

C1－721，　M7－88　（KK15－1D）

　　昭和研究会「一般外交委員会第五回会合要録」昭和

　　12年12月，mp．〔12月10目，テーマ「事変を窺る当

　　面の外交方針」の記録〕

　　　　　　　＊　　　　　　．　　＊　　　　　　　　　＊

C1岬22，　M7－82一工　〔KK15－4，17－8）

　　昭和研究会「支那事変を中心とする政治緊急対策」

　　昭和13年5月，5p，
．C1－723，　M7－82－2’ i皿15－4，17－8）

　　付録1「中央対支院案」3P．

C工一724，M7－82－3　　（照154，17－8）

　　付録2「臨時経済調整庁案」8p．

C1－725，　M7－89　　（KK工5－11）

　　昭和研究会事務局「支那事変収拾の一般的方針並に

　　目標（草案）」昭和13年6月，5p．

C1－726，　M7－90（KK15－12）

　　昭和研究会「支那事変収拾の一般的方針並に其の対

　　象方法及び和協条件（討論材料）」昭和13年6月，’

　　　6P．，

C工一727，M8－13（KK17－3）

　　昭和研究会事務局（外交委員会討議資料4）「事変

　　収拾に伴ふ一般的外交政策」昭和13年7月，3p，

C1－728，　M8－14↓（KK17－4）

　　昭和研究会事務局（外交委員会討議資料3）　「国民

　　政府を相手とする事変収拾の不可能なる場合の諸問

　　題」昭和13年7月，3P．

C1－729，　M7－9工　（KK15－13，17一ら）．

　　昭和研究会事務局（外交委員会討議資料2）「国民

　　政府を相手に和協可能なる場合の和協条件に関する

　　第二案」　昭和13年7」弓，　2p，

　C1－730，　M8－15　（KK工7－6）

　　　昭和研究会事務局（外交委員会討議資料1）「支那

　　　事変収拾の一般的方針並に其の対象方法及び和協条

　　　件（国民政府を相手に和協可能なる場合の第一案）」

　　　昭和13年7月，5p，

　　　　　　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊

　　昭和研究会・東亜政治研究会

C1－731，　M8－10（KK16－10）

　　東亜政治研究会「東亜新秩序建設の基調」昭和14年．

　　6月，9P．

C1－732，琿8－20　　（KK17－14）．

　　東亜政治研究会資料ロ1「網の朝鮮統治策一束亜新

　．秩序建設の見地より一」昭和14年7月，49P。

C1－733，　M8－21（KK18－1）

　　東亜政治研究会資料圖「満洲．国政治の再吟味一東亜

　　新秩序形成の見地より一」昭和エ4年7月，20p．

C1－734，　M8－9（KK16－8）

　　東亜政治砥究会「東亜新秩序の政治的構成」昭和14

　　年12月，11P，

C1－735，　M8－22　（K工【18－2）　　　，

　　東亜政治研究会「東亜新秩序の指導原理と具体的方

　　策」昭和15年3月，44p．〔註として「本稿は昭和研

　　究会東亜政治研究会の小委員会に於いて，昭和14年

　　．鰯より昭和工5年2月迄数回の会合討論に猛て成．．

　　．謝したものである。…本稿作成に参加したるメンバ．

　　一は最初剛膚三郎，尾崎秀実，小泉吉雄，和田耕作

　’及び事務局員数名であって，後に橘撲，平貞蔵両名

　　が参加した」とある〕

C1－736，　M7－79（KK工4－3）

　　昭和研究会『東亜新殊序建設の理論と方策』生活祉

　　刊；昭和15年6月，本文4毎（64の

　　　第一部　叛秩序建設の方向

　　　第二部　新秩序建設の当面の課題

　　　付録　　新秩序のための文化工作

　　〔東亜政治研究会小委員会が昭和手4年10月から15年

　　4月までの討論にもとづいてまとめたもの〕

C1－737，　M8－25．（KK18－5）．

　　東亜政治研究会（担当者橘撲氏）「漢民族一漢民族

　　の性格とその重大問題の解説一」昭和15年8月，

　　葺8P．

　　　　　　＊　　　　　　．　　＊　　　　　　　　　＊

q－738，M8－23（KK工8－3）

　　　「東亜新秩序建殼大綱」昭和15年6月，69p，

C工一739，M8－24（KK18－4）

　　　「欧洲動乱とソ連の役割」昭和15年6月17日，31P．

　　　〔満鉄パリ事務所二本直道より松岡洋右宛報告書の

　　写し〕　　　　　　　　　．　　一．

3斗
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員の報告検討〕

C2　経　　　済

　　昭和研究会・東亜ブロック軽済研究会

C2－740，　M8魂6．（KK18－6）

　　高橋亀吉「ブロック経済の生成と其の意義」昭和13

　　年10月，　21p．

C2－741，　M8－27（KK18－7）

　　東亜ブロック経済研究会スタッフ会「汎米ブロック

　　研究私案」昭和13年10月，8p．

C2－742，　M8－12　（琿K16－12，17－11）

　　昭概究錦務局「欧洲諦ブ・ックの概観一束藍ブ

　　ロック経済研究会T委員述一」昭和13年1i月，．13p．

　　〔11月9日め高橋亀舐の転告〕

C2－743，　M8717（1くK17－9）

　　昭和研究会事務局　東草プロシク経済研究会第五回

　　（1現25日）「ソ連の計画経済に就て一直井武夫一」

　．昭和13年12月，22p．

C2－744，　M8－18　（KK17－10）

　　昭和研究会事務局「東亜ブロック経済研究覚書（→」．

　　昭和13年12月，61p．

　　　工，．東亜政治経済ブロック研究項目案

2．

3．

4．

5．

6．．

7．

ブロック形成の一般原理と目標

大英帝国ブロックの研究

汎米ブロックめ研究．

汎米ブロック研究私案

欧洲諸ブロックめ概観

ソ連計画経済に於ける諸問題

　　〔註として「東亜ブロック．経済研究会は，今事変処

　　理の経済的側面に於ける志向目標を確立せんとする

　　意図を以て，昭和13年9月以降関係専門家及評論家

　　15名を以て組織せられ，大体隔週一回の会合を以て

　　研究継続中である」とある〕

C2」745，　M8－28（KK19－1）

　　昭和研究会事務局「資源と通商関係とを中心として

　　見たる東亜経済ブロックの輪郭「東亜ブロック研究

　　会Y委員稿一」昭和14年2月，12P・

C2－746，玉征8－30　　（1（1〈工9－3）

　　昭和研究会事務局「東亜ブロック経済研究会第十固

　　会合要録一主として資源的観点に基く東亜ブロック

　　地域の考察＝W氏の報告」昭和14年2月3目，20p．

C2－747，　M8－29（KK19－2＞

　　昭和研究会事務局「東亜ブ戸ック経済研究会第十一

　　．回会合要録」昭和14年2月21日，6p，〔C2445，　Y

C2－748，　M8－45（KK20－4）

　　昭和研究会事務局「東亜プロ．ック経済研究会覚書

　　〔⇒」　昭禾014年6月，　101p，

　　目次　．

　　　　　　　　　　　　」
1．．ブロック経済の本質に関する再検討

2，英米通商協定に関するK氏の報告

3．ブロック経済の見地より見たる加奈陀の地位

4．欧洲諸ブロックの概観

5，東亜プロッター般並にその研究方法

6．東亜協同体の思想原理と東亜ブロック経済

7・主とレて資源的観点に基く東亜経済．．

8，資源と通商関係とを中心と．して見たる東亜経．

　　　　済

　　　　　　＊　　　　、　　　　＊　　　　　　　　　＊

　　昭和研究会・東亜経済研究会．

C2－749，　NI8－44　　（1（1（20－3）．

　　昭和研究会事務局．「長江権益の諸問題一東亜経済研

　　究会に於けるY氏談話一」昭和14年11月，9p．

　　※〔以下C2－750からC2－764までは，『昭和研究

　．会酒井鼎；昭和十五年東亜経済研究会』として一括・

　　されている〕

C2450，　M8－42（KK20－1）

　　東亜経済研究会下目満支経済一体化の為の支那将来

　　の㈱磁方針に漏る意見一興峰済丁田資料
　　一」昭和15年1月15日，11p．．

C2－751；M8－43（KK20－2）

　　「支那二於ケル通貨対策」．4p．

　　　甲・現存通貨ノ再吟味

　　　乙．揚畑江開放二刀ヒ生ズル現存通貨ヘノ影響幅

　　　　二之二対シ採ルベキ対策．

　　　丙．赫統一中央政権後二四慮サルベキ通貨対策

C2－752，　M8－38（KK正9－12）

　　昭和研究会事務局「東亜経済研究会覚書←）」喀和15

　　年2月，8P．〔註r∴本稿は揚子江開放によって現．

　　在中支に流通している通貨が如何なる影響を受け，

　　またそれに付樋して今後の我対支通貨工作の上に如

　　何なる問題が生じて来るかを…東亜経済研究委員会

　　の討議を中心に概括的乍ら纒めて見た」とある〕

C2－753，　M8－39　　（KI〈19－13）

　　「南京下流揚子江開放の貿易共他に及ぼす影響」13p，

．C2岬54，　M8－4G　（KK19一工4＞

　　「揚子江開放の通貨に対する影響と対策」6p，．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
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C2455，　M8－4i（KKエ9－15）　　　　　　　　16　B

　　「聯銀券対策」5P．　　　　　　　C2461，　M8－34－1（KK194）．

C2”5⑤．M8－35（KIく19－8，9）　　　　　　「日支賜政鞭篠」7P・
　　昭和磯舗務局「麺鱗磯会嬬9の最後｝・C郷aM8－34－2（瓢・9岬）
　　追加されるべき分」昭和エ5年2月，4p．．　　　　　　　　「対支第三国関係鉄道借款の処理目皿二」3p．

c2－757，　M8r36－1　　（KK19－10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C2－763，『M8－32　　（王くK19－5）

　　昭和研究会事務局「東亜経済研究会覚書⇔一新統一　　　　昭和研究会事務局「法幣下落即円系通貨下落1こ関す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　中央政権後に考慮さるべき通貨対策一」昭和15年2　　　　る理論的考察，並に新攻府通貨蘇策に関する研究一

　　月，ユ8良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東亜経涛研究会T委員談話要録一」昭和15年β，胤

C2」758，　M8r36－2　（KK19－10）　　　　　　　　　　　　　　15　p．

麟轡瓢六脚ける予算α｝輪羅嘉論榊蘇東。。済
C2459，　M8二37（KKユ9－1ユ）　　　　　　　　　　　　　　　　研究会結論一」’昭和ユ5年8月，9P．

　　昭和研究会事務局「東亜経済研究今研究項目案」昭　　　　　　　　　＊・　　　＊　　．．．　＊

　　和15年3月，　7p．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C2討765，　M7－BO　（KI～工4剛≦）

C2職M8－33（感・9－6）　　　　　　昭和研究会難局「㈱攣の経襯理」昭和・5年
　　昭和研究会事務局「今次法幣下落の影響と之が対策　　　　　9月，3ユp

　　一束騨職一騨顯鯉昭和・5靭

　　　　　　　　　　　　　　　　　．亙）．南　方

　　　D1寧政一般
　　　D1－766，　M平5－37（NJ－AG6，　Mic22－4）

　　　　　　「南方占領地行政実施要領」昭和16年1現20日，大

　　　　　本営稼府連絡会議，6p．

　　　　D1－767；班ユ546
　　　　　　「占領地軍政実施要領」3，．〔函防秀担金の賦課〕．

　　　　D工一768，M15－2

　　　　　　南方政務蔀「占領地軍政処理要綱（第三珠案）」・・昭

　　　　　　和17年2月16日，．三3p，〔各軍政部要員の人数，配置

　　　　　　割当が付表として加えられている〕

　　　　D1－769，　Mlβ一6　（NJ二A68，　Mic22－8）

　　　　　　「占領地軍政処理要綱」昭和17年3月14日決裁，

’　　　　　　．30P．

　汐．D147似．Mエ546

　　　　　　聯占領地・統治脚方針翻案）岬購

　　　　　　5月10日，．3p．

　　　　D工岬71，M15尋3，16－10（NJ蝋AG9，　Mic22－5）

　　　　　　「占領地軍政第施昌関スル陸海軍中央協定」昭和16

　　　　　　年11月26日，10p．　　　’

　　　　　　　　36

　軍　政

．D1」772，　M15－45，　M16－11（NJ－AGIO，　Mic22－6）

　　　「占領地軍政実施二関スル陸海軍中央協定二基ク開・

　　係細目中央協定（其ノー）」聾心16年12月31日，6p，

D1－773，　M15－47

　　　「陸軍主担任ノ占領地城二置クベキ海軍施設二．．関ス

　　ル件」UR
D1一マ74，　M15－42

　　　「占領地軍政担任区分二関シ参謀本部種村中佐ヨリ

　　四月十目左ノ通非公式申出アリ」招和17年4月15日

　　5P．

D・475，Mエ5魂・　　．『’　1．

　　　「陸軍・海軍占領地の軍政機構の図」2枚

DF776、　M15－49

　　海軍省調李線「南方対策研究項目」昭和16年12月1F

’　　日…4P．

D1－777，　M15－56

　　　「軍政施行二関スル処理案件」3p．

D1478，　M15－37

　　　「声ト樺学校二聞スル法制」1P・

　　　　　　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

～
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D1，　DI16二17

　　南方政務部

　　　　　殺置

D1－779，　M15－17－1

　　海軍省軍務局長「南方政務部開設二関スル件通知」

　　昭和16年12月9旧，1P，

D1－780，　M15－17－2

　　「南方政務部部員事務分捌2P，

D1－781　M15－17－3
　　　，
　　「南方政務部設置ノ件概計」3p．　　・

D1－782　M1548
　　　，
　　海軍省軍務局「南方政務部制度立案ノ趣旨友運用方

　　針」昭和16年12月8日，　3p．．

D1ヲ83，　M15－19

　　「南方政務部開設二際シ部長口述覚書（案）」昭和16

　　年12月7日，7p．

D無784，M15－41

　　「南方軍政一般ノ．部（政務部嘱託）名簿」6P．

D1－785，　M15－48

　　南方政務部「南方派遣者概要」昭和17年4月27目，

　　5画．．．

　　　　　　＊　　　　＊：．．　　＊

　　大東亜建設審議会

D1－786　M15二71．
　　　，
　　「大東亜建設委員会設置二関琴ル件（案）」昭和17年

　　・月曜…㈱及び顛・づ・下卑
D1－787，　M15－72　（NJ－AG5－2）

　　「大東亜建設審議会議事規貝鳴3p．

D1－788，　M15－73

　　「大東亜建設審議会官制（案）」昏p．

D1－789　M15－74
　　　，
　　「大東亜建設審議会二対スル諮問案」　（手書）昭和

　　17年2月18日，3p．〔欄外に浜田案とある〕

D1－790　M15－75－1
　　　，
　　「木東亜建設審磯会関係」12耳〔メンバー表と南方

　　攻務部「大東亜建設審議会専肉部会編成表」　（昭和

　　17年2月21日）を収録〕

D1－791，　M15－75－2

　　「大東亜建設審議会構～案（田中臣一民案）」　（手

　　書）7P，

D2　軍　殊（経済）

D2－792，　M15－6，　M16－13（NJ－AG7）．

　　「南方経済対策要綱」昭和16年12月12目連絡会議，

　　12月16日閣議二丁告，19p，
o

D2－793　M15－34
　　　，
　　軍務局，．兵備局「（園圃院）第六委員会参画者ノ心

　　維関スル件」．昭租6年12月2．日・エP・

D2」794，　M15－35

　　「第六委員会ノ南方経済対策要綱二関スル件」昭和

　　16年12月9日，　6．p，’

D2－795，　M154

　　企画院第六委員会「南方経済対策要綱ノ説明」昭和

　　！6年12月22日，　13p」

D2－796，　M15－50

　　企画院「南方経済対策に関する発表案」昭和17年工

　　月13日，　8p．

D2－797，　M15－5，　M16－12

　　海軍省軍務局長，大本営海軍部第門部長、（各艦隊参

　　謀長，関係根拠地司令官，各鎮守府参謀長，．各警備．

　　府参謀長宛）「南方経済対策二関スル件依命申進」

　　日召『『017年1」ヲ19日，　2P，

D2－798，　M15－65

　　「南方開発金庫二関スル大本堂政府連絡会議決定

　　（案）」昭和17年1月3日，　2p．

D2－799，　M15－66

　　「南方開発金庫法案要綱」1月6日閣議，2．P．．．

．D卑800，　M15－67「1

　　「敵性金融機関ノ管理二関スル華墨裁」昭和16年12

　　月31日，1p，

D2－801，　M15－67－2

　　別紙「敵性金融機関ノ管理二関スル件」．1P．

D2－802，M奔5－68．．

　　「『ビルマ』二於テ使用スヘキ軍用手票三関スル件

　　個；裁」日中016年12月30日，　2p．

D2－803，　M15－69

細動胎押騨醐鐸1
D2－8D4，　M15－70－1．

　　「『ガム』島二於ケル通貨工作二関スル件仰裁」昭

　　不017年1月6日決裁，　1p，

D2－805，　M15－70－2

　　別紙「rガム』一二於ケル通貨工作二関スル件」．昭

　　和16年12月22日，2p，

D2－806，　M15－71

　　く海軍）経理局第二課「占領地二尉ケル敵産又ハ之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3フ
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　　ご準ズル諸施設ノ管理経営要領案」昭和16年12月24

　　目，8P．

D2－807，　M15－12

　　第六委員会．「南方地域二於ケル目本側銀行進出二関

　　スル暫定措置要領」昭和17年1月22日，2p．

D2－808，　M15－13

　　第六委員会「南方地域トン間ノ送金二関スル対円貨

　　換算率等二関スル件」昭胸17年1月12日，2P，

D2－809，．M15－14．

　　南方政務部「財政処理要領案」昭和17年1月9日，

　　．7P・

D2－8ユqM15一工5

　　「金融及通貨二関スル処理要領」21p．、

D2－811，　M15－8

　　「農林水産資源取得，．開発概則」昭和16年12月30日

　　第六委員会決定，11p．

D2－812，　M15－9

　　第六委員会「鉱山資源（石油ヲ除ク）開発地点及担

　　当企業者（案）」昭和・6午・2月30日1．4P・〔注として

　　「本案ハ第六委員会幹事会二於テー応了解済ノモノ

　　ナルモ，不取敢現二作戦中ノ比島，馬来ノミニ付鉱

　　山統制会二諮問シ，別表ノ通決定トナリタルモ！ナ

　　リ」〕

．D2－813月M15－10

　　第六委員会「臨時軍事費特別会計二依ル期間ノ物資

　　交易二関スル措置二関スル件」昭和工7年1月工9日，

　　6P．

D2－814，　M15－11

　　「南方物資ノ蒐貨，配給濠交易処理要領案（未決）」

　　5P．

D2－815，　M巧一44

　　「ニューカレドニア鉱産資源開発二関スル陸海軍申

　　合目」昭和17年6月2β，2p．

D2－816，　M15－51

　　「占領地二於ケル在留邦人ノ救済補償等二関スル応

　　急措置ノ件．（案）」昭和17年1月15日，1P．

D2－817，　M15－53

　　　「南方地域トノ物資交易芳策要綱案（未定稿）」昭和

　　17年工月15日，　8p．

「D2－818，．　M15－52

　　南方政務部「南方占領地域内二於テ屑鉄処理要領」

　　昭和17年1月12日，5p，

D2－819，　M15－54

　　　　38　　．　　．　　　　　．」

　　南方政務部「南方経済対策実施現況」昭湘並年9月

　　20日，　16p．

D2－820，　M15－30

　　「南方経済開発連絡機関設麗準備会覚」3P．．〔海軍

　　と企業聞の連絡機関〕

D2－821，　M15－31

　　「南方経済開発連絡機関設定趣旨並二本機関利用二

　　関スル件」1P．

D2－822，　M15－32

　　海軍省「南方経済開発連絡機開設置要綱」2P，

D2－823，　M16－6（NJ－AG15）

　　「大東軍共栄圏南方地域油田分布略図」1P，

D2－824，　M16－14

　　海軍二軍璃局長（連合艦隊第2艦隊第3艦隊，

　　第4艦隊第1南遣艦隊，第3南遣艦隊，支那方面

　　艦隊第1遣支艦隊，第2遣支艦隊，第3遣支艦隊

　　各参謀長宛）　「占領地二於テ乱酒二押収セラレアリ

　　シ枢軸国（人）権益処理要領ノ件送付」昭和17年2

　　，月27目，　ユP・・

D2－825，　M16－15

　　「占領地r於テ敵側二押収セラレアリシ枢軸国（人）

　　権益処理ノ件」昭和17年2月17目，2P．

D2－826，　M23「1

　　陸軍省経理局主計課．（大蔵省外資局口）　「南方各地

　　域二こ口ル富簸制度二関スル参考書送付ノ件」昭和

　　18年11月26日，1p，

D2－827，　M23－2

　　陸軍省経理局主計課．「南方各地域二於ケル富籔制度

　　二丁テ」昭和18年11月，．50且

　　　1．　「マライ」二品ケル日賦制度

　　　2．　「四二」二二ケル富銭制度

　　　　（付）細塵印度時代ノ概況

　　　3．　「ビルマ」二於ケル富籔制度

　　　4．　「ヒリッピン」干於ケル富籔制度

璃　．蘭印（D治集団，ジャワ軍政監部

　　『治官報』第1号一第7号

D3，　皿23－3

　　ジャワ軍政監部「『治官報』第一号」昭和17年12月

　　16日，22p，

D3－828　M23－3－1　M16－19－1
　　　，　　　　　　　　　　，

　　r布告第1号　軍政施行二関スル件」1

D3－829，　M23－3－2，　M16－19－2．
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　　「布告第2号　秩序回復財産保護二．関スル件⊥．

D3－830，　M23－3－3，　M16－19－3

　　「布告第3号　言論，行動等ノ制限二関スル件」．

D3F831，　M23－3－4，　M16－19－4

　　「布告第4号　国旗使用二関スル件」

D3－832，　M23－3－5，　M16－19－5

　　「布告第5号精米業者二対スル指示」

D3－833，　M23－3－6，　M16－19－6

　　「布告第6号　日本時間使用二関スル件』

D3－834，　IM23－3－7，　M16－19斜7．

　　「布告第7号外国人居住登録二関．スル件」

D3－835，　M23－3－8，　M16－19－8　　　1．．．．

　　「布告第8号天長節二十ケノ嘱旗掲揚二関スル

　　件」

p3－836ゴ遡3－3－9，　M16－19－9

　　「布告第9号　支払猶予令」

（D3一、　M23－3－10，　M16－19－10）

　　「布告第10号コ　（欠号）

D3－837，　M23－3－1工，．M工6一工9－U

　　「布告第11号　天長節ノ恩典亭関スル件」

D3迅3S，　M23－3－12，　M16－19r12

　　「布告第12号．学校再開二関スル件」

D3－839，　M23－3－13，　M16ρ19－13

　　「布告第13号　国庫金取扱関係官庁，税務関係官庁

　　及専売事業関係官庁等ノ開設二関スル｛制

D3－840，　M23－3－14，．，．M16－19－14

　　「布告第14号軍政法院裁判条令二関ス肩山」

．D3己841，．　M23－3－15，．M16－19－15

　　「布告第15号紀元及．日本ノ名称使用二関スル件」

D3－842，　M23－3－16，　M16－19－16

　　「布告第16号言論．情報機関取締並右機関二関ス

　．ル件」

D3－843，．．M23－3「17，．M16r19r17

　　r布告第17号私有地ノ国有地編入二関スル件」

D3－844，　M23－3－18，　M16－19－18．．．

　　「布告第13号交通時間制限解除二関スル件」

D3－845，　M23－3－19，　M1649－19

　　「布告第19号　外国人居住登録未了者登録二関スル

　　件」

D3－846，　M23－3－20，　Mユ6－19－20．

　　「布告第20号　民間保有自動車及油脂類申告二関ス

　　ル件」．

D3－847，　M23－3－21，　M16－19－21

　　　「布告第21号．『ラヂオ』取締二関スル件」．

D3－848，　M23－3－22，　M16一工9－22

　　　「布告第22号　四二企業管理二関ス．ル件j

D3－849，　M23－3－23，　M16－1g－23』．

　　　「布告第23号　結社，．集会禁止令一部解除二関ス

　　ル件」

D3－850，　M23－3－24，　ML6－19－24　　．．1．．・

　　　「布告第24号・．本邦向送金取締規則」

D3－851，　M23－3－25，　M16－19－25

　　　r布告第25号．．占領地相互間二於ケル軍人軍属以外

　　　ノ旅行者ノ旅費取締規則」

D3－852，　M23r3－26，　M16－204

　　　「布告第26号祭日二．開スル件』

p3－853，腱3－3－27，琿16「20乏

　　　「布告四割号　地方行政制度ノ改正二関3ル件」

．D3－854，　M23－3－28，　M16－20－3．

　　　「布告第2＄号　州及特別市規程」．

D3迅55　M23－3－29　M16－20距4
　　　　，　　　　　　　　　　　　，

　　　「布告第29号　州名改正二関スル件」．

D3－856，　M23－3－30，　M16－2（レ5

　　　「布告第30号　称呼改正二関スノセ件」．．

　　※〔以下，布告第45号まで勘，治政令第ユ号から第

　　14号に該当する。例えば布告第32号ぼ治政令第．2．．号

　　にあたる〕．

D3－857，　M23r3－3工，　M16－20－6

　　　．「布告第31号　軍政法院軍律審判者」　　　I

D3－858，　M23－3－32，　M16－2（ト7

　　　「布告第32号　軍律審判令第r条二依ル馴牛指定二

　　関スル件」．

D3－859，　M23－3－33，　M16－20－8

　　　「布告第33号　和蘭本国人等家族居住地指定子関ス

　　ル件」　　　．　．．

　D3－860，　M23－3－34，　M16－20－9　　　　．　　．．　　，．：：1

　　　「布告第34号　軍政法院裁判条令改正二関ネル件」

D㌫861，M23－3－35，単16「20一工0　　：・　1　．．．1・1

　　．・「布告第35号　．軍律審判令第一条＝依ル指定事件追

　　加二関スル件」

D3追62　M23－3－36　M16－20－11
　　　　，　　　　　　　　　　　　》

　　　「布告第36号　物価統制令施行二関スル件」

D3－863，　M23－3－37，　M工672Q－12

’　　「布告第37号　経済統制違反事件二伴フ処分二関ス

　　ル件」

D3－864，　M23－3－38，　M16－20－13

39
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　　「布告第38号　栽培企挙管理二関スル件中改正二関

　　スル件」

D3－865，　M23－3－39

　　「布告第39号　庶民銀行再開二関スル件」

D3－866，　M23－3－40

　　「希告第40号　軍政令二関スノP件j

D3－867，．M23－3－41

　　「布告第41号　不動産管理公団設立ノ件」

D3－868　M23－3－42
　　　，
　　「布告第42号　民船ノ登録二関スル件」．

D3－869，　M23－3－43

　　「布告第43号　商標ノ登録二関スル件」

D3－870　M23－3－44
　　　，
　　「布告第44号．敵性銀行清算及支払猶予令解除ゴ関

　　スル件」

D3－871　M23－3－45
　　　，
　　「布告第45号　治監令，州令，侯令，侯地事務局令

　　及特別市二関スル罰則ノ件」1

工）3－872，漁373－46

　　「治政令第15号　州名改正ノ件」

D3－873，　M23－3－47

　　「治政令第16号　地名改正ノ件」．

D3－874，　M23－3－48

　　「治政令第17号：行政区画変更二関スル件」’

D3－875，　M23－3－49

』獣灘。驚判↑第〒条旧事牌．

世羅。。蜘，欄麟、。，。、8。、月

　　16日，工Op．

D3－876，　M23－41

　　「治政令第工号　自動車ノ処身制限等二関スル件」

D3－877；M23－4－2・．

　　．「治齢第・号自騨ノ輪二関・ル件」．

D3－878　M23－4－3
　　　，
　　「ボゴル州令第1号　ボゴル州スカブミ市行政区画

　　変更ノ件」

P3’879・M23F44

　　「ノくテー州令第1号　マラリヤ防一盛口承マラリヤ

　　巡視員並二吏員設置規程」

D3－8801　M23－4“

　　　「ペカ・ンガシ艦示第・号髄獺・関・・レ

　　件」

　　　　40．

D3－881，　M23－4－6

　　「ペカロンガン州告示第3号ペカロンガン州育英

　　資金規定」

D3－8S2　M23－4－7
　　　り
　　「ジ・カルタ特別市告聯工号．ジ・カ・レタ特肺

　　二三市区設置ノ件」

D3－883，　M23－4－8

　　「不動産管理公団公告」

D3，　M23－5．

　　ジャワ軍政監部「『治官報』第三号」．昭和18年2月

　　工6日，　12p，

D3－884，　M23－5－1

　　「治政令第2号　私領地管理公田令」

D3β85，　M23－5－2

　　「治政令第3号　煙草消費税率引上軸距スル件」．

D3－886，　M23－5－3．

　　「治政令第4号．移住及旅行取締令」

D3－887，　M23－5－4

　　「治政轟轟5号　登録船舶譲渡等制限令」

D37888，　M23－5－5

　　「バタビヤ特別市令第ユ号　バタビヤ特別市二於ケ

　　ル家屋賃貸料引下二関スル件」

D3－889，　M23－5－6

　　「ぺ加ン酬告示第・号糊幟彰舞」
D3二890，　M23－5－7

　　「スマラン州告示第1号・開校二関スル件」

D3む91，　M23－5－8

蓮1マラン譜第2群民聯員住免規

D3－892，　M23－5－9

。繍ラン州騨号社会麟四脚」．．

　　ジャワ二軸監部「『治官報』第四号」昭和18年3月

　　16日，　40p，

D3－893，　M23－6－1

　　卜治政令第6．号　南方占旧地為替管理令」

D鎚94，並3－6－2　“．

　　「二巴軍政会計資金取扱規程j

D3セ95，M23－6－3

　　・耀第・26・号爪瞬会計資鱒・続・

D3－895，　M23－6－4

　　「治政秘第1477号　郵便局資金及過超金受授手続」

D3－897，　M23－6喝

o
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　　「軍政監告示第1号　治政令第6号南方占領地為替

　　管理令第十九条第二三二依リ為替業務ヲ営ム銀行ノ

　　件」

D3，　M23－7

　　．ジャワ軍政監部「．『治官報』第五号」昭和18年4月

　　16日，　19p．、

D3－898，．M23－7」1

。、ボ欝㌘籾ノ最脚略関スル件」

　　「治政令月8号　州規程申一部改正ノ件」

D3司〕00，．　M23－7－3

。。，藤野支那向脚御

魂卵聯占即日二四正ノ
D3－902，　M23－7喝

　　：「泊監令聞2号　無線通信機器同部分品取締規則」

D3－903，　M23討7－6．

　　「ぺ加ンガン州令第2号癩予防規貝lj」．．

・D3－90生M23－7－7．．

　　「ス々ラン州令卸号蔚牲灘造禁止令」

D3－905，　M234－8．

撫繍諜欝・第・号・火…

D3－906，　M23記7－9

　　「ジ・クジ・カルタ観鰯凹田第・ラ．糧糖

　　二関ス～レ件」

D3－907，　M23－7－10「

　　　「軍政監告示第1号　椰子油配給統制二関スル件」

D3－908，　M23－7一工1

。。、鷹鞍2聯高嚇・定・件・

　　　〔軍政監告示第3号　為替業務ヲ蕾ム銀行ノ名称変

　　更ノ件」

D3－91い彪3二7．13

　　　「軍政監告示第4号　県市財務規定二依ル金造事務

　　取扱銀行指定ノ件」

D3－911，　M23－7－14

　　　「スマラン州告示第4号　スマ．ラン市古区制規程」

D3－912；．M23－7一エ昏．

。。、群群1夢示第1号晦騨」．

　　　，
　　　「スマラン州告示第6号救嘩軍解散ノ件」

D3－914，　M23門7－17

　　「陸輸総局告示第1号爪畦鉄道運賃改正二関スル

　　件」

D3－915，　M23－7－18

　　「治政山麓1616号　密漁財務規程」

D3，　M23－8．

　　ジャワ軍政監部「『治官報』第穴号」昭和18年5月

　　16日，　13p．

D3－916　M23－8－1
　　　，
　　「治政令月11号　爪畦消防隊令」．

D3－917，　M23｝8－2

　　・「治政令第12号　県市暫行令」

D3－918，． DM23唱一3

。。、騰勲記騨二関榊

　　「治政四二．174号　県門暫行令並県市条例運用二関

　　スル件通牒」

D3－920，　M23－8－51

　　「ペカロンガン州蚕第3号史蹟名勝地並二記念物

　　ノ保護二関スル件」．

D3－921，　M23一名一6

　　「軍司令官告示第1号　天長節』＝於ケル恩典二関ス

　　ル件」

D3－922，虚【23－8－7

　　「軍政監告示第5号　ジャゥルタ医科大学学則」

D3マ923，　M23－8－8　　　　　　．．、．

　　「ペカ・シガン州告示第2号州令第三号史蹟名勝

　　地謡二記念物保護二関3ル件第」条規定二依ル区域

　　指定二関スル件」

D3－924，　M23－8－9

　　「不動産管理公団公告　不動産管理公団支部ノ管轄

　　区域ノ件」

D3，　M23－9

　　ジャワ軍政騨「『治官報』第七号」疇018郷月

　　16日，14p．

D3－925，　M23－9－1

　　「治政令第14号　重要物資公団令」

D3－926，　M23－9－2

　　「治政令第15号　特殊地域等取締令」

D3－927，　M23－9－3

　　「治政令第1β号　糖業公団令」

D3－928，　M23－94

　　「スラバや州令第2号　米穀等生産配給統制規則」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4エ
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D3－929，遡3－9－5

　　「ジョクジャカルタ目地事務局令第3号　不動産所

　　有権移転特別許可取得二関ス～レ件」

D3－930，　M23－9－6

　　「軍司令官告示第2号　昭和十入年治政令第十五号

　　特殊地域等取締令第「条ノ規定二心ル第二稚特殊地

　　域指定ノ件」

D3－931，　M23－9－7．

　　・「軍政監告示第6号　為替銀行所在地改称ノ件」

D㍗932，M23－9－8

　　「スラバや州告示第1号　手鳩米禁止二日スル件」

D3－933，　M23－9－9

　　スラバや州告示第2号米穀等配給統制指定地区二

　　関スル件」

D3－934，　M23－9－10

　　rポジョネゴロ州告示第1号　学校開設二関ス2セ件」

D3－9351　M23－9－11

　　　「二二総局告示第2号　小渾送営業規則」

D3－936，　M23－9－12

　　　「不動産管理公団公告不動産管理公団支部開設ノ

　　件」

D3－937，　M23L9－13．

　　　「不動産管理公団公告　不動産管理公団支部長更迭

　　ノ件」

　　　　　　　＊．　　　　　　　　＊　　　　．　　　　＊

　　　『治集団軍政概況書』

　　．※〔『治集団軍政概況書』には，別冊第一～別冊第

　　十四，参考第一一参考第二が付録として収められ，て

　　いる〕

D3－938，　M16－34（NJ－JV1）

　　治集団軍政監部『治集団軍政概況書』昭和ユ7年10月

　　　5日，57p．

D3－939，　M16－19　（N〕一JV1－1）

　　軍政概況書別冊第一　大日本軍軍政監部『治集団布

　　告集（其ノー）』昭和17年7月15日現在，．62p．〔布告

　　．集には，布告第1号から布告第25号（D3－828揮p3－

　　851）までが収められている。また付録として，軍律，

　　軍律審判規則，布告号外第1号，告示第1号，掠奪

　　禁止が収録されている〕

　D3嶋4G，　M16－2G　（NJ－JVI－1’）

　　　軍政概況書別冊第一　治集団軍政監部『治集団布告

　　　集（其ノ．二）』昭和17年10月1日，37p．〔布告集には

　　　布告第26号から布告第38号（D3－852｝D3－864）まで

　　　　　42

　　が収められている。また付録として軍律，南方軍門

　　律審判規則の二点が収録ξれている．〕

D3－94工，　M工6－21．（NJ」JV1－2）

　　’軍政概況書別冊第二　治集団司令部「治集団軍政監

　　部本部勤務規程」昭和17年9月ユD日，5P．

D3－942，　MI6－22（NJ－JV1－3γ

　　軍政概況書別冊第三　治集団軍政監部「治集団軍政

　　監部本部分課規程」昭和17年9月10日，．25P．

D3－943，　M16－23．（（NJ－JVi－4）

　　軍政概況書別冊第四　治集団軍政監部「治集団軍政

　　監部本部勤務規程国恥分課規程改正ノ件」昭和工7年

　　9リヨ24日，．　5FL

D3－944，　M16－24（NJ一］V1－5）

　　軍政概況書別冊第五治集団軍政監部「治集団敵産

　　管理部規程」昭和17年9月14日，含p．

D3－945，　M16－25（NJ」JV1－6）

　　軍政概況書別冊第六治集団軍政監理崎清三郎「治

　　国母第狸号ジャワ頗公社ノ件通牒」昭和7年

　　9月11日，　Pp．

1）3－946，M16－26（NJ－JV1－7）

　　軍政概況書別冊第七　治集団軍政監部「放送管理局

　　規程」昭和17年9月，3p．

D3－947，　M16－27’（N工一］V1－8）

　　軍政概況書別冊第八．治集団参謀長岡1埼清三郎「治

　　．政秘第320号　地方行政度改正ノ件通牒」昭和17年．

　　8月1日，．14p．〔なおインドネシア語による通告が

　　添付されている〕

P3－94Sj　M16－28　（N∫一JV1－9）

　　軍政概況書別冊第九　大日本軍司令官今村均，治集

　　団軍政監岡崎清三郎「スラカルタ侯の任命に関する

　　命令」昭和工7年7月30日，5p．

D3－949，　M16－29（NJ二JV1一↓0）　　　　　・

　　軍政概況書別冊第十　治集団軍政監部「黄仲滴財閥．

　　処置ノ件」3，，

D3－950，　M16－30．くNJ－JV1－11）

　　・軍政概況書別冊第十一　治集団軍政監部「治集団軍

　　政会計監督部分課規程」昭和工7年9月30日，4p．

D3－951，　M16－31（NJ－JV1－12）

　　軍政概況書別冊第十二　治集団軍敏監岡崎溜三郎

　　　r治政秘第486号　　　1目慣制度言周査会設置ノィ牛通牒」

　　昭和17年9月24日，5p，

D3－952，　Mユ6－32（NJ－JV1－13）

　　軍政概況書卿柵第十三　治集団軍政監部「軍攻会計
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　　予算書（自昭和17年10月至昭和L8年3月）」79　p．

D3－953，　M16－33．（NJ－JV1－14）

　　軍政概況書別冊第十四　治集団軍政監部「昭和十七

　　．年度物動計画ノ実施概況」7P．

D3－954，　M16－34・（NJ－JV1－15）

　　軍政概況書参考第一　治集団軍政監部「財政概況」

　　昭和17年10月5日，20玖

D3r955，　M16－45（NJ－JV1－16）

　　軍政概況書参考第二　治集団軍政監部「金融概況」

　　昭和17年10月5日，12p．

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

　　．『昭和十七年度業務年鑑』

　　※〔『昭和十七年度業務年鑑』の目次にあたる「昭

　　和17年度発翰主要件名表」によると発翰件名は97件

　　そのうち現存するのは36件である。原資料は．Tlle

　　Nishijima．　Collect董on（JV2－1～JV2－35　pp．29－34）

　　に所蔵されている〕

D3－956，　M16－18－1

　　「昭和17年度発翰主要件名表」．8p．．

p3－957，　Mエ市一1呂一2（NJ－JV2－1）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第8号華僑ノ敵性．

　　判定二関スル件通牒」昭和17年3月26日，4p，

D3－958，並［16－18－3　（NJ－JV2－2）

　　治集団軍政監部「治政秘事9号官公吏（除日本入）

　　二対スル俸給暫定措置ノ件通牒」昭和L7年3月28日

　　3P．．

D3－959，．M1648・4（NJ－JV2」3）

　　鹸二軍雄部「治政鱗・・号蘭山脚人旦握ノ

　　取扱方針」昭和17年3月29日，．4亘．

D3－96b，　M16－18－5　（NJ一∫V2－4＞

　　治集団軍政監部「治政秘第27号　支払猶予令改正二

　　関スル件潭牒」昭和17年4月耳日，3p．．．

．D3－961，　M16－iε一6（NJ－JV2－5）

　　．治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第33号　支出官任

　　命団団関スル件通牒」．昭和17年4月20日，2p．

D3－962，　M16－18－7　（NJ－JV2－6）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第47号．官公吏俸

　　給暫定規則細則二関スル件通牒」昭和17年4月30日

　　2P．
D3．963，　M16－18唱（NJ－jV24）

　　治集団参謀長岡ll府清三郎「治政秘第79号　私有地ノ』

　　国有地編入二関スル布告ノ件通牒」昭和17年5月21

　　日．」14P，

D3－964，　M16一エ8－9．（NJ7JV2－8）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第80号　戦時特別

　　税金二関スル件通牒」昭和17年5月21日，10P．

D3－965，　M16－18－10（NJ」JV2－9）

　　治集団参謀畏岡傭清三郎「治政秘第93号　昭和十七

　　年度ジャバ領内砂糖生産対策二関スル件通牒」昭和

　　年5月29艮，9p．

D3－966，　Mエ6一工8－11（NJ－JV2－10）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第86号　交通時間

　　制限解除二関スル件通牒」昭和17年5月26日，2P．

．D3－967，　M16－18一・2（N」一JV2－11）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治興第112号製糖事

　　業特別会計規程ノ件通牒」昭和17年6月3日，8p．

D3－968，　M16－18－13（NJ－JV2－12）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政一睨117号1砂糖管

　　理及配給統制要綱二関スル件通牒」昭和17年6月窪

　　日，9P．

D3－969，　Mユ6－18－14　（NJ－JV2－13）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第124号　軍政法

　　院裁判条令ノ運用要領二関スル件通牒」昭和17年6

　　月　5日，　11p．

D3－970，　M16－18－15　（NJ－JV2「14）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第146号　独逸人

　　生活援助資金支給標準額ノ件通牒」昭和17年6月15

　　日，5P．

D3－971，　Mエ6－18－16（N月V2－15）．

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第165号　産業緊

　　急融資金特別会計規定ノ件通牒」．昭和17年6月20日

　　7P，

D3〒972，　M16－18－17（NJ－JV2－16）

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第190号　栽培企

　　業管理二関スル布告公布ノ件通牒」昭和17年6月28

　　目，7P，・

D3－973，　M16－18－18　（NJ－JV2－17）

　　．治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第201号．結社集

　　会禁止令一部解除ノ件通牒」昭恥17年6月30日，

　　　4P．

D3－974，　M16－18－19（NJ－JV2「18）

　　治集団参謀長岡ll廣清三郎r治政目垢214号．現地行

　　政機関ノ執務時間及休日二関スル件通牒」昭和17年

　　　7月3日，　5．p．

D3「975，　M16－18－20（NJ－JV2－19）

　　1治集団参謀長岡崎清三郎「治政秘第238号　第六分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
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　　室及邦人事務係設置ノ件通牒」昭和17年7月、10日，

　　4P，

D3－976，　M16－18－21（NJ一ハ「2－20）

　　治集団軍政部長代理中山三人「治政同日249号　重

　　三食：糧管理二目スル件通牒」昭和エ7年7月13日，

　　12P．

D3－977，　M16－18－22　（NJ－JV2－21）

　　漁集団軍政監岡騎清三郎「治政秘第404号　重要食

　　糧管理特別会費卜設備ノ件通牒」昭和17年9月1’日，

　　9⇒．

D3－978，　M16－18－23　（NJ－JV2－22）

　　治期撚長岡儲箏「野口蜘号1窪田
　　内交流物資イ交易港指定』関スル通牒」昭和17年7・

　　月13日，　1p．　．

D3－979∫巌1648－24　（NJ－JV2－23）．

　　治集団参謀長岡崎清三郎「治政穆第426号　和蘭本

　　国人等家族居住地指定ノ件通牒」昭和17年9月8日

　　7P．

　　　　　　＊　．　　　　　　　＊　　　．　　　　　＊

D3－980，　M16為6　（NJ－JV3）

　　治集団軍政監部警務部「軍政警察概況（説明資料）」

　　昭和エ7年9月，29p．

D3－981，　M工6－44　（NJ－JV4）

　　軍政監部交通部『軍政監会議資料調書』259p．

p3－982，　M1与一37　（NJ－Jv6）

　　軍政監部産業部『軍政監会議資料調書』〔以†，』

　　D3－983～D3－988は，　D3－982の添付資料である〕

D3－98騨・6・38（N月V6．・）　・

　　軍政監部産業部農林課．r占領後二四ケル爪野相林業

　　掌状ト其ノ対聯昭和17年9月・97P・〔糖業・米

　　穀，匹田，珈聯，茶，規那及キニーネ，ガタプルチ

　　ヤ・騨・畜産水産淋業について実状・対策が

　　述べられている〕

D3－984，　M16－39

　　　「産業部鉱業課二於テ従来実施セル業務並二将来実

　　施セントスル業務報告」昭和17年9月29日，11p，

D3－985，　M16－40　（NJ－JV6－3）

　　産業部鉱業課「二二石油配給事情」昭和17年9月1

　　日，23p，

D3－986，　M16－41　（N月V6－3）

　　　「爪佳二於ケル商工業政策」22p．

D3－p87，　M16－42

　　　「主要物産輸出量，昭和15年度輸出量」3p．

　　　　44

Da．98a　Mi叙3

　　f主要物産生産量，昭和15年度生産能力」3P，

D3－9合9，　M23－10

　　∫嘩軍記「論調レ課非欄ス・レ樋閑昭秘9

　　年4月25目

D3－990，　M23－11．

　　ジャワ軍政監部『軍政下ジャワ産業綜観一第二部，

　　畜産・．林産，水産、鉱業，金融』昭和四年2月・

　　452p，

　　　一，畜産業

　　　二，林業

　　　三，水産業

　　　四，鉱業

　　　五，金融

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　．　　　　　＊

D3．991，M15．39．

　　蓮賄捕「蘭印二於ケ・レ応急的治安糸筐牒験（未

　・定稿）＿12P・

D3－992・M15－4q

　　三好領事「蘭印占領後ノ治安工作要項案（未定稿）」

　　9P．

D3－993，　M1646（NJ－JV16）

　　治集団司令部「爪畦ノ帰属二関スル意見」5p，

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　．　．　　＊

D3－994，　M16－47（NJ－JV36）

　　外務省アジア局第三課「インドネシアの戦争損害

　　（主としてジャ7島について）」昭和28年2月，13P．

D4　．国印（2）調査書

　　『全ジャワ回教状況調査書』．

D←995，M18（NJ－Mic18）

　　泊集団司令部．r全ジャワ回教状況調査書』昭和18年

　　2月、．388p．図表3p．添付

　　　第一章序文

　　　潜門章伝播略史

　　　第三章　組織及ビ信仰状態

　　　第四章神秘教

　　　第五章．勤行及宗教行事

　　　第六章層慣習

　　　第七章宗教団体

　　　一入章　第一，全ジャワ回教清勢調査書並全ジャ

　　　　　　　ワ宗教私塾調査書

　　　　　　第二，全ジャワ回教情勢調査書解説
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　　，第九章．喜捨及ビ公共財産

　　第十章　他回教諸国トノ関係（付）回教徒分布図

　　第十一章　原住民回教徒ト第三国人回教徒トノ相

　　　　　　　互関係

　　第十二章　純宗教団．体ト政党或ハ民族運動トノ関

　　　　　　　係

　　第十三章　回教ヨリ見タル原住民ノ動向

　　第十四章　作戦上ヨリ見タル回教

　　第十五章　旧蘭印政府ノ回教政策

　　第十六章　全ジャ．ワ才スラム状沸比較図表

　　〔序文に「……原住民ノ指導或ハ軍政二尉カセシム

　ルタメニ回教ヲ除外シ考フルゴトノ非又何人モ識ル

　　トコロニシテ特二作戦遂行上目ニジャワニ限ラズ大

　東亜共栄圏内各回教民族ノ動向ト反枢軸側二属ス1レ．

　　回教徒トノ動向二至リテハ最モ注目セザルベカラ

　　ズ。回教ハ宗教ヲ超越セルー木政治的隠然タル且ツ

　信仰二基礎ヲ於ケル牢固タル潜在力ヲ具有セルコト

　　．ヲ深ク銘記セザルベカラズ。二二不完全ナレドモ当

　　ジャワ詩想ケル状況ヲ記述シ参考二二セントス」と

　　ある。〕

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

　　農村実態調査報告害

　　※〔以下の資料は太平洋戦争中，ジャウ軍政整部総

　．務部調査室がおこなつ膿村実態調査り報吉書であ

　　る。このうち上野福男氏がおこなった調査D4－996，’

　　999は，のちにアジア経済研究所・所内資料として

　．箏刻された。（甲秘2年3月．・藁屋研穽部所内資料・

　　No。41－32，36所収）〕

D垂996，M31－1

　　ジャワ軍政監部総務部調査室（調査室第三課上野福

　　男）r農村実態調査報告一ボゴーノヒ州洛カブミ県ス

　　カブミ郡チサート村チマヒ区一』昭和19年2月，本

　　文218p．

　　　第一章　調査区ノ概観ト調査方法

　　　第二章　戸口

　　　第三章　産業活動．

　　　第四章　家屋及ビ食物

　　　第五章　教育，宗教，社会風習

　　　第六章　デッサ行政及ビ自治体トシテノ．デッサ

D4二997・M31FR　　　　　　　、
　　ジャワ軍政監部総務部調査室（調査室第三課寺内清

　　彦）．r農村実態調査報告一マラン州マラン県シンゴ

　　サリー郡カラ．ンプロソー村タシマドウ区一』昭和19

　　年2月，本文160p．．

　　第一篇　一般概説

　　　　〔区ノ現状，住民，生活状態，衛生保健，教育

　　　宗教娯楽，土地制度，デッサ，金融，組合，集

　　　荷配給，農業〕

　　第二篇　農業機構．ト農家経済事情

　　　　〔階層区分，作物，土地，家族労働1家畜・農

　　　　具，．農家収入・支出〕

D4－998，　M31－3

　　ジャワ軍政監部総務部調査室（調査室第三課玉井嘩

　　雄）『農村実態調査一ジョ．クジャカルタ侯地バント

　　ール県ゴデアン郡マユダン村ツームヅト区一』昭和

　　19年2月，本文51p．

　　．一，米作技術

　　　二，農家経済

　　　三，入口構成に関する諸表

　　　四，農民生活，

　　　五，デッサの政治的支は行政的組み立て及び活動

　　　六，デッサ財政，租税

　　　七，消費，物価，1流通．

D4－999，．M314

　　調査附加二軍上野福男．『ボゴル州ス㍗ブミ県チャン

　　ジ．ユール県に於ける小作制度の調査』（生原稿，手

　　書）本文91p．〔昭和18年8月より昭和19年3月ま

　　で調査，昭和19年8月脱稿〕．

　　　第一章　序論

　　．第二章　土地占有制度．

　　　．第三章．小作地面稿小作農家及び小作以外の面．

　　　　　　積，農家

　　　第四章．現行小作制度の種類と其の分布

　　　第五章　各小作制度の内容

　　　第六章　分離の基準

　　　第偉・1く僻1園・於ける駐と・ト臥

　　　．第入章　諸種小作制度の発達と自然的並びに人文

　　　　　　的条件（欠）

　　　　第九章　収穫労働ガチョン制度

　　　　第十章　研究調査要旨及び小作制度改善に関す

　　　　　　．る意見

　　．．　　　　　　　串　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

D4－1000，　M30－4

　　東亜研究所『蘭印の土地制度』昭和18年1月，141p．

　　　〔昭和17年4月に我妻栄氏に委託。原本はアジア経

　　済研究所図書室（Ja　333　To　1）に収め．られている〕
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  D5 rtEP (3) di¥g£ss

    X (wtzage'･I･}S rThe Nisj;ij-ima Collectionj }cmpth

    6alTV"6. .t' ;i ]s"*Y7ifutIStlSliopseeststo6]

  D5-1001, M19-1 <NJ-ADI)

    1. X List of Docscments of Afr. A. P. M.

     Audi'etsch (Rij'ksinstituttt voei' Ooi'logsdecu-

     vnentatie) cwid Theii' Suvnmai7 of Cbntents.

･ 8p.
  D5-1002, M19--2 (NJ-AD2).

    2. Adaelii Hisayoshi, Oliaslil Hicleo, Yoshikawa

     Hideo and Tsuda Fumio. Roport oJt the

     Activities of "saNDEIV:BU", 8p.

  D5-1003, M19-3 (NJ-AD3)

    3, Adachi Hisayeshi (Lt. Col.). Raport to Adet

     A.P, M, Authetsch conceiviing SENDEIVL

     BU.19cr,9p. ･
  D5-1004, M19-4 (NJ-AD4) .

    4, X ,Pe "BqApan". Neks ?ublication No. 52.

     Batavia, Eebruary 25th, 1947, 7p.

  D5-1005, M19-5 (NJ-AD5)

    5. XBeschotvingen over de Algevneexe en

     liVnncieele Voo7'bet-eidi)ig vitn de indenesische

     Onofha7tkelijkheitisbewegr'ttg dbet" dle Jlopan-

     ners. 23rd Juni 1947. 33p, -

  Ds-1006, M19-6 (NJ.AD6)

    6. X Recoid of the Bvgr'ess of the btdepen-

     caence Mbvefnent, 6p,

  D5-1007, M19-7 (NJ:-AD7)

    ?. Handa Jisabure. The Statenient of Handa

     nsdezc7v. 1946. 4p,

  D5-100B, M19-8 (NJ.AD8)

    8. The Headquarters of the 16th Army, Ex-

     Pltwiations regarding Ait Kbids qf Aivned

     Bod･ies.

  D5-1009,M19-9 (NJ-AD9)

    9, Ditto. Ropoi-t conecrning Existt'ng Addtters

     aszd Things tvhich Tnyile Desit'e the Cominewdet's

     of the Allied Fbixes te Deal with.

  D5-1010, M19-10 (NJ-ADIO)

    .10. Mr.E.Brunevetd van Hulten, Substituut

     Anditeur-Militair, Rmpeort over de lvannsche

       46

   btvloeden qt) de Adeidleka Bezvegtlfig e7t de

   Gebezti'tevnissen in de nugust･testlagun. Batavia,

   Juli 24th, 1946. 10p,

D5-1011, M19-11 (NJ-ADII)

  11. Ishijima Tadalcazu, Statevnent of ishijivna

   Ttditkmueconcerningbidonesianbidopendlencc

   nfovement. Slngapore, November 16th, 194q.

   14p.
D5-1012, M19-12 (NJ-AD12)

  12, Maeda .Tadashi, .kiterrogzttien Roport of

   Rear-acbniral M4beda. April 16th, 1947. 7p.

D5-le13, M19-13 CNJ-AD13)

  13. Ditto. biteiv`ogation qf Reai'-ad77tii-al

   Aditeda, Aprll 16th, 1947. 2p.

D5-101.4,M19-14(Ni-AD14), '
  14. Ditto. Ropoi-t ql' Reai'-adu:ii'al. T. A4deda

   cencei'iting General Clanditieiz of the ILfobs in

   Scr.rabay'a. Batavia, October 3rd, 1945. 3p.

D5-IO15,M19-15(NJ-AD15) '
  15. Ditto. R'eces-verbaal van Verlioor. April

   12th, 1946. 4p.

D5-1016, M19-16 (NJ-AD16)

  16. Ditte. Beknopt Oveo:xt'cht vewt de Onof]la-

   nkelijkheidsbezvegr'itg in Oest bidii'. Septem-

   ber 26th, 1945. 3p.

D5-1017, M19-17 (NJ-AD17)

  17. The16thArmy Headbjuarters in Java, Roport

 . onDevelopments.(opur'ateVolu"tesIVb,IV).

   -1. Ropoi't on the Ci7'ctemstances .of tile Sert`-

   render oj' Surabay'a.'lp.; -2,Hbwthe
   JZipanese Aivn3, in the C4nti'al Jkeva Distiict

   Reoidth'ed the Bzalk of Thel7' Aiveis to the

   btdonesia? 3p.; -3. Table shewing the

 ･ Rincipal Eve7tts and "icidleitts since the

   Cesstttion of Hbstili.ties. 17p.;, -4, Progv'ess

   of the bicloitesian InclePendbnce Adoven,teitt.

   qft'er tne Ctissatioyt ofElbstilities. 30p,; -5.

   List shozving ,Nbeinbej' Pei`sonal ･iiz Uitits

   Scrbordinate and cunder Command, 4p.; 76.

   sttuatien of Czti'i'encs, qrcttlation Espetially

   ]diJita,vi IVbtes oflrei' the Clessatien of Hbsti-

   lities, 4p,; -7. Sitor.ation of the Hlealth

   Fhcilities the Relief of R W.'s and bitev'hees.
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   , (By Nakutani Yoshio, Febtuary 21st, 1946),

     7p.
  D5-1018, M19-18 (NJ-AD18)

    IS. Mlyalce Toshio. Statement of Afiyake

      lloshio, Ex-civil Geveritoi' qf Pkelletmbang

     State, abottt the btdbnesian'Racial btdopeitcF

     ence Mbvenieitt in Ptilembaitg State. Decembet

      19th, 1946. 4p.
  D5-iO19, M19-19 (NJ.AD19)

    19, Mizuta Shigeteshi, btteiv'o.cration Ropm't ojr

     Mzttta Sh･igetoshi. Batavia, March 14th, 1946. ,

     8p･ '
' D5-1020, M19-20 '

(NJ-AD20)

    20. Y. Nagano. Ii2ii'etvell Adt-ess te the PZer-

     sennel ofD.V.G. made by Y. IVIrgano Com-

      mandet' in Chioj" of the i6th 'Arn:v, August

      17th, 1945. 2･p.

  D5-1021, M19-21 (NJ-AD21)
    21. Nishijimashigetacla.,vcrklaringvanlvishi-

     J'ima Shigetacft;, Vettonden aan de Pblitieh

      aveeling wan het A4dei'ine-kantoor te Batavia

      van Sthotet-bijnacht Mlaeda. 25--29 Maart,

        '                             '     '19ij.3p. , ,
  D5-1022, M19-22 (NJ-AD22)

    22. 0. Nlshimura. bttei'rogatien of n4?ij. Gen.'

      Mshi"tuiid Oteshi on the indenesian btdope-

      ndence ndovemettt. Singapore, May 31st-June

      6th, 1946. 7pp.

  D5-1023, M19-23,(NJ.AD23)

    23. Ditto. AnsTvers f)'om O. IVishimtci'a to

      ARM, Audretsch. April 10th, 1947. 11p.

  D5-le24, M19-24 (NJ.AD24)

    24, Ditte. Anszvers fi'ont O. AEshimttra to

      A. R M. AitdiJetsch's Additiohal Qttestiotts

      gi'ven of the P?'evious Occasion ojr his Pi'o-

      'ditcing the Docttntent duted April I4th. April

      15th,1947,3p.' ･''･
  D5-1025, M19-25 (NJ--AD25)

    25. Ditto, Statement oje Mlrij. Gen. O, Mshi-

      mura, Apri! 25th, 1947. 14p.

  D5-1026, M19-26 (NJ-AD26)

    26, Ditto. Answers .fi'onp O. Mshi･mtsra to

      A.RM. Attdretsch's Qttestiens dated April 22.

l    April 25th, i947. 6p.

D5-1027, M19.27 (NJ-AD27)

  27. NEFIS Afcl.ISecties 3 en 4. De Oigan-

  ･ isatie van het JLipansche Mil'itaii' Bestttttr oj)

  '   Jkeva.17p,'･ ･
D5-1028, M19-28 (NJ.ADgg)

  28. Shimura Furnio. bitei'rog'ation of A4ojor

   Genei`al Shiemtt"a Mtmie on the btdonesiewt

   indopendeitce n4bvevnent. Slngapore, June

   13th, 1946. 6p.

D5-'i 029, M19-29 (NJ-AD29)

  '29. Tsuchiya Kisou. VeJ-klariirg; doof' Tsuchiora

   Kisoit (Vei'bonden aan de Stof van de BE-

   PRAN-NANSEITAD. 3-8 A?ril, 19ag. 11p.

D5-1030, M19-30 (NJ-,AD30)

  30. Yamamoto Moichiro. Letter fi-om Adkof.

   Geit. M. Yaniainoto, Chief qf Stof .l2tputtese

   Atvny in Jdva to Mbj, Gen. D.C, Hkewthorn,

   D.S. Comieander of the 23th Division, con-

   cei'nittg the Pt'esetTation qf the Rtblic Plaetce

   in Jdea. Batavia, Octeber 3rcl, 1945. 3p,

D5-103i, M19-31 (NJ-AD31)

  31. Ditto. Letter fronr M. Yamamoto to VV.R.

   PZ:ttei'soit conceivtittg his QPiition tvhich mgy

   bttei'est the Allied Ebtvei"s tvith i'egtti"d to

   't4e IFlettttt-e Mltiiagevtent of btdonesia. Bacavia,

   Se?tember 23rd, 1945, 5p.

D5-1032,M19-32(NJ.AD32) ,
  32. Ditto. PZirsonal Cipinion of ua. Gen.

   Yamamoto conceivting Cet'tain R'oblems

   tvhi,ch･theAl(iedshottldConsidei'hnmediately

   ivt ordei- to Enstere aSmooth I:aking ofJkeva.

   September 21st, 1945, 2ti.

D5-1033, M19-33 (NJ-AD33)

  33. Yanagihara Masuzo. httei'i'ogution RqPort'

   of Coptaitt Yantrgihai'a Mitsttxb. Singapore,

   July 6th, and July 8th, 1946. 6 p.

D5-1034, M19-34 (NJ-AD34)

  34. Nishijlma Shigetada. Verfelaring･van

    IVIshijima Shigetadd, Vei'benden aan de

    1'bli.tieks aveeVi.ng wait het Mdi'ine-ktwttooi'

    te Batavia wan Scl}ottt biV Mcht A4lteda,

    Beti'qi71incte de btdbnesische Oncofhankelijkhe-

                        47
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　　　認5うβω89功9召π48βゴゴeθ罐07π5勉オθπH痂留’

　　　ηαπ11fα84σoメ）61一エ2ゑπ9密‘5置1945．　SingaPore，

　　　10－13Maart　1947．13　p，

D響灘鑑器＿。脚擁加
　　　ノ1躍‘84」％zσ8，写，　Octρberユ8εh，1945．　11　p．

D6マラヤ．
Dスマトラ

　　※〔以下の資料は，防衛庁防衛研修所戦史室所蔵

　　『南方軍政「主として馬来」関係資料（通称徳川資

　　料）』の一部である〕。

　　『軍政部旬報』　『軍政監部旬報』

D6，瓢21－i

　　第2琿軍政部暉親臨旬報』．

　　※〔旬報は，概況，．内務行政，産業，財務，交通の

欝わたる韓聯軍政r纏勲記録

D6－1036，　M21－1－1

繋驚部「軍政部旬報第1号」昭才Ψ年圃．

D6一ユ037，　M21－1－2

　　第25甲種部r鰍部旬麟2号」昭和・7年4聯

　　3旬，9P．

D6－1038，　M21－1弓

響野「脚旬報騨昭1ロユ7糊第

P6－1039，　M21－1－4

　　第2暉軍政部曲政団団聯4号」昭禾017年5月第

　　2旬，42P．

D64040，　M21－1－5

．臨書部「・・部二号」口甲和・7輪

D6－1041，　M21－1一与

　　第25軍軍政部「軍政部旬報第6号」昭和17年6月第

　　．1旬，42P・

D6－10姐，M21一エギ

　　第25軍門工部「軍政部旬報第7号」昭和17年6月第

　　2旬，　24i〕．

D6－1043，　M21－1－8

讐響織部「軍政音陶報第8号岬和17年1膿

D6－1Q44，　M21－1－91

　　第25注脚「購騨9号」11勤評017年7月第

　　　　48

　　1旬，28P．

D6－1045　M21－1－10
　　　　，
　　第25軍軍政部「軍政部旬報第10号」昭和17年7月第

　　2旬，34P．

D6，．瓦121－2

。訟鷺欝醗鞭』
　　第25羅齢・雛押脚号1・1召和・7年目．

　　馬肥3句，　39P．

D6－1047，　M21－2－2

　　第25雌雄部暉政齢磁議了2号⊥日召和17年8

　　月第1旬，33p．　　　　．　、

D6－1048，　M21義2－3

　　第25軍軍政監部「軍政監部旬報第13号」昭和17年8

　　月第2旬，35p．

D6－1049，　M21－2－4

…軍雄・「・蝉騨・4卸召組・7年・

　　月第3旬，23p．

D6－1050，　M21－2－5

　　富集団軍政監部暉政監部旬報第15号」ll口幅7年9

　　月第1旬，23P，

・D6－1051，　M21－2－6

　　富集団軍政監部「軍政監部旬報第16号」昭和17年9

　　月第2旬，23R

D64052，　M21－24

　　置潮軍雄部「軍政監音β画会艮第17号」闘口和聯9．

　　月第3旬，25p．

D6－1053，　M21－2－8

謝鷺襲「騨旬報第18号」昭畔10

D6．1。54，． l21覗二9．

　　富集団軍政監部「軍政監部旬報第19号」昭和17年10

　　月曜2旬，21P．

1）6－1055，漉1－2－10

　　富集団軍政監部「軍政監部旬報第20号」昭和17年王O

　　月第3旬，3Qp．

D6一工056，．M212－11

　　富集団軍政監部「軍政監部旬報第21号」昭和17年11．

　　月第1旬，14p．

D6－1057，　M21－2－12

　　富集団軍政監部．「軍政監亀旬報第22号」昭和17年11

　　月第2旬，44p，

p6－1058，　M21－2－13
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　　昭南軍政監部「軍政監部旬報第23号」1昭和17年11月

　　第3旬，　21p．　　　　　　　　　　　　　　rll．．1．1＝　．‘…．．lIi、q
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D6－1086，　M22ト18」工3

　　昭南軍政監部「富公報第U号」昭和18年1月25日，

　　1P．
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D64090，　M22－18－17
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P6－1110・M羽一4岬

　　「評判局長口演要旨」昭和18年5月12日∫15》．
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　　1β年7月1日，2P．

D6－11121M22「6

　　嚇館合同彫・勘畷事項」・P・．
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。議論岬細恥手7月11胆P’
　　「『ゴム』問題ノ懇談一部j昭和18年7月11日∴2息
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　　20日酎21日）」　2P．
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b6」1121，膿2「14－1

　　馬来軍政監磯矢伍郎「（馬来各州（市）締務部長会同

，二

D難於ケノ？騨訓解禾111年マ脚

D6－1122，　M22－14－2
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。、二、灘蟹琴旨」，昭碑月21；日迦．
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　　関スル件」昭和18年9月6日，4p．．
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　　〔序文に「本書八昭和＋七年一月二日比島二於ケ

　　ル日本軍政実施後昭和十八年十月十四日軍政撤廃二

　　至ル迄ノ二二於ケル，比島産業ノ実情ヲ，出来得ル
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　　般ノ産業施策ノ決定ト1之が実施ノ結果トニ付，努

　　メテ，其ノ由ッテ来ル所ヲ明確ニシ，以テ将来ノ比

　　島対策昌寄与セシメムトスルモノナリ」とある〕

DS．海軍占領地

D8－1135，　M15－1

　　「南方占領地民攻部機構二関スル件仰裁」昭和17年

　　1月9日，　（別紙とも）　1p．

D8－1136，　M15－554

　　「南方占領地民攻部機構」5P、

D8咽1工3ブ，　M15－55弔

　　別紙i「占領地民政部要員配員表」昭和16年12月30

　　日，1P．

D8一工138，　M工5－55－3

　　別勘「占領地軍政機構案」昭和・7¢・即日・

　　1p．〔4部．うち一部は書摯あり〕

D8∴1139とM15詑0

　　南方政務部「南西方面艦隊民政府設置二際シ，各級

　　司政長官二訓示傑）」昭和17年6月3日，8p．〔加

　　筆訂正あり。訂正後は「南西方面艦隊民攻府現地進

。藤織讃以下騨員二訓示（案脚る〕

　　南方政務部「南西方面艦隊民政府総監上京ノ際二於

　　ケル鰹胎媒項」覚昭秘7妬・。月23日・6，．

D8－1141，　M15－22吻

　　南西方面艦隊民政府「事務打合事項」2P，

D8－1工42，　M15－23

　　兵備局第二課「民政府総監トノ事務打合覚」昭和17

　　．年10月31日間5p．．

D8－1143ジM15－24．

　　南方政務部「岡田総監事務打合覚」昭稗7年昇月24

　　日，2P．

D8－U44，　M15－25　　　　　，

　　　「民政府総務局長，南西方面艦隊参謀副長，上京ニ

　　ョル連絡会議経過概要」1召秘7年9月11日，14P．

D8－1145，　M15－26

　　南方政務部「民政府総務局鼻南西方面艦隊参謀副

　　長上京ノ際二於ケル主要打合事項覚」昭和17年9月

　　8日，5P．
D8一工工46，　M工5一β3

　　　「小rスシダ』列島（「アル」，「ケイ」，「タニンバ．

　　ル」を含む）「モルッカ」諸島，「ニューギニア」

　　諸島二於ケル防備ト占領地軍政実施トノ関連二関ス

　　　　5z

　　・レ陸海跡央協定ゴ8月28日・9月・日・4・・1加．

　　筆訂正あり〕

D8－1147，　M15－38－1

　　海軍省航空本部口引部長一南方政務部畢「南方政務

　　関係資料ノ件回答」昭和16年12月29日

D8－1148，．M15－3S－2

　　別紙「占領地軍疎実施目皿スル航空ノ管理運営方

　　策」2P．
D8－1149，　M15－6急一工　　　　　　　　　圏

　　南酉方面艦隊民攻府総監「地方行政機構整備要員二

　　関スル件上巳」昭和17年工0月13日，10p・

D8一工150，　M工5－62－2

　　別紙1「民政府管下地方行敏機構整備暫定要綱」

　　『4P．

D8噌1151，　M15－62－3．

　　歪｝「∫紙2　「要員表」18p，

D串一1152，M15－6宰

　　「南西方面艦隊民政府管下，民政部行政管轄区域一

　　覧」4p．〔ゼレベス，セラム，ボルネオ，三民政部

　　について〕

1）8「工153，　Mユ5－64

　　「岡田民政府総監管下民政現状報告チ際シ海軍大臣

　　葡ll示要旨」昭和17年10月25日，4P．

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　．　　　　＊

D8一工154，．　M15－79

　　セレベス糎民短長石畑四郎「命令割昭添叩年

　　4P・〔別表・．俸給一覧表がついている〕

．D8－1155，　M15－82

　　「パプア調査部要綱」14p．．

D8－11耳6レM32．

　　大沢司政官『小Sunda農林水産統計（イン．ドネシア

　　語）』昭和18年11月

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

　　※〔以下，D8－1157酎D8－1166までは『極秘綴ニュ

　　ーギニア間脳府（浜閏総監用）』として一括されて

　　》・る〕

D8－1157，　M16－1

　　「『ニューギニア』軍政実施要綱」昭和17年7月29

　　目，7P．

D8－1158，　M16－2

　　海軍大臣嶋田繁太郎「西ニューギニア民政部令」昭

　　和17年9月，1P．〔別表一枚〕

D8－U59，　M16－3
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．．

h海軍白魔嶋田繁三郎．「西手ユーギそア罵政部事務分

∴；離舞…」町017年四・．↓P・．1。1．．・．㌔．・．

P8－116q・単16一チ．．1［i．．．　．．、．　、．．、

　　海軍寧務局長．（南酋方面艦隊参謀昂宛），．「酉モユー

　　ギ「ア方面纏穿写真測量実施干中冬ル件申進」昭和

．．．
P↓？年10月8臥　ユP・…；．．：．．，

恥711β乱遡6至

蝋：「酉r子搾ギニア二酉航空写真測量実施デ関スル件

ぐ．仰裁」昭和17年9肋目．・．3P．・・．・・．．…．h

D8－1162，　Mユ与一36　．　．、　．・　．．．：．．：．．．．．．∴．曽．

．、．、退塗官：菖ジ：擦田中将二申入覚」曜和17年昌且14同，

　．嶋～｝ξF．干「ギラア興燗優〕．1．・，1：i

D8「1ヌ〔1辞，．珂斗5「｛IQ．1．；．．．弓．．．1．∴．ぢ一．．．．ll．．．．

　　「芽ユーギニア民政府（部）ノ開設並二之干伴フ南

　　西方面艦隊民政府（部）ノ改編二手関琴ノヒ件」．1p‘

現昌r手斗6三無15r6喜；；〉．．。．1⊃．∵，・，．ヒ舶．．．、　　∴＝・1．い∴　：．；』∵．・

　　「［rrユ「ギ≠フ「』．民琢府牢月表ノ：昂峡部定員表」

D8－1165，M15－80　　　　　　　　．il．：ゼ1，；．lI．2ilIl．l

l～：1：1 ｱ「．・『干ユ紙ギチτ』．民政府現地進出昌際シ総監以下．

．．・ﾁ1押回職員浴訓示（案）」昭和1S年1月4目，！…1．7P．

D8－1166，　M15－81　　　　　　　　．　　・．1∵．

　　・「『ニューギニア』調査探検要綱」1ユP・．．，；．…

P貯耳β7；層Mユ与叶831！．．．．．1．．．「1．．旨　．．．．1：’．．．；．．．．．・．．l

l瓢、南方政務部』「浜田総監打合事項」：．．IP≧．．；．．．！

D8－1斗68，　M15喝4　　　　　　　　．．1．．…．＝．：旨．．．．

　　海軍太臣嶋田繁太郎「ニュ「ギニア民政府令旨ノ通
しI．．∴． ?正セラル」昭和工8年1．．4p．；．．・：．㍉．∵．1∵

1）841工691M15÷85　　．1．1、．　・，．．　．　．　．．「．．　．；一．．L．；．：．．　　‘‘町

　　別表「ニューギニア民政府定員表」2p．．．：．．q

D3－1170，　M15－86．　　　　　　一：．1！．り．∴［’．．：．

　．．：｝・：海軍大臣嶋田繁太郎「二昂十ギニア民政府事務分掌

　．．規程左ノ通改正セラル」略和18年1．．．5P．∵．

D8－1171，　M15－87　　　　　　　　　　　．．・1・ll：！、

　　海軍大臣嶋田繁太郎「西ニューギニア民政府令ヲ廃

1～∵．1∵止ス1レ内金⊥昭和．18年，・．．1p．1．．．．：！．ll；．．・lf．．．．

D8－1172，　M15－8＄

　　海軍大臣嶋田繁太郎「農業報国連盟及農民義勇隊「

　　．対スル～～廃止ノ内訓」昭和18年，1p．

D9　セレベス新聞

pgr卑1曲道，；煙28こ．．　，．．　　　　．　　　　．．∫．．．　、．，，：．，ミ　．．：．き．

　　．『セレベス新悶（メナド版）．』．．一．．．．、：．．「「．

　　※「『セレベス新聞（メ1ナド版）』．綜，・＝太平洋犠争中

．毎日薪聞社が軍の委嘱を受け，．当時邦字紙として発

行していたメナ．ド新聞をぜレベ…ズ新聞．づメナド版と

して，創刊昭和17年12月81働Σら終刊昭和励年8月

2日まで，メナドで発行した邦字新聞であ：る〕

昭和18年5月：23ゴ25」26，．27，28，．．29，：30：1…’1：

昭和18年6月　1，2，3，4，・．5，6，8，9，10，1工，工2，

　　　　　　　13，：14卜．＝15，．ユ6，．17，18，．l！20，．23；．24，

　　　　　　Ir．．25，．．26，1．27ぎ・「29，．30……・．．…，．．；．1；：｝：．．．…

．昭和18年7＝月121，．唱2，．3；4，6，7，8，1：9；11111：1211．．．13

昭和18年8月　19，22；：23∫：24；：．25，26，28，29，30

．昭和18年10月．；1，2，3，5｝．6，．7，8；．9，i10髭111，1．12，

　　　　　　　13，14；1．15；．16，．．17，19，20，21，　22，

　　　　　　　．；23，・24｝．26，27∫．28ド29，噛：30∫i31．：・

日召和18年11月　　工，2，3；；5；究6，・7，．9，　9号タト，10，11，

　　　　　　　12∫13‘i4，．16，＝17ジ118，・i19ヌ：12q…21，．

　　　　　　　22，23，25∫．27」＝：28，29

．昭和19年12月．．2，13，．4｝5，7；8，9ゴ．10，．．、11，i；1125114，

　　　　　　　15，16；覧17」．』18，L119，20，21，　22，23，

　　．’』．⊃＝；　．．…1　：24，25ジ27，．28，：29，L130．1・臼「．1．臣∵

　昭和19年1月　1，5，7う8∫9，・』11，13，工4，15，16，

　　　　　　、；．118∫i19，；20，．21，；22‘：23，125；．26，．27，

　　　　　　　28，29，　3q㌧1　．．．．．1　　．

．1 ｺ和19年21月．！．1，．：2，3二4｝5；6；8，19｝i10；｝11エ，1．．13，

　　　　　　　15，16，17；1．18；：．19，20，21号外，22，

氏． @FLI：．1：、；．・．．：　．231．＝24｝25，．26，！27ダ29．旨1．∴｝ll．．

昭和19年3月　1，2，3，4，5，1マ；8，19，m，11，12，

乙　　、1…！　．∵　．．．・　∴i14ゴ115；＝16，．17，；18，iユ9封205£哉：…24，

　　　　　　　25，26，28；129，＝：30，31　．

1” ｺ和エg年4月L；1，．．2，5；6，．7，8，11；ユ2；；工3，！14115，

　　　　　　　16，18，19∫．20，；21，22，23，．25，．27，

　　　　．lli；．ll．．．1「．．2臼．、ド・・1．「．．r：L．；．11．．．・∵．．．「｝’．．．．．㍗　　：虫r

：．… ｺ和19年5．月．∵27」．30，：3工．．1．；i．．．．．

晧和19五胡1．i∫．職46，．ク，亀9，．10；1転．13，

　　　　　　　．i4；．工6，∫17野i8∫2blゴ1，122，．．23ゴ24，

　　　．1．：　1　　　．ゴ5；：2ク，∴を9，29～30．・．；．L…．；

口争零019年7月

層嶺‘ @　　’ト．噛．

㍗昭和19年．8月

D9－1174，　M幻．

．1ン2，4ン． T，6；〆7，．8；91！11ジ12，．13，

14，15，16，18，19，20，2王，　22，23，

25，26，27，28，29，30

1，2，3，4，5，6，8，9，1q，11，12，

13，15，16，17，18，19，20，　22，23，

24，25

r躍既4環4．：3恥耳躍ε』’

ラ3
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※〔セレベス新聞のマレー語版で，創刊は昭和18年

4月29日，終刊は昭和20年8月21日である〕

昭和18年5月

昭和18年6月

昭和ユ8年7月

昭和18年8月

昭和18年9月

昭和18年10月

昭和18年11月

昭和工8年エ2月

昭和工9年1月

昭和19年2月

昭和19年3月

昭和19年4月

昭和19年5月

昭和19年6月

．踊躍019年7月

昭和工9年8月

2729
　，

1

4，538，ユ0，ユ2，ユ5，17，ユ9，22，24，

26，29

1，3，6，8，13

21，　23，　25，　跳，　36

2，5，7，9，12，14，16，19，．21，23，

26，28，30

2，4，6，9，工1，13，工6，．18，20，客3，

25，27，30

2・4・6・8・9・ユ1・14・ユ6・ユ8・3ユ・

23，28，30

1，6，8，11，13，15，　18，20，22，25，

27，29

1，3，5，8，10，12，15，17，19，22，

24，26，29

2，4，7，9，11，14，16，18，21，23，

25，28，30

1，4；6，8，1ま，13，15，18，20，22，

25，28．

3，4，6，9，11，13，16，18，20，25，

26，30

1，3，6，8，10，13，15，17，20，22，

24

1，4，6，8，11，13，　15，18，20，22，

25，27

1，3，5，8，10，12，15，17，19，22，r

24，26

D10．『日本人の海外活動【；関する歴史的卸査』

　　※〔大蔵省管理局『日奉入の海外活動に関する歴史

　　的調査』は，「差当り連合国に対する賠償関係…又

　　可能とする時期が来れば，国の個人に対する補償と

　　いう・関係」から．「・日本及び目本人の海外事業の，最

　　終段階に於ける状態とか，その評価等に関する基礎

　　的調査」をおこなうことを目的として，昭和21年，

　　外務省大蔵省共管の下に実施された調査事業の報告

　書である。廟査は，「朝鮮」「台湾」「樺太」「南

　　洋群島」「満洲」　「北支」’「中南支」「南方第一」

　　「南方第二」「欧米その他」の10部会に分かれてお．

　　こなわれ，報告書は，昭和22年間初夏から募れにか．

　　けて執筆されたものと見られる。本報告書は，．全部

　　で11篇，3ら冊から構成され，以下に収録したD10－

　　U75からD10－n80は，そのうちの一部で，通巻第

　　30冊から第35冊にあたる。

　　　なお本報告書の原本は，東京大学総合図書館（た

　　だしr通巻第31冊南方篇第2分冊，盛論仏印逼羅

　　編』のみ，東京大学経済学部図書室）に所蔵されて

　　いる〕

D10－1175，　M20－1

　　大蔵省管理局r日本人の海外活動に関する歴史的調

　　査通巻第30冊南方篇第1分冊（総論）』285p．

D10－1176，　M20－2

　　大蔵省管理局『目本人の海外活動に関する歴史的調

　　査通巻第31冊南方篇第2分冊，各論仏印邊畢編』

　　122P．

D10一工177，　M20弓

　　大蔵省管理局『日本人の海外活動に関する歴史的調

　　査　通巻第32冊南方篇第3分冊，各論．緬旬英領馬

　　平編』175p．

D10－1178，　M20－4

　「大蔵省管理局『日本人の海外活動に関する歴史的調

　　査　通巻第33冊南方篇第4分冊，各論蘭印編』

　　156P．．

D10－1179，　M20－5

　　大蔵省管理局『巨本人の海外活動に関する歴史的調

　　査通巻第34冊南方篇第5分冊，各論　比島編』

　　108p．

Dユσrユ180，M20－6

　　大蔵省管理局r日本入の海外活動に関する歴史的調

　　査　通巻第35冊欧米篇諸地域篇』282p．

E．そ の 他

インドネシア関係地図

　　〔以下M33－1創M33弔2は，各地域毎の入口密度，

　　　　54

平均降雨量，農業，プランテーション，林業，水田，

畑地，．鉱物資源，石油埋蔵量，交通（等級別道路，

道路状況）．等に関する地図である）
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