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は　し　が　き

　日本経済統計文献センターは、幕末・明治初期より現在にいたる日本の社会・経済に関する統計を中

心とし、さらにこれに関連する調査・研究資料をできるだけ完全に収集して、学術研究者の公開利用に

供することを§的とし、昭和39年4月、一橋大学経済研究所の附属施設として設立された。

　その事業内容としては、「センター」の収集した資料の閲覧、複写サービス、日本経済統計に関す

る索引・目録の発行等の図書館業務をおどなう他、ドキュメンテーション・センターとして、日太経済

統計に関する情報サービスを予定している。

　この分野におけるドキュメンテーションの技術的展開および実際的応用のため侯は、～方において

は専門分野の内容に関する体系的アプローチを必要とし、他方においては主要概念間の関連をとらえう

るように、用語を中心とするシソーラスの作成が要求される。この両者は密切な関連をもつが、「セ

ンター」ではまず体系の構成が必要であると考え、シソーラスの作成は、次の段階で完成する計画を

たてた。

　この分類表は、「センター」の収集した資料の分類のために新しく計画されたものであるが、それ

は同時忙以上のような意昧κ訟ける体系的アブローチを具体化したものである。上述の方針にもとつい

て昭和38年6月経済研究所内に分類委員会を設け、下記の研究所教官を委員として委嘱した。

　　委員江見康一細谷新治伊大知良太郎（委員長）

　　　　　　　倉林義正　南　 亮進　溝口敏行
　　　　　　　篠原三代平　梅村叉次　（アルファベット順）

　委員会は、各種分類表を比較検討した結果、フランスのINSEEの分類表（Institut　National

　　　　　　　　　　　　　　　ブ　　　　　　　　　　　　　　　ノ
de　la　Statlstique　et　des　E組des居c・n・m汕es：Plan　de　Classificat輌・n　D6cimale　de

▲。島ωm。就。ti。。　St誕i。tiq。e　et自。・。。miq。e．2e　6dlti。。，跳、6e　et・卿16t6。．

Paris，1959．）の構想を採用し、まずA総記からS国際経済の17の主綱を決定L各主綱を分類委

員会委員が自己の専門に従って分担して細分原案を作成し、その結果を調整して成案に達したのが本表で

ある。

　我々の今後の作業としては、第1にこの分類表を実際に便用する際、センターにおいてメモを蓄積

し、その結果を「分類規程」の形で刊行すること、第2に臼本経済統計用語のシソーラスの作成を予

定している。後者に関しては、経済統計に使用される用語、鉛よび経済学学術用語の体系的関連を

明らかにする基礎的作業を進めているが、その際、この分類表の相関索引は経済学学術用語の体系的

関連をとらえるためのツールの1つとして使用される予定である。



　この分類表は最初の試みであって、多くの面で不備を残していることと思われる。この点に関して

は、今後「センター」での実際の利用によって必要な訂正を加える予定であるが、な訟利用者および

学術文献の分類にとくに関心を寄せられる方々から、積極的なご意見をいただければ幸である。

　この分類表作成の過程において、上記委員会のメンバーの他．慶応義塾大学文学部教授藤川正信氏、

論よび国立国会図書館分類表作成委員会、神戸大学経済経営研究所経営分析文献センター、経済資料

協議会加盟各機関の協力を得た。この機会に深ぐ感謝の意を表する。

　　昭禾042年3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一橋大学経済研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本経済統計文献センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター長　山　田　　　勇



表　の　構　成

（1｝本表の主綱はA～S（1，0を除く）の17部門からなり、細分にあたっては10進法を基本とし、

　アラビア数字を使用した。

　　ただし、産業細分類（κ3A～K3L）および資料細分類（資料単位に分類コードを定めたもの。

　例；勧業年報　D42　K　3　AaK）にはローマ字を併用した。

｛21助記性について

　　各主題の下は、できるかぎり次のような同一の記号により細分し、助記性をもたせた。

◎
1
2
3
4
5
8
9

総　　記

学または理論的研究

歴史　事情または実証的研究〔地域区分〕

政　　策

生産　市場　流通

経営　設備

各種類別

その他

｛3｝相関索引

　　相関索引は、分類表本体において位置づけられた概念を求めるための索引であるから、ここに収

　録された語は、あくまでも概念を中心としたものである。その点で、ことばを中心とした件名標目表

　の構成と異なる。

　　この索引には、分類表にとりあげたことばだけに限らず、主として当文献センター利用老の検索

　の立場からみて、必要と思われることばをなるべく広範囲に収録して、分類記号により体系的関連

　お・よび使用法を指示した。

　　また、1つのことばがさまざまな観点によりその体系的位置づけが異なる場合は、それぞれの観点

　を〔〕で示し、的確な用法を可能にするよう意図した。

i
▲

｜1



表の使用法

ω　主題と形式との関係

　　図書資料はまず主題によって分類し、次に必要な形式区分をむこなう。ただし、統計資料について

　はまず形式を示すD42で分類し、内容を構成する主題の分類記号を組合せて用いる。

②　地域記号表

　　地域記号表では、地理区分・海洋区分・特殊地域区分が一連の数字系列記号により示されている。

　　統計資料は、調査対象地域を示す地域記号を必ず付して細分をする。

　　本表中の遁の歴史・事情・実証的研究その他、地域が特に必要と思われる主題は、　本表中で

　（地〕を用いて地域記号表による細分を鉛こなうことを指示している。その場合、例えば日本10◎は

　下位2桁の◎を略した1を、中国22◎は下位1桁の0を略した22の形で、地域による細区分をお

　こなう。

｛3｝地城の扱い方

　　2地城にまたがる時は、そのそれぞれの地域記号を　；により結合して用いる。

　　3地域以上にまたがる時は、地域記号表において、もっとも近い上位関係にある地域記号を用いる。

　　2地城間の関係が問題となる時は、（例えば貿易　交流など）それぞれの地域記号を／を用い

　て結合して示す。

（4）実際の分類作業にあたっては、必要に応じて、別に主題あるいは形式にもとつぐ分類記号の付与によ

　り、目録体系の中で重出をおこなって使用の便を計ることができる。

Vl



主　綱　表

A　総記

図書館

図書学　書誌学

情報科学　情報管理

参考図書

論集　評論　随筆　雑記

学会　団体　会議　研究機関

研究法　指導法　研究案内

双書　講座　全集

稀　　書

B　科学総論

　B1　自然科学

　B2　人文科学

　83　社会科学

　B4　行動科学　社会工学

　B5　歴史学

C　経済学

　C1　経済学史

　C2　経済学方法論　経済哲学

　C3　経済分析の方法

D　統計学　統計資料

　D1　統計理論と方法

　D2　応用統計学

　D3　統計制度

　D4　統計資料論　統計資料

V



直　経済史　経済事情

　日1　経済史

　鷺2　経済事情

F　経済の主体と環境

経済の主体

自然条件

地　　理

人種　民族

民俗　宗教　文化一般

教　　育

社　　会

政治　外交

法　　律

G　社会経済体制

　G1　社会経済体制一般

　G2　資本主義経済体制

　G3　社会主義経済体制

　G4　戦争経済

比較経済体制

経済政策

計画経済

H　国民経済循環の構造

　II　1　国民経済循環　国民経済計算

　H2　　国富　　国民貸借対照、表

　H3　産業連関表分析

　H4　資金循環表分析

　H5国民経済バランス論

J　生産の資源

　」1　生産資源一般　資源論

　」2　自然資源

lV
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技

　

　

学

人

労

科

3
　
・
4
　
5

J
　
J
　
J

K　生産と生産活動

　K1　生産と生産性

　K2　産業構造　産業組織

　K3　個々の産業

　　K3A　農　　業

　　K3B　林　　業

　　K3C　漁　　業

　　K3D　鉱　　業

　　K39　建設業

　　K3F　工業　製造業

　　K3G　商　　業

　　K3H　ユネルギー産業

　　K3」　運輸　交通

　　K3K　通信業

　　K31」　サービス業

L　企業経営　会計

　L1　経営学　企業経済学

　L2　経営史　経営事情

　L4　企業経済

　L5　経営管理

M　国民所得の分配と支出

　M1　国民所得の分配

　M2　国民所得の支出

ー、
1

V



N　財政

財政理論

財政史　財政事情

財政政策　財政行政

財政制度

国庫経費と財政収入

公　　債

官業　国有財産　専売

地方財政

P　貨幣

1
2
3
4
5
6
7
8

　　金融保険

貨幣理論　金融理論

通貨金融史　通貨金融事情

通貨金融政策　銀行政策

金融制度　貨幣制度

金融市場　資本市場

銀行　金融機関

産業別金融

保険

Q　価値　価格と物価

　Q1　価値理論　価格理論　交換論

　Q2　物　　価

　Q3　個別価格

R　経済変動

　R1　経済変動の理論

　R2　経済成長　経済進歩

　R3　構造変動　国民経済構造論

　R4　長期変動

　R§　景気変動“景気循環　恐慌

Vlil



R6　景気予測　景気変動の計量分析

S　国際経済

　S1　国際経済

　S2　国際収支

　S3　外国貿易

　S4　蟹際通貨

世界経済

国際金融

X



形式区分表

41

　411

　412

　413

42　目

　421

　422

43

44

45

46

47

48
5

6

7

8

9

　百科辞典

　年鑑

　人名録　　　　　　　　　　　　　名鑑　一覧

　ハンドブツク

　（統計要覧類もD42を付してここに収める。〕

　年　　表

　地図　図譜　写真集

論集　評論　随筆　雑記

学会　団体　会議　研究機関　研究会

研究法　指導法　研究案内

双書　講座　全集　史料

稀　　書

書誌　索引　抄録

　　書誌（選定書目　解題目録）

　　索　　引

　　抄　　録

　　　録

　　総合目録　蔵書目録

　　出版目録　発行目録

　　　　　事典（用語解説）

　　　年報　白書

　　　　　　　便覧　要覧

カタログ

X



地域記号表

100　日本

110　北海道地方（蝦夷）

120
　121

　122

　123

　124

　125

　126

東北地方険羽）

青　森　県（陸羽）

岩　手　県（陸中）

宮　城　県（陸前）

秋　田　県（羽後）

山　形　県（羽前）

福　島　県（岩代　磐城）

130
　131

　132

　133

　134

　135

　136

　137

関東地方（阪東）

茨　城　県（常陸）

栃　木　県（下野）

群馬県（上野）

埼　玉　県（武蔵〉

千　葉県（房総）

東　京　都

神奈川県（相模）

140
　141

　142

　143

　144

北陸地方（北国）

新　潟　県（越後　佐渡）

富　山　県（越中）

石　川　県（加賀　能登）

福　井　県（若狭　越前）

X



150
　151

　152

　153

　154

　155

　156

中部地方（東山　東海）

山　梨　県（甲斐）

長　野　県（信濃）

岐　阜　県く美濃　飛騨）

静　岡　県く駿河　遠江　伊豆）

愛知県（尾張三河）

三　重　県（伊勢　伊賀　志摩）

160
　161

　162

　163

　164

　165

　166

近畿地方磯内上方関西）

滋　賀　県（近江）

京　都　府（山城　丹波　丹後）

大　阪　府（摂津　和泉　河内）

兵庫県（播磨但馬西丹淡路）

奈　良　県（大和）

和歌山県（紀伊）

170
　171

　172

　173

　174

　175

中国地方仙陽

鳥　取　県（因幡

島　根　県（出雲

岡　山　県（備前

広　島　県（備後

山　口　県（周防

山陰）

伯書）

石見　隠岐）

備中　美作）

安芸）

長門）

180
　181

　182

　183

　184

四国地方（南海道）

徳　島　県（阿波）

香川県（讃岐）

愛　媛　県（伊予）

高　知　県（土佐）

190　九州地方（西海道　西国西南）

　191福岡県（筑前筑後豊前）

．
1
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　　192佐賀県（肥前）

　　193長崎県（西肥壱岐対馬）

　　194熊本県（肥後）

　　195大分県（豊後北豊）

　　196宮崎県（日向）

　　197　鹿児島県（薩摩　大隅）

　　199　沖　　　縄（琉球）

100A　日本領旧植民地

　1◎◎f　樺太　千島

　100m　満　　州

　1◎◎s　朝　　鮮

　1◎◎k　関東州

　1◎◎t　台　　湾

　1◎◎n　南洋諸島（委任統治）

200　アジア

　210　朝鮮（日本領旧植民地時代は100sに収める。）

　　211　朝鮮民主主義人民共和国

　　212　大韓民国

　220　中国（1949年以前はここに収める。日本領旧植民地時代の満州は100mに収める。）

　　221　中華人民共和国（中国）

　　222　中華民国（台湾）

　　227　外蒙古　モンゴル入民共和国

　230　東南アジア

　　231　ベトナム

　　　2311　べトナム民主共和国

　　　2312　ペトナム共和国

　　　232　カンボジャ

　　　233　フオス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×m



234

235

236

237

238

239

タイ

ビルマ

マレーシア　シンガポール

インドネシア

フイリピン

香港　マカオ

ブルネイ

240　南アジア

　241　インド

　242　パキスタン

　243　セイロン

　244　ネパール

　245　アフガニスタン

25◎

　251

　252

　253

　254

　255

　256

　259

西アジア

トルコ

イラン

イラク　シリア　レパノン

ヨルダン　サウジアラビア

クウェート　マスカットオーマン　その他ペルシャ湾沿岸土候国

イエメン　南アラビア連邦　アデン

イスラエル

　　　　　　　　　　　ゆ300　ヨー口・プ♂、

310　北ヨーロッパ

311

312

313

314

フィンランド

スウェーデン

ノルウェー

デンマーク　アイスランド

32◎　ソビエト連邦　（革命前のロシアもここに収める）

　321　ヨーロッパロシア

xiv



　322

330

　331

　332

　333

　334

　335

　336

　アジアロシア（日本領旧植民地時代の樺太　千島は100fに収める。）

東ヨーロツパ

ポーランド

チェコスロバキア

ハンガリー

ルーマニア

ブルガリア

ユーゴスラビア　アルバニア

340　イギリス（連合王国）

　341　イギリス

　342　エール

350　西ヨーロッパ

　351　ドイツ（1945年以前のものはここに収める。）

　　3511　ドイツ民主主義共和国

　　3512　ドイツ連邦共和国

　352　フランス　モナコ

　353　ベルギールクセンブルグ

　354　オランダ

　355　スイス

　356　オーストリア

360　南ヨーロッパ

　361　イタリア　バチカン

　362　スペイン

　363　ポルトガル

　364　ギリシア キプロス　マルタ

400　アフリカ

410　北アフリカ

　411　アラブ連合

XV



　412　アルジェリア

　413　リビア　チュニジア　モロッコ

　414　モーリタニア　サハラ（スペイン領）

430　北東アフリカ

　421　スーダン

　422　エチオピア

　423　ソマリア　仏領ソマリー

430　東アフリカ

　431　ケニア

　432　ウガンダ

　433　タンザニア

　434　ルワンダ　ヅルンジ

カナリア諸島（スペイン領）

440　西アブi〕カ

　441　セネガル

　442　ギニア

　443　ガンビア　ギニア（ポルトガル領）　シェラレオーネ　リベリア

　444　マリー　コートジボアール　オートボルタ

　445　ガーナ

　446　トーゴ　ダォメ　ニジ瓢一ル

　447　ナイジェリア

450　西中央アフリカ

　451　チャード　カメルーン　中央アソリカ

　452　灘ンゴ（ブラザビル）　ギニア（スペイン領）　ガボン

　453　コンゴ（キンシァサ）

　454　アンゴラ（ポノレトガル領）

460　南東中央アフリカ

　461　ザンビア

　462　ローデシア
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　　463　マラウイ　モザンビークポルトガル領）

　470　南アフリカ

　　471　南アフリカ共和国

　　472　ボソアナ　スワジランド　レソト

　　473　南西アフリカ

　49◎　マダガスカル　モーリシャス

500　北アメリカ

　51◎　カナダ

　530　アメリカ合衆国

　560　メキシコ

　570　中央アメリカ

　　571　グアテマラ　ホンジュラス（英領）　エルサルバドル

　　572　ニカラグア　コスタリカ　パナマ

　590　西インド諸島

　　591　キ・ユーノミ

　　592　プヱルトリコ

　　593　ジャマイカ　ハイチ　ドミニカ　トリニーダ～ドトバコ

600　南アメリカ

　610　ベネズエラ　コロンビア　エクアドル　ガィアナ　ボリビア

　62◎　フフシノレ

　63◎　パラグアイ

　640　ウルグァィ

　650　アルゼンチン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×v‖



660　チリ

670　ペルー

700　オセニア

710

720

730

740

750

オーストラリァ

ニ☆一ジーランド

メラネシア

ミクロネシァ

ポリネシア

800　海洋区分

8jo　大　西　洋

　811　北大西洋（北海　イギリス海峡　バルト海）

　813　西部大西洋（メキシコ湾　カリブ海）

　815　南大西洋（ギニァ湾　その他）

820　地中海（アドリァ海　工一ゲ海　黒海　カスピ海　アラル海）

83（）　太　平　洋

　831　北太平洋（ベーリング海　オホーツク海　日本海　黄海　東シナ海　カリフォルニァ湾）

　833　南太平洋（南支那海　ボルネォ海　スル海　セレベス海　ジャワ海　バンタ海　アラフラ

　　　　　　　　　海サンゴ海タスマン海）

840　インド洋（ベンガル湾　アラビァ海　ペルシャ湾　紅海　スエズ運河）

850　北氷洋（北極海　白海）　北極

860　南氷洋　南極

900　特殊地域区分

910　資本主義圏

920　社会主義圏

950　通貨圏

　951　ドノレ圏

　952　ポンド圏

自由主義圏

スターリング地域
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総 記

A 総記

総 記

〔ことには～般的な総記類および図書館関係の資料を収めるが，

各主題の下の総記についてもA4～A9までの細分を適用し

　（別表），主題に分類された資料を必要に応じて，とこに副

出する。〕

A1　図書館

　A10　総記
　A11　図書館学
　A12　図書館史　図書館事情

　　A121　図書館史　〔地〕

　　A122　図書館事情　〔地〕

A13
A14

図書館行政拾よび財政

図書の整理と保管

〔マイクロフィルムの整理と保管を含む。〕

〔経営事務資料の整理と管理→L58〕

A141
A142
A143

図：書の選択および収集

図書目録法

図書分類法および記号法　図書の配架

〔図書分類表はここに収める。〕

A144　図書の保管と保全

A148　特殊資料の整理と保管

A15　図書運用法　図書館活動
　　　　〔参考事務はここに収める◎〕
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A2 図薯学　書誌学

A16　図書館設備　図書館建築

A18
　A181
　A182
　A183
　Al84
　A185
　A186
　A187
　A189

各種図書館

中央図書館

公共図書館

官公庁および地方議会図書館

会社および団体付設図書館

特殊人のための図書館（病院図書館など）

専門図書館　研究調査機関図書館

学校図：書館　大学図書館

その他の図書館　文庫

A2　図書学　書誌学
　　　〔こどには執筆　編集　装順その他造本～般を収める。〕

　　　〔出版ジヤーナリズム→F？1421　出版業　印刷業　製本

　　　　業一炉K3F8e〕

A3　情報科学　情報管理

　　　〔ここには情報システム～般論および情報科学と情報管理を結

　　　　びつけて，一般的に論じたものを収める。〕

A31　情報科学
　　　　〔工学としての情報理論 通信理論→B17〕

A315　電子計算機i
　　　　　　〔ここには電子計算機そのものの理論　プログラム

　　　　　　辞典等を収める。電子計算機の利用は，各主題の

　　　　　　下に収める。〕

　　　　　　〔電子計算機の統計への利用一→D15　会計への利

　　　　　　用→L541）

A32　情報管理　情報処理　IR
　　　　〔研究管理　経営管理と情報管理の関係を論じたもの→L593〕

A325　ドキュメンテーション
　　　　　　〔ここにはドキュメントの整理としてのドキュメン

　　　　　　テーションを収める。〕
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参考図書 A4

A4　参考図書
　　　〔ここには一般的なもののみを収め，個々の主題の参考図書は，

　　　　その主題の下の総記に収める。〕

　　　〔参考事務→A15〕

A41　書誌　索引　抄録

　A411　書誌
　　　　　　〔選定書目　解題目録はここに収める。〕

A412　索引
A413　抄録

A42　目録
　A421　蔵害目録　総合目録

　　A4211　中央図書館
　　　　　　　　　〔国立国会図書館はここに収める。支部図書館

　　　　　　　　　は以下の細分に収める。）

　A4212
　A4213
　A4214
　A4215
　A4216
　A4217
　A4218
　A4219
A422 出版目録

〔官庁刊行§録

公共図書館

官公庁拾よび地方議会図書館

会社および団体付設図書館

特殊人のための図書館

専門図書館　研究調査機関図書館

学校図書館　大学図書館

社寺文庫　旧藩文庫

個人文庫（家蔵）

　　　発行目録

　　　　　展示目録はここに収める。）

A43　百科事典
　　　　〔専門分野の事典および用語辞典は，

　　　　　に収める。〕

　　　　〔語学辞典→B240〕

それぞれの主題の下
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A5 論集　評論　随筆　雑記

A44　年鑑　年報
A45　人名録　住所録　ダイレクトリー
　　　　〔ここには原則として一・般的なものを収めるが，利用の仕

　　　　　方からみて，専門的分野のものもここに収める。〕

　　　　〔カタログ類もここに収める。〕

　　　　〔商品カタログ→K3G41〕

A46　ハンドブック　便覧　要覧

A47　年表
　　　　〔歴史年表→B5（）47）

A48　地図　図譜　写真集

A5　論集　評論　随筆　雑記

A6　学会　団体　会議研究機関

A7　研究法　指導法研究案内

A8　双書　講座　全集

A9　稀書
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科学総論 8

科学総論
B 科学総論

80　総記

BO6　日本学術会議
　　　　〔学術研究体制の問題はここに収める。　学者　研究者も

　　　　　ここに収める。〕

B1　自然科学

　　　〔地学→F312 地理学→F31　科学技術→J5〕

B10
Bll
B12
B14

総記

自然科学概論　科学の哲学

自然科学史

生物学　博物学

〔動物学　植物学を含む。〕

B15
B16
B17

化学

医学　薬学

工学

〔情報理論　通信理論はこ己に収める。〕

〔電子計算機→A315　情報科学→A3　科学技術教育

　→」53　科学枝術論および個々の科学枝術→∫5

　行動科学　人間工学　社会工学→B4〕

B18　数学
B19　物理学　天文学

一 7一



B2 人文科学

B2　人文科学
　　　〔民俗学→F51　宗教学→F57〕

　B20　総記
　B21　入文科学概論　人文科学史

　B22　哲学　論理学
　　　　　〔倫理学を含む。〕

　　　　　〔特定主題についての哲学は，その主題の下に収める。〕

　　　　　〔経済哲学→C2　社会哲学→F71〕

　　B220　総記
　　B221　哲学概論　哲学各論
　　　　　　　　〔思想家の評論はここに収める。〕

　　B222　哲学史　思想史
　　　　　　　　〔論理学史　精神史を含む。〕

　　　　　　　　〔社会思想史→F782〕

　　　B2221　日本哲学史　思想史
　　　B2222　東洋哲学史　思想史　〔地〕
　　　　　　　　　　〔細分はアジア　アフリカの地域区分にしたがう。〕

　　　B2223　西洋哲学史　思想史　〔地〕
　　　　　　　　　　〔細分はヨーロッパ　アメリカの地域区分にし

　　　　　　　　　　　たがう。〕

　B23　心理学
　　　　　　〔社会心理学→F713〕

　B24　言語学
　　　　　　〔計量言語学→D245〕

　　B240　総記
　　　　　　　　〔語学辞典はここに収める。〕

　　B241　言語学の理論
　　　　　　　　〔意味論　構文分析論を含む。〕

　B25　文学

　　　　　　　　　　　　　　　　　一8一



社会科学 B3

B26　芸術

　B260
　B261
　B262
　B263
　B264
　B265
　B266
　B269

総記

美学理論

美術史

絵画　彫刻　工芸

写真

音楽

演劇

その他

　〔諸芸　娯楽を含む。〕

B3　社会科学
　　　〔ここには社会科学一般を収める。〕

　　　〔地理学→F31　法学→F91　経済学→C　教育学→

　　　　F61　歴史学→B5　政治学→F811　社会学→

　　　　F71〕

B30
B3　1

B32

総記

社会科学概論　社会科学方法論

社会科学史

B4　行動科学　社会工学

　　　〔行動科学的アプローチによる言語　心理

　　　　および人間工学を含む。〕

行動一般の研究

B41
B42

行動科学

社会工学

〔未来学を含む。〕

〔経済計画→G25

　F78234〕

ユートピア社会主義→

B5　歴史学
　　　〔個々の主題の歴史はその主題の下に収める。〕

B50
B51

総記

歴史学理論　歴史哲学　史学史

〔考古学　年代学　古文書学などの歴史補助学を含む。

　史的唯物論はここに収める。〕

〔歴史地理学→F313〕
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85 歴史学

　B52　世界史　各国史

　　　　　〔以下地域区分　時代区分をおこなう。〕

　　B52◎　世界史
　　　　　　　　〔一般西洋史はこごに収める。世界大戦史など，個

　　　　　　　　々の世界史的事件もここに収める。〕

　　　B5202　先史時代
　　　B52◎3　古代史

　　　B5204　中世史
　　　B52◎5　近世史

　　　B5206　近代史
　　　B5207　20世紀

〔世界各国の歴史は，B52以下を地域記号表により細分する。〕

　　B521　日本史
　　　　　　　　　　　〔日本経済史→E121　日本農業史→K3A21

　　　　　　　　　　　　日本土地制度史→J2222〕

　　　B5210　総言己

B521◎8　日本史史料

B5211
B5212
B5213

B5214

B5215
B5216

B5217

　　〔日本史史料はここに収め，同時に主

　　　題に副出する。〕

日本史通史

原始時代（縄文式文化　弥生式文化）

古代（奈良　平安時代　平氏滅亡

1185年まで）
中世（鎌倉　室町時代　安土桃山時代

関ケ原の戦1600年ーまで）

近世（江戸時代1600－1867年）

近代（明治　大正時代1868－1926
年）

〔明治維新史はここに収める。〕

現代（昭和時代1926年一一）
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歴史学 85

B5219　地方史（地方誌）

B52191　之ヒ海道：疑｛ヨ方

B52192
　B521921
　B521922
　B521923
　B5　21924
　B521925
　B521926

東北地方

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

B52193
　B521931

関東地方

B521932
B521933
B521934
B521935
B521936
B521937

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

B52194
　B521941
　B521942
　B521943
　B521944

北陸地方

新潟県

富山県

石川県

福井県

B52195
　B521951
　B521＞52
　B521953
　B521954
　B521955
　B521956

中部地方

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

B52196　近畿地方
　B521961　滋賀県
　B521962　京都府
　B521963　大阪府
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85 歴史学

B521964
B521965
B521966

兵庫県

奈良県

和歌山県

B52197
　B521971
　B521972
　B521973
　B521974
　B521975

中国地方

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

B52198
　B521981
　B521982
　B521983
　B521984

四国地方

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

B52199
　B521991
　B521992
　B521993
　B521994
　B521995
　B521996
　B521997
　B521999

九州地方

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

琉球（沖縄）

日本領旧植民地の歴史

B521f
B521m
B521s
B521k
B52　1　t

B521n

樺太　千島

満州

朝鮮

関東州

台湾

南洋諸島（委任統治）

B522
B523
B524
B525
B526
B527

アジア史

ヨーロツパ史

アフリカ史

北アメリカ史

南アメリカ史

オセアニア史
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歴　史学 B5

B53　伝記
　　　　〔特定主題忙閨連のある伝記は，その主題の歴史の下に

　　　　　収める。ここには一般的双伝（多数人の伝記）右よび

　　　　　主題の明確でない個人の伝記を収める。〕

　　　　　〔日記　自伝　伝記文学を含む。〕

　　　　〔旅行き日一参1～34〕

B530 総記

〔以下，必要に応じて地域区分〕

B531
B532
B533
B534
B535
B536
B537

日本人の伝記

アジア人の伝記

ヨーロッパ入の伝記

アフリカ人の伝記

北アメリカ人の伝記

南アメリカ人の伝記

オセアニア人の伝記
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C 経　済　学

C 経済学

CO　総記

学

C｜　経済学史

　　　（社界思想史→F782　統計学史→D112〕
　　　〔日本　アジア以外の西欧経済学史は下記により細分する。）

　　　〔経済学者の伝記もこ巴に収める。〕

C10　総記
C11　日本経済学史

C12　アジア経済学史

C13　西欧経済学史

　C131　通史
　C132　古代澄よび中世経済学史

　C133　重商主義　重農主義
　C134　古典学派（正統派経済学）

　C135　歴史学派経済学
　　　　　　〔制度学派も含む。）

C136社会主義経済学派マルクス主義経済学派
　　　　　〔マルクス主義思想一般→F78235〕

C137　近代経済学派
　　　　　〔限界効用学派　数理経済学派　新古典学派

　　　　　　ストックホルム学派　ケインズ学派　ロン

　　　　　　ト’ン学派を含む。〕

C139　その他の経済学派
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経済学方法論　経済哲学 C2

C2　経済学方法論　経済哲学

C3　経済分析の方法

　C31　近代経済理論一般
　　　　　　〔ここには，経済理論の分析方法全般に関係する文献

　　　　　　　を収め，個々の分野の経済理論は，それぞれの主題

　　　　　　　の理論の下に収める。戊

　　　　　　〔賃金理論一・M1311　価値論→Q1　価格形成と

　　　　　　　資源配分の理論→Q13　景気理論→R51　経済

　　　　　　　成長論→R21　国民所得の理論→H11　雇用理

　　　　　　　論→J451　利子理論→M133　産業連関表分

　　　　　　　析→H3　生産の理論→K11　資本の理論→

　　　　　　　M2311　消費理論→M211　所得分配論→

　　　　　　　M11）

C32　数理経済学　計量経済学
　　　　　〔リニアー　プログラミングはここ忙収める。〕

　　　　　〔個々の主題にっいての計量経済分析はその主題の理

　　　　　論の下に収める。〕

　　　　　〔待ち行列理論→D145〕

C33　マルクス主義経済学一般
　　　　　〔地代論→M1341　独占資本論　金融資本論→

　　　　　G2131　恐慌論→R512　労働価値論→Q11

　　　　　再生産理論→H65　資本蓄積論→M2312〕

C39　その他
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D 統計統計資料

統計 統計資料

D 統計　統計資料

DO　総記
　　　〔統計の総記については下記のように例外的処理をおこなう。〕

DO4　統計参考図書
　　　　〔ここには統計ζ関する…般的な参考図書を収めるみ

　　　　〔個々の統計調査にそくした参考資料→D43〕

　　　　〔統計調査年表→D321〕

D◎4

DO4
DO4

2
5
7

調査票集録

届出調査一覧

統計数値表

〔度量衡　貨幣換算表　価格規準表も，ここに

　収める。度量衡史もここに収める。）

DO49　各種分類表
　　　　　　〔各種分類表にっいての説明および統計分類法

　　　　　　一般についての文献も，ここに収める。〕

1）0491
1）0492
1）0493
DO494

産業分類表

職業分類表

商品分類表

都市地区分類表

D◎497
DO498
1）0499

輸出入統計品目表

貿易コード

その他の分類表
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統計理論と方法 DI

D1　統計理論と方法

　D11　統計理論　統計学史

　　D111　統計学　統計理論
　　　　　　　　〔社会統計学的方法　数理統計学を含む。〕

　D112　統計学史
D12　確率論
D13　調査論
　D131　標本設計
　　　　　　　〔標本抽出法 標本調査法を含む。〕

　D132　実験計画論
D14　統計解析論

　D141　分布論
　D142　推定論　検定論

　D143　関係論
　　　　　　　〔相関分析　回帰分析 分散分析はここに収める。〕

D144
1）145

確率過程　時系列分析

数理計画論

〔待ち行列理論　在庫管理　輸送論　保険数学

　線型計画法　OR　ゲームの理論　ダイナミック

　プロダラミングはぐこ忙収める。）

〔線型経済学→C32〕

D15　数値計算論
　　　　〔数値計算法を含む。〕

　　　　〔電子計算機の統計への利用もここに収める◎〕

　　　　〔数値表→DO47〕

一 17一



D2 応用統計学

D2　応用統計学

　D22　経済統計学
　　　　　　〔人口統計学はここに収める。〕

　　　　　　〔人口予測→J35　計量経済学→C32〕

　D23　経営統計学
　　　　　　〔計量経営学　統計的品質管理はここに収める。〕

　D24　その他の応用統計学
　　　　　　〔計量法律学→F91　計量社会学→F71〕

　　D241　生物統計学
　　D242　計量心理学　教育統計学

　　D244　気象統計学
　　D245　計量言語学

　　D249　その他

　D28　統計図表論
　　　　　　〔グラフ理論はここに収める。〕

D3　統計制度

　D30　総記
　D31　統計法
　　　　　　〔統計関係法規はここに収める。〕

　D32　統計史　統計事情

　　D321　統計史　統計制度史　〔地〕

　　　　　　　　〔統計調査年表および統計史に関係のある個人の

　　　　　　　　　伝記もここに収める。〕

　　　　　　　　〔個別主題の統計史→D41E～D41S　統計

　　　　　　　　機関の歴史→D33〕

　　D322　各国統計制度事情　〔地〕
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統計資料論　統計資料 D4

D33　統計行政　統計機構
　　　　〔ここには，一般的な統計行政　統計機構および統計

　　　　　機関にっいての資料を収める。〕

D331
D332
D333

国際的統計機構

国家的統計機構　〔地〕

民間統計機構　〔地〕

D4　統計資料論　統計資料

　D41　統計資料論
　　　　　〔ここには一般的な統計資料論を収め，個々の主題に

　　　　　　ついての統計資料論は以下のように，　D41にそ

　　　　　　の主題の分類主綱を組合せて細分する。〕

　　　　　〔資料解説　統計の見方　利用法などについての資料

　　　　　　もここに収める。〕

　　　　　〔個々の統計調査の解説→D43〕

D41A
D41E
　D41F2
　D41F4
　D41F5
　D41F6
　D41F7
　D41F8
　D41F9
D41H
　D41J
　D41J2
　D41J3
　D41J4
　D41J5

総合的統計資料論

経済統計資料論

国民経済循環統計

　資源統計〃

図書館統計資料論

自然統計〃

入種　民族統計〃

民俗　文化　宗教統計〃

教育統計　〃

社会統計　〃

政治　行政　外交　軍事統計〃

法律統計　〃

　　　　　　　〃

土地統計　〃

人口統計　〃

労働統計　〃

科学技術統計　〃
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D4 統計資料論　統計資料

D41K
　D41K3A
　D41K3B
　D41K3C
　D41K3D
　D41K3B
　D41K3F
　D41K3G
　D41K3H
　D41K3J
　D41K3K
　D41K3L

D41L
D41M
D41N
D41P
D41Q
D41R
D41S

産業一般統計資料論

農業統計

林業統計

漁業統計

鉱業統計

建設統計

工業統計

商業統計

〃

〃

〃

〃

’ノ

〃

〃

経営　会計統計

国民所得分配および支出統計　〃

財政統計　〃

貨幣　金融　保険統計　〃

価格統計　〃

経済変動統計　〃

国際経済　貿易統計　〃

エネルギー産業統計　 〃

運輸統計　〃

通信統計　〃

サービス業統計　〃

　　　　〃

D42　統計資料
　　　　〔主題区分は，この分類表中の主題をしめす分類記号

　　　　　を付加する。な鉛統計資料忙は，その調査の対象と

　　　　　なつている地域の記号をかならず表記する。〕

D42A　総合的統計資料　〔地〕　図書館統計資料

　　　　　〔府県統計書を含む。〕

　　　　　〔総合的統計資料とは，主題を総合的に含むもので

　　　　　　あり，D42Aに調査対象地域を地域区分表の

　　　　　　記号により（）の中に表記して付記する。戊
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統計資料論　統計資料

D42E 経済一般統計〃

〔こζには総合的経済統計資料を収める。）

DD42F2
　D42F4
　1）42F5

　D42F6
　D42F7
　D42F8
　D42F9
D42H
D42J
　D42」2
　D42」3
　1）42J4

　D42J5
D42K

自然統計〃

人種　民族統計〃

民俗　文化　宗教統計　〃

教育統計〃

社会統計〃

政治　行政　外交　軍事　〃

法律統計〃

国民経済循環統計〃

資源統計〃

土地　水統計〃

人口統計〃

労働統計〃
科学技術統計〃

産業一般統計〃

D42K3A
D42K3B
I）42K3C
D42K3D
D42K3E
D42K3F
D42K3（｝

D42K3H
D42K3J
D42K3K
D42K3L

D421、

D42M
D42N
D42P
D42Q
D42R
D42S

経営

農業統計〃

林業統計〃

漁業統計〃

鉱業統計〃

建設業統計〃

工業統計〃

商業統計　〃

エネルギー産業統計〃

運輸統計〃

通信統計〃

サービス業統計〃

会計統計〃

国民所得分配および支出統計

財政統計〃

貨幣　金融　保険統計〃

価格　物価統計〃

経済変動統計〃

国際経済　貿易統計〃

一 21一

D4



D4 統計資料論　統計資料

D43　調査マニュアル
　　　　〔ここには個々の統計調査にそくした以下のような資

　　　　　料を収める。個々の調査の手引　調査事務　調査様

　　　　　式　調査票　調査顛末　調査の改訂　個々の調査に

　　　　　関する法規類　材料様式　分類表など。〕

　　　　〔調査票集録→DO42　一般的な分類表→DO49

　　　　　調査史　主題別の統計データ論→D41〕

　　　　〔以下の主題別に区分された上記マ三ユアル類は，下

　　　　　記の分類記号に調査名の第1字目のアルファベット

　　　　　の小文字を付記し．，個々の調査ごとにまとめるみ

1）43A

D43E
　D43F2
　D43F4
　D43F5
　1）43F6

　D43F7
　1）43F8

　D43Fg
I）43H

D43J
　D43J2
　D43J3
　D43」4
　1）43」『5

D43K

一 般統計調査マニュアル

経済一般統計　〃

国民経済循環統計

資源統計

自然統計〃

人種　民族統計〃

民俗　文化　宗教統計〃

教育統計〃

社会統計〃

政治　行政　外交　軍事統計〃

法律統計〃

　　　　　　　　〃

　　　〃

土地　水統計〃

人口統計〃

労働統計〃

科学技術統計〃

産業一般統計〃

D43K3A
夏）43K3B

D43K3C
D43K3D
D43K3E
D43K3F
D43K3G
D43K3H
D43K3J
D43K3K
D43K3L

農業統計〃

林業統計〃

漁業統計〃

鉱業統計〃

建設統計〃

工業統計〃

商業統計〃

エネルギー産業統計〃

運輪統計〃

通信統計〃

サービス業統計〃
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統計資料論　統計資料 D4

D43L
D43M
D43N
D43P
D43Q
D43R
D43S

経営　会計統計調査マニュアル

国民所得分配および支出統計〃

財政統計〃

金融　保険統計”

価格〃

経済変動統計〃

国際経済　貿易統計〃
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E 経済史　経済事情

E

経済史

経済史　経済事情

ε1　経済史

　　　〔経営史→L21

91（）

Bll
E12

経済事情

産業史→K221〕

総記

経済史学

世界経済史　各国経済史

　　　　〔世界各国の経済史はE12以下を地域区

　　　　　分表により細分する。〕

9120　世界経済史
　　　　　〔国際経済史→S121

　　　　　　G321〕

E1201
E1202
E1203
E1204

社会主義経済史→

古代経済史

中世経済史

近代経済史（第一次大戦末まで）

現代経済史

8121　日本経済史

E1210
E1211

E1212
E1213
呂1214
E1215
E1216

総記

日本経済史通史

〔日本経済史論も含む。〕

原始時代

古代（奈良　平安時代）

中世（安土桃山から戦国時代まで）

近世（江戸時代）

近代（明治　大正時代）

〔日本資本主義発達史　日本資本主義論争

　マぱユファクチュア論争は己巴に収める。〕

B1217　現代（昭和時代）
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経済史 E1

E1219　地方経済史

E12191　北海道地方

E12192
　E121921
　E121922
　E121923
　E121924
　E121925
　E121926

東北地方

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

E12193
　E121931
　E121932
　E121933
　E121934
　E121935
　E121936
　E121937

関東地方

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

E12194
　E121941
　E121942
　E121943
　E121944

北陸地方

新潟県

富山県

石川県

福井県

E12195
　E121951
　E121952
　E121953
　E121954
　E121955
　E121956

中部地方

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県
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E1 経済史

E12196
　B12茎961
　E121962
　E121963
　E121964
　E121965
　E121966

近畿地方

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

B12197
　E121971
　E121972
　E121973
　E121974
　El21975

中国地方

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

912198
　B121981
　E121982
　E121983
　E121984

四国地方

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

E12199
　8121991
　8121992
　E121993
　E121994
　E121995
　E121996
　E121997
　套121999

九州地方

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

琉球（沖縄）

日本領旧植民地の経済史

8121f
E121m
E121s
E121k
E121t
E121n

樺太　千島

満州

朝鮮

関東州

台湾

南洋諸島（委任統治）
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経済事情

　〔以下，世界各国の経済史は地域記号表により細分する。〕

　　習122　アジア経済史
　　E123　…ヨーロヅパ経済史

　　8124　アフリカ経済史
　　E125　北アメリカ経済史

　　E126　南アメリカ経済史
　　E127　オセアニア経済史

ξ2　経済事情

　E20　総記
　E22　世界経済事情　各国経済事情

　　E22◎　世界経済事情
　　　　　　　〔国際経済事情→S122〕

　　E221　日本経済事情
　　　　　　　〔日本経済についでの評論　日本経済論はここに

　　　　　　　　収める。）

　　　鴉221◎　総議3

　　　E2211　北海道

　　　E2212　東北地方
　　　　遇22121　青森県
　　　　E22122　岩手県
　　　　E22123　宮城県
　　　　E22124　秋田県
　　　　E22125　山形県
　　　　E22126　福島県

　　　E2213　関東地方
　　　　E22131　茨城県
　　　　E22132　栃木県
　　　　E22133　群馬県
　　　　E22134　埼玉県
　　　　E22135　千葉県
　　　　E22136　東京都
　　　　E22137　神奈川県
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E2 経済事情

82214
　E22141
　E22142
　E22143
　E22144

北陸地方

新潟県

富山県

石川県

福井県

E2215
　E22151
　E22152
　E22153
　E22154
　E22155
　E22156

中部地方

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

E2216
　822161
　E22162
　E22163
　E22164
　E22165
　E22166

近畿地方

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

登2217
　E22171
　E22172
　E22173
　E22174
　E22175

中国地方

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

E2218
　E22181
　E22182
　E22183
　E22184

四国地方

徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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経済事情 E2

E2219
　E22191
　E22192
　E22193
　冗22194
　E22195
　E22196
　E22197
　E22199

九州地方

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

琉球（沖縄）

日本領旧植民地の経済事情

罰221f
E221m
E221s
E221k
E221　t

E221n

樺太　千島

満州

朝鮮

関東州

台湾

南洋諸島（委任統治）

〔以下，世界各国の経済事情は地域記号表により細分する。〕

E222
E223
E224
E225
E226
E227

アジア経済事情

ヨーロツパ経済事情

アフリカ経済事情

北アメリカ経済事情

南アメリカ経済事情

オセアニア経済事情
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F 経済の主体と環境

経済の主体と環境

F 経済の主体と環境

〔歴史→B5〕

FO　総記

F 1　経済の主体

F11　政府
F12　資本家
　　　　〔経営者　経営倫理　経営心理などを含む。〕

　　　　〔経営者団体→LO6〕

F13　労働者
　　　　〔労働組合→J472〕

F131　産業労働者

F132　農民

F2
　F20
　F2　1

自然条件

総記

土地

〔地代→M134　産業立地論→K2513
　資源としての土地→J22　土地価格→Q　31

　土地制度→J222〕

F22　河川　海洋　海岸　湖沼

　　　　〔海運→K3J82　干拓→K3A33　河川開

　　　　　発→J233　河川工事→K3E81　河川交

　　　　　通→K3J828〕
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地 理 F3

F23　気象
　　　　〔積雪調査　農業気象はここに収める。〕

　　　　〔気象統計学→D244〕

F24　災害　災害対策
　　　　　〔ここには次のような自然災害を主として収める。

　　　　　水害　雪害　地震　冷害　塩害　ききん　地盤

　　　　　沈下　農業災害　森林災害など。）

　　　　　〔海難→K3」826　火災→F8156　公害

　　　　　→F748　航空事故→K3J836　交通事

　　　　　故一般→K3J6　労働災害→J483　損害

　　　　　保険→P852　都市における災害→K2597〕

F242 災害史　〔地〕

〔凶荒史　災異史を含む。〕

F24 3　災害事情　〔地〕

F244 災害対策　災害救助

〔防災もここに含める◇〕

〔防災工事→K3E81　治水→J233

　火災予防→F8156〕

F3　地理
　F30　総記
　　　　　　〔地図→A48〕

F31
　F311
　F312
　F313
　F314

地理学

地理学　地理学史

自然地理学　地学

人文地理学　歴史地理学

経済地理学　産業地理学

〔農業地理学など個々の産業地理学はここに

　収める。）

〔地域科学→K255’ 産業立地論→K2513〕

F315　地政学
　　　　　　〔政治地理学を含む。〕
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F4 人種　民族

F32　各国地理　各国地誌　〔地〕

　　　　〔地方史（誌）　県誌　郡誌→B5219〕

F33　地域研究　〔地〕

　　　　〔Area　studies，　特定の国に対する一般的な

　　　　　研究はこ己に収める。地域の一般事情，地城の

　　　　　紹介的な資料もここに収める。主題が明確な場

　　　　　合は地域を対象とした研究でも，その主題の下

　　　　　に収める。戊

F34　旅行記
　　　　〔旅行案内　探検記

　　　　　める。〕

航海記　漂流記はここに収

F4　人種　民族

F40
F4　1

総記

入種

〔入種問題一・F8138〕

F42　民族
　　　　〔国民性の問題はここに収める。〕

　　　　〔民族解放　民族問題→F8138〕

F　5

　F50
　F5　1

　F52
　F53

民俗　文化　宗教一般

　　総記

　　民俗学　文化人類学　文化類型学

　　民俗史　風俗史　文化史　　〔地〕

　　各国風俗　文化事情　〔地〕

文化論

F57　宗教
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教 育 F6

不6　教育
　　　　〔科学技術教育→」53 産業教育→3445〕

F60
F61

総記

教育学　教育学史

〔教育思想　教育社会学　教育心理学　教育と経

　済発展　教育の経済学　教育投資はここに収め

　る。人的能力開発もここに収める。〕

〔大学論→欝663〕

F62　教育史　教育事情

　F621　教育史　〔地〕

　F622　各国教育事情　〔地〕

F63　教育政策
　　　　〔教育制度も含む。教育行政　教育財政　教育費

　　　　　教育委員会はここに収める。個々の教育機関の

　　　　　政策はF66以下に収める。〕

F64　学校経営　学校管理
　　　　　〔後援会　　PTA　学校行事　学校施設　学校保

　　　　　健学校衛生はここに収める。個々の教育機関

　　　　　の経営管理は　F66以下に収める。〕

F65　教育技術　教育課程
　　　　〔ここには，小中高等学校に関するもののみを収

　　　　　める。教育方法　教授法　学習法　学力　教課

　　　　　はここに収める。統計教育課程もこζに収める。〕

　　　　〔科学技術教育→」53　職業教育→」445〕
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F6 教 育

F66　教育機関
　　　　　〔個々の教育機関の問題はここに収める。〕

　F661　幼稚園　小学校　中学校

　　　　　　　〔保育所→F7346〕

　F662　高等学校
　　　　　　　〔定時制高校も含む。〕

　F663　大学
　　　　　　　（大学院　大学教官　大学生　海外留学　学

　　　　　　　　生運動を含む。高等教育　専門教育＿般も

　　　　　　　　ここに収める。〕

　F667　社会教育
　　　　　　　〔婦入教育　農村教育はここに収める。〕

　　　　　　　（公共図書館→A182〕

　F668　特殊教育
　　　　　　　〔特殊学級　精神薄弱児教育　肢体不自由児

　　　　　　　教育はここに収める。〕

　F669　その他の教育
　　　　　　　〔体育　スポーツはこごに収める。〕
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社 会 F7

F7　社会

　F70　総記
　F71　社会学
　　　　　　〔社会学方法論　社会哲学を含む。計量社会学

　　　　　　　経済社会学　宗教社会学　はここに収める。〕

　　　　　　〔教育社会学→F61〕

F71◎
F711
F712

総記

社会構成　社会関係

社会集団　社会階層　地域社会

〔人種　 民族→F4〕

F7121　家族　氏族
　　　　　　　〔家庭および婦人問題→F743

　　　　　　　　家族計画→」334〕

F7122　地域社会

F71221 農村社会　村落

〔農村漁村社会学は己こに収める。〕

〔農村人口→∫36〕

F71222　都市社会
　　　　　　　　〔都市問題一ウK259〕

F7124 社会階級　社会階層

〔資本家階級　プチブルジョア階級

　中間階級　プロレタリァ階級知識

　階級はここに収める。〕

〔マルクス主義階級理論（ヨーロッパ）

　→F78235）

F7125　企業と労働組合
　　　　　　　〔サラリーマン　ホワイトカラー

　　　　　　　　プルーカラーは己こに収める。〕，
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F7 社 会

F7129　その他の社会集団
　　　　　　　〔結社　群衆　大衆　公衆はここに収

　　　　　　　　める。）

F713　社会意識　社会心理
　　　　　　〔社会学的に見たイデオロギーはここに収め

　　　　　　　る。政治意識　職業観もここに収める。）

　　　　　　〔労働心理→J48　心理学→B23〕

F714　コミュニケーションの科学

　　　　　　〔広告業→K3G82　新掴業

　　　　　　　印刷業→K3F8e〕

PRの科学
出版業

F714　夏 世論

〔世論調査を含む。特定主題にっいて

　の世論　世論調査は個々の主題に収

　める。〕

F7142　マスコミュニケーション
　F71421　出版　新聞
　　　　　　　　　〔ジャーナリズムはここに収める。

　　　　　　　　　　出版弾圧　発禁の問題もここに

　　　　　　　　　　収める。〕

　　　　　　　　　　〔出版業　新聞業一芦K3F8e〕

F71422　放送　テレビジョン

F71423　映画
　　　　　　　　〔映画業→K3L82〕

F7143　PR　宣伝　広告
　　　　　　　〔広告学はここに収める。〕

　　　　　　　〔広告業今K3G82〕

F715　社会変動
　　　　　　〔産業化　工業化を社会学的観点から見たも

　　　　　　　のはここに収める。近代化～般もここに収

　　　　　　　める。戊
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社 会

F716　社会調査

F7161
F7162

社会調査法

個々の社会調査

〔農村調査→K3A22　世論調査→

　F7141〕

F72　社会史　社会事情
　　　　〔経済史→E2　歴史一→35〕

F721　社会史　〔地〕
F722　社会事情　〔地〕

F73　社会政策　社会保障

　　　　〔福祉国家→G23〕

F730　総記
F731　社会政策の理論　社会保障の理論

F732　社会政策史　社会保障史　社会政策事情
　　　　　社会保障事情

　F7321　社会政策史　社会保障史　〔地〕

　F7322　社会政策事情　社会保障事情　〔地〕

F733　社会保障行政　社会保障制度

F734　社会福祉　社会事業
　　　　　〔民間社会事業はこごに収める。〕

F7341
F7342
F7343

F7344

F7345

社会福祉の理論　社会事業の理論

社会福祉　社会事業の歴史　事情　〔地〕

福祉行政

〔厚生行政を含む。〕

福祉施設　社会施設

〔個々の社会施設は下記のF7345～F7349
　の下に収める。〕

〔医療保護施設→F73653

生活保護

〔被保護者階層の問題詮よびその生活

　状態もここに収める。〕

〔生活一般→M215〕
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F7 社 会

F7346 母子保護　児童福祉

〔母子寮　保育所を含む。医療　衛生

　面よりみた母子保護の問題もここに

　収めるの

F7347 老人福祉

〔老人問題一般はここに収める。〕

F7348　身体障害者福祉
　　　　　　〔戦争犠牲者保護　精神薄弱者福祉は

　　　　　　　ここに収める。〕

　F7349　その他の社会福祉事業

F735　社会保険
　　　　　〔生命保険→P851　損害保険→P852〕

F7350　総記
F7351　社会保険の理論
F7352　社会保険の歴史　事情
　F73521　社会保険の歴史　〔地〕

　F73522　社会保険の事情　〔地〕

F7354　健康保険　医療保険
　　　　　　〔医療費　医療保障制度ゆF7363

　　　　　　　疾病保険→P8529〕

F7355 労災保険　労働者災害補償制度

〔労働災害→」483〕

F7356 年金保険

〔国民年金　厚生年金　私的年金　恩

　給制度　共済制度はこビに収める。〕

〔企業年金→M1314　郵便年金→

　P8513〕

F7357
F7358
F7359

失業保険

船員保険　船員年金

その他の社会保険
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社 会

F736　医療　公衆衛生
　　　　　　〔保健衛生　精神衛生　栄養　健康一般も己

　　　　　　こに収める。〕

　　　　　　〔農民栄養→K3A591　労働衛生→J484

　　　　　　死亡　死因→J346　食料消費→M2154〕

　F73§0　総記
　F7361　医療衛生論
　F7362　医療衛生史　事情　〔地）

　F7363　衛生行政　医療制度
　　　　　　　　〔医療保障制度を含む。〕

　　　　　　　　〔医療費→Q36〕

　　F73633　防疫　検診
　　　　　　　　　　（伝染病はここに収める。〕

　F7365　医療施設　医業経営
　　　　　　　　〔医師　歯科医師　薬剤師　病院　保

　　　　　　　　　健所助産所　サナトリウムを含む。〕

　　F73654　患者　疾病
　F7367　環境衛生
　　　　　　　　（生活環境一→M215〕

　　F73671　水道　清掃
　　　　　　　　　　〔水道料金→Q37　水道設備工

　　　　　　　　　　　事→K3E82〕

　　　1’736711　上水道

　　　F736712　下水道
　　　F736「713　清掃
　　　　　　　　　　　　〔し尿処理施設を含む。〕

　　　　　　　　　　　　〔清掃業→K3L89〕

　　F73672　食品衛生
　F7368　国民休養施設
　　　　　　　　〔公園　保養地　保養施設はここ純収

　　　　　　　　　める。）

　　　　　　　　〔労働者の福利厚生施設→」485）
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F7 社 会

F74　社会問題
　　　　　〔人口問題一般→J322　住宅問題一→K25975

　　　　　家計→M214　労働問題一般→∫422　生活

　　　　　一般→M215　食糧問題→K3A3〕

　F743　家庭および婦人問題
　　　　　　　〔婦人解放　婦人参政権　婦入運動　女性史

　　　　　　　　はここに収める。〕

　　　　　　　〔婦人福祉→F7346　婦人労働→J4434

　　　　　　　　家政学→M21　家族→F7121　老人

　　　　　　　　問題→F7347〕

F744　青少年問題
　　　　　　〔青少年対策　非行少年　不良少年を含む。）

　　　　　　〔青少年犯罪→F9632　青少年矯正→

　　　　　　　F965　青少年労働→J4432〕

F745 未解放部落問題

〔部落解放運動を含む。〕

F746　社会病理
　　　　　　〔貧困　スラム街　浮浪者　自殺　売春　暴

　　　　　　　力やくざてきやアルコール中毒を含

　　　　　　む。〕

　　　　　　〔籔〕罪一→・F9632〕

F748　公害　産業公害
　　　　　　「大気汚染　水質汚濁　騒音　煙害　排気ガ

　　　　　　　ス　悪臭　地盤沈下　農薬問題　を含む。

　　　　　　公害対策もこζに収める。〕

　　　　　　〔工場排水の問題→J2344　災害対策一→

　　　　　　　F244　自然災害→F24　都市の公害

　　　　　　冑弩題→K2597）

F749　その他の社会問題
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社 会 F7

F75　社会運動　労働運動

　F750　総記
　F751　社会運動　労働運動の理論
　F752　社会運動史　労働運動事情

　　F7521　社会運動史　〔地〕

　　F7522　社会運動事情　〔地〕

F753 労働運動史　労働運動事情

（労働争議→∫474　労働組合→」47〕

F7531　労働運動史　〔地〕
F7532　労働運動事情　〔地〕

F754　農民運動
　　　　　〔小作争議はここに収める。〕

　　　　　〔農地‖拘度→J222〕

F7541　農民運動史　〔地〕
F7542　農民運動事情　　〔地〕

F7544 農民運動の組織

〔農民組合を含む。〕

F78　社会思想　社会主義

　　　　〔社会思想家の伝記もここに収める。〕

　　　　〔経済学史→Ci　政治思想→F8112　社会

　　　　　学→F71　哲学思想→B22〕

F780
F781
F782

総記

社会思想概論

社会思想史！社会主義史

〔近代社会思想史一般はここに収める。）

F7821
　F78210
　F78211
　F78212
　F78213

日本社会思想

総記

日本社会思想論

日本社会思想史通史

自由主義　民主主義

〔自由民権思想　大正デモクラシー

　民本主義　理想主義はここに収め

　る。〕
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F7 社 会

F78214 社会主義

〔初期社会主義　キリスト教社会主

　義はここに収める。社会主義運動

　一般もここに収める。〕

〔政治思想としての社会主義→

　F81123　社会主義政党→

　F8143）

F78215　マルクス主義
　　　　　　　一ニン主義

F78216　無政府主義

共産主義　レ

F78219 その他の日本社会思想

〔ナショナリズムはここに収める。〕

F7822
　F7822◎
　F78221
　F78222
　F78223

アジアの社会思想

総記

アジア社会思想論

アジア社会思想史

自由主義　民主主義

〔三民主義はここに収める。）

F78224
F78225

社会主義

共産主義　マルクス主義　レ

ーニン主義

F78229　その他のアジァ社会思想
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社 会 F7

F7823 欧米の社会思想

〔上記，日本アジアおよびアフリカ以

　外の世界各国の社会思想は下記によ

　り細分する。〕

F78230
F78231

F78232
F78233
F78234

総記

ヨーロッパ社会思想論

ロッパ社会思想史通史

古代　中世社会思想

自由主義　民主主義

初期社会主義思想

〔ユートピア社会主義

　会主義

　はここに収める。〕

ヨー

　　　　　空想的社

リヵ一ド派社会主義

F78235　共産主義　マルクス主義　レ
　　　　　　　ーニン主義

　　　　　　　〔マルクス主義階級理論一般はこ

　　　　　　　　こに収める。〕

F78236　社会民主主義　社会改良主義
　　　　　　　〔修正社会主義　フェビアン主義

　　　　　　　　キリスト教社会主義はここに収

　　　　　　　　める。〕

F78237　無政府主義　サンディカリズ

　　　　　　　ム

F78239　その他の社会思想

F7824　アフリカ社会思想
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F8 政治外交

F8　政治　外交

　F80　総記
　F81　政治
　　F81◎　総記
　　F811　政治学　政治思想　政治体制

　　　F8111　政治学　政治学史
　　　F8112　政治思想　政治思想史
　　　　　　　　　〔政治意識→F713　社会思想∋F78〕

F8112　1
F81122
F81123

F81124
F81125

君主主義　専制主義

民主主義　自由主義

社会主義　共産主義

〔社会民主主義を含む。〕

保守主義

国家主義　全体主義

〔ファシズム　ナチズムを含む。〕

F81126　国際主義
　　　　　　　〔世界政府を含む。〕

F81129　その他の政治思想

F8115　政治体制　国家形態

F81153
F81154

貴族政治　封建制

専制政治　専制君主

〔天皇制も含む。〕

F81155
F81156
F81157

民主制

社会主義体制

独裁制

共産主義体制

F81159　その他の国家形態

一 44一



政治外交 F8

F812　政治史および各国政治事情
　　　　　　〔国際政治史　国際政治事情→F822〕

F8121　政治史　〔地〕
　　　　　　　〔政治家の伝記　革命史はここに収める。〕

F8122　政治事情　〔地〕
　　　　　　　〔政治評論はここに収める。〕

F813　民族　革命

F8135 革命　反革命

〔ここには主として革命　反革命一般

　を論じた文献を収める。〕

〔革命史→F8121　革命思想→

　F8112

F8138 民族問題　人種問題

〔民族解放運動　民族政策　黒人問題

　はここに収める。植民地解放運動も

　ここに収める。〕

〔部落問題→F745　人種　民族一

　般→F4　植民地→F826〕

F814
　F8141
　F8142
　F8143

議会　選挙　政党

　　議会

　　選挙

　　政党　政治結社

　　〔ここには政党の組織　綱領　一般政

　　　策などを収める。特定の主題につい

　　　ての政党の政策は，その主題の下に

　　　収める。政党史　政党支持調査もこ

　　　こに収める。〕

　　〔世論調査→F7141〕
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F8 政治　外交

F815　行政
　　　　　〔個々の主題についての行政はその主題の下

　　　　　　に収める。〕

F8150　総記
F8151　行政学

F8152　行政史　行政事情
　F81521　行政史　〔地〕
　　　　　　　　〔各行政庁の沿革→F8154〕

F81522 行政事情　　〔地〕

〔植民地行政→F8263〕

F8153　行政管理　行政監査　行政事務
　　　　　　〔臨時行政調査会　行政における電子

　　　　　　　計算機の導入もここに収める。〕

F8154 行政組織　行政機構

〔内閣　政府を含む。各部局の年報

　年表類はそれぞれの主題の下に分類

　する。主題の明確でないものにっい

　ては，下記のF81541～

　F81549に収める。〕

F81541

F81542
F81543
F81544
F81545

F81546
F81547
F81548
F81549

内政部（総理府　人事院　自

治省　宮内庁　防衛庁）

外政部（外務省）

司法部（法務省　司法省）

財政部（大蔵省）

産業部（農林省　通商産業省

経済企画庁　建設省）

交通部（運輸省　郵政省）

教育部（文部省）

労働厚生部（厚生省　労働省）

その他，中央官庁　行政委員会
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政治　外交 F8

F8155 警察

〔公安委員会　国家警察　地方警察を

　含む・犯罪捜査　犯罪予防　保安

　防諜　活動　海上保安もごこに収める。〕

〔き巳罪統き†→F9632　海難…→

　K3J826　交通事故→K3J6〕

F8156　消防　火災予防
　　　　　　　〔火災はここに収める。〕

　　　　　　　〔森林火災→F24〕

F8158 国家公務員　人事行政　国家試験

（服務研修　勤務評定はここに収める。）

〔共済制度→年金制度　恩給制度→　恩

　F7356〕
〔司法官　医師　その他の産業の国家

　試験はその主題の下の行政に収める。〕

〔地方公務員→欝8166〕

F816　地方行政　地方自治
　　　　　　〔地方財政→N8　地域開発→K25　都市

　　　　　　　行政→K2593〕

F8160　総記
F8161　地方行政論
　　　　　　　〔広域行政論はここに収める。〕

F81
　F8
　F8

62　地方行政史　事情

1621　地方行政史　〔地〕

1622　地方行政事情　〔地〕
　　　　　　〔各府県の行政一般の報告書類は

　　　　　　　ここに収める。〕

F8163　地方制度
　　　　　　　〔府県制　行政区画

　　　　　　　　に収める。〕

町村合併はここ

F8164　地方議会　地方選挙

F8166　地方行政事務　地方公務員
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F8 政治　外交

F82　国際関係　外交
　　　　〔国際法　国際条約→F99 国際経済→s〕

F820　総記
F821　国際政治論　国際関係論
　　　　　　〔外交上の諸主義はごこに収める。〕

F822　国際政治史　事情
　　　　　　〔各国政治史　政治事情→F812〕

F8221　国際政治史　外交史　　〔地〕

F8222　国際政治事情　外交事情　　〔地〕

F825　国際協力　地域統合
　　　　　〔国際経済協力　国際経済総合→S14〕

F8251　国際協力　地域統合の理論
F8252　国際協力　地域統合の歴史拾よび事情　〔地〕

F8255　国際機関　地域統合機構

F82551 国際連合

〔国際司法裁判所　国連理事会は

　ここに収める。国際連盟もここ

　に収める。〕

F82552 国際連合専門機関

L第2世界銀行一・S164　国際

　貿易機構→S342　国際復興

　開発銀行→S164　国際金融

　公社→S164　国際通貨基金

　一→S44〕

F82553 国連以外の国際機関

〔軍事同盟はここに収める。〕

ξ国際経済機関→S144　国際

　的労働組合機関→」472〕

F826　植民生也

　　　　　　［独占資本主義→G2131　移植民→J372

　　　　　　資本輸出→S46　植民地解放運動～・F8138

　　　　　　　帝囚主義一般→G2132〕
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政治外交 F8

F826 1　植民地経済学

　　〔複合経済論はここに収める。〕

F8262　植民地の歴史　事情
　F82621　植民地の歴史　〔地〕
　F82622　植民地の事情　〔地〕

F8263　植民地政策　植民地行政

F8267 植民地貿易

〔翼弁資本を含む。〕

F828　国防　軍事
　　　　　〔軍事技術はことに収める。〕

　　　　　〔軍事同盟→F82553　軍需工業→

　　　　　　K3F8K　戦争犠牲者保護→F7348〕

F8280　総記
F8281　戦争論　国防思想　軍事学
　　　　　　〔冷戦はここに収める。〕

F8282　国防史　軍事史　戦史　事情

　F82821　軍事史　国防史　〔地〕
　F82822　軍事　戦争　国防事情　〔地〕

F8283 国防政策　軍事行政

〔戦術　戦略　諜報　基地　軍用土地

　はここに収める。占領地行政および

　基地闘争もここに収める。）

F8285　軍隊
　　　　　　〔自衛隊はここに収める。〕

　　　　　　〔動員　復員→」4548〕

F82851
F82852
F82853

軍

軍

軍

陸

海

空

F8288 戦後処理　戦争防止　軍縮

〔賠償→S15　軍縮の経済学→G4〕
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F9 法 律

F9　法律
　F90　総記
　　F909　法令集　判例集　六法全書
　　　　　　　　〔ここには一般的なもののみを収め，個々の法

　　　　　　　　　令集はそれぞれの主題の下に収める。小六法

　　　　　　　　　の類はその主なる主題の下に収める。〕

　　　　　　　　〔統計法→D31〕

F91　法学　法学史
　　　　〔計量法律学はここに収める。〕

F92　法制史　〔地〕

F93　憲法　公法

　F931　憲法
　F932　行政法
　F933　財政法
　　　　　　〔税法はここに収める。〕

　F939　教育法
F94　民法　商法
　　　　〔財団法人はここに収める。〕

F95　社会経済法

　F951　労働法
　　　　　　〔団体協約→J473〕

F952　社会保障法　厚生法

F955　経済法　経営法
　　　　　〔産業法　運輸法　通信法　貿易法　金融法

　　　　　　はここに収める。〕

　　　　　L通商協定’S144〕
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法 律 F9

F96　刑法
　F961　刑法理論
　F963　テ刊事政策

　　F9631　犯罪学
　　F9632　ろ巳罪
　　　　　　　　　〔青少年犯罪　犯罪統計　検察統計はこ

　　　　　　　　　　こに収める。〕

F964　刑罰
F965　行刑　矯正
　　　　　　〔刑務所　少年保護矯正はここに収める。〕

F968 刑事特別法
〔治安立法　軽犯罪法を含む。）

F97　司法　裁判
　　　　〔裁判斗争　裁判批判はとこに収める。〕

F971　司法制度
F972　訴訟法
　F9721　刑事訴訟
　F9722　民事訴訟

F99　国際法　国際条約
　　　　　〔国際関係→F82

　　　　　S144〕

国際経済→S　通商条約→
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G 社会経済体制

社会経済体制

G 社会経済体制

〔ここには資本主義以後の社会経済体制を収める。〕

〔古代　中世の社会経済史→E1〕

GO　総記
G1　社会経済体制一般　比較経済体制

G2　資本主義経済体制　経済政策

　G21　資本主義経済体制

　　G211　資本主義経済体制の理論
　　　　　　　　〔マルクス主義的階級理論→F78235〕

G212　資本主義経済体制の事情　〔地〕

　　　　　　〔資本主義経済体制の歴史→E12〕

G213　独占資本主義　帝国主義
　　　　　　〔金融資本を含む。〕

G2131 独占資本主義

〔国家独占資本主義を含む。〕

〔独占価格→Q24　独占価格理論→

　Q14　独占企業（産業組織論）→

　K261　企業集中（経営形態）→

　L412　資本輸出→S46〕

G2132　帝国主義
　　　　　　　〔植民地政策としての帝国主義→

　　　　　　　　F8263〕
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資本主義経済体制　経済政策 G2

G23　経済政策
　　　　　〔ここには経済政策一般を収め．個々の経済政策は

　　　　　それぞれの主題の下に収める。〕

　　　　　〔混合経済　福祉国家もここに収める。〕

　　　　　〔国土計画　地域計画→K252　農業政策→

　　　　　K3A3　産業政策→K23）

G231　経済政策の理論
G232　経済政策史　各国経済政策
　C2321　経済政策史　　〔地〕

　G2322　各国経済政策　〔地〕

G24
G25

統制経済

経済計画

〔長期経済予測　長期経済展望はここに収める。〕

〔開発計画→K252　開発政策→K　253　未

　来学→】B42　都市言†蒙葡→K25935〕

G251　経済計画の理論
G252　経済計画史　経済計画事情

　　G2521　経済計画史　〔地〕
　　G2522　経済計画事情　〔地〕

G253　国有化
　　　　　　〔産業の国有化はことに収める。〕

　　　　　　〔日本の土地国有化論→F78214　欧米

　　　　　　　の土地国有化論→F78234〕
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G3 社会主義経済体制　計画経済

G3　社会主義経済体制計画経済

　G31　社会主義経済論
　G32　社会主義経済史　経済事情

　　G321　社会主義経済史　〔地〕

　　G322　社会主i義経済事情　〔地〕

　G33　計画経済
　　G331　計画経済理論
　　　　　　　〔国民経済バランス論→H6〕

　　G332　計画経済史　計画経済事情

　　　G3321　計画経済史　〔地〕
　　　G3322　計画経済事情　〔地〕

　　G333　計画経済制度　計画経済機関

G4　戦争経済
　　　〔軍縮の経済学はここに収める。〕

　　　〔賠償→S15）
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国民経済循環の構造

H

国民経済循環の構造

国民経済循環の構造

〔国民所得の分配と支出→M

HO　総記
HI　国民経済循環
　　　〔国民所得計算

国際収支→S2〕

国民経済計算

国民会計　社会会計はここに収める。〕

Hll　国民経済循環の理論
　　　　〔国民所得の理論も巴こに収める。〕

H12　国民経済循環の実証的研究　〔地〕

Il　13　県民経済計算　県民所得

H2　国富　国民貸借対照表

　　　〔資本ストック　社会的間接資本を含む。〕

　　　（資本形成の観点から見た資本ストック→M23〕

H21　国富の理論　国民貸借対照表の理論
H22　国富　国民貸借対照表の実証的研究　　〔地）

H3　産業連関表分析

　H31　産業連関表の理論
　H32　産業連関表の実証的研究　〔地〕

　　　　　〔地域連関表分析→K255〕

｝｛321

H322
H323
H324

産業一般

農林水産業

鉱工業建設業　エネルギー産業

商業　サービス業

H4　資金循環表分析

　　　〔金融連関表　マネーッロー表を含む。〕

H41　資金循環表分析の理論

獄42　資金循環表分析の実証的研究　〔地〕
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H4 国民経済バランス論

H6　国民経済バランス
　　　　〔計画経済理論→G33］．）

　H61　国民経済バランス論
H62国民経済バランスの実証的研究〔地〕

　H65　再生産論

　　　　　　〔資本蓄積論→M2312　恐慌論→R512〕
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生産の資源 』

生産の資源

」 生産の資源

」0　総記

」　1　生産資源一般　資源論

」2　自然資源
　　　　〔ここには自然資源一般を収める。個々の資源はそれぞ

　　　　れの主題の下に収める。〕

　　　　〔エネルギー資源→K3H6　海洋資源→K3C6　鉱

　　　　物資源　地下資源→K3D6　森林資源→K3B6〕

J20　総記
」21　資源分布　資源利用
　　　　〔資源政策　資源開発を含む。戊

J22　土地
　　　　〔面積統計はここに収める。）

　　　　〔自然条件としての土地→F21　土地価格→Q31

　　　　　都市における土地問題→K25975〕

」221
J222

士地論

土地制度　農地制度

〔農地改革はここに収める。〕

〔地代→M134　小作争議→F？54）

」2221　土地制度論
　　　　　　　〔日本の土地国有論→F78214

　　　　　　　欧米の土地国有論→F78234〕
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」2 自然資源

J2222　土地制度史　〔地〕
　　　　　　　　〔農業史→K3A21〕

」2223　土地制度事情　〔地〕

J2224 小作制度

〔地主制　小作慣行を含む。）

〔・」・作料→M1342〕

J2227　入会　林野制度

J223　土地政策　農地政策
　　　　　　〔制度にかかわる土地政策は」222に収め，

　　　　　　　ここには制度内に拾ける土地政策を収める。〕

J2233
」2234

土地保全　土地開発　土地改良

土地利用　用地

〔軍用土地→F8283　企業立地→

　K2513δ　工業用地→K25134
　都市に溢ける土地問題→1《25975〕

」22342　宅地
　　　　　　　　〔地価→Q31　都市に餐ける住

　　　　　　　　　宅問題→K25975　不動産

　　　　　　　　　業→K3G83〕

J22345　農地
　　　　　　　　〔輪作地　休閑地　農地開発　農

　　　　　　　　　地改良はここに収める。〕

　　　　　　　　〔農業開拓→K3A33〕

一 58一



自然資源 」2

」23　水
　　　　〔河川　海洋　湖沼→F22　水害→F24〕

　J231　水資源論　水経済学　水利科学

　」233　水資源開発　水資源政策
　　　　　　　〔治水　水管理河川開発はここに収める。〕

　J234　水利用　水利権
　　　　　　　〔還元水利用はここに収める。）

　　　　　　　〔飲料水→F736711　都市の水問題→K2597〕

　　」2343　農業用水　農業水ヌ…り

　　　　　　　　　〔水利組合はこ己に収める・〕

　　J2344　工業用水
　　　　　　　　　〔工場排水を含む。〕

　J235　水利施設
　　　　　　　〔水路　ダムはここに収める。）

　　　　　　　〔水路工事　水利工事　ダム工事→K3E81

　　　　　　　　水力発電所→K3H847〕
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」3 人　口

」3　人口

　」30　総記
　J31　人口理論　人口理論史

　　　　　　〔人口統計学→D22〕

　J32　人口史　人口事情

　　J321　人口史　〔地〕
　　J322　人口事情　〔地〕
　　　　　　　　〔人口問題一般はここに収める。〕

　J33　人口政策
　　J334　家族計画

　J34　人口変動　入口構造
　　　　　　〔人口の一般的な統計書はここに収める。〕

　　J345　人ロセンサス　人口静態
　　　　　　　　〔ここには国勢調査および府県単位の人口静

　　　　　　　　　態調査　昼間人口調査を収める。〕

　　J346　人口動態
　　　　　　　　〔ここには結婚　出生　死亡などによる人口

　　　　　　　　　の動態を収める。〕

　　　J3465　生命表

　J35　人口予測　人口推計

　J36　都市人口　農村人口

　　　　　　〔人口都市化　過密人口→K2596　農業労働

　　　　　　力→J45411〕

　J37　人口の地域間移動

　　J371　内地植民
　　　　　　　　〔労働力の産業間移動→J464〕

　　J372　移民　植民　（外地）
　　　　　　　　〔出入国管理　在留外国人　華僑はここに収

　　　　　　　　める。〕

　　　　　　　　〔植民地政策→F8263〕
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労働

34　労働

　J40　総記
　」41　労働経済学
　　　　　　〔労働社会学→F71〕

　」42　労働史　労働事情

　　J421　労働史　〔地〕
　　　　　　　　〔労働運動史→F7531〕

　　J422　労働事情　〔地〕
　　　　　　　　〔労働問題一般はここに収める。〕

　J43　労働政策　労働行政

　　　　　　〔ILO→F82552〕

　」44　労働力
　　　　　　〔人的能力開発→F61　労働生産性→K　12

　　　　　　産業別労働力→∫4541〕

　　J441　労働力の理論
　　」442　労働供給
　　　　　　　　〔労働力入日　労働力生命表　労働力不足の問

　　　　　　　　　題はここに収める。〕

　　J443　各種労働力
　　　　J4431　基幹労働力

　　　J4432　年少労働力
　　　」4433　中高年労働力
　　　　　　　　　　〔中高年者の就職問題→J454〕

　　　」4434　女子労働力
　　　　　　　　　　〔家事労働力も含む。〕

　　　　」4435　特殊労働力
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」4 労働

」444　労働力の体制

」4442
」4443
J4444

J4449

奴隷労働　賦役労働

家族労働

賃労働

その他

〔強制労働はここに収める。〕

」445　労働者教育　職業訓練　職業教育
　　　　　〔産業教育はここに収める。）

　　　　　〔科学技術教育→J53〕

J45　雇用と失業

　J451　雇用の理論

」453

失業の理論

雇用政策　失業対策

〔職業紹介→」46〕

J454　雇用
　　　　　〔就職問題はここに収める。中高年者　学卒

　　　　　　者の就職問題もここに収める。〕

」4541　産業別雇用　産業別労働力

　」45411　農林漁業雇用
　　　　　　　　　〔農村人口→」36〕

　J45412
　J45413
　J45414
　」45415
　」4§416
　」45419
J4542

鉱工業雇用　建設業雇用

商業雇用

エネルギー産業雇用

運輸　通信業雇用

サービス業雇用

その他

職業

〔職種別就業はここに収める。科学技術者

　熟練工も含む。各種職業は個々の主題に

　収める。〕

〔職業観→F713〕
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労働 」4

J4543　就業形態別雇用

J45432
J45433
J45434
J45436

常傭

臨時傭　日傭　社外工

家内労働　内職

季節労働

〔出稼ぎ→J464〕

J4544 就業規模別雇用

　〔中小企業の労働問題はここに収める。〕

　J4548　動員　復員

J455　失業
　　　　　　〔失業問題　失業者生活状態　失業者帰趨調査

　　　　　　はことに収める。〕

　　　　　〔失業保険→F7357〕

J4555　潜在失業　不完全就業　低所得就業

J46　労働市場
　　　　〔職業安定行政 職業紹介はここに収める。〕

J461
J462
J463

J464

労働市場の理論

労働市場事情　〔地〕

労働市場の組織

〔部屋制度　友子　寄子も含む。〕

労働移動

〔出稼ぎはここに収める。〕

〔人口移動→J37〕
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」　4 労　働

J47　労働組合と労働関係
　　　　　〔農民運動→F754　労働法→F9δ1　労働

　　　　　運動→F75　労務管理→L56〕

」471　労働組合
　　　　　〔組合指導者　国際的労働組合を含む。〕

　　　　　こ農民組合→F7544〕

」472
J473
」474
J475

労働組合史　労働組合事情　〔地〕

団体交渉　団体協約

労働争議

労働仲裁　労働調停 労働裁定

J48　労働条件
　　　　　〔労働者の就業状態はここに収める。〕

　　　　　〔労働賃金→M131　労働者生活状態→M215

　　　　　労務管理→L56〕

J481　労働科学
　　　　　　（産業心理　労働心理もここに収める。〕

　　　　　　〔人間工学の観点から見たもの→B7〕

J482 労働時間

〔生活時間→M2157〕

」483　労働災害
　　　　　　〔鉱山保安　工場安全はこごに収める。〕

　　　　　　〔労働者災害補償制度　労災保険→F7355〕

J484　労働衛生
　　　　　　〔労働者の疾病調査はここに収める。〕

　　　　　　〔医療公衆衛生一般→F736〕

J485　労働者の福利厚生
　　　　　　〔社宅　寮　クラブ活動などはここに収める。〕

　　　　　　〔国民休養施設→F7368〕
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科学技術 」5

」5　科学技術

　　　〔技術導入→S46　技術援助→S1682　技術輸出

　　　　→S46　科学技術研究体制→BO6　会社企業体の

　　　　研究機関→L59　研究開発→L591　自然科学→

　　　　B1〕

」5（）

」51

総記

科学技術論

〔技術革新の理論はぐこに収める。）

〔経済理論から見たイノベーション→K11〕

」52　科学技術史　科学技術事情

　」521　科学技術史　〔地〕

　」522　科学技術事情　〔地〕

」53　科学技術政策
　　　　〔科学技術庁の年報類はここに収める。科学技術

　　　　　教育もここに収める。〕

　　　　　〔産業教育　職業教育→J445〕

」δ8　産業技術

　　　　〔個々の産業技術の発達史はここに収める。）

　　　　〔一般産業技術史→」521〕

J581
」582
」583
」584
」585

農林水産技術

鉱工業技術　建設技術

運輸　通信　交通技術

商業　サービス業技術

エネルギー産業技術

J589　その他産業技術

一 65一



K 産業と生産活動

産業と生産活動

K 産業と生産活動

〔産業別金融一→P7　産業別労働力一・J4541　　産業

　別資本形成→M23　産業地理学→F314　産業技術

　→J58〕

KO　総記

K1　生産と生産性

　K11　生産
　　　　　　〔ここには～般的に生産を論じた文献を収め，個

　　　　　　　々の産業の生産についての文献はそれぞれの主

　　　　　　題の下に収める。生産者計画　生産函数　生産

　　　　　　　費　生産構造　生産水準もここに収める。〕

K12　生産性
　　　　〔労働生産性はこごに収める。〕

Kl21
K122

生産性の理論

生産性の実証的研究　〔地〕

〔個・々の産業および企業の生産性はこζに

　収める。〕

〔農業の生産性→K3A42　経営管理の

　立場からみた生産性→L53〕
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産業構造　産業組織 K2

K2　産業構造　産業組織

　K20　総記
　K21　産業論　産業経済論

　K22　産業史　産業事情

　　K221　産業史　〔地〕
　　　　　　　　〔経済史→E1　経営史→L21〕

K222　産業事情　〔地〕

K23　産業政策
　　　　　〔実業大会　共進会　博覧会などはここに収める。〕

　　　　　〔産業国有化→G253　産業組合→L415

　　　　　資本主義経済政策→G23〕

K24　産業構造
　　　　　〔二重経済構造はここに収める。〕

　　　　　〔生産財生産部門　消費財生産部門もここに収める。〕

　　　　　〔複合経済論→F8261　国民経済バランス論→H61

　　　　　再生産論→H65　国民経済構造論→R3　産業連関表

　　　　　分析→H3　社会経済体制→G〕

K25　地域経済構造

K250
K251

総記

地域開発理論

〔ここには一般的な地域開発の理論を収める。〕

〔地域科学→K255　産業地理学一・F314〕

K2513 産業立地論

〔立地論一般　経済立地　地域の工業

　化の問題はここに収める。〕

〔福祉立地→K2586　農業立地→

　K3A53　生活立地→K2586
　社会変動としての工業化→F715〕
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K2 産業構造　産業組織

K25134 工業立地

〔工場立地　工場建設　エ場環境

　などはここに収める◎）

〔工業開発→K252　立地政策

　→K253〕

K251345　工業地帯　コンビナート
　　　　　　　　　〔工業団地　工業地域　工

　　　　　　　　　　業都市を含む。〕

K25135　企業立地　商業立地
　　　　　　　　〔経営立地はここに収める。〕

K252　開発事情　開発計画　〔地〕
　　　　　　〔ここには主として開発の計画資料　実施

　　　　　　　資料などを地域ごとにまとめて収める。

　　　　　　　開発理論はK251に収める◎〕

　　　　　　〔工業開発の問題もここに収める。北海道

　　　　　　　拓植　国土計画　新産都市　離島振興も

　　　　　　　なごに収める。〕

　　　　　　〔燈業地域計画　農村開発計画→K3A33戊

K253 開発政策　開発行政

〔立地政策はこごに収める。〕

K255　地域科学と計量分析
　　　　　　〔地域連関表分析はここに収める。社会地理

　　　　　　　学　地域経済学もここに収める。〕

　　　　　　〔分析手法　数量的分析など地域経済の計量

　　　　　　　的分析も含む。1〕

　　　　　　〔地域産業連関表→H32〕
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産業構造　産業組織

K258　地域開発の諸側面

K258　1 地域開発の経済主体

〔こぐには地域開発の主体としての住民

　または家計　企業　政府を収める。〕

K2583 開発資金

〔開発財政 開発金融を含む。〕

K2586 地域開発の社会経済的側面

〔とこには経済的な側面と社会学的な観

　点が結びついた文献を収める。〕

〔いわゆる社会開発　社会計画　福祉立

　地もここに収める。〕

K259 都市問題

（都市社会学→F71222）

K2590　総記
K2591　都市問題の理論
K2592　都市問題の実証的研究　〔地〕

K2593　都市行政　都市政策

　K25933　都市財政

K25935　都市計画

K2596 都市の経済構造

〔都市の人口問題

　める。〕

都市産業はここに収
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K3 個々の産業

K2597 都市の社会環境

〔都市の公害問題

　める。〕

水の問題はここに収

K25975 住宅問題　土地問題

〔住宅公団を含む。〕

〔不動産業→K3G83　住居費→

　M2155　住宅金融→P75

　宅地→J22342〕

K2598　都市の交通問題
　　　　　　　〔都市の交通災害はここに収める。〕

K26　産業組織論
　K261　独占企業　大企業
　　　　　　　〔寡占体制　集中度　独占度　独占利潤はこ

　　　　　　　　こに収める。〕

　　　　　　　〔独占価格理論→Q14　独占禁止→L4125

　　　　　　　　独占利潤論→M132　独占資本主義→

　　　　　　　　G2131　経営の観点から見た独占企業

　　　　　　　　→L412〕

K262　中小企業
　　　　　　〔中小企業賃金→M13165　中小企業金

　　　　　　　融→P663　中小企業労働→J4544

　　　　　　　経営の観点から見た中小企業→L414〕

K3　個々の産業

　K31　産業一般
　　　　　　〔第1次産業　第2次産業　第3次産業はここに収

　　　　　　　める。産業一般の統計（生産統計　物産統計　物

　　　　　　　産表　商工省統計表）もここに収める。〕

　　　　　　〔一般産業事情→K222〕

K314　生産の実証的研究　〔地〕
　　　　　　〔個々の産業の生産の実証的分析は、それぞれ

　　　　　　　の主題の下に収める。〕

　　　　　　〔工業生産→K3F41　生産性の実証的分析

　　　　　　　→K122〕
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農 業

K3A　農業
　　　　〔農林水産業および農業の一般的な統計書はここ

　　　　　に収める。〕

　　　　〔地代→M134　ききん→F24　農地→J22345

　　　　　農業地理学→F314　農業保険→P8523

　　　　　農業金融→P71　農業気象→F23　農業労働→

　　　　　J45411　農業災害→F24　農業資本→M23

　　　　　農業水利→J2343　農民運動→F754

　　　　　農林水産技術→J581　農村物価→Q282

　　　　　農村人口→J36　農村教育→F667　農村社

　　　　　会学→F71221〕

資料分類

　D42K3Aa　　　　　　　　農林省統計表　農商務省

　　　　　　　　統計表

D42K3AaK　勧業年報および同系列
　　　　　　　　　の資料

D42K3Ab　ポケット農林水産統計
D42K3Ac　農業基本調査　農業セン
　　　　　　　　サスおよび同系列の資料

　　　　　　　　（農業調査　農林水産業

　　　　　　　　　調査）

D42K3Af　各府県農林水産統計年報
　　　　　　　　（農林統計表　農林水産

　　　　　　　　統計年報）

D42K3Ag　地域農業の動向調査

D42K3Aw　その他一般的な農林水産
　　　　　　　　統計書　各国の一般的な

　　　　　　　　農業統計書

K3Aa　農事調査　その関係資料

K3Ab　県市町村是
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K3A 農 業

K3AO　総記
K3A1　農業経済学　学史
　　　　　　〔農業恐慌論はここに収める。〕

K3A2 農業史　農業事情

〔土地制度史→」2222〕

K3A21　農業史　〔地〕
　　　　　　　〔農村史もここに収める。〕

　　　　　　　〔個々の農産物の歴史→K3A421〕

K3A22　農業事情　〔地〕
　　　　　　　〔農村問題　農村調査はここに収める。

　　　　　　　　熱帯農業もここに収める。〕

K3A3 農業政策　農業行政

〔食糧管理　食糧政策はここに収める。

　農本主義もここに収める。〕

〔農産物価格政策→Q32〕

K3A31　農業政策の理論
K3A32　農業政策史　農業政策事情

　K3A321　農業政策史　〔地〕
　K3A322　農業政策事情　〔地〕

K3A33

K3A34

農業および農村開発計画

〔農業開拓　パイロットファーム　干拓

　農業地域計画はここに収める。〕

〔農地開発→J22345〕

農業団体　農業協同組合

〔農業団体史　農業委員会はここに収め

　る。個々の農産物の組合は個々の農産

　物の下に収める。〕

〔農民組合→F7544　協同組合一般

　→L415〕
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農 業

K3A4　農業生産　農産物市場

K3A41
K3A42

農業生産の理論

農業生産の実証的研究　〔地〕

〔農業生産性　農業生産力はここに収め

　る。〕

〔農業労働力→J45411〕

K3A421 農産物

〔作物統計　品種別作付状況はこ

　こに収める。農産物生産の歴史

　もここに収める。〕

〔農産物価格→Q32　飼料作物

　→K3A77〕

K3A4211
　K3A421
　K3A421
　K3A421
　▼〈3A421

　

　

　

　

類

物

　
　
穀
も

作

米

麦

雑

い

通普

1
2
3
4

　
1
1
　
1
⊥
　
－
⊥
　
1
⊥

タピオカ

K3A4212　工業用作物（工芸作物）

K3A42121

K3A42122

K3A42123

葉たばこ

〔たばこ製造業→K3F8a88

　たばこ専売→N732〕

砂糖　甜菜

〔精糖工業→K3F8a82〕

茶　紅茶

〔茶業史はここに収める。〕
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K3A 農 業

　　　K3A42124　大豆　菜種

　　　K3A42127　繊維作物
　　　　　　　　　　　　　〔繊維工業→K3F8b〕

　　　K3A42129　その他の工業用作物

　　K3A4213　園芸作物
　　　　　　　　　　　〔果樹　疏菜　草花　造園

　　　　　　　　　　　はここ忙収める◎）

　K3A422　農産物生産費
　　　　　　　　〔作物育成標準価はとごに収める。〕

　　K3A4221米
　　K3A4222麦
　　K3A4229　その他

K3　A43　農産物市場

　　　　　　〔中央卸売市場→K3G442〕

　　　　　　〔農産物価格→Q32〕

K3A431　農産物市場　流通
K3A432　農産物市場の歴史　事情

　　K3A4321　農産物市場の歴史　〔地〕

　　K3A4322　農産物市場の事情　〔地〕

K3A433　農産物市場政策
　　　　　　　　〔農産物検査もここに収める。〕

　　　　　　　　〔食糧管理　食糧政策→K3A3〕

　K3A438　個々の農産物市場澄よび流通機構

　　K3A4381　米麦布場
　　　　　　　　　　　〔米価　米価問題→Q32〕

　　K3A4385　青果物市場
　　　　　　　　　　　〔卸売市場→K3G442〕

　　K3A4389　その他の農産物の市場
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農 業

K3A5　農業経営　農家経済
　　　　　〔農地制度→」222　農業金融→P71〕

　　　　　　農村物価一・Q282〕

K3A51　農業経営学
K3A52　農業経営史　農業経営事情
　K3A52三　農業経営史　〔地〕

　K3A522　農業経営事情　〔地〕

K3A53 農業経営体制

〔農業経営組織　経営方式　経営規模　農

　業近代化　農業立地　農業改善などはこ

　こに収める。〕

〔家族農業　農業における共同経営

　農i業法人　企業農業（プランテーショ

　ン）もここに収める。〕

〔農業開発→K3A33〕

K3A538

K3A54
K3A55

社会主義的農業経営

〔コルホーズ　ソフホーズはここ

　に収める。〕

農業会計　農業簿記

肥料　農薬

〔化学肥料工業→K3F8d85　農

　薬品工業→K3F8d84　農薬問

　題→F748〕

K3A56　農業にお・ける畜力利用　農業用資

　　　　　　材　農業機械化

　　　　　　　〔農業技術→」581　農業用機械→

　　　　　　　K3F8」81〕

一 75一

K3A



K3A 農 業

　K3A57　農業所得

　K3A59　農家経済
　　　　　　　〔農家経済調査はここに収める◎）

　　　　　　　〔農家金融→P71　農村物価→Q282〕

　　K3A591　農家経済論
　　　　　　　　　　〔農家生計費を含む。〕

　　K3A592　農家兼業　農家副業

K3A6　蚕糸業　養蚕業
　　　　　〔製糸業を含む。〕

　　　　　〔生糸検査所→S343生糸輸出→S351S2〕

　K3A6（）　総記

　K3A61　蚕糸業経済学
　K3A62　蚕糸業史　蚕糸業事情

　　K3A621　蚕糸業史　〔地〕
　　K3A622　蚕糸業事情　〔地〕

　K3A63　蚕糸業政策　養蚕政策

　　K3A634　養蚕組合

　K3A64　養蚕生産　市場
　　　　　　　　〔桑　まゆもここに収める。〕

　K3A65　養蚕業経営
　　　　　　　　〔養蚕農業集落　養蚕農家はここに収める。〕
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農 業

K3A7　畜産
　　　　　　〔畜産物価格→Q32）

　K3A70　総記
　K．3A71　畜産経済学

　K3A72　畜産史　畜産事情
　　K3A721　畜産史　〔地〕
　　K3A722　畜産事情　〔地〕

　K3A73　畜産政策
　　　　　　　　〔馬政もここに収める⇒

　　K3A734　畜産組合

K3A74

K3A75

K3A76

K3A77
K3A78

畜産経営

〔牧場　牧草地　酪農経営はここに収め

　る。〕

家畜および家禽の飼育　養蜂業

〔毛皮獣養殖業を含む。〕

畜産製造加工　流通市場

〔牛乳　肉　チーズ　パター　鶏卵はこ

　こに収める。〕

〔畜産物価格→Q32〕

家畜飼料

家畜衛生
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K3B 林 業

K3B 林業

（国有林　公有林　私有林の区別なく，その主題

　内容によって分類する。

〔入会　林野制度→J2227　林業技術→J581

　林業保険→P呂5232　林業地代→M1342

　林業金融→P71　林業労働→J45411〕

K3B◎　総記
K3B1　林業経済学
　　　　　　〔森林評価→K3B5〕

K3B2　林業史　林業事情

K3B21
K3B22

林業史　〔地〕

林業事情　〔地〕

〔山林問題はここに収める。〕

K3B3　林業政策

　K3B34　森林組合

K3B4　林業生産　市場

K3B41 林業生産物

〔木材　薪炭はここに収める。森林副産

　物もここ忙収める。〕

⊂木材関連産業→K3F8e2　林産物

　価格→Q32〕

K3B42 林産物市場

〔木材市場　木材輸送

　に収める〕

森林鉄道はここ

K3B5　林業経営
　　　　　　〔林家副業　森林会計

　　　　　　〔林業金融→P71〕

森林評価を含む。）

K3B6　森林資源

K3B8　狩猟業
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漁 業 K3C

K3C　漁業
　　　　　〔漁業保険→P85233　漁業労働→J45411

　　　　　　漁業資本→M23　漁網工業→K3F8b

　　　　　　水産技術→J581　水産金融→P71

　　　　　　水産製造業→K3F8a87〕

K3C◎　総記
K3C1　水産経済学
K3C2　水産業史　水産業事情
　K3C21　水産業史　〔地〕
　　　　　　　　〔漁村史はここに収める。〕

K3C22　水産業事情　〔地〕

K3C3　水産政策
　　　　　　〔漁業権　漁業制度

　　　　　　　る。〕

漁場問題はζこに収め

K3C34　漁業団体　漁業協同組合

K3C4 水産物　水産物市場

〔中央卸売市場→K3G442〕

K3C41 水産物生産

〔漁獲高はこごに収める。〕

〔水産物価格→Q32　水産加工　水

　産製造　水産食品→K3F8a87〕

K3C42 水産物市場

〔水産博覧会→K3C3〕
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K3C 色 業

K3C5　水産経営　漁家経済

　K3C51　漁携　漁法
　　　　　　　　〔捕鯨業　近海漁業　遠洋漁業　沿岸漁業

　　　　　　　　　淡水漁業はここに収める。〕

　　　　　　　　〔個々の魚類→K3C4〕

　K3C52　水産経営　設備
　　　　　　　　〔漁具　漁船　漁船遭難はここに収め

　　　　　　　　　る。〕

　　　　　　　　〔漁場権→K3C3　漁船保険→P85233〕

K3C6　海洋資源

K3C7　水産養殖業
　　　　　　〔真珠養殖を含む。〕

K3C8　製塩業
　　　　　　〔塩専売→N733〕
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鉱 業 K3D

K3D　鉱業
　　　　　〔鉱業技術→J582　鉱業金融→P72　鉱業

　　　　　　資本→M23　鉱山保安→∫483　鉱山地代

　　　　　　’→M1342　鉱山労働→」45412　天然

　　　　　　ガス鉱業→K3｝183　石炭鉱業→K3H81

　　　　　　石油鉱業→K3H82〕

K3DO　総記
K3D］　鉱業経済学
K3D2　鉱業史　鉱業事情
　K3D21　鉱業史　〔地〕
　K3D22　鉱業事情　〔地〕

K31）3 鉱業政策　鉱業行政

〔鉱業権　鉱業特許　鉱山評価 鉱区を含む。〕

K3D4 鉱産物　鉱産物市場

〔鉱産物価格→Q33〕

K3D41
K3D42

鉱産物

鉱産物市場

〔鉱山鉄道を含む。〕

K3D5 鉱業経営　鉱業設備

〔鉱業金融→P72〕

K3D6 鉱物資源　地下資源

〔鉱床　鉱石を含む。〕

K3D8　各種鉱業
　K3D81　金属鉱業
　　　　　　　　〔貴金属鉱業　鉄鉱業 軽金属鉱業を含む。〕

K3D82　非金属鉱業
　　　　　　　〔建設材料用岩石採石業

　　　　　　　　物を含む。〕

工業原料用鉱
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K3E 建　設　業

K3E　建設業
　　　　　〔建設物価→Q34　建設技術→J582　建設

　　　　　業金融→P72　建設循環→R611　建設労

　　　　　働→J45412　建設投資→M235〕

K3E◎　総記
K3遥1　建設経済学
K3E2　建設業史　建i設業事情

　K3E21　建設業史　〔地〕
　K3召22　建設業事情　〔地〕

K3E3　建設政策　建設行政
　　　　　〔建築規格はこぐに収める。〕

　　　　　〔住宅公団→K259？5〕

K3E4　建設資材
K3E5　建設業経営　建設業設備
　　　　　〔建設業金融→P72〕

K3E8　各種建設業

K3E81 建設業　土木事業

〔公共工事を含む。鉄道敷設工事　港

　湾工事も含む。〕

〔公共事業一般→N525〕

K3E82 建築業　設備工事

〔大工　とび職　左官などを含む。〕

K3B83 水道設備工事

〔水道→F73671〕
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工業　製造業 K3F

K3F　工業　製造業
　　　　　〔鉱工業統計は主としてここに収める。）

　　　　　〔工業地理学一F314工業原料用鉱物→K3D82

　　　　　工業技術→J582　工業金融→P72　工業労

　　　　　　働→」45412　エ業投資→M23　下請企業

　　　　　　→L414〕

K．3F◎　総記

K3F1　工業経済学
K3F2　工業史　工業事情
　K3F21　工業史　〔地〕
　K3F22　工業事情　〔地〕

K3F3　工業政策　工業行政
　　　　　　〔工業組合はここに収めるo工業統制　工業

　　　　　　規格　標準化　工業所有権　特許　工業品

　　　　　　検査はここに収める。〕

　　　　　〔地域の工業化→K2513　技術導入→

　　　　　　S46　技術援助→S1682　工業団地

　　　　　　工業地帯コンビナート→K251345

　　　　　　工業立地→K25134　産業公害→F748

　　　　　　社会学的観点から見た工業化→F715〕

K3F4 工業生産物　工業生産物市場

〔工業生産物価格→Q35〕

K3F41　工業生産　生産物

K3F413　工業生産動態

K3F42 工業生産物市場

〔需給　出荷はζこに収める。）

K3F5　工業経営　工業設備

K3F6　工業原料
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K3F 工業製造業

K3F8　各種工業
　　　　　〔軽工業　重工業は主としてここに収める。農

　　　　　　村工業　農家製造加工業はここに収める。〕

K3F80
　K3F8aO
　K3F8al
　K3F8a2
　K3F8a3
　K3F8a4
　K3F8a5

食料品製造業

総記

食料品製造業論

食料品製造業史　事情　〔地〕

食料品製造業政策

食料品製造業生産　市場

食料品製造業経営

K3F8a8 各種食料品および各種食料品製造業

　〔乳製品　肉製品製造業→K3A76〕

K3F8a81
K3F8a82
K3F8a83

製粉

精糖

酒造

〔醸酵工業および酒 ビールを含む。〕

K3F8a84 調味料

（味そ　しょう油 化学調味料を含む。）

K3F8a85
K3F8a86
K3F8a87

缶詰　壕詰

パン　菓子製造業

水産製造業

〔水産缶詰を含む。〕

K3F8a88 たばこ製造業

（葉たばこ→K3A42121
　たばこ専売→N732）

K3F8a89 その他

〔飲料製造業はここに収める。〕
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工業　製造業

K3F8b　繊維工業
　　　　　　〔衣服その他の繊維製品製造業一般

　　　　　　　化学繊維工業　紡績業　織物業　メ

　　　　　　　リヤス製造業を含む。〕

　　　　　　〔蚕糸業i→X3A6〕

　K3F8bO　総記
　K3F8b1　繊維工業論
　K3F8b2　繊維工業史　事情
　　K3F8b21　繊維工業史　〔地〕
　　K3F8b22　繊維工業事情　〔地〕

　K3F8b3　繊維工業政策
　K3F8b4　繊維工業生産　市場流通
　K3F8b5　繊維工業経営　設備

　K3F8b8　各種繊維製品および製造業
　　Kl　3　F　8　b　81　絹

　　K3F8b82綿
　　K3F8b83毛
　　K3F8b84麻
　　K3F8b85　化学繊維i
　　　　　　　　　　　〔合成繊維を含む。〕

　　K3F8b87　染色整理業
　　K3F8b88　その他繊維製品製造業
　　　　　　　　　　　〔整毛　製綿　フェルト製造

　　　　　　　　　　　　繊維製衛生材料製造はここ

　　　　　　　　　　　　に収める。仕立職もこぐに

　　　　　　　　　　　　収める。〕
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K3F 工業　製造業

K3ξ8c　紙
　K3F8c1

パルプ業　木材関連産業

紙　パルプ業　紙製品製造業

〔紙器工業　合板製造業　段ボー

　ル工業を含む。〕

K3F8c1◎
K3F8cll
K3F8c12
K3F8c13
K3F8c14
K3F8c15

総記

紙

紙

紙

紙

紙

バルブ業論

パルプ業史　事情　〔地）

パルプ業政策

パルプ業生産　市場

パルプ業経営　設備

K3F8c2 木材関連産業

〔製材業　家具　建具製造業を含む。〕

〔建材→K3E4　林産物　木材→

　K3B4）

K3F8c2◎
K3F8c21
K3F8c22
K3F8c23
K3F8c24
K3F8c25

総記

木材関連産業論

木材関連産業史　事情　〔地〕

木材関連産業政策

木材関連産業生産　市場

木材関連産業経営　設備
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工業製造業 K3F

K3F8d　化学工業
　　　　　　〔重化学工業を含む。〕

　K3F8dO　総言己
　K3F8d1　化学工業論
　K3F8d2　化学工業史および事情　〔地〕

　K3F8d3　化学工業政策
　K3F8d4　化学工業生産　市場

　K3F8d5　化学工業経営　設備

　K3F8d8　各種化学工業製品および製造業

　　K3F8d81　無機化学工業
　　　　　　　　　　　〔ソーダ工業　電気化学工業

　　　　　　　　　　　無機薬品工業を含む。〕

　　　　　　　　　　　〔ガス工業→K3H83〕

　　K3F8d82　石油　石炭化学工業
　　　　　　　　　　　〔コンビナート→K251345

　　　　　　　　　　　石炭産業→K3H81　石油

　　　　　　　　　　　産業→K3H82〕

　　K3F8d83　合成樹脂工業
　　　　　　　　　　　〔塩化ビニール工業→K3F8f〕

　　K3F8d84　医薬品　農薬品
　　　　　　　　　　　〔農業生産から見た農薬→

　　　　　　　　　　　K3A55〕
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K3ド 工業製造業

　　　K3F8d85　化学肥料
　　　　　　　　　　　　〔農業生産から見た肥料→K

　　　　　　　　　　　　3A55〕

　　　K3F8d89　その他の化学工業
　　　　　　　　　　　　〔染料　顔料　油脂　塗料

　　　　　　　　　　　　化粧品　香料　火薬　その

　　　　　　　　　　　　他の有機化学工業製品を含

　　　　　　　　　　　　む。〕

K3F8e　出版業　印刷業　製本業
　　　　　　〔新聞業はここに収める。〕

　　　　　　〔マスコミの観点から見た出版　新聞

　　　　　　　→F71421〕

　K3F8eO　 総§己

　K3F8e1　出版　印刷業論
　K3F8e2　出版　印刷業史　事情　〔地〕

　K3F8e3　出版　印刷業政策
　K3F8e4　出版　印刷業生産　市場
　K3P8e5　出版　印刷業経営　設備

K3F8f　ゴム工業　皮革工業
　　　　　　〔塩化ビニール工業を含む。〕

　K3F8fO　総記
　K3P8f1　ゴム　皮革工業論
　K3F8f2　ゴム　皮革工業史　事情　〔地〕

　K3F8f3　ゴム　皮革工業政策
　K3F8f4　ゴム　皮革工業生産　市場

　K3F8f5　ゴム　皮革工業経営　設備
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工業　製造業 K3F

K3F8g 窯業　土石製品製造業

〔ガラス製品　セメント　陶磁器を

　含む。〕

K3F890
K3F891
K3F892
K3F893
K3F894
K3F895

総記

窯業論

窯業史　事情　〔地〕

窯業政策

窯業生産　市場

窯業経営　設備

K3F8h　鉄鋼業　製鉄業
　　　　　　〔鋳鋼　鍛鋼を含む。〕

K3F8hO　総記
K3F8h1　鉄鋼業論
K3F8h2　鉄鋼業史　事情
　K3F8h21　鉄鋼業史　〔地〕
　K3F8h22　鉄鋼業事情　〔地〕

K3F8h3　鉄鋼業政策
K3F8h4　鉄鋼業生産　市場
　K3F8h41　鉄鋼業生産　鉄鋼製品
　K3F8h42　鉄鋼業市場　需要
K3F8h5　鉄鋼業経営　設備
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K3F 工業　製造業

K3F8i　非鉄金属工業　金属製品製造業
　　　　　　〔軽金属工業　アルミニューム　鋲螺を

　　　　　　　含む。〕

K3F810
K3F811
K3F8　12
K3F813
K3F8　14
K3F815

総記

非鉄金属エ業論

非鉄金属工業史　事情　〔地〕

非鉄金属工業政策

非鉄金属工業生産　市場

非鉄金属工業経営　設備

K3F8J
　K3F8jo

機械工業

K3F8」1
K3F812
K3F813
K3F8j4
　K3F8」4
　K3F8j42
K3F8j5

総記

機械工業論

機械工業史　事情　〔地）

機械工業政策

機械工業生産　市場

1　機械工業生産　生産物

　　機械工業市場　需要　受注

機械工業経営　設備

K3F8」8　各種機械工業および製品

K3F8 81 一般産業用機械エ業

〔農業用機械　油圧機械　工

　作機械を含む。〕

K3F8j82 電気機械工業

〔電子工業　弱電気工業　通

　信機械　電線工業を含む。）
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工業製造業

　　K3F8j83　輸送用機械工業
　　　K3F81831　自動車エ業
　　　　　　　　　　　　　〔自動車部品工業を含

　　　　　　　　　　　　　　む。〕

　　　　　　　　　　　　　〔自動車交通→k3」811〕

　　　K二3F8」832　船舶二〔業
　　　　　　　　　　　　　〔舶用機関を含む。〕

　　　　　　　　　　　　　（海運→K3」82〕

　　　K3F81833　航空機工業
　　　　　　　　　　　　　〔航空輸送→K3J83〕

　　　K3F8j834　鉄道車輌エ業
　　　　　　　　　　　　　（鉄道輸送→K3∫812）

　　K3欝8184　精密機械工業
　　　　　　　　　　　〔光学機械　時計　計量器

　　　　　　　　　　　　理化学機械　医療機械を

　　　　　　　　　　　　含む。〕

　　K3F8189　その他（事務機械家庭
　　　　　　　　　　　用器具）

K3F8k　軍需工業

K3F8ε　その他の製造工業
　　　　　　　〔漆器　楽器　瞬一ド　スボーツ用品

　　　　　　　　日用品　雑貨　文房具　娯楽用品

　　　　　　　　を含む。〕
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K3G 商 業

K3G　商業
　　　　　〔商業技術→」584　商業金融→P73　商業

　　　　　　立地→K25135　商業労働→J45413
　　　　　　商業投資一M23商業通信（貿易）－S341〕

K3GO　総記
K3G1　商業学　商業学史
　　　　　　〔経営学→L1　商業簿記→L541〕

K3G2　商業史　商業事情
　K3G21　商業史　〔地〕
　K3G22　商業事情　　〔地〕

K3G3　商業政策　商業行政
　　　　　　〔商業協同組合　商業助成機関を含む。〕

　　　　　　〔商業法規→F955〕

K3G4　商品　商品市場

K3G41 商品　商品学

〔商品カタログはここに収める。〕

こ商品イヒ→L57戊

K3G43
K3G44

市場政策　流通政策

商品市場　市場組織　流通機構

〔消費者市場流通費販売組織を含む。

　流通調査　流通革命　配給　移出入

　はここに収める。個々の産業の流通

　機構はそれぞれの主題の下に収める。〕

〔海外市場→S36　貨物輸送→K3」4

　割賦販売一＋L57　市場調査（マーケティ

　ング）→Lδ7〕
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商 業 K3G

　　K3G442　卸売市場
　　　　　　　　　　　〔中央卸売市場はここに収める。）

　　　　　　　　　　　〔宵果物市場→K3A4385〕

　　K3G443　商品取引所
　　　　　　　　　　〔商晶投機もここに収める。〕

K3G5　商業経営　商業設備

K3G8　各種商業
　K3G81　卸売業　小売業
　　K3G811　卸売業　問屋　代理業　仲買
　　　　　　　　　　i業（ブローカー）

　　K3G812　小売業　百貨店
　　　　　　　　　　〔商店　商店街　飲食店（食堂）は

　　　　　　　　　　　ぐこに収める。チェーンストア

　　　　　　　　　　　スーパーマーケットを含む。〕

　K3G82　広告業
　　　　　　　　〔宣伝　広告～般→F7143〕

　K3G83　不動産業
　　　　　　　　〔貸家業　アパート業はここに収める◎〕

　　　　　　　　〔都市に泊ける住宅問題→K25975

　　　　　　　　地価→Q31　宅地→J22343〕
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K3H エネルギー産業

K3H　エネルギー産業
　　　　〔エネルギー産業技術→J585　エネルギー産

　　　　　業金融→P72　エネルギー産業労働→

　　　　　」45414　エネルギー産業投資→M23〕

　K3HO　総記
　K3H1　エネルギー産業論
　K3H2　エネルギー産業史　事情

　　K3H21　エネルギー産業史　〔地〕

　　K3H22　エネルギー産業事情　〔地〕

　K3H3　エネルギー政策
　K3H4　エネルギー市場
　K3H5　エネルギー産業経営　設備

　K3且6　エネルギー資源

　K3H8　各種エネルギー産業

　　K3H81　石炭産業

　　　　　　　　　（石炭労働一⇔」45414　石炭化学

　　　　　　　　　工業→K3F8d82　炭鉱災害
　　　　　　　　　　炭鉱保安一一J483〕

　　　K31181◎　 総言己

　　　K3H811　石炭産業論
　　　K3H812　石炭産業史　事情
　　　　K3」｛8121　石炭産業更　〔地〕

　　　　K3H8122　石炭産業事情　〔地〕

　　　K3H813　石炭政策
　　　　　　　　　　　〔炭田開発→K311816〕

　　　K3H814　石炭生産　市場
　　　　　　　　　　　〔コークスを含む。〕

　　　　K3H8141　石炭生産
　　　　K3H8142　石炭市場
　　　　　　　　　　　　　〔石炭輸送はここに収める。〕

　　　K3H815　石炭産業経営　設備
　　　　　　　　　　　〔切羽調査はここに収める。〕

　　　K3H816　炭田
　　　　　　　　　　　〔埋蔵炭量炭質調査はここに収める。）
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エネルギー産業

K3H82　石油産業

　K3H820　総記
　　K3H821　石油産業論
　　K3H822　石油産業史　事情
　　　K3H8221　石油産業史　〔地〕
　　　K3H8222　石油産業事情　〔地〕

　K3H823　石油政策
　K3H824　石油生産　石油市場
　　　　　　　　こ石油輸送　パイプライン　タン

　　　　　　　　　カーはここに収める。〕

　K3H825　石油産業経営　設備

　K3H826　 了由田

　　　　　　　　〔油田開発を含む。〕

　K3H828　個々の石油産業
　　K3H8281　原油鉱業
　　K3H8282　石油精製業
　　　　　　　　　　　〔製油所　ガソリン　軽油

　　　　　　　　　　　重油などはここに収める。〕

　　　　　　　　　　　〔石油化学工業→K3F8d82〕

K3H83　ガス産業
　　　　　　〔天然ガス工業を含む。〕

　K3H830　総§己
　K3H831　ガス産業論
　K3H832　ガス産業史　事情　　〔地〕

　K3H833　ガス産業政策
　K3H834　ガス産業生産　市場
　　　　　　　　　（ガス供給　輸送はここに収める。〕

　K3H835　ガス産業経営　設備
　　　　　　　　　（ガス料金一＞Q37〕
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K3H エネルギー産業

K3H84　電力産業

　K3H840　総記
　K3H841　電力産業論
　K3H842　電力産業史　事情
　　　K3H8421　電力産業史　〔地〕
　　　K3H8422　電力産業事情　〔地）

K3H843 電力政策

〔電源開発はこξに収める。〕

K311844

K3H845

電力市場　輸送　供給　電

力消費

電力産業経営　設備

（変電所　発電所はここに収める。〕

〔電力料金→Q37〕

K3H847 水力発電

〔ダムー」235 ダム工事→K3E81）

K311848　火力発電
K3H849　原子力発電

K3H85 原子力産業

〔原子力発電一K3H849〕

K3H850
K3H851
K3H852
K3H853

総記

原子力産業論

原子力産業史

原子力政策

事情　〔地〕

〔原子力開発を含む。原子力の

平和的利用もここに収める。〕

K3H854
K3H855
K3H856

原子力市場

原子力産業経営　設備

原子力資源
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運輸交通 K3」

K32 運輸　交通

〔都市の交通問題→K2598　運輸技術→

　J583　運輸金融→P73　運輸労働→

　J45415〕

K3JO　総記
K3」1　交通論　交通経済学

K3」2　運輸交通史　運輸交通事情

　K3」21　運輸交通史　〔地）

　K3J22　運輸交通事情　〔地〕

K3J3 運輸交通政策　運輸交通行政
〔交通体系　交通計画はここに収める。〕

K3」4 運輸交通市場

〔貨物輸送　旅客輸送はここに収める。）

K3」5　運輸交通業経営　設備
　　　　　　〔都電　市バスなどの地方公営企業として

　　　　　　の交通機関もビこに収める。〕

　　　　　　〔運賃→Q36〕

K3」6　運輸交通事故一般

　　　　　〔自動車事故→K3」8116　海難→K3∫826

　　　　　　航空事故ヲK3J836　鉄道事故一K3J8126〕

K3J8　各種運輸業

　K3J81　陸運
　　K3」811　自動車交通　道路交通

　　　　　　　　　　〔パス事業　ハイヤー　タクシー

　　　　　　　　　　　事業を含む。〕

　　　　　　　　　　〔道路公団　道路事業はこ亡に収

　　　　　　　　　　　める。〕

　　　　　　　　　　〔道路工事→K3E81　自動車

　　　　　　　　　　　X業一＞K3F8j831〕

K3」811（）

K3」8111
K3」8　112

総記

陸運論　自動車交通論

陸運史　事情　自動車交

通史　事情　〔地〕
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K3」 運輸交通

K3J8113　陸運政策自動車交通政策
K3J8114　陸運市場自動車交通市場
　　　　　　　　〔交通量観測もここに収める。〕

K3J8115　陸運経営　設備
K3J8116　自動車事故

自動車交通経営　設備

K3J812 鉄道

〔鉱山鉄道→K3D42　森林鉄道→K3B42

　鉄道敷設工事→K3E81　鉄道車輔工業→

　K31ぐ8」834〕

K3J8120　総記
K3」812」．　鉄道論

K3J8122　鉄道史　鉄道事情
　K3J81221　鉄道史　〔地〕
　K3J81222　鉄道事情　〔地〕

K3J8123　鉄道政策　鉄道行政
K3J8124　鉄道市場　輸送
　K3」8124］．　旅客

　K3」8ヱ242　貨物輸送
K3J8125　鉄道経営　鉄道設備
　　　　　　　　〔駅　職員　営業成績はここに

　　　　　　　　　収める。〕

　　　　　　　　〔地方公営企業としての鉄道経営は

　　　　　　　　　K3J5に収める。〕

　　　　　　　　　〔鉄道運賃一Q36〕

K3J81251 国鉄

〔地方鉄道を含む。〕

K3」812§2　私鉄

K3J8126　鉄道事故　鉄道災害

K3」8128　各種鉄道
　K3J81281　路面電車
　K3J81282　地下鉄
　K二3Jw　81283　特殊鉄道
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運輸　交通

K3J82　海運
　　　　　　　（海運労働→∫45415船舶工業→

　　　　　　　K3F8」832〕

　K二3」82◎　総き己

　K3J821　海運論
　K3J822　海運史　海運事情
　　K3」8221　海運史　〔地〕
　　K3J8222　海運事情　〔地〕

K編823海運政策
　K3J824　海運市場
　　　　　　　　　〔貨物　旅客　輸送量統計はここ

　　　　　　　　　　に収める。〕

　K3J825　海運経営　設備
　　　　　　　　　（船員を含む。戊

　　　　　　　　　（船賃一Q36〕

　　K3」8253　船舶
　　K3」“8254　航路

　K3J826　海難
　K3」827　港湾
　　　　　　　　　〔港運を含・む。）

　　　　　　　　　〔港湾工事一K3E81　港湾労

　　　　　　　　　　働一」45415　港湾倉庫一

　　　　　　　　　　1（3」87　港を通過する物資

　　　　　　　　　　流通→K3」824〕

　K3」828　河川交通　運河
　　　　　　　　　〔内陸水運　内航海運はここに収

　　　　　　　　　　める。〕
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K3K 通信業

K3」83　航空輸送
　　　　　　〔航空機工業→K3F8」833〕

　K3」830　総記
　K3J831　航空輸送論
　K3J832　航空輸送史　事情　〔地〕

　K3J833　航空政策
　K3J834　航空市場
　K3J835　航空輸送経営　設備
　　　　　　　　　〔航空路　空港　航空管刷を含む。〕

　　　　　　　　　〔運賃→Q36〕

　K3」836　航空事故

　　K3」87　倉庫業
　　K3」88　サルベージ　潜水業

K3K　通信業

　K3KO　総記
　K3K1　通信業論
　K3K2　通信史　事情　〔地〕

　K3K3　通信行政　政策

　K3K4　通信市場
　K3K5　通信業経営　設備

　K3K8　各種通信業

　　K3K81　郵便
　　　　　　　　　〔郵便局　郵便業務はここに収める。〕

　　　　　　　　　〔簡易生命保険　郵便年金一P8513

　　　　　　　　　郵便貯金　郵便為替一→P666〕

　　K3K82　電気通信
　　　　　　　　　（電信電話はここに収める◎）

　　K3K83　放送事業
　　　　　　　　　〔マスコミの観点からみた放送→F71422〕
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サービス業 K3L

K3L　サービス業
　　　　　〔病院　医師→F7365　地方公務員→F8166

　　　　　放送事業→K3K83　飲食店（食堂）→

　　　　　K3G812　広告業→K3G82　国家公務
　　　　　員→F8158　教職員→F64　サービス業

　　　　　労働→J45416　サービス業投資→M23

　　　　　倉庫業→K3J87〕

K3LO
K3－Ll

K3L2
K31．3
K31．4

K3L5

総記

サービス業論

サービス業史　事情　〔地〕

サービス業政策

サービス業市場

サービス業経営　設備

〔サービス料金一Q36〕

K3L8　各種サービス業

　K3L81　観光業
　　　　　　　　〔旅館　ホテル　観光あっせん業を含

　　　　　　　　　む。〕

　　　　　　　　〔運輸業→K3」〕

K3L82　娯楽業
　　　　　　　〔興業　映画業を含む。〕

　　　　　　　〔マスコミの観点からみた映画→F71423〕

K3L83　対個人サービス業
　　　　　　　〔洗濯業　写真業　理髪業　浴場業

　　　　　　　物品預り業を含む。〕

K3L84　修埋業

K31．89　その他のサービス業
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L 企業　経営　会計

　　　　　　　　　企業経営会計

L　企業　経営会計
　　〔ここには　企業　経営一般を収め、個々の産業部門の経営

　　　は個々の主題に収める。経営と環境の問題もここに収める。〕

　　（経営者　経営心理　経営理念　経営倫理→F12　経営立

　　　地→K2§135）

LO　総記
　　LO44　会社年鑑
　　LO45　会社名鑑

　LO6　経営者団体　商工会議所
　　　　　　〔日経連　経団連の年鑑　歴史　事業報告などはこ

　　　　　　こκ収める。だだし経済年報類はその主題の下忙

　　　　　　収める。）

　　　　　　〔経営者個人→F12〕

L1　経営学　企業経済学

　　　〔経営学史　経営数学　管理科学　オペレーションズ

　　　　リサーチ，シミュレーション，線型計画の手法を経営

　　　　学に応用した文献はここ忙収める。〕

　　　〔経営統計学　計量経営学→D23）

し2　経営史　経営事情

　　　　〔個々の産業の歴史はそれぞれの主題の下に収める。〕

　　　　〔経済史→E1　産業史一K221　社史ヲL42〕

　L21　経営史　〔地〕

　L22　経営事情　〔地〕
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企業経済 ∪4

L4　企業経済

　　　　〔企業白書　企業の一般的な事情および展望はこ己に収

　　　　　める。〕

　　　　〔企業による景気予測→R62〕

　　資料分類

　　　D42L4h　法入企業統計年報

　　　D42L4j　事業所統計調査

L41　企業形態　経営形態
　　　　　〔以下の細分において個々の企業形態の経営　会

　　　　　　計上の問題は，その企業形態の下に収める。〕

　　　　　　〔官業→N71〕

L411　私企業　会社
　　　　　　〔株式会社　合資会社　合名会社などは亡こ

　　　　　　に収める。〕

　　　　　　（株式　株式市場→P5352　社債

　　　　　　社債市場一・P5351〕

L412　独占企業　企業集中
　　　　　（巨大企業　財閥　企業集団　企業支配を含

　　　　　　む。〕

　　　　　〔独占価格理論→914　独占資本主義→G

　　　　　　2131　国際企業→L45　産業組織の

　　　　　　立場から見た独占企業→K261〕

　L4121　企業連合（カルテル）
　　　　　　　　〔国際カルテル→L45〕

　L4122　企業合同（トラスト　コンツェルン）

L4125　独占禁止　公正取引
　　　　　　　（公正取引委員会はここに収める。〕

　　　　　　　〔独占禁止法→F955〕
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L4 企業経済

L413　公企業　公益企業
　　　　　　〔ここには経営形態の立場からみた公企業

　　　　　　　公益企業　混合企業一般を収め、個々の企

　　　　　　　業はそれぞれの主題に収める。〕

　　　　　　〔公共企業体　政府関係機関を含む。〕

　　　　　　〔地方公営企業一N87　官業一N71　公

　　　　　　　共事業一N525　公共料金一Q37　公

　　　　　　　社公団の社史一→L42　専売事業→N　73

　　　　　　　水道→F73671〕

L414　中小企業
　　　　　　〔零細企業　中竪企業　生業　家業　下請企

　　　　　　　業を含む。〕

　　　　　　〔中小企業賃金→M13165　中小企業金

　　　　　　　融一P663　中小企業の労働力→J4544

　　　　　　　産業組織論の立場から見た中小企業→

　　　　　　　K262〕

L4140　総記
L4141　中小企業経営学
　　　　　　　〔中小企業経済学→K262〕

L4142　中小企業史　中小企業事情
　L41421　中小企業史　〔地〕
　L41422　中小企業事情　〔地〕

L4　143
1」4　145

中小企業政策

中小企業経営
〔中小企業の経営分析　中小企業診断

　員　中小企業設備近代化　事業所開

　廃を含む。〕

L415　協同組合　産業組合
　　　　　　〔個々の協同組合　産業組合はそれぞれの主

　　　　　　　題の下に収める。〕

　　　　　　〔博覧会　実業大会一K23　農業協同組合

　　　　　　　一K3A34　商業協同組合一K3G3〕
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企業経済

L418　社会主義企業
　　　　　　〔社会主義企業の経営はすべてこごに収める。〕

　　　　　　〔社会主義的農業経営一→K3A538〕

L419　その他の企業形態
　　　　　　〔経営代理制度は巴こに収める。〕

L42　社更
　　　　　〔銀行　公企業などの歴史もここに収める。〕

　　　　　〔経営者の伝記→F12　経営史→L21　経済

　　　　　団体の歴史→L◎6　産業史→K221　社史

　　　　　　目録→LO42〕

L43　企業分析
　　　　　〔企業分析理論および企業経営分析数値はここに

　　　　　収める。〕

　　　　　〔中小企業の経営分析→L4145）

L45　国際経営
　　　　　〔国際カルテル

　　　　　　に収める。〕

L5　経営管理

L51
L52
L53

L54

国際的企業提携　合併企業はここ

経営管理論

経営管理史　経営管理事情　〔地〕

経営政策

〔経営計画　経営組織　経営合理化　生産性　企業

　診断を含む。）

〔経営理論の立場からみた生産性→K12）

財務管理

L540
L541

総記

会計学　簿記

　〔会計翻度　会計士を含む。〕

　〔監査会計士・ゆL546〕

　〔商業簿記　銀行簿記　工業薄記　業種別会

　　計　機械化会計佐ここに収める。電子計算

　　機の会計への利用もここに収める。〕

　〔農業簿記　農業会計一テK3A54〕
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L5 経営管理

1・542　財務管理　財務会計
　　　　　　〔企業会計原則　財務諸表論　資産管理

　　　　　　　資産評価　減価償却　資産会計を含む。〕

　　　　　　〔経営の立場から見た設備投資　資金計画は

　　　　　　　ここに収める。〕

　　　　　　L経営分析　企業分析→L43〕

1．543 管理会計　原価計算

〔利益管理　予算統刷　資金菅理を含む。〕

〔経営の立場から見た直接費　間接費　操

　業度はここに収める。〕

L546
L547

監査

税務管理　税務会計

〔税務簿記はここに収める。〕

〔税務法規→F933〕

L55　生産管理
　　　　　〔熱管理　科学的管理法　オートメーション　資

　　　　　材管理　在庫管理　運搬管理　安全管理　品質

　　　　　管理を含む。〕

　　　　　〔統計的品質管理→D23〕

L56　人事管理　労務管理
　　　　　〔経営参加刷度　賃金管理　労使協議制　職階制

　　　　　定年刮はここに収める。工場監督年報もここに

　　　　　収める。〕

　　　　　〔賃金制度→M1314　労働条件一J48　労

　　　　　働者の福利厚生一J485〕
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経営管理 L5

L57　販売官理　購売管理
　　　　　〔マーケティング（市場調査）割賦販売需要

　　　　　’予測　商品化は巴こに収める。〕

　　　　　〔海外市場調査→S36　広告→F7143　広

　　　　　　告業→K3G82　商品学→K3G41　商晶

　　　　　　市場　流通機構→K3G44〕

L58　事務管理
　　　　　〔文書管理事務機械化　フアイリングシステム

　　　　　　を含む。〕

　　　　　〔電子計算機による事務機械化はことに収める。〕

L59　研究開発　研究管理

　　　　〔技術投資はζこに収める。会社企業体の研究機関も

　　　　　ここに収める。）

　　　　こ技術導入一乍S46　科学技術政策一353）

L591
L592
L593

研究開発

研究管理

情報管理

〔研究管理　経営管理と情報管理の関係を論じた

　ものはことに収める。経営情報システム　企業

　諜i報もここに収める◎〕

〔軍事諜報→F8283　情報科学　情報管理一般

　一A3〕
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M 国民所得の分配と支出

国民所得の分配と支出

M　　国民所得の分配と支出

　　　〔国民経済循環の構造→H〕

　MO　総記

　M｜　国民所得の分配
　　　　〔国民所得としての産業別所得を含む。〕

　　　　〔国富調査報告一D42H2　国民所得白書→HO44〕

　　M11　所得分配の理論
　　　　　　　〔価値理論→Q1　生産の理論→K11〕

　　M12　所得分配の実証的研究　〔地〕

　　　M121　所得の分配率
　　　M122　所得分布　所得格差
　　　　　　　　　〔所得不平等係数を含む〕

　　M13　各種所得
　　　M131　賃金　俸給
　　　　　　　　　〔賃金の一一般的な統計はここに収める。〕

　　　　M1310　総記
　　　　M1311　賃金理論
　　　　M1312　賃金事情　賃金問題　〔地〕
　　　　　　　　　　　〔賃上げ闘争　賃金運動はここに収める。〕

　　　　M1313　賃金政策
　　　　　　　　　　　〔最低賃金制度を含む。）

　　　　M1314　賃金制度　賃金形態　賃金体系
　　　　　　　　　　　〔手当　企業年金　退職年金制度　成果配

　　　　　　　　　　　　分法　ラッカープランもこ亡に収める。〕

　　　　　　　　　　　〔労働条件→J48　労務管理一タL56〕
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国民所得の分配

　M1315　賃金水準
　　M13153　毎月勤労統計系列
　　M13154　初任給　退職金
　　M13155　産i業別賃金水準

　　M13156　職種別賃金水準

　　M13158　賃金水準の国際比較

　M1316　賃金構造
　　　　　　　　（賃金格差を含む。〕

　　M13165　中小企業賃金
　　M13167　モデル賃金

M132　利潤
　　　　　〔利潤論　独占利潤論はζこに収める。〕

　　　　　〔独占利潤→K261〕

M133　利子
　　　　　〔利子理論はとこに収める。）

　　　　　〔金禾U→P51〕

M134　地代
　M1341　地代論
　M1342　各種地代
　　　　　　　　〔準地代　家賃　貸借料　帰属地代　小作

　　　　　　　　　料を含む。林業地代　鉱山地代もこぐに

　　　　　　　　　収める。〕

M135　移転所得
　　　　　　〔ここには所得としての年金　恩給を収める。〕

　　　　　　〔年金保険　恩給制度→F7356〕

M138　個人業種所得
　　　　　　〔農i業所得→K3A57〕
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∧《2 所得の支出

M2　所得の支出

　　　　（所得決定理論を含む。〕

M21　消費
　　　　　〔消費構造　消費水準　消費動向　消費慣習　購

　　　　　　買慣習　消費行動　消費者保護　家政学を含む。

　　　　　　家計外消費の問題もここに収める。〕

　　　　　〔農家経済調査→D42K3A59　流通問題一

　　　　　般　消費者市場→K3G44　消費者物価→

　　　　　　Q282〕

M211　消費の理論
　　　　　　〔消費関数論 消費者行動の理論を含む。〕

M212　消費の実証的研究　〔地〕

M214 家計

〔家計構造　家計調査　生計費はここに収める。）

M215　生活
　　　　　　〔生活水準　世帯分布　生活環境　生活の地域差

　　　　　　　低所得層の生活を含む。労働者生活状態もここ

　　　　　　　に収める。〕

　　　　　　〔道路→K3J811　保護世帯生活調査→F7345

　　　　　　　環境衛生→F7367　労働者の福利厚生→∫485

　　　　　　　都市の社会環境→K2597〕

M2153
M2154

衣料

食生活

〔食糧消費を含む。〕

〔栄養→F736　食料品製造業→K3F

　食糧問題　食糧政策→K3A3〕
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所得の支出 ～12

M2155 住居費

〔ぐこには家計の立場からみた住居費　家賃

　修繕費　耐久消費財購入費などを収める。〕

〔地価→Q31　住宅建設　住宅供給→

　M235　住宅公団→K25975　寮
　社宅→∫485　宅地→∫22342　都

　市における住宅問題→K25975〕

M2157 生活時間

〔余暇生活を含む。）

〔労働時間→J482〕

M217　個別消費財の需要構造
　　　　　　こことには消費財の個別品目の需要構造のみを収

　　　　　　　める。従って家計消費　業務用消費についても

　　　　　　　個別品目についてはここに収める。生産財の需

　　　　　　　要構造は個々の産業の市場の下に収める。）

M218　政府消費支出
　　　　　　〔家計への移転支出→M135　企業への補

　　　　　　助金→N523〕

M22　貯蓄
　　　　　〔証券貯蓄→P53）

M221　貯蓄水準　貯蓄構成　貯蓄理論

M225　各種貯蓄

M2251
M2252
M2253

個人貯蓄

法人貯蓄　配当

政府貯蓄
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M2 所得の支出

M23　投資　資本形成
　　　　　（政府民間別および産業別投資　資本彩成はここ佐収める。

　　　　　資本ストックもここに収める。国富の観点から見た資本ス

　　　　　　トックはH2に収める。〕

　　　　〔金融資本→G213　教育投資→F61　資本市場→

　　　　　　P53　資金→P56　財政投資融資→N　526

　M231　投資　資本形成の理論

　　M231］　資本の理論
　　　　　　　　　（近代経済学的方法によるものはここに収める。〕

　　M2312　資本蓄積論
　　　　　　　　　〔マルクス経済学的方法によるものはここに収める。」

　　　　　　　　　〔再生産論→H65　恐慌論一うR512〕

　M232　投資　資本形成の実証的研究　〔地〕

　M234　設備投資
　　　　　　　〔設備資金→P5612〕

M235　建設投資
　　　　　　　〔住宅建設を含む。〕

　　　　　　　〔住宅問題　住宅対策→K25975　建設物価

　　　　　　　　→Q32〕

　　M2351　建築投資
　　　　　　　　　〔住宅　非住宅を含む。〕

　　M2352　構築物
　　　　　　　　　喧路港湾河川橋梁などへの投資を含む・〕

　M236　在庫投資
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財 政 N

N 財政

財 政

NO　総記

N1　財政理論　財政学史

　　　〔金融理論・→P1〕

N2　財政史　財政事惰

　N21　財政史　　〔地〕

　N22　財政事情　〔地〕

N3　財政政策　財政行政
　　　〔フィスカルポリシーはこζに収める。〕

　　　〔経済政策→G23　教育財政→F63　通貨金融政策→P3〕

N4　財政制度
　　　〔国庫制度を含む。〕

　　　〔財政法→F933〕

N5　国家経費と財政収入

　　　〔財政収支統計　各省の予算　決算はここに収める。〕

N51　予算　決算

　Nδ11　予算

　N512　決算
　　　　　　　〔監査　決算検査を含む。｝
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N5 国庫経費と財政収入

N52　国家経費

　N521　行政費
　　　　　　〔食管会計を含む。〕

N522
N523
N524

軍事費

補助金（対民間）

地方財政費

〔地方譲与税　地方交付税

　こに収める。〕

国庫支出金などはこ

N525　公共投資
　　　　　〔公共事業を含む。〕

　　　　　〔建設投資→M235　公共工事→K3E81

　　　　　　社会的間接資本→H2〕

N526 財政投融資

〔国家資金→P563〕

N53　財政収入

N530　総記
N531　租税理論
N532　租税．史　租税事情

　N5321　租税史　〔地〕
　N5322　租税事情　〔地〕

N533　租税政策　租税行政　租税制度
　　　　　〔国税事務　申告納税制度を含む。〕

N535　各種租税
　N5351　直接税
　　N53511　収得税
　　　　　　　　　　〔所得税　収益税　地租はここに収

　　　　　　　　　　　める。〕

N5351 2　所有税

　　〔財産税　富裕税

　　　収める。〕

相続税はここに
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公 債

　　　N5352　間接税
　　　　N53521　消費税
　　　　　　　　　　　　〔国内消費税はここに収める。〕

　　　　　　　　　　　　〔関税→S344〕

　　　　N53522　流通税
　　　　　　　　　　　　〔登録税　取引税はここに収める。）

N6　公債
　　　　〔公債市場→P5351〕

　N61　公債論
　N62　公債史　公債事情〔地〕

　N63　公債政策
　　　　　　〔公開市場政策→P3〕

　N65　各種公債

　　N651　内債
　　　　N6511　国債

　　　N6512　地方債
　　N652　外債

N7　官業　国：有財産　専売

　N71　官業
　　　　　　〔公社　公団はそれぞれの主題の下に収める。〕

　　　　　　〔原子力公社→K3H855　政府金融機関→P666

　　　　　　　住宅公団→K25975〕

　N72　国有財産
　　　　　　〔天皇家の財産はここに収める。〕

　N73　専売事業
　　　N731　酒　アルコール専売
　　　　　　　　〔酒造業→K3F8a83〕

　　　N732　たばこ専売
　　　　　　　　〔葉たばこ→K3A42121　たばこ製造業→

　　　　　　　　　K3F8a88〕
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N8 地方財政

N733　塩専売
　　　　　〔製塩業→K3C8〕

N734　しょう脳専売

N8　地方財政
　　　〔地方教育費→F63　開発財政→K2583

　　　　都市財政→K25933〕

N80　総記
N81　地方財政の理論
N82　地方財政史　地方財政事情

　N821　地方財政史　　〔地〕

　N822　地方財政事情　〔地〕

N83　地方財政計画地方財政政策
　　　　〔地方財政再建を含む。〕

N84　地方財政制度
N85　地方経費　地方歳入
　N851　地方予算　地方決算

　N852　地方経費
　　　　　　〔国庫負担金　国庫分担金はここに収める。〕

N853　地方歳入
　N8531　地方税
　　N85311　都道府県税
　　N85312　市町村税

N87　地方公営企業　公有財産
　　　　〔ここには地方財政の立場から見た公営企業

　　　　　を収め、個々の企業はそれぞれの主題の下

　　　　　に収める、，〕

N88　農村財政
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貨幣　金融　保険 P

貨幣 金融 財政

P 貨幣　金融　保険

〔地域開発金融→K2583　因際通貨
　後進国開発金翻ト→S三65〕

国際金融→S4

P◎　総記

p1　貨幣理論　金融理論

　　　〔貨幣学説史　金融学説史を含む。〕

　　　〔価値理論→Q1　経済分析の方法一般吟C3　銀行

　　　　理論　信用理論→P61　金融資本理論→G213

　　　　財政理論→N1〕

P2　通貨金融史　通貨金融事情

　P21　通貨金融史　〔地〕

　P22　通貨金融事情　〔地〕

P3　通貨金融政策　銀行政策

　　　〔平価切下げ　デノミネーション　公開市場政策　貨幣整理

　　　　を含む。〕

　　　〔インフレーション→Q25　開発金融一K2583

　　　　財政政策→N3〕

P4　金融制度　貨幣制度

　　　L銀行制度を含む。〕

p5　金融市場　資本市場

　　　〔モラトリアムを含む。〕

　　　1金融恐慌論　恐慌一般→R5

　　　　国際資本市場→S46〕

国際金融市場→S44

P51　金利　利子
　　　　〔利殖はここに収める。、

　　　　〔利子論　所得としての利子→M133〕
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P5 金融市場　資本市場

P52　金融市場
　　　　「コール市場を含む。〕

P53　資本市場
　　　　〔証券市場　投資　投機　投資信託　証券貯蓄を含む。〕

　　　　〔資本形成の立場から見た投資→M23

　　　　　商品投機→K3G443〕

P531　証券論　証券市場の理論

P532　証券市場史　証券市場事情
　P5321　証券市場の歴史　〔地〕

　P5322　証券市場の事情　〔地〕

P533　証券市場政策
　　　　　〔公開市場政策→P3〕

P535　各種証券および証券市場

　P5351　社債および公社債市場
　　　　　　　〔公債→N6〕

P5352 株式および株式市場

〔株式分布　株価　手形 小切手を含む。〕

P535 3　証券取引所　株式取引所

　　〔商品取引所→K3G443〕

P56　資金　資金計画
　　　　〔地域開発資金→K2583　個々の企業の資金

　　　　　計画→L542　後進国開発資金→S165

　　　　　消費資金→P73〕

P561　産業資金
　P5611　運転資金
　P5612　設備資金
　　　　　　　〔資本形成の観点から見た設備投資→M234〕

　P5615　産業資金計画
P563　政府資金　財政資金　国家資金

　　　　　〔財政投融資→N526〕
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銀行　金融機関 P6

P6　銀行　金融機関
　　　　〔銀行制度→P4

　　　　→S44）

銀行政策→P3　国際金融機関

P6◎　総記
P61　銀行論　信用理論
　　　　〔預金通貨　信用創造を含む。〕

P62　銀行史　銀行事情
　P621　銀行史　　〔地〕

　　　　　　　〔個々の銀行の社史→L42〕

P622　銀行事情　〔地〕

P65　銀行経営　銀行業務
　　　　〔銀行財務諸表分析　銀行職員はとこに収ある。〕

　　　　　〔銀行簿記　銀行会計→L541〕

P651
P652
P653

預金　貯金

貸出　貸付

為替　手形交換

〔手形交換所を含む。〕

P655　信託業務
　　　　　　〔信託銀行→P6623 投資信託→P53）

P658　その他業務

P66　各種金融機関
　　　　〔ここには原則として各種金融機関について書かれ

　　　　　た文献を収める。また金融機関発行の年報類もこ

　　　　　　こに収める。〕

P661 中央銀行

ξ国立銀行を含む。〕

P662　全国銀行

　P6621
　P6622
　P6623
　P6624

都市銀行

地方銀行

信託銀行

長期信用銀行
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P6 産業別金融i

P663　中小企業金融機関
　　　　　　〔相互銀行　信用金庫　商1：組合中央金庫　労働

　　　　　　金庫　中小企業金融公庫を含む。〕

　　　　　　〔中小企業金融もここに収める。〕

P661　農林水産金融機関
　　　　　　〔農林中央金庫　農林漁業金融公庫を含む。〕

　　　　　　〔農業協同組合→K3A34〕

P665　証券金融機関
P666　その他の政府金融機関
　　　　　　〔国民金融公庫　医療金融公庫　住宅金融公庫

　　　　　　　日本輸出入銀行　大蔵省資金運用部　郵便貯金

　　　　　　　為替預金を含む。〕

　　　　　　〔中小企業金融公庫→P663　日本銀行→P661

　　　　　　　日本開発銀行→P6624〕

P667　質屋　金貸業　庶民金融機関

P669 その他の金融機関

〔金融合作社はここに収める。〕

P7　産業別金融

　P71　農林漁業金融

　　　　　　　〔農林水産金融機関→P664〕

P72　鉱工業金融
　　　　　〔建設業金融 エネルギー産業金融を含む。〕

P73　商業金融　消費者金融　運輸通信金融
　　　　　〔割賦信用　販売金融を含む。〕

　　　　〔割賦販売→L57〕

P74
P75

為替　貿易金融

不動産金融

〔住宅金融を含む。〕

〔住宅金融公庫→P666〕

P79　その他の金融
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保 険 P8

P8　保険
　　　〔社会保険→F735〕

P80　総記
P81　保険理論
P82　保険史　保険事情

　P821　保険史　〔地、

　P822　保険事情　〔地〕

P83　保険政策
P84　保険業経営
P85　各種保険

　P851　生命保険
　　P8513　簡易生命保険　郵便年金

P852　損害保険
　P8521　火災保険　地震保険
　P8522　運送保険　海上保険
　　　　　　　〔自動車保険を含む。〕

　　　　　　　〔漁船保険→P85233〕

P8523　農業保険　農業共済制度　農業災害保償

　P85231　農作物保険
　P85232　林業保険
　P85233　漁業保険
　　　　　　　　〔漁船保険を含む。〕

P85234　養蚕保険
P85235　畜産保険

P8529　その他
　　　　　　〔傷害保険　疾病保険　廃疾保険　戦争保険

　　　　　　　盗難保険を含む。〕

一 121一



Q 価値　価格と物価

価値 価格と物価

Q 価値　価格と物価

QO　総記

Q1　価値理論　価格理論　交換論

　　　〔貨幣理論→P1　近代経済理論一般一→C31　マル

　　　　クス主義経済学一般→C33　生産の理論→K11

　　　　所得分配の理論→M1〕

Q11　労働価値論
　　　　〔マルクス経済学の観点から見た価値論はここに

　　　　　収める。〕

Q12
Q13
Q14

効用理論

価格形成と資源配分の理論

独占価格理論寡占価格理論　不完全競

争の理論

（独占価格→Q24　独占資本主義→G213

　寡占価格→Q24　マルクス経済学の観点から

　見た独占価格論→Q11〕

Q2　物価
　　　〔景気変動→R5　所得の支出→M2　通貨金融政策

　　　　→P3　財政政策→N3〕

Q21　物価理論　物価指数論

Q22　物価史　物価事情

　Q221　物価史　〔地〕
　Q222　物価事情　〔地〕

　　　　　　　〔個々の物価→Q3〕
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個別価格 Q3

Q23　物価政策　統制価格
　　　　　〔公定価格　やみ価格を含む。〕

Q24　独占価格　管理価格
　　　　　〔寡占価格はどこに収める。〕

　　　　　〔独占価格理論→Q14　企業の立場から見た独

　　　　　占企業→L412　産業組職の立場から見た独

　　　　　占企業→K261〕

Q25　インフレ～ション　デフレーショソ
　　　　　〔景気循環→R5　通貨金融政策→P3

　　　　　財政政策一・N3〕

Q28　卸売物価　小売物価

　Q281　卸売物価
　Q282　小売物価　消費老物価
　　　　　　　〔農村物価を含む。〕

Q285　輸出入物価

Q3　個別価格
　　　　（生産者価格はことに収める。鋏状価格差もこぐに収

　　　　める。〕

　　　　〔賃金→M131）

Q31　土地価格　農地価格
　　　　　〔地価　林地価格を含む。〕

　　　　　〔地代　小作料→M134〕

Q32　農産物価格　林産物価格　水産物価格
　　　　〔畜産物価格　米価　米価問題　穀物価格を含む。〕

　　　　〔農産物　林産物　水産物の生産費はそれぞれの

　　　　　主題の下に収める。〕

Q33
Q34
Q35
Q36

鉱産物価格

建設物価

工業生産物価格

サービス料金　賃貸料　運賃

〔住居費としての家賃→M21§5〕

Q37　電力料金　ガス料金　水道料金　公共料金

Q39　その他
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R 経済変動

経済変動
R　経済変動

R◎　総記

R1　経済変動の理論
　　　〔経済分析の方法一般一・C3　国民所得の理論→

　　　　H11　資本の理論→M2311　所得分配論→

　　　　M11〕

R2　経済成長　経済進歩

　R21　経済成長論
　R22　経済成長の実証的研究　〔地〕

R3　構造変動　国民経済構造論

　　　〔産業構造→K24　産業連関表分析→H3

　　　　社会経済体制→G〕

R4　長期変動
　　　（長期波動　長期趨勢（トレンド）　コンドラチエフ

　　　　の波　クズネッツの波を含む。〕

R41　長期変動理論
R42　長期変動の実証的研究　〔地〕

R5　景気変動　景気循環　恐慌

　　　〔金融恐慌を含む㌔）

　　　〔インフレーション　デフレーションー→Q25

　　　　農業恐慌論→K3A1〕

R51　景気理論　恐慌論

　R511　景気理論　景気学説史

　R512　恐慌論　恐慌学説史
　　　　　　〔再生産論→H65　資本蓄積論→M　2312〕

R52　景気変動　恐慌の実証的研究　〔地〕
　　　　（景気変動史　恐慌史はここ忙収める。）
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景気予測　景気変動の計量分析 R6

B53　景気政策
　　　　〔経済政策→G23

　　　　　財政政策一N3〕

通貨金融政策→P3

R531　景気政策論
R532　景気政策の実証的研究　〔地〕

R6　景気予測　景気変動の計量分析

　　　〔短期予測　企業の短期予想はここに収める。〕

　　　〔長期経済展望　長期予測→G25〕

R61　一般的分析

R611
R612
R613

建設循環　建築循環

設備循環

在庫循環

（在庫変i勤を含む。〕

R62　景気指標による分析および予測

　　　　〔NBER法　ディソユージョンインデックス

　　　　　による方法を含む。〕

R63　季節変動
R64　モデル分析による景気予測
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S 国際経済

国際経済
S 国際経済

〔国際法　国際条約→F99　国際関係　外交一◆F82〕

SO　総記
S1　国際経済　世界経済

　S11　国際経済論　世界経済論
　　　　　〔外｛う目貿易論→S31〕

S12　国際経済史　国際経済事情

　　　　〔世界経済史→E120〕

S121　国際経済史　〔地〕

S122　国際経済事情　〔地〕

S13　国際纏i済政策

S14　国際経済協力　国際経済統合
　　　　〔ブロック経済を含む。戊

　　　　（匡i際協力　地域統合→F825〕

S141　国際経済協力　国際経済統合の理論

S142　国際経済協力　国際経済統合の歴史

　　　　　および事情

　81421　国際経済協力の歴史　〔地〕

　S1422　国際経済協力の事情　〔地〕
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固際経済　世界経済

S144　国際経済協力機構　国際経済統合機構
　　　　　国際経済会議　国済経済協定

　　　　　（国際商品協定　欧州経済共同体（EEC）

　　　　　　欧州自由貿易連合（EFTA）　欧州経済

　　　　　　協力機構（OEEC）　経済協力開発機構

　　　　　　（OECD）　ガット　世界銀行　共同市

　　　　　　場を含む。〕

　　　　　　〔IMF体制→S44　国際貿易機関→S342

　　　　　　国際開発機関→S164　国際金融機関→

　　　　　　　S44〕

S15　賠償　戦債問題
　　　　〔戦後処理一般→F8288）

s16　低開発国開発　低開発国援助
　　　　〔南北貿易問題はごこに収める。〕

S16◎
S161
S162

総記

低開発国開発援助の理論

低開発国開発の歴史および事情〔地）

S163　開発政策　開発計画
　　　　　（ぐとには、具体的な各国の政策　計画を収

　　　　　　める。〕

S164　開発援助機関
S165　開発金融　開発資金

S168　各種の開発援助

　S1681　経済援助

S1682 技術援助

〔技術導入→S46〕

S1689　その他
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S2 国際収支

S2　国際収支
　　　　〔国際収支表はここに収める。〕

　　　　〔外国為替→S45　為替収支→S45

　　　　国際収支政策→S33〕

国際金融→S4

S21　国際収支の理論
S22　国際収支の歴史および事情　〔地〕

S24　経常取引
　　　　　〔貿易収支　貿易外収支を含む・）

S25　資本取引
　　　　　〔国際収支の一部としてとりあつかったものはこ

　　　　　　こに収める。〕

　　　　　〔国際資本移動→S46〕

S3　外国貿易
　　　　〔貿易の一般統計はここに収める。〕

　　　　〔2国間以上の貿易の場合は／で地域を示す。）

　　　　〔外国為替　外貨手取率→S45　品別国別の統計表

　　　　　→D42S351　植民地貿易→F8237〕

S30
S31

総記

外国貿易論　外国貿易学説史

〔国際分業論　比較生産費説　国際価値論

　交易条件を含む。〕

〔国際経済言命→S11〕

S32　貿易史　貿易事情
　　　　　〔東洒貿易は世界貿易に含まれるものとして地域区

　　　　　分する。〕

　　　　　〔南北貿易問題→Sl6〕

S321　貿易史　 〔］甚茎）

S322　貿易事情　 〔地〕

S33　貿易政策
　　　　　〔貿易管理　貿易統制　貿易自由化を含む。〕

　　　　　〔国際収支政策　外賃政策はこζに収める。〕

　　　　　〔閲税政策一S344個々の商品の国際協定→S144

　　　　　通商条糸勺　通商協定→S144〕
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外国貿易 S3

S34　貿易葡］度

　S341　貿易実務
　　　　　　　〔外国貿易実務 商業通信はここに収めるの

S342　貿易機関
　　　　　　〔国際貿易機関はここに収める。日本貿易振興

　　　　　　会　貿易業者　輸出組合もここに収める。〕

S343　輸出入制度
　　　　　　〔輸出入検査制度 検疫を含む。〕

S344　関税　税関
　　　　　　〔各商品の関税　関税政策はとこに収める。〕

　　　　　　〔関税貿易一般協定（（｝ATT）→S144

　　　　　　関税条約→F99）

S35　輸出入とその構造
　　　〔輸出入統計表はここに収める。〕

　　　〔貿易コード→DO498　一般的な貿易統計→

　　　　D42S3　輸出入統計品目表一→DO497〕

S351　輸出入
　　　　　　〔輸出　輸入の商品別統計はここに収めるo〕

　　　　　　〔商品別輸出入は以下のとおり細分する。〕

　　　　　　〔輸出入物価→Q285〕

S351SO
S351Sl
S351S2
S351S3
S351S4
S351Ss
S351S6
S351S7
S351S8
S351S9

食料品および動物

飲料およびたばこ

原材料（食料以外の）

鉱物性燃料

油脂

化学工業製品　薬品類

原料別製品

機械類および運搬用機器

雑製品

特殊取扱品

S3511　輸出
S3512　輸入
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S4 国際通貨国際金融

S353　貿易構造
　　　　　〔貿易マトリックスを含む。〕

　　　　　　〔貿易金融→P74　貿易収支→S24〕

S354　国際商品
　　　　　〔輸出入物価→Q285〕

S357　輸出産業
　　　　　　〔貿易商品はここに収める。）

S36　海外市場
　　　　〔国際見本市を含む。〕

S4　国際通貨　国際金融

　　　〔外国貿易→S3　 国際i収支→S2〕

S41　国際通貨金融論

S42　国際通貨金融史　事情
　S421　国際通貨金融史　〔地〕

　S422　国際通貨金融事情　〔地〕

S43　国際通貨金融政策

s44　国際通貨金融体制　国際通貨圏

　　　　〔国際金融機関　国際金融市場　国際通貨制度

　　　　　国際流動性　プレトンウッヅ協定　IMF体制

　　　　　ユー・ダラーを含む。〕

　　　　〔世界銀行→S164〕

S45　外国為替　外国為替相場
　　　　〔外貨手取率　両替を含む。〕

S46　国際資本移動　国際投資
　　　　〔国際資本市場　外資導入　技術輸出　技術導入

　　　　　資本輸出　各国の対外投資も含むc〕

　　　　〔国際経営の観点から見た合併企業一’L45　後

　　　　　進国経済援助　技術援助一→S1682〕
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凡 例

1　この相閲索引は、分類表の分類項目を示すことばを前表によリアノレファベット順に排列したもの

　である。排列にあたっては、長音を無税した。

2　外国の名辞および外来語をカナがきで表記するにあたっては、国語審議会術語表記合同部会報告に

　したがった◎

3　とくに外国の入名訟よび地名については、この索引の末尾匠原綴（主として英語）のアルファベ

　ット順の索引を付した。

4　地名については、主題と特に重要な関連をもつ場合にのみ、日本むよび日本の府県、地方名を収

　録した。外国の地名は、地域区分表の細分を利用するので、必要な大区分を示す地名のみを収録し、

　他は省略した。
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外国の機関などの略語（例：ILO　OR）は、アルファベットの各宇の最初に列記した。

排列にあたっては、漢字の特性にもとつく検索上の便宜を考慮し、同字または類字をまとめた。

1っの名辞の内容を体系的に規定する観点は〔〕で表示した。

1つの名辞に地域的規定をあたえる場合は（）で表示した。

異なる領域に属する2つの名辞を関連づけて、細分する場合には一一を用いた。

転置標目は一を用いた。
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デパートメントストア

デー一タ処理システム〔情報科学〕・

ディフユ＿ジョンィンデックス法一

ディマンドインフレーションー

ディスインフレーション

ディスカウントストア…

±木事業　…一一一一・・

土木機械〔製造業〕一

　　　　〔輸出入〕…………一一・一…

土木資材　一

動　物（輸出入〕一

動物学…一
動物性油脂〔輸出入〕一

動学…　　　…
動　　員

ドイ　ソー経済事情・・

　　　　一一経済史　…

　　　　一歴史一………

同時推定法…一

土　　壌〔農地〕一

土建業……
ド　　ッ　　ク　　　……………　・

ドック建設工事…・

銅鉱業一一・

　　K31｛844

　　K3H842

　　K3H843
　　K31｛845

　　K3H844
・　K3H844

　　K3H844
　……F73633
　…K3F8182

　　・K3」5
K3　」　81281

　　　　A315

　　　　L541

　　　　・L58

、＿ 　　　・D15

　　　　A315

　K3F8j82
　…K3K82

…・… K3K82
　　K3G812
　　　　A32

＿　　　　R62

　　　　’Q25

　　　　・Q25

　…K3G812
　　・K3E81

　K3F8181
・…… S351　S　7

　　…K394

　　S351SO
　　　　B14
　　・S351　S　4

－　　　　　C32

　　　J4548
　　・嬢22351

　　…］日　12351

　　・B52351

　　　　D142

　　・J22345

　…・K3E81

…… 1（3J827

　　K3E81
　…K3D81
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Dokur

独立採算制〔公企業〕一一一…一・　　　　1／413

　　　　　〔社会主義企業〕一一一一一・……L418

独裁政治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1～8］157

独占度…一一……・…一一………・　　　・K261

独占地代　…一…一…………一………・一一一M1341

独占価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q24

独占価格理論〔近代経済理論〕一一一…　　　Q14

　　　　　　〔マルクス主義経済学〕　　　・Q11

独占企業（企業形態〕一・・一…・…一・一一　　　L412

　　　　（産業組織〕…一…一……・・一……　　K261

独占禁止一一一一・…・一…一………・…一……　　£吐125

独占禁止法……………一・………一………・－　　　Fg55

独占利潤……一一一・……・・…………・一…－　　　K261

独占利潤論一…一…・…・……一………・一…・・－　　　M132

独占資本主義　………………一・－　　　　　　　G2131

独占的競争………一……・一・一……一一…　　　Q14

ドキュメンテーション　　　　　　　　　　A325

同盟罷業……一一………一一…・……一…　　」474

奴隷労働　一一一…・一’一一一一一・一一＿　　」磁42

奴隷制〔日本経済史一古代〕一…一一　　81213

　　　　〔日本史一古代〕・…一一　B5213
道　　路＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿，K3J811

道路事業　……・……一…一一……一・一・K3J811

道路公団　…一………・一・…………・……・・一…・K3J811

道路工事　一…一一一一……一…一・……－　K3E81

道路交通　一一一一　　　　　　　　　　K3」81玉

　　　　〔建設投資〕…一・一一一・一一一…M2352

道路交通学一・一…一一・－　　　　　　K3」8頚1

道路交通事情　…・・一…一・……一一一　　K3」8112

道路交通経営一……………・・・・…一一…K3J8115

道路交通政策　…一……一・…・・……・・一…K3J8113

道路交通設備…………一…………一…K3J8115

道路交通史…一………・…◆………　　　　K3J8112

道路交通市場　……　　　　　　　　　K3」8114

道路運送　………………一・一一…………・…一…K3」811

道路運送業一一……・…・…一一一一・・　K3」811

道路運送政策　一…一………・一一…一一1く3」8113

ドル不足…一一………・一………一一・…－　　8422

度量衡換算表………………一・一………一・・　　DO47

度量衡史………………・…・…・一・………・・…－　　　DO47

動　　力　　　　　　　　　　　　　　　　K3H

動作研究　…一…一一…・一一…………・…一…・　　　L55

土石採取業…一一……・－　　　　　　　K3D82

土石製品

銅　　i線　一

度数分布……

同和教育…・一

同和運動……

どや街…一

銅山……

E

　K3F89
K3響8182
・…哨……… D141

　　　・F745

　　……F745

　　　・P746

……… 　K3D

8CAF葛（アジア極東経済委員会）・・　　　S144

ECOSOC（経済社会理事会）…　　　　F82551

ECSC（ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体）…一・8144

EDP〔情報科学〕一一　　　　　　　　　・A3

EEC（ヨーロッパ共同市場）…………一一・・S144

EFTA（ヨーロッパ自由貿易連合）一・一・S144

呂MA（ヨーロッパ通貨協定）……………－　　S44

罰PU（ヨーロッパ支払同盟）一一一……・…　S144

8URATOM｛ヨーロッパ原子力共同体）一ぶ82553

越　　中→富山県

越　　後→新潟県

越　　前→福井県
江戸時代〔日本経済史〕一・

　　　　（日本史〕……

愛媛県一地方史………一一

　　　　一経済事情一一一

　　　　一経済史一一一一

営団〔公企業〕一

映画一一一一…・一一一

映画業一一一一一・一一

営業報告書一一一…一・一一

営業管理…一一一一・・一・一・’

営業成績（鉄道）一一…一

英　　国→イギリス

永小作一一…一・一一一一…

衛生行政一一一一一・一一一

衛星都市…一一一一・一……

栄　　養〔医療公衆衛生〕

　　　　〔農　家〕………一

　　　　〔食生活〕……一一

駅一一一一一・一一一一一・…

　　日1215

　　85215
・・ B521983

…
　」日）22183

・・ 鐵121983

　　・L413

・…　　F71423

　K3L82
　　　L43

　…　L57

1く3」8125

　　」2224

　　F7363

　　K2596

　　・F736

・K3A59
　　M2154

K3」8125
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Ekika

液化石油カス・一　　　　　　　　　・K3H834

エコノメトリックス・・－　　　　　　　　　C32

燕　麦…一一一…　　　　　K3A4222
演繹　法　………・………・・’…………・……　　　　　　　　　　　822

3cネルギー管理　　　　　　　　　　　　K3H3

エネルギー経済学一　　　　　　　　　　K3Hl

エネルギー産業　　　　　　　　　　　　K3H

　　　　　　　〔産業連関表分析〕一　　　一H323

　　　　　　　一統計資料論一一一一1）4茎K3｝｛

　　　　　　　一技術　…一一一一・……　　」585

　　　　　　　一事’情　　…・・　　　　　　　　　　　1〈　31122

　　　　　　　一経営・一　　　　　　・K3115

　　　　　　　一金融　…………一一・……　　　P72

　　　　　　　一雇用　　　　　　　　　」4541

　　　　　　　一設備　・・一　　　　　　　・K3H5

　　　　　　　一市場一一　　　　　　・K3114

エネルギー産業論　　　　　　　　　　　　K3111

エネルギー産業史一一　　　　　　　　・K3H21

エネルギー政策　……・…・－　　　　　　　K3H3

エネルギー資源………　　　　　　　　K3H6
塩　　　　害　…　　……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・F24

煙　害一…一一…　　　　　　－F748
沿岸漁業………一……・　　　　　　　　K3C51

園芸経営・・…一……　　　　　　　　　K3A4213

鰯芸作物…………一一・・　　　　　　K3A4213
演　　　　象‖　……………・………・…・……・・…………’　…　　　　　13266

エンゲル法則一…一…・一・……一一一　　　　M214

エンゲル系数一一…………・一・…一…・…一・・　　M214

塩　業・一一……一・・……　　　　　K3C8

xンジン〔機械エ業〕一一　　　　　・K3F8パ1

　　　　〔輸出入〕一一……一一一………S351　S7

塩化ビニールニ1：業一………一・・　　　　　K3F8f

沿海運輸業　　　　　　　　　　　　　　K3J82

遠洋漁業一一一……・一…一一一・一…・　　K3c51

エレクトロニクス工業一　　　　　　K3F8182
こLリ　ート　〔社会集団〕　　　　　　　　　　　　　　　　－F712

蝦　夷→北海道

F
FAO（国連食糧農業機関）

F分布………一一

F82552

…
1）］餌

プアイリング　システム〔経営〕一

プアシズム〔政治思想〕・一一・…一

　　　　　〔政治体制〕………一一・

フ瓢ビアン主義　…一一

フィジオクラシー…

フィッシャーの理想算式…’“一一

フfスカル　ポリシー

フォード　システム……………・…・一

不払労働一一一一一・一一…………・……

不動産仲介業…一一一一・…

不動産銀行　…・一一一…・…

不動産業…・一……’一一一…・…・・…一一

不動産金融一…一……

賦　　役一

フェルト製造業一＿＿．＿＿

不変資本

不比例説〔景気理論〕一一一…一・・

婦　人〔農村〕…

婦人福祉………　一一・…・……

婦入解放

婦入教育……一一一一・・

婦入問題…一一一一・・’一

婦人労働一一

婦人参政権・一一一・

婦人運動…

付加価値税　…一一一

不確実性〔経済理論〕

不換銀行券　…・一…一一・…・一…………

不完全競争の理論……一・一

不完全就業　…一一一…・一

不景気一・一一・一一

府県制………一一・一……

不均等発展の法則…………一・・一一

復興金融金庫一……………

不公正競争〔経営形態〕…

　　　　　〔産業組織論〕……一一

複合経済論　……一・一

副　 業〔農家〕…

　　　　〔労働〕一一一・

複本位制・一

福井県一地方史一一一・…

　　　　一経済事情…・

　　　　一経済史一一…
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復　　　員　一　　　　　　　　　　　　　　　　」4548

服　 務〔国家公務員〕－　　　　　F8158

福岡県一地方史一……一　　　　・B521旬1

　　　　一経済事情　　　　　　　　　　凪22191

　　　　一経済史　’　　　　　　　　　　6121鱒1

福利厚生……　　　　　　　　　　　　・J485

福利厚生施設一一一一一　　　　　　　　・」翻5

複占〔価格理論〕　　　Q14
複　　　　写　………　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・B264

複写業一　　　　　　　　K3F8e
福祉行政一　　　　　　　　　　　　　　F7343

福祉固家…－　　　　　　　　　　　　　G23

福祉立地　　　　　　　　　　　　　　　　K2586

福祉施設…………一一・・……－　　　　　　　F7341

福島県一地方史・一…一　　　　　・B521926

　　　　一経済事情一一一　　　　　　　鷺22126

　　　　－一経済史　　…・　　　　　　　　　　　　　　　・E　121926

船　　賃…………一……・……　　　　　　　　・’Q36

船荷証券・・－　　　　　　　　　　　K3J825

フランスー経済事情　　　　　　　　　　 R22352

　　　　一経済史　……一　…　　　　　　　　　　　　　　・］日　12352

　　　　一歴　　史　…　　…………　　　　　　　　　　　…1352352

フーリエ主義…一一　　　　　　　　　F78234

浮浪児…　　　　　　　　　・F？46
浮浪老・　　　　　　　　　・F746
フルコスト原則　　　　　　　・・－　　　　Q13

不良住宅地区……　　　　　　　　　　　・・F746

不良化防止一一一…一・・…　　　　　　・F744

不良者・・一　　　　　　　　 ・F746

不良少年一…一　　　　　　　　　　　　　・F744

不生産的労働　　　　　　　　　　　　　　　C33

風　　習・　　　　　　　　　　　　　　　　F5

風水害…　　　　　　　　　…F24
風水害保険　　　　　　　　　　　　　　P8529

不等確率抽出法　一…　　　　　　　　　　・D131

普通作物……・　　　　　　　　　　K3A4211

不渡手形一………一…　　　　　　　　　　・P52

富裕階級〔マルクス主義〕・　　　　　　F78235

　　　　　ζ社会学〕………一　　　　　　一F？124

富裕税一…－　　　　　　　N53512
不在地主〔±地制慶〕…一一　　　　　　　」2224

風　　俗・　　　　　　　　　　　　　　　F5

風俗事情　　　　　　　　　　　　　　　F53

風俗史

　　　　　　　　　　G

GATT（関税貿易一般協定）

外音匡監査　〔会言十　〕　　・…・……

　　　　〔企業〕

　　　　〔財政〕・一一

外部経済

外貨準備〔貨幣制度

　　　　　国際収支」

外貨政策一一

外貨手取率

外交一一一
外交事情一・一一一

外交政策一一

外交史…………一
タきξ蚕貿易　…・・…・

外国貿易学説史

外国貿易実務一一……一・

外国貿易論　…一一一一・・

外国為替…一一…・一

外国為替実務…

外国為替管理一一一…一

外国為替相場一・

外国航路運輸業

外国債
外国資本一…一

外国侵略

外国投資

外客……一
外務省…・・一一…・・

外　　債…一

外政部〔行政機構〕一・

外生変数一一一

外資導入一

学会｛形成区分〕一一マ

楽　　器…

学　校…一

学校長
学校衛生一
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Gakko

学校行事一一一一一一…・

学校管理

学校制度…一一…一・一

学校図書館　一一

　　　　　一蔵書§録…・一一一

学術会議一一一…

学術研究体制

学　　力

学生運動〔大学〕一一一一一・一

学　者…一一’
学習法………一一一・・一一

学習理論〔電子計算機〕……一…

　　　　（工　学〕一…一…一◇一…

　　　　〔教育学〕一一一一一シ丙一

　　　　〔生理学〕…一・一

　　　　〔心理学〕・・

学卒就職者　一…一一一

顔　　料〔製造業〕………一一一

　　　　〔輸出入〕一………一一・・…

合併企業〔国際経営〕一一一一…

カラス製品製造業・一一

ガソリン…・………一……・………………

カソリンスタンド〔陸運設備〕一

　　　　　　　　　〔石油〕・一一

合作社〔協同組合〕一一・・…

　　　　（社会主義農業経営〕一

ガス工業…

ガス料金一一

ガス産業

芸　　術…・一一一一’

劇　　場〔娯楽業〕

原爆被害者問題一…

現物給与一一一

ゲームの理論〔数理計画論〕…

　　　　　　〔数理経済学）……

現代経済史（日本）一

　　　　　（世界）一

現代史（日本）…一

　　　　く世界）………一一一・・一

現代資本主義…

原動機〔機械工業〕一…

　　　　〔輸出入〕・・

…ξ　　語〔行動科学）一一

言語学・

言語学理論・……一一

言語埠害児〔教育）……

原価分析一…

限界貯蓄性向

限界代替率　…・…

限界原理

限界革命　……一……・……

限界効用学派…一一…一一・

限界効用価値説

限界効用理論　一一一一…一・

限界生産費………一…一

限界生産力理論一一一一…一

限界消費性向一………一…・一

原価管理……’一　………・…

原価計算・一一一一…・一…

減価償却〔会計〕…一一一

現金通貨供給方式…一一一

現金残高数量説　一一一一

言論弾圧……

原　　料〔工業〕一一…一

源泉徴収…一…一一一・……

原始時代〔日本経済史〕一・

　　　　〔日本史〕一一一

原始共産刷〔世界経済史〕

原子力発電　・一一’一一一

原子力平和利用　一一一・・…

原子力開発

原子力産業一

原子力資源

原始的蓄積〔経済史学〕一…

　　　　　〔資本蓄積論〕・

原単位計算　一・一一一一’…

原油鉱i業…一……一・一一・一

原材料〔輸出入〕一…・・

減　　税

月　賦……一一一一・

下水道…・

下水道工事　…一一…

岐阜県一地方史一一一…

　　　　一経済事情

　　　　一経済史一・一……
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技　　術一

　　　　エネルギー産業一…

　　　　建設一・…

　　　　鉱工業一一

　　　　農林水産一　一…一

　　　　サービス業一一・

　　　　商業　一…

　　　　通信一一一一一…

　　　　運輸　交通　一……“

技術導入一

技術援助一…一

技術事情…

技術革新一事情…

　　　　一理論……一…一……一

技術管理一一一一一・一一一

技術教育…一…一一一・・

技術論一一一一一
技術政策…………一一・一一…一……
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技術提携〔外国〕一一一
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銀行簿記…一一
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銀行事情…
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銀行論一一・
銀行流動性⊂銀行経営〕

　　　　　［金融政策〕

銀行制度・・

銀行政策…一

銀行史…一
銀行儒用

銀行職員一…一一一

銀行預金一一…一…一

銀行財務諸表分析一

ギルド社会主義

擬翻資本一

偽装失業一

合　　板〔建築資材〕・

　　　　〔製造業〕一…

合弁会社〔国際経営、・

語学辞典一…

互恵関税………

合名会社一…一一

ごみ処理一

ゴ　　ム1一次産品〕一

　　　　｛、農作物う・一

　　　　〔輸出入〕・

ゴム工業……一

ゴム製品〔製造業）…

　　　　　〔輸出入〕・

娯楽……一…
　　　　　〔余暇〕…

娯楽業一一
娯楽用品・

合理化［経営＼

　　　　　産業〕一

合成ゴム〔製造業〕

　　　　　L輸出入〕…

合成樹脂工業・一・

合成清酒…一・
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Gunli

軍　　事

軍事飼盟

軍事学・
軍事技術

軍事行政

軍事費
軍事事情

軍事史
箪人年金

軍需工業

軍匡庄義

軍　　縮〔軍　事〕

　　　　〔経済学〕

軍　　隊

軍用尤地

群　　論

郡　　誌

群　　集

群集心理・

郡　　是

クラフ理論

グレシャムの法則

逆行列
逆行列表

逆進課税

漁　　具

漁　　葉

漁業騒体

漁業保険

漁業事情

漁業経営・

漁業経済学

漁業権
漁業金融

漁業雇用

漁業翻司組合

漁業問題・

漁業労働

漁業制度

漁業政策

漁業史一
漁業資本

漁業統計資料論

　　F828

　F82553

　F828茎

　　F828

　F8283
　　N522
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　F8282
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漁　　法

漁　　場一・

漁場権
漁場問題

魚介類とその調製品〔輸出入〕

漁家経済

漁獲高
漁家収入

漁　　民

漁網又業

漁　　携

魚　　類

魚類養殖業

漁　　船

漁船保険

漁船遭難

漁　　村〔社会学〕

漁村史
行　　刑

業務監査

行

行

列〔統計学〕

政

　地方一一一

　中央～…

　福祉一
　軍事一一

　開発一一

　建設一

　工業一
　労働一一

　商業一一

　消費者一一

　鉄道一
　統計一一

　都市一

　図書館一

　運輸一

　財政

行政学…
行政費　・

行政法
行政委員会
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行政事情…一一……・……一一…－7・

行政事務一一一一一・…

行政管理’・

行政監査一一……

行政機構……

行政区画……一

行政にお・ける電子計算機の導入・・

行政史…一一一…

行政組織…一一一・

行政投資…一

行商……………一・一一…一一・一
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牛乳一一一…一…・…・
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配管工事一一一・一・一一一

排気ガスー・…一…一…一一・・

酉己　　　給　…・・……………一　……・・

配給機構…一……一

配給論一一一一…一・
配給政策一一一…一……・一一

配給組織…

廃疾保険一一一…一・一・一一・

排水（廃水）〔公害〕一一

　　　　　　〔工業用水〕

ハ イタク企業一

配　　当〔貯蓄〕…一一・…

　　　　〔所得〕

ノ、 イヤ・一　…・・…・……………・・……・

発　　見〔地理〕一一…一・

　　　　〔技術〕………一…

　　　　（研究開発〕一一一

発券銀行……一一…・一………

発券制度一一一…一・一一一

発禁……一一一一・一一

醗酵工業……

発行目録〔形式区分〕一…一
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博物館一

　F81522

　F8153
　F8153
　　F8153

　　F8154

　　F8163

　　F8153

　F81521

　　F8154

　　N525

K3G812
　　・L541

　K3A76

　　・F968

　　…A143

　－K3982
　　・F748

　－…K3G
　・・K3G44

　　K3G1
　・・K3G43

　、，K3G44

・ふ一 　P8529

　　・F748
　　・・」2344

　K3J811
　　　・L542

　　－M133

’…… K3」811
　　　　・F34

　　　　　」5

　　　　・．L59

　　　・P661

　　　　　P4

　　　F71421

　K3F8a83
　　　…A422
　　　　B14

　　　　F667

博覧会一
白　　書〔形式区分〕・

舶用機関

販売管理一一一
販売カルテル………一一

販売経路政策…一一……・・…一・

販売金融……一一……・一…

販売量極大化原理…一一一……

販売政策…

販売組織一一　・

ハ　　ム（食品工業〕…・………一

ハンドバッグ（皮革製造工業〕・

ハンドブック〔形式区分〕……一

反独占…一一
判　　事　…………

反革命……一一

版権……
判例集…一……
販路法則　…・・

反　　戦………一一…’一一…一……’

反トラスト法……一

反トラスト政策　…一…・一

犯　　罪…一一一・一・一一

犯罪学一一一
犯罪社会学

犯罪心理学

犯罪少年一…一・…・一一一………

犯罪捜査一一一一一・…一一……一

犯罪予防…一一………一・一一一

播　　磨→兵庫県
鋏状価格差…………””
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畑作農業……

発電所

　　　　原子力
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一一一一一一

　　一一

発電機〔電気機械製造業〕一

　　　　〔輸出入〕一

発　　明〔技術〕一・一一一一一

　　　　〔研究開発〕…一…

発展段階説・・

発展しつつある国一……………・一
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平和運動一一一・・一…一…・
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変電所…一一…一一

変　　動

物価一・・

長期一・・

景気

経済一・・

季節一一

構造一・・

社会一一

変差法
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部屋制度’一・・

飛　　騨一や岐阜県

肥　後→熊本県
被保護世帯　一一一一・…一一

非住宅〔資本形成〕………

非価格競争一一

比較動学

比較経済体制……

比較静学

上ヒ較生産費説　　・・

皮革工業…

皮革製品（製造業〕一

　　　　〔輸出入〕…

非金属鉱物製品〔輸出入〕

非金属鉱業　…………一一・…一・

飛行場……一一一一・…

非行少年一…

貧民窟……一
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品質管理〔経営管理〕

品質管理論〔経営統計学〕

比例税率一一一一一・

疲労研究

広島県一地方史一一

　　　　一経済事情　…

　　　　一経済史一

肥　　料⊂化学工業〕…一

　　　　〔農　業）一…一

　　　　〔輸出入〕………………

非線型方程式〔統計理論〕…一・

非線型計画　…一

非線型景気理論　一一

非心分布〔統計解析論〕一

秘　　書（人事管理〕…

　　　　〔政　　治〕・一…一
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非鉄金属（輸出入〕一

非鉄金属工業一………一・一一…

人手不足一一…………・一一一一

必要労働一一一一一・一・

日雇労働者　一…一………・一

日雇労働者健康保険………一・…・………

費用原則（効用理論〕………………・・

費用価格（マルクス主義価値論〕・

費用関数（生産理論〕……………一・一

費用曲線〔生産理論〕………・…一…

費用理論〔会計学〕……一…一…・・

肥　　前→佐賀県
保安活動〔警察〕・……一

保安設備〔海運〕一………一

　　　　〔航空〕…一一…

　　　　〔陸運〕……一……・一

　　　　（鉄道〕…………
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保護関税…

保育所…一
法入貯蓄………一

法人税…一
補助貨幣……

補助金〔地方財政〕…

　　　　〔対民間〕…・一一一一・・

保管料…
保　険…一……一…・一…一…
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評　　論〔形式区分〕…………

漂流記………一……・

日向→宮崎県
ヒューマンリレーシ・ンズ〔労務管理〕

1

　A5
・・ F34

L56

IABA（国際原子力機関）一一　　　　・F82552

1BRD（世界銀行；国際復興開発銀行）　’S164

1CAO（国際民間航空機構）…　　　　　－F　82552

1CFTU（国際自由労働組合連盟）一一……J471

1DA（国際開発協会第2世界銀行）一・Sl64
1日（インタ≒トリアル　エンジニアリング）　　　・Ll

IFC（国際金融公社）………一　　　　　　’S164
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（シリーズA－1）

　　　　　日本経済統計文献センター分類表

　　　　　　　　　昭和42年3月発行

　編集　一橋大学経済研究所日本径済統計文献センター

　発　行　　一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター

　　　　　　　東京都国立市国立185番地
　　　　　　　　　　TEL　O425－72－1101　　内線　388

　印　刷　　株式会社昭和工業写真印刷所
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