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　　　　　　、．．・三は．．し・カざき　・＿．．／、．忌．ノ

　この目録は，一橋大学が昭和41年7月末現在において所蔵する、，東南．

アジア各国政府・銀行・主要大学調査研究機関の弟二次大戦終了・後刊行に

かかる統計調査資料を主として収録したものである、、

利用者の便宜を考慮して，アジア経済研究所その他若干の機関が所蔵する

同じ範囲の統計資料も収録してある。また同じ目的のもとに，必ずしも系

統的ではないが，・曽部画塾牽縮｝階料には簡単拶1糊を附した・

　この目録刊行にあたり，収録した本学所蔵資料の大部分のものは，昭和

35年度乃至昭和40年度の8年間にわたって，文部省のアジア地域総合

研究に関する科学研究費の助成によって購入され　一橋大学経済研究所に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

所蔵されているものであることを明記しておきたい。われわれはこの研究

助成費によって，一橋．大学の痕南アジア諸国の統計調査資率こ1が，相当の程

度に整備されたことを，この機会にあつく感謝するものである。さらにそ

の他の調査統計資料の一部分は，一橋大学経済研究所の謡1蓬外政府・銀行

・大学調査研究機関との資料交換計画にもとづいて寄贈をうけたものであ

ることを附記し　これら諸機関に感謝したい。
　　　　　　　，

　この目録は，主に本学助手宮地幹夫によって作成され，これに対して細

谷新治，山田秀雄，石川　滋が協力した。なおノ占本正子，若林和子が編

集事務に参加した。

　なお，本学におけるアジア関係の文献目録としては，「一橋大学経済研

穽所所威　アジア文献目録（欧文の部）」1960年刊行がある。これは

昭和54年11月末日までに同研究所で受入・整理されたアジア関係図書

資料の目録であって統計調査以外のものも含んでいる。

　その他，Indian　Bibliography　in・・the　TokyoUniverslty　of

Gommerce，　March　l942．および　Greater　East　Asiatic



Bib】iography：℃hina・ム｛anchoukuo＆Mongoha；　French

Indo－China，Malay，　Netherlands：East．Indies・Pacific　pro－

blems，＆c．　1942．タ・イブ印刷がある・。．侮：れも・1942年ろ刀・までに収

蔵されたものである。

昭和41年9月
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凡 4伊

tこの目蹴・締141年7／1末曝三三て二獅判1騨↑蘇
南アジア細Bu・甲・C・mb・dia・G・ylolb　Chhlr（T卵r叫

H・ng　K・ng・1・φ・，　lnd・ne・i・・K・・ea～R・publ、lc）．・坤s乳

M・1・y・i・・Paki・tan・孕hi！ipP即・r，・T、hr．1｝ζndl　Vietnam、

（R・publi・）の政鵬肛　丁銀、行，鞍大学1．櫛研究騨・、および国1

連とその専門機関から戦後刊行された統計資料を収録．した・

2この三三・軟統計資料の卵㍉厩欄資料飾1＋ガ．び㍗ク・

経済調査，経済計酢関する欝こ1を含めた・．ま．ち本．学ゆ蘇さオ亀てい，

ない主要な統計資料は，書誌的対噸（著編者名・銘・臓地．・．晦年．・

頁数）のほかに，ア’ジア織柵｝究所，畑1省9）「アマア．ア7、リカ．地域，

　特定研究」の参加25機関および牛立国会図書館を調査し・そ．9）所雌機

関名を記入した・1酎緬蔵を確認した72ア経済研究．平門卜磯1惣つ∴、

　斗・．ては・・，．「．文部省大学学術局綿∵アジア地域三三研究文献目録　第1－

5巻」，三局編：アジア・アフリカ地域特定研窒鮪旧録第倦」・

．「アジア経済研究所編．：東南アジア関願四丁舗鍬1、、1964」を利

　用した。

　　ただし戦前刊行されたものについては除いた。

調査の不充分なために，所劇幾関の漏・れ・その他の誤まり一丁為凋わ

れるが，他日の訂琿な期し熱｝・　、：∴，■、

5．　資料の配列

，a≧ま：ず国名㊧アルファベット順に区分し，

b．同一国内では，主題区分表によって1＞類レ些。

　　　　　　　　　　　　　　　iii



IGen…1　　　　　　1．こ　　　．1・1
豆　：Populatlon・Vita・1　Statistlcs＆Housillg

I旺　　1メabour，　E董nplo・y董nent　＆～Vages

四『Agガicu1簡6　　　　　　　　　　㌦1；
V㌫i面。塞・＆tdd亡slt，y．．’；レ・；一『．．㌔．』・・…’r一∴

漏黙慰霊留山蹴留卸糎1∵＼・忌ll

IX　E。t。，pri、e、＆0，g’≠撃撃奄U。ti幡■…∵ll’1二∴・：：：回　測

XNational　lllcome＆：Expenditure
町f・∴，’∴、ほ・。而｝ゴB磁・、・’痘τ、i・三・、9…’銭1・…ド〉．・y’一・』…

皿． ddu6。h。。・’骸・・　　．1．．・∴・・’・7嘱．、．．．・．．・．・》・一．・：・．．

測bl，。i。　E．、＿、、l　l∵c・1，、’ldli・t’・｝，∫。§・・9．∵＼1・魚’・1・’・∴．’；：，．．＼．…．・．．．、■

璽＞E。。n。mi。’Pl。lllling　l
∵’

E．．「” ﾂ・1…：　・・．だ…一　・…・．．

WN。ti。na・1　S。lnpl。・IS血，．vey熟　 ・．■…一…病・．・・．「．．．1…’・’．・∫・：’・

　　雫　ここには総合的．内容をもつ統計年鑑1；．年次報ll「…書，．雑誌∵統計』ガイ

　　　　ドブ・．クが’含・ま’れる．．‘・』　　9：1・．1・．・’∵．∴．・で

　楽楽　インド．の場．合にば．づ特別にこの’分類．区分を’設げた．ポごれちの各資料

　　　　は，そめ内容によって．lt匡め区ワ沖に樋臨：で．痂．♂箆∴・

C．

i．．同・一分類中では，第1に．中央政府刊行物∵地方政府刊’行物．，その他

　　　の民泊刊行物調監誌の順に配列し，弟2を曙編者のA’Bα鳴財｝

　　　著編者の場合は書名のABG順により配列した。1著編者名・には…，団

　　　体名，機関名．を含む。

H。　ただしセンサスのように，，同一の調．査が毎年または数年おきに実施

　　　され砺合は，年代糠qヨ己列じた・・．ン．一一一1…．レ．ド

iii．雑誌は誌名のABC　黙てよった。　・1・lll・・｛・．『・・．一・：，・：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iv　’・．・



iv邦訳諏源書の後に酉己列し，また漢字で書かれた中三蜂民国，韓国

　　文献は日本語読みにし繭己列・したび　　　　　．，．．

4・　文献についての記載事項は，著編者名，r芽各．ジ出版地・．到婚版煮与出版年，

頁撫μ珊数・，｛轍灘響名・臓醗数の順と．し・調蓋誌については謎

名，編集または発行機関名，l」1版地，灘轍関，所蔵巻号の順とした。

本学に所蔵されている図書については，その所蔵記号を（　　　）に入れ

　て付した。所蔵機関名のない資料は；研究書，2次資料等から採録したカ㍉

調査の時点において所蔵機関の確認できなかったものである。

5　この目録で使用されてい為略語を以下に示す。

図

研

愛大
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慶大

神戸

園三

教研
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農総研

阪市大

阪市大研

立教

総埋府

東大束史

東洋’ ｶ化’

一橋大学付属図書館

一橋大学経済研究所

愛知大学国際問題研究所

アジア経済研究所一

慶応義塾大学産業研究所

神戸大学経済経営研究所

国立国会図書館

国立教育研究所

三菱経済研究所

農業総合研究所

大阪市立大学付属図書館

大阪市立大学経済研究所

立教大学文学部・．

総理府統計局図書館

東京大学文学部東洋史研究室

東京大学東洋文化研究所，，，
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　　　　　，堪外木．，・．．1．．一．・1墓例外騨三木学

　　　　　／　財政年度建によるもの

，…．・’
x．例，1．．、．・、196噸，

、一
@ハイ．フ．ンで結ばれている．もg）は，・，その隙歌斯．硬こ．とな．

　　　　　　　　1．示す。、　　　．

，・ @、　例．195〔レ〈5．1．「・19．64／65　・，』，　　＿．，．，

，　．殴．〕、＿．cつ．1ま靴を示：す．・・．．．．一．．＿，

　　　　　　　　　　．例・・、〔1郷．）ただ．し〔f．？、rρW・・r碍96．1球想審て，P・ef・ρ・

　　　　　　　　　　　　　　1961〕とあるのは，forewordまたはprefaceによ

　　　　　　　　　　　　　って発行年を．推和しオ『ζζ・を示す9　　　＿．

　　　雑誌の刊行頻度を示す．略語．．，

　　　　　（M）　　・．．1．．M9喚・1；y…．

　　　　　（B・M）　　　　　Bi・一Ml）『thly

　　　　　（S・A）　　　．・・．．Sem．i－A典nua．L．

　　　　　（Q）　　　　．．，．、．・．Qμar．terlly．．・．．，．　　　　　　　　　．，：：

　　　　　（W）　　　　　Weρ．輩1y．．・・：・：：・ド、．…

　　　　　（lrreg・）　　Irr．e9・．．1βr．・1、　　　　　　．、

　　　　　Dept∴　　　　　　　DeP孕lrt．㌍eロ転一．・．・・

　　　　　Mime・・　1，：：．1、・弊卑¢・9・．・Ph叫、

　　　　　11・　　d・　　　　、・・．1∴、・．pq．d．耳ちe．．．

　　　　　n・P・　　　n・11．P’1・ρ9．．・・．．1・．

　　　　　N・S・S・　　　　1．IN往t．iρ．監！a玉．βam．ple　Survey

　　　　　S．1・Tピρ・，・．．一．S鱒d・．・d．1・ternati・nal』丁即ρ・Gl・・si一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・f：ic3tlρ耳｝．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vi
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ASIA＆FAR　EAST
1ρr噸互’ジ．．

アジプ経済研究所

アジアの御1叫
　2冊

図、（L・．ζ2．⑱）

研（Lc．10－b

・東京　19．6‘2．

　　　　　　　　　　　1

Un轄⑳、N・ti・nr・ECAFE・
　Ecohomic　s』u’rvey　of　Asia

　and　the　：Far　Eas毛．Bangkok．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　図．〈Ib．10一＄）

研（Br．10－5）

　1948図，研　　1949　研　1950図，研

　1951図，研　　1952図，研．1955　研

　1954図，研　1955図，研　1956図，研

　1957図，研　　1958図，研　　1959図，研

　1960図，研　1961図’，研　1962図，研

　1965図，研　1964　研
194蕗郵第11回。・宜C。n6面。

　buHetin　for　Asia　and．　lhe
：Far：East”の5．月号として刊行されて

いる。

Uh．撃煤Ed　N・t．i・h．9．一ECAF瓦

　：Economic　bullet’in．for’．Asi巨「

　and　the　：Far．：East．（Q）

　箪angkok．．．．　　　　　　　　　　　　　　．　3

図．9（1）1．9・56一

研4（5）1955，5（1，2，4）1954，
　・6’（1）1．955一

年4回（6月，9月，12．月，3．月）のうち、　6，

　9．月号はアジア経済に関連した主題の論説

と覚書，．12月号は経済開発と計画にかん

する特別研究と報告、5月号はアジア事タ

び極東地域の経済調査報告で〔2〕の

　「Economic　survey　of　Asla

一1一

　and　the　F．ar

ている。．

：Bast」として刊行され

II　Popu童ation．Vital　Stati－

　　stics　Housing

United　Nations．　Dept．　of
　　Economic　and　Social　Affa－
　　irs．

　　Futu・e　p・P・1・ti・P．・estima－

　　tes　by　sex　and　age．　Rβport

　　i5．：　The　population　of　Sou一

　　重hEast　Asia　（inc’luding

　Geylon　and　China：　Taiwan），

　　1950－1980．New　York，　1958．

　　vii，166p．．　　　　　　　　4

　研（Od－112）
　Repor・t1に中央アメリカ（メキシコを含む）

．R・p・・t2繭アメリカ礪する推計幸晦

United　Nations．　Dept．of
　Economics　and　Social’Affa二
　　irs．

　Future　popuIation　estimat－
　es　by．s傘x　aI項　age．　Report4：

　The．・popu．lation　of　Asia　and

th・恥ζ、．耳．・・t・1卿一1980．

　．Npw　Yo、rk，，19与9．；

　viii，　110　p．　　　　　　　1　　　5

　研（Od一口3）　　　　　’

United　Nat　ions．　Dept．　of

　Social　Affa．i：rs＆PoPuIation
Divi・，iqp・

ぞ・pu1・亡1・ムgf6軸a・d』th・

・t・ndard・f　1　Mh琴．ih’Aun－
　der－d色～7elol〕ごd　む6un．tri6S．’

　New　York，　1954

iii・9，P，㌦　，‘．’”一’6
　姉大薪



Uni｛ed　Nati6hsl　：ECAFE≧

　Report　of　the　Asian：Popula6

　tion　Conference　and　selected
P・b・・ゴ；h6’ld・t　NgwD・lhf・

　lndia．　10－20’Deeefhb6r　1963．

　New　York，　1964．

郷P・▽’一一・’：1

WAg・i・ult血・と　’：『．＝1’：

F。。d一ム。と”Aghcultμ・e　O・g合ni一

壷棉：1：1｛品ll’ヨ霊箪1。難lil昏

　in’the　As19a』：Paご』1ific：re奮ion。．

　Astudy　prepare（l　jo』intly　by

　the，　Secretariats　of　the　Focd

　and　Agriculture　Organization

　of　the　United　Nationsandthe
　Un三ted　Nations　Economic　Com－

　mission　for　Asia　and　theFar

　East．

　Geneva，　1961．

　2：2．4・P・　’．、．　　　　　8
　研

Unit’?п@Nati。ns．　Ed入FE．

　Some　aspects’of　agricultμ一
・aldevel・pm・nゆ1・n垣n．91fn

　Asia＆the　Far　East．Ballg㎞kl
　　1959．，

　　49、P，　　　　　　　　　　　．　　．・，　，．9

VMining＆lndustry、

United　Nations．：EGA．：FE．．

　Electric　power　in　Asia　and
　the：Far　East．Bangkok．
　図（lb．10－7）

研（10－11）　　　　　　重0
　1951－1955図，研　1956－1960図

　1961－1962　区1’．

　1951－55年版が第1回。

σnited　Natlons．　ECAFE．
Mining　developm6nt　in　Asia・

　and．the　Far・East．　Bangkok．

図（lf－66）　　　　　11
　研（le－47）

　1953－54図，研1954－5与研
　1ウ56図，研　19571958図，研

　1960図1961図1962図，研1965ア研．
　1955／54・年版が最初の刊行。

V正I　Commerce　Trade　　Balarlce

　　　　of　Payments

有馬駿二．編

　アジアの貿易統計一その産：業構造を背景と

　して一　　　　　　　　　．　　　・，　　・．

　東京　アジア経済研究所　　〔1965〕

　257　p．　　　　　　　　　　　　　　12

　図（Lb－582）

　研

X　Nationa1．　Income＆Expen－
　　　diture

United　Natiσns，6　Sta：t三．ca10f－

　fice
　Anational　a6co皿tingsys‡em
　for　use　by：ECA：FE　coulltrie＄．

　New　York，　19551　　　　　　　15

　　直訳「エカヅフ嘱地域諸国によって使用さ

　れるための国民勘定方式」経済企画庁「国民

所血糊報」第5’・号1

　国連統計局が甲連統計委茸会に国民勘定組織

ρ群雀様式（案）と》て拙した［A

・y6t・m？f．玲・ti・畑いccQunt・
・・d、sψpb・t．lng王・bl・・」1955・

　　vifi，4さP∴（研Bbd。165）を後進国の

一2一



ために簡聯して1954年31月に開催の

　「第5回地域統計家会議」に提案したもの。

邦訳「国民所得資料月報」第57号「国民勘

定組織とその附帯諸表」。

Unit・dN・ti・n・・St・tl・ti・耳1・、

　Off・ice．

　－Nat　ional　lncome　and　its　dis－

　tribution　underdeveloped．co－
　untries・　New　York・，1951・

vi・35　P・．　．■　　14
　研（Bbd－154）

　　　この一部門経済企画庁「国民所得資料月報」

　第52号に「未開発諸国に・おける国民所得とそ

　の分布」‘として掲載。．

U，nit．ed　Nations．：．：ECAF：E．

M・th・d．s・fn・tl・皐ρ．lin・・m・

　　est．imation　iII　cQりntries　of

　Asia　and　the：Fa．r．．East・　（8th

　　session　of　ECA．］PE　 dPρur4ent・．

　」・nl　1952）　・＿．．・15
　　　邦訳「アジア及び極東諸国ρ国民所得推計方

　法」（経済企画庁国民所得資料月報第5で号）6

東南アジア地域における国彫得麟の資料と

して、別母数、煮のほかEqAFEのrE・・一

　　nomic　bulletin　forAsia　and
　　the　Far　East」．に掲載された論文として

　以下のものがある。

・1）roblems　of　national　income
　　es．t　imation．　iτ1　ECA：FE、　Coun一

　．tries（voL　2，　no．1，Aug．

　　1951）・

・Analys　is　of　national　income

　　selected．Asian　cou．ntries．
　　（．v・1・3，　n・．％Jan・一June　1952）

・Changes　in　the　terms　of　tra鱒

　　de　　and　their　effects　orl

　　na　ional　income　and　trade　ba－

　　lance（vol．8，　110。2，　釣Iay　1957）

・N・ti．・n・1．ac¢．・・nt・（Vgl・15・

　no．2ジSept．、1964：），．　　、、

Unit．6d　Nat’lohs．．』 FECA：FE．

　Report　to　the　Comnission
　（13th　§es6ioll）　of　the　Third

　Regional　Conference　of　Sta－
　t．isticians．　　　　　　　　・　　　　　16

　　邦訳「第3回エカツフエ地域統計家会議の

　委章会（第11甲総傘。♪．今ρ報告」（経済傘

　酉庁国民所得資轡項報第．4、91号）．

XIV　Econort1’ic　Planrli』ng．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　1　、

UIlited　Natioぬs．∵　　　　　’

　Commuhity　de》・elopment　ahd

　cconomic　develoPment．
　Ballgkok，　1960．　　　　　　　　17

　　5V．

　　　　　　　　　　Gontents．

　　pt．1．Astudyof　the　cont－
　　　ribut　ion　of　ruralco童rαnunity

　　　development　programnes　to
　　　national　econ（）mic　de．veloP－

　　ment　in　Asia　and　the　Far

　　East．

　　pt．　2A．　A　case　study　of

　　　the　GlloshiCo㎜unit》・，　Ut－

　　　tar　’Pradesh，　Ind．i・a．

　　pt．　2B．　A　study　of　farrn♂

　　　rS　aSSOCiatiOn　in　Taiwan．

　研（’BnC－169）

United　Nations．
　：Economic　developmellt　寂nd

　planning　in　Asia　alld　the
　：Far　East．　Bangkok，　1955－59．．

　5　v．　　　　　　　　　　　　　　　　18
　　　　　　　　　　．Contents．

　1　1）ro1）lelns　and　techniques・

　　1955．
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2　Pohci6s　and　me．ans　of

　　　lmplementation．　1956．

5　Agricultural　sector．
　　1957．

4　　1ndustrialization．　1958．

5　　Social　aspects．　　1959．

　　研（Br．10－15）1－5

United　Nations．　Dept．、，of
　：Public　Information．

　Helping　economic　developme一’
　nt　in　Asia　and　the　Far：East：

　the　wOrk　of：EGA：FE．
　New　York．　　　　　…　　　：’・　　19

　図　（BN－49’5）　5d　e（L・』（1915ツ）

　図　（BN－495A）　4・th　6d．・（1960）

lr
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BUR・・MA

I　Genera1

Burma・，lPロi9P、、gf．

　First　stage　cenSus，　1953．
　Rangoon，　195－58。　・　　　　　　2’0

　4v．

　　　　　　　GQntents．

　vol．「’1：　P6pulation「and

　　　　　　　　housing．

　vol・　2：．　　industry・　60ttage

　　　　　　　　j・du．stry　a岬♪・me

　　　　　　　　、qqnsμmed　proζuc㌣

　　　　　　　　tiQn　l呼dpξ『‡ry・

・Y・1・3：Ghi・．・pβ．ci・1の＞i一

　　　　　　　　　・i・n．（P・pu1瞬・b・

　　　　　　　　housing　and　home

　　　　　　　　econgmy）

　vo1．4：　Agr’iculture
研（丑rl』62－1）’v・1．1ご5

　　ビルマにおける戦後第1回の人口、工業」

農業住宅に関する総合センサス。

国内0大半の工業炉分布している．2．与’2希町

に対しておこなわれた（人口のカバレッー Wぽ

約5割であ・死いわれている）が、結果から

みてこれらの工業と密接な関係にあるのは都

鯛辺回忌あることがわかり、引き続いて

　1954年に、約2000村に対する調査
，II2P“・．t・ge　cen・u・）カ～実施龍穐

この七山㊧結果ほ未発表。なお、戦前におけ

る人寿＃／サ冬は、、1872年から1941
年、までに1．吟毎に調査がおこなわれている

が・19卯年の調査結果賦戦争によって

殆をζ朱われ牟ため、戦前における最終調査

刷9．靭・年である・

5



Bu．rma・Union　of．1・．Mihis、trγ9．f

FinanCe＆・耳eVenUe・一・

　Eco．nomic　surveγρf　Bμr甲a・
R・ng・・n・．　．．　，、．．．∵121

研（Br．．62「！1）
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肇．949農総研．．1950

19与2研
雫955．ア研

19．・5－8研

196．1ア研．

196’ Sア研．

肇95ろ研

1956国会

で95ウ研

1962

　　わが国の外務省経済局，経済外交研究会，

　経済企画庁から「ビルマ経済白書」　，または

　「ビルマ経済の概況」．として諌訳刊行されて

　いる・。

Un．堰forゴBank　of．Burlna

　Bulletin　of　s‘tatistics。．
　Rango．on．，．　　　　　　　　　　　22

　ア研　1965

Qロarterly　bu．U¢tin　of　stati－
　S．tIC．S．

　Pub．　by　the　Centlゼal．　Stati－

　stical．　and　Economi6s　Dept．，．

　Union　of　Burma．．Raηgoo・n．

冊（．1）．195」．一15（1），1．？42　　23

　　　〔1．ack二（1＞1952・．9．・．2）19殉

　　1951年より継続刊行。ビルマで唯一の
　総合統計書。資料の出所が示されている。

　ビルマ語と英語の併記。1962年第1回半

　期年によって内容を示す。

　1．人口，2．犯罪，．5．労働，4．農林業とその他

産業・5鉱工業生恥四国貿易．7沿鞭、
　易，8．運輸，9物価，10．各種指数，11，金融，

　12・貯蓄．・15．国民生産，所得．支出，14．租税，

　15・その他．　、

　　なお各号の表紙裏面咋は・・市販の政府刊行物

　目録を．掲載。．

Selec・ted．month．ly　economic
　ind．icators．
　Pub．　by，the　Ce血tra1．　S・｛自，t　i忌二

一5一

、

Burlna，　Union　of，Ministry　of

　　Labour．

　　Sample　survey　of　labour
　　force』in　Rangoon一．A　study

　　in　met’hods．　Rangoon，　1956．

　　101　p．　　　　　　　　　　　　　　　26’

　　教研

　　　ビルマの都市部の雇用事情と，各種の条件

　　との関係を把握することを．狙いとして，1：LO

　．の技術協力およびカナタ◆のSheldonRoss

　　の指導のもとに，1．952年ラングーンにお

　　いて．実施。標本抽出は層別2段抽出。

　，第1段において単位地区（618単位），

　　第2段では馳世帯撫作為抽出課1出率は

　　全世帯の1著％。

　tibロI　and　Ecoρo夏ni．cs　Dept．，

　Union　（）f　Bur面a：．　：Rahgbon．

　ア研（10）1．95．9一’1．1：：「・・．24噛

　　〔理ack：’（噛2＞1959，（2一‘6，8，9）

　1960・（2）イ964〕

II　：Population　Vital　Stati－
　　　stiCs　　Housfng

Bu－rma，　Union　of．Cen．traI　Sta－

　tistical　and　Economics
　Dept．　Census　Division．
　SamPle　d6nsus』．of　19571

　252　towns，．populat　ioぬ，　houg

　sing　and　cot’ta墓6’industry●

Rangoon，1958’ D

　98　p．　　　　　　　　　　　　　　　25

　総理府’

　　　〔20〕の1955年の調査地或につ、・て

　　　　　り　のサソフルセンサス。なお、ビルマの人口統

　計については、　「R．M．Sundram，　Po－

　pulation　statistics　of
　Burma．　1957．」　（ア研所蔵）が参

考になる。

11r　Labour　Employment
　　　．wages　　　　　　　　・



IIIternational　Labour　Office．
　Expanded　Programme　of
　Teclmical　Assistance．
　Report　on　thβmanpower　s　i－

　tuation　in　Burma・prepared
　by］yl．］｝ゾ1．　！N｛ellta．

‘Geneva，1964．

　vi，　151　p．　　　　　　　　　　　27

ア研

Burma　labour　gazette．　（M）

　：Pub．　by　the　Directorate．of

　：Labour，　Union　of

　Burma．　Rangoon．　　　　　　　28

　15（10）ア研

　　事業所（10人以上の従業者を有する約5

　000の事業所をカバー）の報告による雇用

・統計を掲載6・1948年の創刊。

IV　Agr童culture

Burma，　Union　of．

　Notes　on　agriculture　三n
　Bu　rma．

　Rangoon，　1955．

　65　P．
　石｝千　 （Hr．　62－2）

29

Burma．　Ull　ion　of．　Commissioner

　of　Settlements　and　Land
　Records．
　S，eas♀n　aIId　crop　reports　of

　Burma．　Rangoon．　　　　　　　ろ0

　　米、綿、蓄花生、ごま、きび、いんげん、そ

　らまめ、グラム、甘藷、タバコなどの生産高、

　雨量、耕地面楓作付面積、収穫面積農産物

価格、家畜数等の資料を掲載。統計年度は7月

　から翌年6月まで．ビルマの農業に関する重要

　な資料として、　〔23〕　11Quarterly

　blllletin　of　statisticsllに掲』載の

経常的資料のほか、総合センサスの一部とし

て実施された農業センサスの結果報告が、

　セ〔』の第4巻に収録されている。この農業

センサスの対象農家は4万8『気調査結果の

内容は、農家数1経営雌f積　冒蓬既非灌～鰯り

耕地面積、自小作別面積、農家数、地代の形

態別面積農家数、土地評価作物（米落

花生ごま、織ジュート、豆類その他穀
．物甘藷、コーヒー、茶、ゴム、果物、）

家畜数等。　　　　　　　　　　“

Bu士ma，　Uniorl　of．　Office　of‘

　the　Ghief　Conservator　of
　Forests．

　Certain　statistics．relatirむ9
　to　tlle　Florest　Departrhent　kl

　Burma．　Rangoon，194．7．
　224　p．　　　　　　　　　　　　　』’31

　研　 （Lea．　62－2）

Burma，　Union　of．　Statistical
　Dept．　of　the　Office　of　the

　Comnissioller　of　Settlements

　and　Land　Records．

　The　produce　of　rice　Iand，

　cost　of　cultivation・　land

　values　alld　other　statistics

　for　calculating　the　revenue
　demand．　Rangoon，194g、．
　ii，　62●p∴　　　　　　　　 1　　52

研（Lea。62－1）

VMining＆工11dustry

Burma，　Union
　Statistical
　Dept．

　Industrial
　Burma

　cottage
　and

of．　　Gentral

and　Economics

　　　　　　production　of

　（value「of　product）

　　　industry．1955／54

industry　1955／54　to
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1956／57●

6　1eaf
ア研

⑱angooη〕　‘1959．

　　　　　　　　　　　　55

Burma，　Un　ion　of．　Directorate

　Of　Industries．
　Annual　survey　of　manufactures．

　Rangoon．　　　　　　　　　　　　　34

　ア研1956／57，1957／58

　　1954／55年の調i査を第1回として年

　々実施されているビルマの基本的工場統計資

　料6対象の事業所は官公営を含む雇用者10

　人以上の工業事業所約3QOO．，ただし鉱業、

　建設業，電気，ガス業は調査対象になってい

　ない。結果の報告は，かなり遅滞している。

　ビルマにおける工業統計の重要な資料として，

ほかに〔203の総合センサスにおいて実施

　された工業センサスの結果報告がある。統計

　表に掲載の資料を以下に示す。

　1．総括表身　2．従i業者数・実収賃金，　乙使

　用動力∴’4．事業所発足年，　5．事業組織痢

　よび所有老の国籍，　6．固定設備，　Z自家

　消費工業

Monthly　survey　of　mam｛fact－

　ures．
　Pub．　by　the　Directorate　of

　Industries，Union　of　Burma．
　Rangoon．　．　　　　　　　　　　　55

　　中央統計経済局との共同作業によって、

　1952年10月から実施されている　毎月
　工場調査で、’ビルマ工業局に輸入原材料の割

　当を受けるため登録した製造：業を対象に、業

　楓従業者数、延従業者日数生産量、原材

　料消費額を調査する。

WTransportation　Go㎜uni－
　　　catlon

Dept．

Transpo・tation　statistics．
Rallgoon　〔＃．　dr〕

8　1eaf．　　　　　　　　　　　　　　　　　56

ア研

Burma　rallways　co㎜ercial
　statistics．　（Q）　Rangoon．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37

　ア研：（12）　1961一　　　　　　　　　　　．

Burma．railways　transportation
　sltatistics．　（Q）

　Rangoon．　　　　　　　　　．　　　　　　　38

　ア研Dec．1961一

m　Co㎜erce　Trade’Balance
　　　　of　Pa》ments

Burma，　Union

　Statistical
　Dept．

　Exports　of
products
country）
㊨ang・・司

lv．

ア研

of．　　Gentral

and　Economics

　agriCUItUral
（by　colrmod　ity　arld

1956／41　and　1952／58．

　1959．

　　　　　　　　　　　　　39

Burma，　Union　of．　Central

　Statistical　and　Economics
　Dept．

　＝［】xports　of　forest　prodllce

　（by　comnodity・conversion
　and　country）　1956／41　and
　1951／52・一　1957／58●

　　瞬ng・・司195？・

　lv．　　　　　　　　　　　　　　　　40

　ア研　　　　　　　　　　　’

Burma，Union　of．　Central
　Statistical　．and　Economics
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Bl畿翻蒲・認・：器l
　　Dep．t・　　『　　．　”

　　Exports　of　rhetals　ore’s幽’con＿

　　centrates　and　alIoys　（by
　　conTロQd　i・ty，3Pd　country）

　　1r56／4ねnり952／58一
　　壌．ang・・司1959、．

　　1v．　　　　　　　　　　　　　　　　41

　　ア研

BU舳l　uni・n、・f．．G。nt，． A1
　　St・d・tical　a点dE。。n。mi。、

　　Dept．

　　Report　on　the　trade　and

　　ctlstoms　admiη・1・t・ati．・n・f

Burln・l　Rang・・砕・．　　42

　ア研1946／47

Burma・Union　ofら　Office　of
　　the　Gollector　16f　Customs．

　Annual　statement　of　tlle「』；：

　　sea－borne　trade・alld　navi－

　gation　of　Burma．　Rangoon．
　拶F　（工」ed．62－1）　　　　　　　　　　　45

　1945／46研．　1946／47．研．’1
　1947／48研　　　　　1948／49　ア研

Bulletin　of　export　trade．
　（M）

　Pub．　by．th6　06htfal　Statisご

　．tical＆Economics　Dept5－
　Union　of．．Bufrha∵Rahgdon。・・

　　　　　　　　　　　　　　‘㌧　　弓　．聖一’：　’44

研（1）1954≧・〈1∫5，ブー1．2）1959，

　　　（1－12）1960

　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　内容は・〔45〕　∬Bulletin　of

　import　trade”を参照のこと。

一8一

Bulletin　of　im⇔ofli　tr・ade．’

　GM）　　　　　　　　　　　　』

　Pub．　by　the　Central　Stati－
　　st、ic司．亀．Econρmlρs　Dept．・

Uni・n・f　B・・n｛・∴．耳・ng・・n．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45

研（1）i＝954一『（12）1959，（1一．8112）

　　　1960・（1－7）1961

　　．〔4ザB・ll・tin・f・xp・rt．

　tradg”とあわせビルマの貿易に関する最

も基礎的統計月報。1955年の創刊。

原資料は輪出入業者の申告書。内容の大宗は

商品別醐表砧めている・商品分矩賦5
桁までS．1．T．C．による．暦年建。

VIII　Banking　Finance

Burma，　Union　o．f．

　Budget．es．t　imatβs　of　tlle

　Government　of　the　Union　of
Burma．．Rang・・n．

　　　　　　　　　Corltents．

　book　1。　Union　esthnates．
　　　　　　　，，　Fina1．　edit．ion．．

　book　2。　States　estimates．
　boo．k　．5，．・Estimat．es　．of　state一’

　　　　　　　　1ηanaged　boards　alld、

　　　　　　　　　corporatlons．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46

研ICb3哨♀．7）1

1948／49、研1

1951／ら2

1？52イ53

　1955／54

　1954／55　≒

1955／56
を

　．1956／57

1957／58

1958／59r．監’

book　1．（研）・2（三戸）

b・Qk、1（ア研）

止∫ook　1（ア研）薯を．（研）

book　1（研），　2（研）

boo｝くjl（研）．・．　2（研）

book　1（研）

boo．k　1（研），2（研）

bdok・1・（覆f），2．（う研）

　　　…・3（ア研）．　　　　　　’

で
9



　1959／60　book　1（研），5’（フ研）

　1960／61　book　1－3（研）

1961／62． aB。k5（研）1：’；．1
1．

Burma，　Un　ion　6f6・

　Finance　accounts　and　t、he．

　audlt　report．　Rangoon・．’：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47

　研（：Lec．62－2）1948／49－1952／55

　1947／48年より干ll↑テ。．

Burma．
　：Financial　and　economic　annual

　of　Burma，　July　1945．

　：Rangoon，、1．945．r

　　iii，　249　p．　　　　　　　　．．　48

　東大東史

Burma・，　Unionl　of・．．．Cent’ral

　Statis」tica・l　and：Ecoriomics

　Dept．　　　　　・

　Tlle　llnion　budget　in　br　ief．

Rangoon．
研（qb町50＞
195う／らシ．1騨六

1gS8／59　　　研

Ka’ごh．奄獅k・（St・at6）

亘．inahbe　l　i

　audit　で6：．f）bドft．

研（Lec．

．49

1917／58、総騨

1959／60ア研，

　a・Cconlint5．　and　・t．he

　　　　　　；Ra・h宜σOh冷

62・一1）　　1948ノ／49　，

5：0

Kayah　（State）
　：Fina．nce　a6coun．ts・・andlthe．．

　audi．t　repol止tρRangoon．．　　　’「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．51

研・（：Lec．’62－5）．194β／4：9

Shan　（S．t．3t♀．）　　　　　，．　　　　．

　F・i・nance　accounts　and　the

　aud　it　report．　Rangoon、　　　52

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9一

研（L6c．62晶4） 1948／49

Union　Bapk　of　Burma．

　Annual　report．　Rangoon．

　研（：Fa－8）　　　　・　　53

　1948研　1949　　1950
　1951　フ研　　1952　フ研　　1955

　1954　フ研　　1955　ア研　　1956　’ア研．

　1957　ア研　　1958．フ石汗　　↑959　三三菱

　19．60フ研　1961研　　1962ア研．

　　　ビルマ銀行法に基づき作成される年次報告6

　ビルr「の金．激．．恥政、輝斉に関する渾去1年

間の推移鱒芦9ピ．．，，

Bulletin　　of　tlle　Union・Ba打k
　of　Burma」　（Q）『’Rangoon．．

ア・研（1・「 C2． C4）1ウ52→4．）て962・・』54・

　　〔lack：（1）1956、

　　　　　　　　（2，4）1959〕

　　　ビルマの金融に関する綴的資料を鵬・

1952年よ．り．季軌して干晦・．

XNatlonal　income＆’：Ekpehr．

　　　diture

Burma，　Union　of．　dent．ral．

　Statistical　and　E己on6mic
　I～gpt：・1　　．　・　・，．：：、、、　．．　．　．　1，

　Tlle　nat　io．na1．・inρρ1n（毫．、of　．

　Bμ．r甲ar．、．Rangoon・．．．，．：・．5与・：

　一定　（Bt照日．12、？）　14　g与」「1…gφ0．．

　　国連方式に基づいて中央統計経済局（当初

　は国民計画’省）が作成。1951年が第1回、

　1938／59年，1947／4・8年と1951／52年・，

　以降の数字を収録。山

XI　Price　．・：FamilyBudget

　　　　Living　Survey



Burm。，　U。i。b。1．　G。血t，al

　　Statistical　and：Ecollomics
　　Dept．

　　Report　on　tIle　1958　survey

　　of　llousehold　expendit．ure　in
　　R・ng・・h．〔轟・ng・・n，1．95男

　　60　p．　　　　　　　　　　　　　　　56

　　総理府

　　　ビルマの消費者物価指数のウエイトと基準

　　を改正するために実施。標本抽出は層別2段

　　抽出洗による。

Burnla，　Union　of．　’Cent±al

　　Statistical　and　Econo写n、ic§，

　　Dept．

R・p・・t・nthesu・ゆ・ヂ

　　rural　household　expenditμ一
　　res，　1960－61．

R・ng・・n・．1960－61・．

　　2　v．　　　　　　　　　　　　　　　57

　　　　　　　　　　Contellts．

　　pt．　1．CentraI　Burma．
pt・2・1・・a～・addy　D・1！t’r．・；

　　ア研

　　　　〔56〕の7ング「ンにおける調査に引

毒撫蹴噛の農脚509．

Morlthly　coぬ3dmer：price　index．

　Pub．　by　tlle’：OentfaI

　Statigt．icai　and　Econorh「i6s

　Dept．，Union　of　Burma．
R。ng。。。．　　　　も8

M。nthly　p，ice，t。t．i、ti。』．

　Pub．　　by　the　Central

　Statist・ical　and，Ec．orLomics．．

　Dept．・Union　qf．．Burma；i
　Rangoon。　　　　　　　　　　　　　　　59

XII封ducatign

Burma，　UnioIl　of。l　Directorate

　　of　］巳ducat五〇n．

S・h・・1・．i・Bur即a．’ q、津。9。。。

　　〔195司

　　85P．　　，　　　　　　6b

Bufrha，　Un　ion　of．　Mass

　Educat　ion　Counci1．

　Mass　education　in　Burma．

舗1∵56●＿．．．・1．・61

XIV　Economic：Plannin京

B鷺出鵬ゆ垣9喰［・』噂・

　development　for　Burma．
Rang・・n・19、48．

55P・ @　．1’一6’会
　ア研

B．艪≠戟@Uni・h・f．．Centf・11

　Statistica．l　and　Econ．or直i’c6’

　Dept．
C・・e＄tudyQf　pl痴ng’．f・r、

b・1・辱ced．、s・c五・1．・p4．　ec・ngゆ・

　development　in　Burma．

　Rangoon，　1960．

　50　p．　　　　　　　　　　　　　　　65

　ア研

Burma，、U．n．ion．of．．　Central

　Statitical．and　：Economics
　Dept‘・．

　A．review　of　economic　plan－
ni・琴、inβurm・・by　U　Th・t

瓠甲ango叫∵．959・64
　ア研
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Burma，　Un．ion、　of．　’Ec’onomic

　and　Social　Board．

　Pyidawtha．　The　new　Burma；

　a　report　frorn　the　gover．P雪

　ment　to　the　people　of　t．he

　Union　of　Burma　on　our　long一，

　term　programぬe　for　economic
　and　soc』ial　developmen．t．

　　飢p〕’1．954．：一　 ’・

　128．『P．’．　　　　：・　　　　　　　　　65

　研’（Br．62－5）　　　　・

BurmaジUhior1もf．　：Ministry
　of　National．I　PIanhing．

　Second　four－year　plan　for
　the　Uni6めlo・f『Burma，1961－621・’

　to　1964－65・　　］R／an琴oon・　1961．

215．P・　　　．一』■引6’6
　ア研　　：’∫『一・1；…h∴・’扮・…ld

　　アジア経済研究所よ．久　「ビルマ連邦第2

　次4ケ年計画（1961－62～1964－65年渡）．

　1962．　510P」として謙訳刊行されて
　いる。

Burma，　Union　of。　Ministry　of

　N3tional　Planning．．

　Second　four－year　plan　for
　the　Union　of　Burlna，　1961－62
　　t・．「19’64－65；・d・aft．6ゴtl：ihe・

　Ra．ngoom　1961。

　159　p，　　　　　　　　　　　　　　　67

　ア研　（Bna－680）’　　　　：．

Knappen　TippettsAbbett
　Engineer三ng　Co．

　Comprellens　ive　report．　Eco。
　nomic　and　engineering　deve－
　10pment　of　Burma．　Prepared
　for　t琢e（｝ovenment　of　the
　Union　of．Burma．　New　York，

　1955　　　　　0
　5．v．　　　　　　　　　　　　　　　　68

　研（Br．62－10）

CA八iBODIA
I　GeneraI

Cambodia．　Minist6re　de
　　ロク　　leconαnie　nationale．

　Alumaire　statistiq．ue　de
　Cambodge・　’〔Pllnom－Pe司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69

　ア研　1949－1951，1958－1961｝
　　　　　1962

　　　1949－1951年版が独立後第1回目の刊

　行。インドシナ時代には1947－48年版が

　刊行されている。刊行は不定期。

G・血b6d．：ia．．Mi益i、t6，edupl．、n．

　Ahnlla．層ffe．きt』atis』t．ique

　・fetr’dsp6bt．if．　d’u

C飢nb・d． X・二・．＠llnbm－P・司．

　ア研1958－60　　　　　　　　　　　70

　　　1958年に1ウ57－57年版、．1961年た

　1958－60年版が刊行。　　いずれも20

　羽慣を総括したもの。

Bulleti．n　men，su6’1．de

・tati・tiq・畔．・・＿（M）

Puも・bythe．P埆・ti・nd♀．
　la　Statistique　¢‡　des　Et切〔les

　Economiques，　Gambod　ia．

　Phnom－Pen．　　　　　　　　　　71

　研（6）1960，（1－12）1961，
　　　　（1－6）1962

矧（4，5）1960一　〔1・ck：i（4・

　　　　6・11・12）196匂

　　カンボジアにおいて最も包括的内容をもつ

　統計月報。1962年6月号により構成各諸
　章を示す。気候，人口，家畜，農業，主業生

嵐石灘品売跳運轍車登鱗．樋偶
　外国貿易，財政，物価。
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II　　I⊃opu1’ation

Cambodia．　Direction　du
，ecen、em。nt　g6n6・al　d・1・

P。pul・ti6氏■・∵・
　Resulat・s　lP’r61’iminaires　du

，ecen、e血，nt・・96h6，al　d・・1パ・

　populat：ion・　’1962．

　　〔Phnom－Penh，　196司

　9三5・P．　　　　　　　　　　　　　　　　．72

　ア研

　　フ．ラソス統治時代の1921年に実施され

　た．入ロセソサスに次ぐ、戦後第1回の人ロセ

　ソサス速報。戦後行なわれた人口に関する調

　査としては、1958年のブ．ノンペンおよび

　郡部に封ずる標本訥査、11958、．5．9年に

わたる人・働融力1畝・興も岡
“B・11・ti・m・卿e；ld⇔．・t・．㌻i・一
．‡ique”ゐ1φ． U： 軏Q載醜で、・る’1

V工1・　Cor面erc’6・Tfade　　Balance

　　　　of　Payment．s

Gambodia．　Direction　des
D。ua。es＆R6gie。．．

　Bulletin　de．「－statis．tiques
d。、・・≦・hang…d6㎜・・rc・iaux．；…．■

　bUll：6t・in・annua1　・『・・、．．、：・l　l・．

　　〔Phnom；1）en．域　　・・　’．ン．・：㍉．75i

　研「（A：MF－L10）　　　　　．・・β……．、、：一・i

　1957・研・・．1↑958・研　495’9研｝　1・．．・

　1960研　1961研．1962』：．ア．研

　　カシボ痂恐嚇曝欝・鞠
　からの累計を併記ずる二〔715〕τ月報の12月

　がこの11Ann．Ua．ll・bul16t．in：13である。

原資料は輸出入の申告に基づく。商品輸入統

計は、、：輸入商品’の原産国、．’・仕入国を1商品に

　同時に記載。商品分類はブラッセルの関税表

を参考にしたカンボジア独自の関税表による。

Banque　natiqnale　du　Gambodge．
　Office　nat　ional　dφs　changOs・

　Balance　des　paiement．s、，
　　〔Phnom。Per9　　　　．　・：　，．　74

　ア．研1960－1962　　　　　　　　1．

Bu11・tln　d・・t・tl・専ique・4・・
　6chahg6s　con翌nerciau．x三　　G立〉：

　Pub．　by　the　Directions（ies
D。uanes　etR6gi・5．2伽b。49・l

　PhIlom－Pen．　　　　　」　　　’　75

　ア研（1）1962一・〔lack：（6，11）196生

内額〔ブ班町回のζと．・『

障・．．、．助ゆ琴、1罫i吻・≒、

calnbodia．
Bμ¢・9β‡．nati・副・；．，ρxeぞq，iρr・

196．5．匝．．P’
G．．・、．．

　　　　　　　　　　　　　　　n．d．〕

　1’v．　　　　　　　　　　　　　　76

　ア研

B：ahq翼e　nat．ion塗しe　dμ．Cambqdggぺi

　Rapport　annuβ1．．　11　．，1・，
　　国hn・m－Pe司，．＿．．、，一．．，．．η冠

　・ア研・1960，、196♀｝11965．

BU．II・．煤@in舳Su61．、．d・：！r3卸’弓，

rN・ti・n・1・du　Camb・dg・1、、1⑲．、・

糠；Pll；一6，9よ伽占1．，7◎

ア舞11溜lll，1：1．：．7㌃』鎖…ヲ〆：

功シボ靹鴎二三三巴る1金融
　i統言霊。　1．9・55年の創干l16　　・．．　　・．…．，、

XI’．Pr．i「c6’．Fa】血i’1．y『Bごdgetl』

　　　1」iv童ng　Survey
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　カンボジヤにおける物価統計は、　〔71〕

の統計月報に、1．消費者物価指数（品目は消費

財33，算式はラスパイレス式臥基準1ま19

49年。系列はカンボジア労働者階級，同中

流階級およびヨーロッパ人の三系列があり、

おのおの費目別指数を算出），♀ゲ小売り物価

（プノンペンにおける18品目の小売り物価），

5．．卸売’uｨ価（ブノ浴ン齢ける10品
目の卸売り価格）が掲載されている。

XIV　Economic　：P｝ann　ing

Ga卑bodia．・　IMinis．tβre：du．lllan・

　1）lan．・dl．equipement　bielma1・

　1956－57、．　1）hnom－Penh・　1956」

　二77p．　・　　　　　．　，．　　　　　　　79

Gamb。di。．・Mi。16t≦f・dμpl・n．

L・pl・n　q脚quenp・1ジ1％0丁
　1964．　Phnom－Pehh，　1960．

　57　p．　　　　　　”　　　　　 80

Cambodia、．　Ministere　du　：Plnn．

　．］PrerRier　p1．aη　℃【u　inquenna．1

　．”Pfedll　Norodom　Sihanouk‘．

1960－1964胃．

1959．　　var．

ア研

英文版”Flrst
of

1960－1964，
．sihaho血k躍．．：

Pllnom－Pe　n，．．

？ag・
81

five　year　plan
the　Kin・gdom　of　Cambodia，

　　　　　　by　Norodom

I　General、

Cgylqn．　Dept・of　Cen＄us＆

　Statistics．
　The　Ceylon．year　book…’．

Go　l　ombo．

研（：Lc。61－5）

高
高
癩
鰯
獺

8
　
1
　
4
　
7
　
0

4
、
5
　
5
　
5
　
6

9
　
9
　
9
　
9
　
9

1
　
4
監
　
．
1
　
1
　
1
，

1949フ研
1952／55研

1955ア研

1958研

82

1950研
．1955フ研

1956フ研

1959研

　1947年まで刊行の”General
reportllの療刊後にはじまる年鑑。セイ

ロンに関する権威ある行政報告r統計資料か

らセイロン政府センサス統計局がまとめたも

の。1959年半の統計表には　入口・人口
動態ゴ農業，鉱物資源，水産．，貿易，・金融・

保険，財政，労働，教育，厚生，・社会，癖馬・

通信などが掲載されている。

Geylon．：　Dept．．，of　Census　an．d

　Statistics．
　Stati．stiρal　．3りs㌻r3ct　of

Ceyl・n．　C・1・mb…　　、　83
研（：Lc．61－10）

　1950総理府1951・：．1952総理府

　1953ア研　　1954ア研1955ア研

　1956国会　　1957フ研1958ア研
　1959ア研　iig60研．

　　　〔84〕の”Qμa．rterlyl　bulletin

　of　statishc’s”に掲載の月別データ

　を1年分にまと．めたもので、共にセイロン政

　府センサス統計局から刊行されている総合統

　計書。195‘0年版が第1回。1960年版

　によって構成各章を示す。
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　1．面積，気候，　2．人口，　5．人口動

態・4社会環境・5教育・6・労
　働，　Z　農業・生産，　8．貿易∴

9運輸’．蔀・10即政・11・報所
　得，　12．金融・保険，　得．物億，’「

　14。国際収支・．．

Quarterly　bulletin　of
　statlstlCS．
　Dept。．　of　tlle　Census　and

　Statistics，　Geylon．　Colombo．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84．

　・研　1（1’）．1950－9（3）1958

　　〔lack：6（4）195句

　　　1950年の創刊。内容は〔85〕

　［7Stat・istica『l　abst．ract　of、

　C6ylon11を参照のこと。．

II　Pbp亡lation　　Vit’al．Stati－

　　　stlcS　Hou§ing

Ceylon．

　Report　of　the　Registrar－
　General　lof「（）eジ1．：on　on・vita1

・t・ti・tiCS・恥llも．y「th・．．

　Golombo．　　　　　　　　　　　　85

　研　（Ld．61－1）

P955、pt・1研1956
1ウ58ア研

1ウ57．ア研

e今y．ibn．　Dept．　of　Cc且sus

　an（1　StatistiCS．
　Gens～ls．　o．｛　C．eylon・　　1946・

　Golo茎nl：）o，、　1950－52．

　5　v．

　　　　　　　　　　COIItents

．v・1・bpt．・1：

pt．　2二

86

　●

General
rrPQ・t・「

Statistical
digest．

　vol◎　2：　Class．ify　the　poPu－

　　　　　　　　　Iation　o．f　Ceylon　as

　　　　　　　　on　1Mar．　・19，　．1946．

　　　　　　　　　by　sex・　age・　birt1、一

　　　　　　　　place　and　lengh　of

　　　　　　　　　res　idence　（of　the

　　　　　　　　　foreignbOrn）．

　vol．5；（）Iassify・the　female
　　　　　　　　　population　10　years

　　　　　　　　．∵of　age‘：and．：over．．

　vol●　4：　Class且fy　the　popu－

　　　　　　　　　latiOn　aS』at　］Marl．．

　　　　　　　　　1gが．1946；・by　race・，

　●　　．　　　　r61　igiohland・

　　　　　　　　　literacy．　　　　．・・86

　石ヲ予　（1」d．61－15）

v。1．1，Pも．1＆2．

ア研　vol．1－4．

　　戦後第1回の財団センサス。戦前において

　は1871年から1951年まで10年ごと
に実施されている．〔87〕の1．9・53年セ

　ンサスに引続き，1961年にもおこなわれ

　たが、その調査結：果報告は確認できなかった。

　セイロンの人口統計の資料はこれらの、へロセ

ンサスによるもののほか、〔84〕pr統計

四半期報」、〔853の「統計年矧、岡

　の「セイロン年鑑」にも掲裁さ劇ている。．

Ceylon．　D6pt．　of　Censtls　alld

　Statistics．
　Gensus　of　Geylon’．　」』1953∵

　Co　l　ornbo，　　1956－60．

　6　v．　　　　　　　　　　　　　　　87

　　　　　　　　　Gontents．

　vQl．1：General　rePort．
　　　　　　　　　1956
　　　　　　　　　　　　　0

　vol．2：　pt．　1－Growth　of

　　　　　　　　　population・　Place

　　　　　　　　　of　birtll，　movement

　　　　　　　　　and　natiOIlality．
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I
/

'

         1958. -- pt. 2--Agei.:

         1959. -- pt. 5-Con'
         jugal condition
                  '         and orphanho6d;: '
  .,.,, .1959.,, i-i
                       ' vo1. 5: pt. 1'Race an.d
         literacy. 1,960:1,,'1..

         pt. 2-Literac,yand
         religion. 1960.

 an (Ld.61--15) vol. 1-5

Cey1pn. De,pt. of Census
 and Statist'ics.

 Demographic st.udy of the'

 cityofColombo.' '''
 Co1ombo, 1954.
                     '

Ce' ylon. Dept. of Census and

 Statistics. ' ''
 Life, bir'ths and deaths in
 Ceylon,1920`1952.･ .i ･
 Colombo, 1954.

 58 p. '･'i 89
 lij} ･･(Ld. 61 '-1 5,) '

 .t.t.;ttl-tt. ttttt t.ttt
Ceylon. Dept. of Census and
 ,Staiistics..i.,... ..
 Sinha1ese popu1ation growth,
  1911-46 (with special refe-'
  rence to corrections for the
 urtder-registration of birth
  an,d deat.h, etc.), by
                          '          tt B.R.Indra...,i, CIQ1ombo, 1955.

 ;,iifl(Od-100) ,,

Ceylon. Dept.. of Irrigation
 & Emigration.
 Adniinis,tr･atiqn repor.t of,

 the Controller of.Irrmaigra--
 t'ion'and･･E!nigrat･ion'/. .,,.,,

 Colombo. .･'.,./,,,,91
   195Ot4!h･J"6+ljEft$2'tv(･LN6.･ .･

           t''i'1'' t'"
          1III Labothr Employment ･VSlages
             '     /'t ''   - ./1.l/t .,1,-.             t tt:.            'Cey1o[ti1''iC'6tm'ission bn Soc-ial.
  -            tt                  .T Services.' '''''･, ･･'ii
 l}:psosl. Co1,ombo, 19e7..,g2

         '            '           '        'Ceylon. Dept. of Census and
 Stat ist ic$.

 A report on a dietary survey
 of upper income households
  in the city of Colombo.
 Co1ombo, 1957..

 t･y?i,,it.Egfi?i

CeylGn. Dept. of.Census and
 ･Statisti･cs. , . , ･
 RGport on the census of b
  government and-･local gover-
  nmet'it emp1oyees, 1951.

 Colombo, 1952.
                        '

 '7TIJ'l -i]･･･i,,.,,. ..,

 -'''1"i'l"i;'''' ' ;Ceylon labour gazette. (AO
                       '  P.ub. by the Dept,. oi' .'
  Iabour, Ceylon. Colornbo.
                      tt                          95
   1 9 5iOiiill) tt,'ij:I:ll.
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IV　Agriculture

Geylon。　Dept．of　Ce』nsus　and

　Statistics．
　Ce直iStls；lo．f　agricu’lture・』－1952．

　C．ol”ombo，：1．956．

　4　v．．　i．n・2．　　　　　　1　．　　96

　　　　　　　　　　Gontents．．

　pt．　1．　Tea　plantatiQns・

　pt．　2．　Rubber　pIantations・
　P∫t・」5・・qqc．oput．　plantatigns・

　pt．4．Agriculture．

薪（Lea．61－19）pt．．1－4

　　　1946年につ、ぐ第2回目の農業センサス。

　経営耕地を調査単位として、経営耕地面積2

　0エーカー以上の農園については悉皆調査、

』以下の農園については標本謹による．縮果

　報告の内容は、農業経営体認農業用地面積、

　作付面積．家畜頭数、農i業生産指数および農

　産土価格等について、全国ならびに行政地域

　別に掲載。「

Ceylo昇．　Dept．　of　Gensus　and

　Statistics．
　Fe，tility　t，end・in　G・yl・n．

　．1953　census．　（one　Per　cent，

　　samble）．　Colombo・1956．
　　36　p。　　　．　　　　　　　　　　97

　研（Hd－21．）．

Geylon．　Dept。、g．f、Cen串μs．　q11（｝

　　Statistics．
A，ep・・t・n　p・ddy・t・ti6も．i・’ 吹f．

　Colombo，　1956．

論ll．61」ゆ．…’・．∴

Geylo氏・・Dept・．．・o；f　Census．・：and

　．StatistiCs．

　Report　on　the　sμ．rv母yρf・、

　landlessness。　　July，　1952．

　Colombo，1952．
　58．’P・　　．，・　　　　　　　　　　　　99．

研．〈Lea。61－29）

G・yl・再． D　pi．¢ρt…　f　Fi・h・・ies・

　Admlnistratign　report・
C・IQmわ・・．．　　　　　100

　ア研　1．96．0

V　MiP．．lng　艇，知dustry

Geylon・む

　Report　of　the　inquiry　into
　the　e．1．ectr；icity・supPly．

　industry．　　Sessional　paper
　17－1：957bl　．Golombo，　1957．

　vi，　70　p．　．．．・・　　　　　　　101

　研（10－19）

Geylon．　Dept．of　Gensus　and
　Statistics．
　Ce．nsus　of・industry．　　．1952．

　Golombo，　1954．
　1・87　p：．：、　　　　　　　　　　　　　　　　　1・02

　研（Lea。61、一15）．

　　セイロンの工業にかんする第1回のセ．γサ

　．家。言駐査対象は、鉱業，製造：業，ガス・電気

　業，建設業の各業種のう．ち、1．従業員．5人以

　上もし．くは，．、2．肇本金5q．0：0ルζ「馳

　もしくは，　5．何らの機械を、甲～「て隼産にあ

たっ賢るζζのいず三三回る．も解

　限うれて恥為。．

町q面・r・e、丁咽rB・1興・e
　　　　of　　］Poyrne、1陛tSl．，

q．e．ylon．　Dept．　of　Gensus　and

　Statistics．
　Census　of　merchaぬdisi赴．9

　　and　services．
一16一



　Colombo，　1955．，．

　545p。　　　　　　　　　　　　　　103

研（：Lea．61≠16）・

　　調査は1952年に行われ、業種別規模別

禦灘二郷’売キげ高につ㍉’

Ceylon・．　Dept．・「．‘of、　Gensus＆

　Statistics・　　、．　．　　．　．．：．

　Demand　for　certain　exports
囎710nO　Colombq’‘コ．91111・

研．（Dh－14、9）

C。y16n．・∫D6わtゆヂC。㎡herc6．諺

　①hま士愈γ「．y6a’rs‘、tr2d61sta｛二i．s←一・

　tics　of　Oざy’16h’∴レ1925一！1954．

ぎa；∵∵b｝噛．119三二lll

研（Leb．61－5）・1 o・t．13－5

　ア研　pt．　1・2

　　1925年より54年に、・たるセイ．自シ外国

賜の髄と分禰引網客示すご．と棚
いと」1・賜の趨勢2洛商勘5ち！互
要と目される3項目，およびグループの動向，

　3．｛2〕．・に属する項目，4恵rプの範囲内にお

町回翻薦警画面羅恐喝1ナ鍔

　系列デヴタを収録。．・商品分類は19．1g午の王

　室統計会議の指示によるπUll　it．ed琴lng－

　d6mBoard　of　Trade　Classifi－
cati・n”にもとつく輸出嫡嗣類灘採

，嗣・．

1裏罫黙謙撒1諾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106

研1955－1961
　ア研1955一

　　　セイロと曾興易に関する基礎締計。原資料

　　は輸出入申告書に基づく。統計年度は暦年建、

　　年初からの賭鰭記・商品分類ま・』19・5・’

　　4年目で「Br廷lsh’Board…6f．

，丁雅諮濃鷺器印画
　　所蔵の資料は全て12月号（マイクロ・フィ

　　ルムコピー）。

　Ceylon’t廿adel　journa’1．．1　’（M）・．
　　　　　　　ボコド　　　　ほ　 レ

翻感触：圏6ε。1…b。．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107

　　ア研1946－1965

　　　主要商品ゐ年次別，月別輸出入実績を掲

　　載。

　Vr［I　Ba翠ドling　f「inance

Ceylon．

　　Acb6unts　of　the　Goverllment

　　of2Ceyloll．’　Colornbo，、Geylon

’Govt’ D．@Press．　　　　　　　　108

　　研．（Cba－24）19・50／51，1953／54

　Ceylon．　Dept．：of　Gensus

81謙臨：1。1、1．in、tト

　　tutions，　1952．　　　　　　　　’

　　Go　lornbo，　1954．

　．如P乳．　　　　　　109
　　研（：Fc4一与印・　6　　1’　．）　　　　　　　　’

ρ61yr6n∴『．D6bt．　bf　Cen・us．・and

蒲驚幡b爵ll三．

　　69P．　　、．　　　110
　　イヲモ　（Fe－51．）　．
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，

Geylon．．．ム｛inistry　of　Finance・

　The　budget　and　economic
　develQplnent・by　Felix　Dias・
　Bandarana　i．ke、　Colombo，

　1961．

　78　P．　　　　　　　　　　　　　　　111

　ア研

CeIltral　Bank　of　Ceylon．

　Annual　report　of　the　Mone」

　tary　Board　to　the　：MiIlister

　ρf．Finance．　　Colonlbo．

　研　 （Fcc一三51）　　　　　　　　　　112

1950農総研

1955

1956回忌

1959三嚢

1962研

1951農総研　1952ア研

1954ア研　　　1955

1957三≡菱　　　1958フ研

1960フ託珊　　　1961　イ研

1965研　1964研
　政府各所管業務資料およびセイロン中央銀

行の資料に基づいて，セイロン経済の過去1

年聞の動向を分折。1949年版が第1回。
196．σ犀版により内容を示す。1．経済問題・

経済政策，　2．経済・財政動向，　3．中央銀

行の勘定および業務活動，　4．職員，付録1，

皿。付録Hは以下に示す緯計表を掲載。

通貨・金融，財政，国際収支，外国貿易，賃：

金．物価，雇用登録数。資料の出所が示され

ている。

Bulletin　of　the　Central　Bank
　of　Geylon．　　GM）　　Golombo．

　Pub．　by　the　Central　Bank
　of　Ceylon　　　　　　　　　　　　　113

図（11）1951一〔lack：（2）1952・
　　　　　　　　　　　（2－4）1955，　（5）

　　　　　　　　　　　1954，　（フ；8」0）19

　　　　　　　　　　　55，　（11）て959，

　　　　　　　　　　　（1－5，11）1961〕

　　セイロンの金融に関する基礎的統計資料。

　財政，貿易，賃金，物価等の資料も掲げてい

る。　1951年に創刊。

XNationa11ncome＆
　　Expenditure

Ceylon．　ム～linistry　of　Finance．

　The　national　income　of
　Geylon，　by　I（．　W▼illiams．

　Colombo，　1952．

　27　p．　　　　　　　　　　　　　　　114

　研　（Bbd－309）

　　セイロンの国民所得に関する推計方法の解

　説，および1951年についての推計資料を

　掲載。　〔85〕”Statistical　abs－

　tractロ・〔84，　”Quarterly　bul－

　1eti・nof　statistics謹に経常的に

　掲載の国民所得推計資料は、本書の

　K．Willialnsが採用した方法を標準方式

　としている。推計方式に関するより詳細な点

については〔115〕の国民所得推計委員会報

　告を参照のこと。なお1951年前に関する

簡単な撫切淵が・〔119〕”P・st　war

　development　proposaIsBに収録
　されているQ1．

OeyloP．　Dept．　of　Census＆

　Statistics．
Repor．t∫．of　tlle　Co㎜ittee　on

　National　Income　Estimates．
G・1・mb・〔195司

55P・　　．、　　，、、115
　研（Bりdr．3？5）．

　　セイロンにおける国民所得推計の歴史と、

　現在の国民総生産：並びに総支出の推計方法と

　問題点を検討している。．巻末めAppend　ix

　にB．B．Das　Guptaが1957，19ろ8；
　1942，1944年について行なりた推計報告

　を収録。
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X［　Price　：Family　Budget．

　　　Living　Survey

Geylon．　　pept．　of　Census　and．

　Statistics．

　Anew　collsumersl　price　　“
　ind奄x．　Golombo，　1953．
　12P．　　　　　　　　　　　1i6
　総理府

　　　1949－50年にコロンボ市内で実施さ

　れた家計調査によって得られた労働者世帯家

　計支出の構成をウエイトとして作成。この指

　・数は〔84〕　“QuarterIybulletin．，11

　　〔83〕”Statistical　abstract”・・

　　團”Geyl・n　yea・b・・kl～、自1司』

　　ロCentral　Bank　of　Ceyroll　bu一．

　　lletin”に経常的に掲載。生計費指数

　　（1958年11月より39年の4’月までと、

　　1939年7月より9月までを各100とする

　ふた．つの基準がある）に関しては、上記資料

　のうち、「セイロン年鑑」’，「セイロン中央’

　銀行月報」に掲載されている。

Central　Bank　of　Ceylon．　Dept．

　of：Economic　Research．

　Survey　of　CeyIon’s　consumer
　finances，　conducted　in　May

　1955．　Colombo，　1954．
　1　v．　　　　　　　　　　　　　　　117

　ア研

Central　Bank　of　Ceylon．

　DePt．　of　Economic

　Research．
　Report　on　the　sample　survey
　of　consumer　f　inances．　Mar．一

　Apr．1965．　　〔polombo・　196弔

　129　P．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．18

　セイロンの経済闘発計画立案に寄与するた

めに、所得，支出，住宅，その他社会的特性，

家計の負債等に関する資料を整備することを

狙いとして、・；’〔116〕の第1回調査に引きL．

続いて実施された標本調査。

X【II　Socio－EConomic　Conditions

Ceylon．　B6ard　of　Ministers．

　Post　war　development　propo－
　sals．　Golombo，　1946．
　221　P．　　　　　　　　　　　　　　119

Ceylon．　Dept．　of　Gensus　and

　Statistics．
Final　rep・rt　on　the　ec・n・鴨

　・mic　survey　of　rural’Ceylon・

　1950－51．　　Co　lombo，、．1954．

　67　p．　　　　　　．　　”　　　 120
　・研　　（Br．61－68）　．

C．eylon．　Dep㌻．　of　Census　and

　Statistics．
　Preriminary　report　oll　tlle

　econolnic　rePort　on　the

　economic　survey　of　ru．ral
　Geylon，　1950．　　Colon、bo，

　1951．
　19　P．　　　　　　　　　　　　　121

　研（Br．61－68）

C・yl・n．　Mi・i・t・y・f1’Finan・6。

　Econof直’ic　and　social　develo－

　pment　of　Ceylon・　1926－1954
　（a　survey）Golombo・　1’95．5．

　v，14卑　p9　、、2　　　　　　　　　122

　研　（Br。61－71）

研　（Bbd－424）

一19一

■



:

l

l

     :･･:-･･-･,- ･･Ceylon.･.,Ministry of Labou'r,
  flgd, g･ ?:･r･g･ ha¥:,C2r.rr.nfi g.C 9･E',.I:'1i

  vey of vi11ages'. Co1ombo, '
  195, 7, T49･

            Contents.
  no';5":-Sevenvillages.in .,
  '''''i' ::' R･ayigam Kora1e-of･.,,,Ei

         Ka'1utara dist･ript/.

         1957･ r ''
  pg･ `; .F･ s' ;: ,:･ x･ iA'e, ¥･gi,lg･ -,L

                         it   .,,,,,ii, 1,957･,,

  n,o.,.,, 7: Elve vi,11ages in
    ....., ,Chi1iNy "district. 1957.

  np. 8: Five vitlages in
         ?g28aiam district.

             .
 ,no.･9:. Si･x vi1.1,a, ges ip t,he

        Matale d.istFict.
  no+.;10:･Kur.unegaia distr.ict.
  no. 11:}Ni.ne: ,v.ilIaggs in

    J･ i'': Ga11e .d,i,strict.
  no. 12 :'' .S;ix･ v i.1 1age sl ,in

        Matara district. ,1950.
  no.15: Five villages ..i,n .

        Hambantg.t.a dis,trict.

         1950.
      '  n;o'.''14t' Mora'tuN"a a'rnd .i･ts .

'' i-' "･'il: ilearpenttry industry.
 :'･'1ii'-';"･'Ja950''･ ･' : i'
             .                         1:  r/¥ilF'n6 .. ' s` t4: t･ !

･･; .li 1

                      ttInternationa1 Bank'
f'

or Recon'

  struc tion and Development.
 The economic deve1opment of
 Ceylon; report of a mission
  organized by the IBRD at
  the request ef the Govern-
 ment of Ceylon. 2nd pr.

          . ･.;llt･1･･l ..:.:.･./ .ll."
 Ba1t imore, 1956. .xxxii{

 ewf･･(Br.61-45)

XIV Economic P1anning

 Six-year programnle of inve-
 stment,, 19,5.4-55 to 1959-60.
 Colombo, 1955.

 x,510 p. ' 125
 Iiji (Bnc-98)

Ceyl6n'i iNational Plannting

 Council. First interim
 report. Colombo, 1957. }
     ' 192 p'. ,'･ ,,, 126
 fiJl (Bnc-1O6)

                     '                   / N..t, :.' ,L, .,]' .-
Oey.!on. Nationa1 Pl4.n.ning
                          t- -- Council. The ten-year plah.
 Co1ombo, 1959.

 xii, 490 p. 127
''JEJI'"･(Bnc･-222) ' .･',.-]-':' i･

       1-              tt t      .. ,･,L:f,･,1..J･.,/
 t ;s-

-2O--

'i`'



CHINA（Taiwan）

I　Genera1

China　yearbook。　　Taipe　i，

　China　Publislling　Co．　　　128

　図（Ad－31）1951，1954／55，

1955／56，1963／64

中華民国の政治、経済、社会文化　に関

する過去1年の動向を解説。書名は中華民国

であるが1項目によっては台湾のみに限られ
る。’ n刊はで947年目当初か51956／
57年版の名称は℃ll苗a’handbook。”

中華民国

　内政統計提要　台北

　研（Xlc－4）1965 ・129

　国民政府内政部所管i業務の一般慨況を示す

ために毎年発表されている統計年報。1965

年によれば・内容は領域と人口，中央議会と地

方選挙土地改革～警察、石会、労働、衛生

及び出版事業に分かれる。所管事項のうち兵

役行政等の機密を要する事項は除かれている。

中華民国　行政院主一処編

　中華民国統計提要　（Statistical

　abstract　of　the　RepubIic
　of　China）

　台北　　　　　　　　　　　　　　　130

　1　953年に倉U干ll，1　955年以後毎年煮迷

続刊行されている総合的統計年報。英文併記．

1960年版により構成内容を示す。

1．土地，人口．2．農林漁業　5．鉱工業，商業

4．外国貿易　5．財政収支　己金融，物価

Z交通，運輸　8．教育，文化　9社会，衛生

1α労働　11．国営事業　12，国民所得

13．一般公務

中華民国　経済発展合作委員会

　Annual　report　of　Taiwan・s

economy．
1965
1　v．

瑠

で965。　＠・ip・む

151

中華民国経済研究所美国援助会議

　Taiwan　statisticaI　data
b・・k．1962．　色．pJ

　viii・　185　P．　　　　　　　　152

　ア研

台湾省．　　主計処

　台湾省統計要覧　　（Talwall　statis－

　tical　abstract）
　台北　　　　　　　　　　　　　　　135

研（：Lc．55－9）第14期（1953）

　　台湾省主計処によって，政府各機関の業務

統計・および主計処の調査から得られた資料

　をまとめ，統計要覧として刊行したもの。

資料の出所が示され，また統計的解説を付す。

創刊は、本学研究所所蔵の要覧が第14期で

あることから，日本属領時代から刊行せられ

　ていたと推察出来るが，正確な年代は不明6

内容は1．土地　2．人口　乙政治組織　4．農業

5．林業　6漁業，Z家畜　8．塩業　9鉱工業

　1α商業　11．灌概，水利　12．財政　15．金融

　14．鉄道　15、道路　16船舶　1Z郵便，電話

　18．教育　19衛生　飢社会　211警察　．．22．

　新聞　なお第14期目り英文が併記さ九て

いる。

Counc藍l　for　Interllational’

　Economic　Cobperation　and
　DeveI6pme’nt．

　田aiwan　statistical　data
b・・k・1965．幽 浴EIP司1965．

　187　p6　　　層 　　　幽　’　　154

関係諸機関によって集計された資料をもと
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に，国際縫済協力開発評議会がまとめたもの。

ただし諸外国については、国連およびその下

部機関の資料をもとにしている。資科の出所

を付す。

中華民国台湾経済動向統計　（TheΦa　iwan

　economic　indicators，　Repu－
　blic　of　Oh面a）　（Q）

　中華民国行政院主計云為

　台北　　　　　　　　　　　　　　　135

　研　第58期　（12，1964）一41期（11，

　1965）

　台湾の経済勤向を把握するための統計資料

を提供することを目的として1955年9月

から5，6，9，12月毎に刊行されていた

統計季報。ただし、第40期と最終刊の第4

1期は，それぞれ8月，11月に刊行されて

いる。収録の範囲は・入口，農業・．工業・貿

易，交通運輸，物価，金融，財政，労働，国

民所得など。なお1966年以降は〔156〕

「中華民国統計月報」を利用のこと。

中華民国統計月報　（Monthly　statis－

　tics　of　the　Republic　of
　Cllina）　中華民国行政院主計試論

　台北　　　　　　　　　　　　　　　156

研1（1966）一

　　〔155〕の「中華民国台湾経済動向統計」

　（季刊）に代り1966年1月から「月報」

　として刊行されている。表題は！！中華民国”

　とあるカ㍉包括範囲は台湾に限定。

　収録範囲は，人口，農業，工業，貿易，交通

　運輸，物価，金融，財政，労働，国民所得，

　在庫，国際資料，そのほか毎月特殊な問題を

　扱った統計が掲載されている。　　　ド

　例一1966年6月号一「最近5ケ年間の台

　湾米増産情勢分折」，丁20年間台湾電力事

　業発展の統計分折」など。資料の出所と統計

　的解説を付す。英文併記。

台湾生産統計月報
　中華民国経済部編　合北！∫’iヒ

　ァ研　No．　55　（1，1962）一一

157

　台湾の農業，鉱工業にかんする経常的統計

資科を提供することを目的として，中華民国

政府経済部および台湾銀行の共編によ，り：，

1957年7刀から刊行。内容は，農i業が農：

林・畜産・漁業の品目別生産量と金額，およ

び農業生産指数（1951年と1954年を
各100とするラスパイレス方式による措数

および前年度比をみるための連鎖指数の5種），

鉱工業が鉱業，建設業，製造業，ガス・電気・

水道業の生産と生産指数（算式は1954年

の付加価値をウエイトとするラスパイレス方

式）を収録。

II　：Population　’VitaI

　　Statistics　　Housihg

台湾省．内政部

　台湾省戸籍統計年報 158

　同部より刊行の’「台湾省戸籍統計月報」の

1年をG田nuIateしたもの。動態統計の

調査結果が掲載されている。

台湾省　戸口響町処

　中華民国戸口普査報告書

　台北民国48（1「959）

　10冊　　　　　　　　　　　　　　　139

　　　　　　　　　内容

　第1巻　台湾地区・戸口普査記述及統計提要

　第2巻　台湾省←）戸口一塁及人口笹舟

　　　　　　　　（＝）人口之年令及婚姻状況

G…）人口之教育程度

⑳人口之教育程度

伍）人口之行業・

6ゆ人口之職業

）
）

上
下

（
（

　　　　　　　㈹人口之行業与職業（h下）

第5巻　福建省　戸口総表及分類統計

ア研
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　経済再建i計画と人力動員計画を目的として、

臨時のセンサス実施部局の指導のもとに19

56年9那．碍9午前零時から同．う時まで

に実雄され乳省の統計局でまとめら塾牟もの。

英文は併記されていない。．・、：∵

調査範囲は・台湾本塁と福建省に常註する者

（外人を含む），調査時に現在する者，およ

び国外にある自国軍隊（国内在任の外国軍隊

外国外交団は除く）。

III　Labour

　　wages

：Emp】o｝me　n．t

　台湾における，労働統計資料は下記に示す

諸資料を利用のこと。

〔129〕内政統計提要・〔135〕中華民国

台湾経済動向統計（労働保険のみ），自5司

中華民国統計月報（労働保険業務概況と各産

業別就業時間，賃金）

IV　Agriculture

台湾省．　農業晶晶普査委員会

　台湾省農業二様普査報告

　中華民国45年忌（1956）

　台北　1959

　537　P
　研　　（Lea．55－14）

140

　台湾第1回の農業センサス。但し5％のサ

ンプル調査。　台湾における利用可能もしく

は潜在的農業資源の把握を目的として・，19

56年2月15日現在の農家（5Z600戸）に
対して実施された。調査δ大項目を示す。

人口，就業，±萢・・溜切物，四三∵その他の産

物，化学薬品および肥料，施設設備と道具等。

台湾省．　農会

　督導改進農会財務経営分折工作総報告

台北

ア研

141

；台湾省．・黄林庁指，ヅ・・∵．．、一・黛唐

　帝業基本調査、台湾野饗作物生産成本調査統

　計報告　（Aqricultural　basic
　　　　　　　o
　　sμrvey．　．Statistical　report

　on　costs　survey　of　main　cr－
　ops　productioll　ill　Taiwan）
　台北　1955一　　　　．　　’　・　142

　研（Lea・35－12）

　vol●　2（1955）一4（1958）

　落花生，甘藷，綿花，小麦，バナナ，茶，

パイナップル等，台湾における主要作物の生

産費を分遍し，またこれら作物の生産，なら

びに経営両面の改善を計ることを目的として、

1955年から実施。調査項目は，　1．種，

種苗費，　2．肥料費，　5．人件費，　4．畜力

費　5．各種材料費，　6家屋減価償却費

Z農機具減価償却費，修理費，　8．租税

9地代，　1α副産物収入，　11．主産物収入

’英文な併記。

台湾省．・農林庁

　Report　σn　iIIvestigation　of

　fann　econornv　’for　rice　and

　miscellaneo血3　croPPing　farm
　family．　1952」　Taipei．

　608p　　　　　　．　、．145
　農家の経済状態を明らかにすることを目的

として，農家の家族員数，土地利用，財産，

収入，支出の状況についておこな．つたもの。

調査対象は米作農家1（300戸〉，および各種

農作物農家（50戸）。これらの農家は，経営

形態として，自作，自小作，小作の資産，耕

地面積，家族数∫±地の生産性が，それぞれ

’の土地において典型的なものが選び出されて

いる。

台湾省．　農林庁

　台湾耕地利用及作物生産経済調査報告

　台北　1965

　156　p　　　　　　　　　　　　　　　144
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　台湾における現行の耕作制度，および各種

作物の生産経済調査を，台湾省農林庁g中国

農村復興連合委員会の共同作業により1962

年t1，月～63年12月にわたり実施した結果

の報告。

台湾省．　農林庁

　台湾農業基本調査報告

　台北　1959

　1冊
　ア研

民国48年（．1φ59）

145

　台湾における主要作物の農業生産費を把握

し，農家の経済調査をおこなうことを目的と

して実施。調査対象農家は全省より5090

戸を抽出。

台湾省．　農林庁

　台湾農業年報

台北　；

1948ア研
1951フ研
1954
1957

1960ア研
1965

1949フ研
1952フ研

1955ア研

1958フ研
砂61ア研

’1964

　　　　146

1950

1955ア研

1956ア研

1959フ研
1962フ研
1965砺

　1944年から45画面いたる2年聞を除
き，日本属領時代の1919年から継続刊行

されて、，・る。（本学所蔵の戦前版　図　19

’50～1940，1942，1945研1922，

1928，1950～1958，1940，1941，
1943）　1’946年版より英文を併記。

1ウ65下版によ’闢燉eを示す。　総説

1．土地，耕地　2農業人口，農業戸数　5

農業生産　4．農業災害　5．肥料　6．農機具

Z林業生産　8．漁業生産：

台湾省．　農林庁

　台湾下野家記縣報告

　台北

　研（Lea」55』13ン
147

1960研　1961ア研1962ア研
1965　　1964研
　1．国民所得算定の基本的資料を得るために

農業所得と農家所得を知ること，2．各地域に

おける農場経営の状態を研究し，その改善と

収益増加を計ること，3．地方世帯の拡張を進

める人々に農家生活設計改善の基礎資料とし

て記録農家の支出を知ること，4．農業政策上

の参考資料として，台湾農家経済の構造と，

農村経済事情を知ることを目的として，19

60年より，台湾省農林庁により1962年

号除いて毎年実施されている。

台湾省．　農林庁

　台湾省台中県龍井郷農家現況普査報告

　中華民国50（1961）

　台北　民国51（1962）

　170　p　　　　　　　　　　　　　　　　148

　ア研

台湾省．　農林庁

　台湾省台中県龍井郷農作物生産成本畳

　農家収支経済調査報告’『民国50年（1961）

　台北　民国51（1962）

159　P
ア研

台湾省．　糧食局

　台湾糧食統計要覧

　台北

　ア研　民国　58－41，44－50

民国58年（1949）が第1回。

台湾省．　糧食局

　台湾食糧増産情形及業務概況’1962

　台北　1962

　30　P

ア研

149

150

151
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Cllinese－American，Joint・・Com＿
　missiQn．　of　Rural　Recons’tru－

　Ctlon．

　AgriculturaI　statistic＄　of
Taiwan．　Taipei，

mlmeo．

台湾二丁頭食品工業同業公会

　罐頭出口統計

　台北

　ア研　1961

1962．

V・　Mining・＆　Industry

中華民国　経下部工硬統計劃聯繋組

　台湾省工確業調査報告

　台北民国51（1962）’

　1冊

　ア研

152

155

154

台湾省

　Generl　report　on　industry
and　co㎜erce　of・Taiwan，

　1954．　　Ta．ipe・i，　1956．

　789　p．　　　　　　　　　　　　　　　155

　　商工行政に必要な情報を得ること，および

　商工業にかんする基本的統計を作成すること

　を目的として，1954年現在について実施。

　包括範囲は，鉱業，製造業，建設業，電気・

　ガス・水道業，および会社法，商業登録法に

　より登記されている農林漁業，サービス業，

　運輸。通信業を含む。調査事項は，資本金，

　運営資産総額，固定資産，職員・労働者・無

　給家族従業者，賃金’・給料，原材料，燃料，

　在庫動向，労働時間，主要生産物6，

VII　Co㎜erce　Trade
　　　of　Pa’ym壱nts

Balance

中華民国．’1行政院主計処

　台湾省民営商業調査報告（Report　on

　the　sample　survey　ofprivate
　wholesa・1e　＆　retail　trade「in

　Ta　iwa　n，　1957）

　台北　1958．

　221　p．　　　　　　　　　　　　　156

　研

　　台湾の商業考蝶；所に聞する資料を整備する

　ために，行政主計処と米国国際協力局

　（lnt・e’rnational　Cooperation

　Administrat層ion）の共同作業によって

　1958年9月に実施された標本調査。台湾

　全省の卸・小売業の事業所数，資本金，従業

　＝者数，資犀総額，．資本形成額，収入・支出・

　損益に関する統計資料を掲載。

中華民国　海関総税務判事統計科

　中国進出口貿易統計年刊（台湾区）

　（The　trade　of　China）台北．

　研（AMF－L17，　Xle－32）　　　157

　19ξ55　フ研　　1956　可モ　　　1957　拶F

　1958研　1959研　歪960研
　1961　　　・1962ア研、1963プ研

　1964’研

　　輸出入業者と政府機関によって申告された

　輸出入申告書に基づき，台湾独自の商品分類

　（中i華民国灘関税則）によって分類。また国

　内地域別の対外貿易統計および米国の援助輸

　入は特別に設けられているd’

台湾銀行

　中国進出口軽瀬i統計（Statistics　of

　imports　and　exports　exchan－
　ge＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　．158

　　為替統計による貿易統計資料。’
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国際貿易月刊

　中華民国．　行政院外遇貿易審議委員会編

台北　　　　　　　・

ア研　1962．5一

’　　　　　　　　159

〔1ack：（4－6）

1962・（2）196司

VIII　Banking　Finance

中華民国中央銀行

　年報

　台北　　　　　　　　　　　　♂’1・・↑60

　研　（Xfc二16）民国．52（1965），

　　　　　　　　　　　515（1964）

　　民国50年が第1回目の刊。中央銀行の業

　務資料のほか，国内国外の経済情勢に関する

　慨況報告を含む。

台湾銀行

　Annual　report，Taipei
ア研1960

中華民国　台湾金融統計月報

　blic　 of　Cllina二

　financia1
　中央銀行　経済研究二言

　石｝モ　（5二12）1962一

161

（The　RePu－

Taiwan
stat　iSt　iCS　n10ntllly）

162

　　台湾銀行編開台湾金融統計月報麗嬢刊のあ

　とを引継ぎ，中央銀行経済研究所の編集によ

　って，1962年の1月から刊行。表題に中

　華民国とあるが，包括範囲は台湾省に限る。

　なお毎月号の巻末に参考資料として，1．台北

　市卸売物価指数　2．台湾省都布消費者物価指

　数5．台湾工業生産指数4．台湾農業生産指

　数5．台湾外国貿易指数6．要素費用総国内

　生産額　Z国民所得の分配を掲載。

台湾銀行季刊

　台湾銀行経済研究室編

　台北　　　　　　　　　　　　　　　163

　ア研　1955．12一

XNational　lncome＆Expen」一
　　dlture

中華民国行政院主計処

　中華民国国民所得　45年至52年台湾之国

　艮会計資料　53年台湾之国民所得信計’

　台北　中華民国54（1965）　44p

　研（Xbb－go）　　　　　164
　　台湾の公式国民所得推計の結果に関する年

　次報告書。台湾の国民所得は1954年より

　国連のAsystem　of　natioぬal

　accounts　on　supPortlng　ta－
　bles｝（示された方式に沿って逐年実施され

　ている。

X［　：Price　・：FamiIy　Budget

　　Living　Survey

台湾物価統計月報

　台湾省主計甘糟

　台北　　　　　　　　　　　　　．　　165

　ア研　（1）1962一

　　収録されている物価指数の種類を示す。

　1．消費者物価指数　地域　台北，高雄，台中，

　花蓮の4市，　品目　食科62，衣料21，

　住居2『↑；交通通信6，保健衛生13ゴ教育

　11，その他16。基準年時195’6年1年

　間。算式『ラスパイレス方式。ウエイト　1

　954年5月～55年4月までの1年間に，
　20市平，172．0世帯について実施された

　家計調査により得られたウエイトによる

　2．卸売り物価指数’地域　台北市，　品目

　172品目，　基準時　1956年1年間，
　算式　単純幾何平均方式

　5農家　生産物物価指数　　総合指数，農産

　物指数，畜産物指数の5種。　品目　農産物

　10，畜産物4の各品目。基隼時　1952

　年を100とする。算式　グループの総合指

数は加重算術平均，グループ内の総合はラス

　パイレス式。ウエイト　総合指数　基準時に
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おける農産物と畜産物ゐ生産額比率，その他

の指数基準年次の各品目の総生産額。

平均価格のウエイト　加重平均価格を用い，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ
ウエイトは当年1年間に購入または販売され

た全商品の：量の比率を用いている。）’

4．農家消費物価指数　　総合指数，生産費指

数：，家計費指数の3種。　品目　生産費関係

7，家計費関係12。　基準時　1952年

を100。　算式　生産物物価指数と同じ。

ウエイト　総合指数　1940年の農家経済

調査がら得た生産費：および家計費の比率を用・

いている。その他の指数生産用品指数は，

基準時に購入の全生産財の価格の百分比，家

計費指数は1940年C195‘0年の誤りか
？）農家経済調査から得た家計費ゐ百分比。

平均価格のウエイト　生産物物価指数と同じ。

台湾進出「口貨価指数．（Prices　indices

　of　imported　and．exportable
　corm16dities　in　Taiwan）　G、D
　台湾銀行編

台北7．

研’』

ア研

　英文を併記。

をzドす。・

1．輸入商品物価指数

輸入品目のうち比較的重要な商的によって作

成されているカ㍉機械工具，石製品，石膏，

石綿製品などは除外。指数の基準は，196

碑り平均価格薄式繭年中の各輸入岬
に対する外国為替の総額をウエイトとする加

重算術平均，指数に用いられる価格は，大部

分市場における卸売り価格。

乞禰出商品！拗指数　’1・

．指数の基準は1964年目平均価格。，前年の

輸出による外国為替の総額をウエイトとする。

指数に用いる価格は，大部分生産地における

市場価格。ただし生産地価格がえられないも

6，
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のは台北市の卸売り価格もしくは：F．0．B．

価格によっている。

〉（［I　　Education

中華民国　教育部

　中華民国教育統計

　囹司，1958，
　57　P．

X正V　Economic　I）lanning

167’．

China

　Ta－Cllia　Chidevelopem6nt
　planning　report．　Taipei・
　The　comnission，’1957．

　604　p．　　　　　　　　　　　　　168

Clllna．　Ministry　of　Economic・

　Affairs．

　Taiwa111s　t1，ird　four－year

　economic　devcloprhent’i＞13an；

・bridged．　〔T・ip・i，19・62〕

82・旦・、．，　　，　　169
　国会

Glhina．　　八｛iIIistry　of　EconQmiρ

　A－ffairs．　　Industrial　I）1註n－

　ni119　＆　Goordinations　Group．

　The　in（lustrial　and・mining

　program　under　Taiwanls‡llird
　fqur㌣year　plan．　　Taipei・
　1951，．，．．　　　’　　　・一’…　．、1

150P・．＿、、1
P’

C！一己・170
・ア研・一凱　 」：1．．．

中国国民党．中央委負会．設計考核委員会、

　第三期四年経済建設計劃的研討

　民国5雪

　250　p．　　　　　　　　　　　’　171

　ア研
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HONG
　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　の

　I　GeneraI

KONG

Hong　Kong
　Report．　｝long　Kong，
　PreSS．　　　　　　　　　　　㌧

研（Aa－65）

　1947研　1948研
　1950研　1951研
　1955研　1954，・研、

　1956　　　　1957研
　1959　　　　　 1960　石汗

　1962研　1965・研

Govt．

172

‘1949研

1952

1955研
1958研
1961研
1964研

　香溝ρ過去1年間にわたる政治，経済，社

会等の各般の推移を記述。

II　Population　Vital　Stati－
　　　stiCs・　1｛ousi白91

H・・g． ﾕ・ng・ゆen・u・D・pち、・．〕

　Hdng　Kong　census，　1961：

　H6ngKong　lif6　tableS．
　1961－1968．　Hong　Kong，　Govt．

P・eSS・臼96司
　v．　10　p．　　　　　　・　　　　　173

研（寧日！．．

H・瓦9．K・hg」ゆen・u・．D・ptJ．

　Hong　Kong「（lensus・　1961．：

　populati6n　projections，
　1961－1’9’67，Hong　Kong，　Go近．．

Pr6ss・自96切　　　　’
vi・・．18　P・　　　　’＝17ぐ、

　研　　（l」d．56－2）

Hong　Kong．　　〔pensus　Dept．〕

　Hong　Kong　report　on　the
　1961　census∫Hong　KoIlg・

G・vt．　Press．　096勿．5v．
．研（Ld．56－1）　　　　　　　175

　　　　　　　　Contents．

　vol．1：The　prel．iminar・ies
　　　　　　　　　alld．，the　pirot　cen－

　　　　　　　　　susof　2i5rd　Jan．1　and

　　　　　　　　　25th　Oct．，　1960・．

　vol．　2，：The　marine　and　land

　　　　　　　　　ce’nsuses・the　hQuse－

　　　　　　　　　hold　and　per．sonal

　　　　　　　　　tables．

　vol．　5：　The　ec．onomic　tables，

　　　　　　　　　notes　and　col■ment．s．

　研　 （Ld．36－1）

　　　1961年に実施された審尋センサス（海

　上センサスは2月17日，陸上センサスは3

　月7日）の結果を公式発表したもの。‘これに

　先だつセンサ．スは1951年3月7日実施さ

　れた。それにつづくセンサス予定年はig4

　1年であったが実施され一考続く予定年1．9’．4

　8年のそれは最初1950年に延期されその

後島内問題のひっぱくのため放棄されていた。

III　　I」abour　　　Emp　loylnent

　　　Wages

Hong耳Ong
　政厨工資翠薪俸調査　・1．965・年

　香港．印郵局．て4964〕・，

　47　P．

研’iXle－54．）．・

176

　　　Hong’Kong。

　　　　Survey　of　Go》e’fn血eぬt　wages．

　　　　and．・a1・・氏。r61965・H・ng
．・K・h9・G・〉‘t’三P・ess（1965匂

　　　　v．　72　p．　　　’　　　　　　　　　　177

　　　　研　（Le。56．」2．1）
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Hong Kong. Commissiorier of
 Labour.,
 Annual departmental report.
 HongKong, Govt. Press.
 M (Ka --57) 178
 ･195O/51i;JT 1951/52iiff
  1952/55Iili 1955/54Iffl
  1954/55,,eF 1955/56blf
  1956/57iijf 1957/58ilFF
  1958/59'reV 1959/6OIi}}
  196 O/61 rifff              1962/65 ii}f
                     '   -''/t ''''' ''         '
HongtKong. ･Regist･rar of
 Trade･Unions.,
 Annua1 departmenta1 report.
 Hong Kong, Govt. Press.

 iiJe (Ka-58) 17g
  1955/56¥fff 1956/57Iiff '
  1957/58iYl 1958/59Ng
  1959/6O0f 196O/61IYf
 1961/62El} 1962/65IJF
  1965/64 iiff

 'V]I Coimerc' e Trad6'' Balancei
    ofPa'yments' ' '''

Hong Kong. Dept. of CoiTme-
 rce&Industry. '･'･' ･
 Directory of corrrr)erce, in-

 dusty, financel an offici-･S'
 al guide and directory.
 Hong.'Kong.-.,i, .
 blf (Dr.56-1) 1961, 1962

   ･･" '･ 180
                       'Hong Kong. Dept. of Commerce
 & Industry･
 Trade returnsj exports.
 Hong Kong, K}ovt. Pressi
 l;If (Leb.56-1) Dec. 1952,

 Dec. 1955 181

Hong Kong.- Dept. of Commerce
 & Industry.
 Trade returns; imports.
 Hong Kong, (Govt. Press)

 M (Leb.56-1) Dec. 1952,

 Dec. 1955 . 182
Hong Kong. Dept. of Commerce
 & Industry.
 Trade statis･t ics; exports.

 HongKong. .
              '                ' IV} (AIN4F-L-15.;. Leb.56-2) 185

  1955 rel ･1956 JliJ} 19s7 M '･:ii

  1958 Iif}

                ,IHong Kong. Dept. of Commerce

 &Industry.･ ･･ ･ .,;i
                  ' Trade stati$ti'cs; imports.
 HgngKong.-. .･,./:, 184
 Nf ･(AA'{F'L-15' Leb','56-2)
              '
  1955Eli 1956blf 1957E]f
  1958hll 1959el 196tiEIF
  1961iiJi 1962, 1965
              tt t           ,I- ,.,i･11t ...,  1964 iY}

Hong Kong. Dept.ofCoinnierce
 & Industry.
 Trade statistics'. Supple-
 ment; sun"mary-tables.
 Hong Kong. ･ . '' 185
 M (Leb.5'6-2) Dec. '1964

Hong Kong. Dept. ofCorrmerce
 & In du st ry. '
 Trade statis,tics; exports
 and re-export.s. Hong Kong.
 EIf (A]N[F･L-15; Ieb!;56r5) 186

  1959iiJf 1960i}f. 1961IEJi
 1962iiff 1965iiff 1964EIf
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Hong　Kong．　Director　ofGo㎜ユe－
　rce’ざnd　Ilhdus．㌻ry・

　Anllual：departmental　report．

　Hong　Kong・・Govt．　Press．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187

　研　（Da－16．，17，18，19）

1949／50　石山

19．51∠52．研

1955／54研
1958／59　石牙
』1．

X60／61　石｝｝

1962／63　を汗

壬long　Kong．

　the
　RePort．
．：Pross，．、

　研　（Dhl－427）

H・ngK・n9二

　tlle．M．iddle

　27th　DeC．

　1965．

　Press．

　研　（Dh－426），

1950／51　研

1ヴ52／55研
1954／55　イ1升

1　959／60　　．研

1961／62　三升

1965／64　：研予

Go㎜on　Market
　　　　Hく）ng　K：ong程

Trade　ム｛ission　to
　　　　　　　COULntries●

　　　　　　　　　　Govt．

　　　　　　　　　　　　　188

0ct　．．1．965　．　，・　ど

　　　Trade　至vli13sion　to

　　　・East．　Report．

　　　　1962－22nd　Jan．

HoIlg・Kong，　Govt．

189

X正lpr．i・ρe．：Family　Budge、‡

　　　　：レiving　Survey

llong　Kong．　Co㎜erbeO＆
　　Ind、血s‘try　Dept．

　　Cost　Qf　livillg　survey．
　　1958－65／64．耳・ngK・ng・

　　．．Govt．、Press，　1965．

．，．、47．2　1P。．　　　　　　　　　　　　　　　　　　190

　　研　（Le．56－1）

Hong　Kong．．　Conmerce　aIId

　Industry　Dept．

　The　household　expenditure

survey，　1965／64　and　the

consumer　price　index．　　1965．
　157　Pピ　　　　　　　　　　　　　　191

’研（：Le．ろ6－5）

　　ホンコ．シゐ消費者物価指数をあらたに作成

するための，ヴ土イトを供給することを目的

として実施。包括地域は香港全域。

消費者物価指数は，基準時を1965年9月

～1964年8月の1年間とし，100品目
を総合，算式はラスパイレス式による。

『Hong　Ko119．　pept．　of　Statis－

　　tlCS．

　’Areport　on　post－war　nlove－

　　ments　in　the　cost　of　living

　　in　Hong　Kong．　Hong　Kong・

　　1950．　　iii，　69　p．　　　　　192

　　研（Kf－57）

Hong　Kong．生活費用検討委員会

　家庭消費支出統謝与消費物価

指数　香港　印務局

149　P’．

研（Xle－55）

1965
　　　　　　　　　195

Hong．・Kbng・．　生活費用検，討委二会　，

　生活費用調査　1．9与8年至1965／64年

　香港．印務局・．1965

　．172　p・．　　　　　　　　　　　　　　　．194

　研0（Xle。’55）

XI正　Education

Hong　Kong．　：Education　Gomrni－

　SSlon．
　Report。　Hong　Kong，　Govt．
　Press●　　　　　　　　　　　　　　　　　195

　石チ予　（Pd。146）　．　1965・．
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I　N．・DI　JII．・．Al

I　GI6　he‘r　a　l

Iridial・’

Guide　to　current　official
「．唐狽≠狽奄唐狽奄モ刀D　Delh’i．1．

　1945－49．

　3　VG　　　　’‘　”・　．196
　　　　　　　　　Gont6nt’S：

vol．　1：

　　　　2：

5：

研　（Lf．61一．2）

Production　and　prices
Trade，　transPort　and
cb！㎜unications，　and

finance、（including
public　finance）
Phblic巳finance，　edr
cation，　publ’ic　llea－

i．th，　census，　labour，

consumption　of　co㎜一
〇dities　and　Iniscek－

laneOt1ξ；．

　　　　VQI．，3

Ind三a．．　Centra1

　0rganisation

嵩
．
鋤
路
影
罪

三
島
函
籾
曾
翰
翰
抑
三
州

　　Stati’st’i（三1aI

．　　　　　　．

abs．trac．tジ：lndia．

　　　　　　　　　　　197

剛箪・・う1「 u1）

　1．9，50　’．図，研

・歪952／5尋一図，研

　1954／515研『

　1956／57，図・研

　1958／ら9．図，研

　．1960／61

　1962　　ア研

　インド政府中央統計局刊行の総合統計年鑑。

インド共和国発足前の”Stahstical

abstract　relating　to．Britisll
India”＊’，　”Statistica1

abstract　for　Br・it孟．Sh
Indiall＊来，パキスタンがイン、ドから分離

するまでの”串，tatist．i．ca！abstra一

・tf・・194鈎7．．”町頭究所臓）
より引続いて1㌦949． N度よ．り． N々刊行され

乱知鍵畿籍蕩需鋸瀦
法・警察，財政，1地力自治体，為替」通貨，

物価，金融，株式会社∫保険，協同組合，農

林・水産，鉱工i業，労働．，運輸，通信，貿易

1西田．痴言所得鋤けれ醐め出
所を示し纐踊騨がなさオγ（順・

．ジぐNo．1（18’4　q／1865）一55．（19．10！／11

to1919／20）本学図書館所蔵

寸言N・．56（1919／20）ヲ4（1940・41）

本学図書館にN．o．65－70所蔵。

11、dia．　　Central　Stati5t｛～⊃al

　Orgarlisation．
St・．t，i・t．i・ρ．1．，h・！・d．b・，・kρf．

、．the．，工n4．i．a，n．Unig、讐．・

　Ne～vDelhi．　　　　　　　’「’．198

　図（LAd－97）　研（Lc’．61－8）

　1948　to　1957図　　1958図，研

．重9，59．・1r6咽・研1．？61，研、

India・．　　Gentir．a1　’Statis’t・i℃亘1

　0rgahi’sat’iOlll’．・

　Sfat’is』七i（ls・a（シcdrding　to

　reor．ganised　states．．

　New　De夏hi，　1959．

　ii，　91　P．　　　　　　　　　　　199

研’（Lc．61－9）

India．　Dept．　of　Statistics．
Report．．．〔ドew　Delhi，　Govt。

　of　India．王）：ressら〕　　　　　　　　200

　研　（La－18）　1965／64
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India．・Mingi6try・of　Finance．
　：Economic　5urve馳y．　New　Delhi．

研（Br．61－15与）’196．4／65201

　．過去数年にわたるインド経済の概説および

．今後の問題を扱っている第1部と，経済の重

要なセクタ「の発展についてより詳細な解説

を行っている第2部とから．なる。末尾に主要

な統計データを付してある。

Ip4ia．．Ministry　of　Finβnce．
　India11　．ecolloτnic　statistics．

．NewDelh，b　　1959．

　93　p．　　　　　　　　　　　　．　　202

1廻iρ・．．琿lnistry：σf　Informq－

　tion　and　Broadcasting．．．，、

P・欲・非．．ρ9叩endi脚・f　lnd．i・n

　statistics．．、：DeI麺i，．．1958ゆ．

　292　p．　　　　　　　　　．．・．　、・　．、2．05

1ss聖1⑳，9玲、b・half・・f．　tl・e・

　cen咋ral　stat．istical、．Qrgan・i－

　zatlon．

　ア研

India．　Ministry　of、Inf・orma－
　tion．and．　Broadcasting：・、

　Research　and　Refer6nce　Di－
　vision．　India：A　lrefe・ren・c6

　annua1．　　　　　　　　　　・’1　　’　204

研（Ad－44）　　ミ・・，　，、

　1955ア研　1954研　1955研
・1956研幽幽1957研’二’1958研‘＝

　1959研”‘1960研　1961ア研
　1962研　 19』 U3研’

　　インド情報放送省渉インドの国民生活およ

び活動の各般にわたって権威ある最新の情報

を提供する目的のため1955年以来毎年発

行している年鑑。1960年版によってその

構成各章のうち経済に関連するものを示す。

1．国土と国民　5．憲法　4．議会　5．政府　Z

国防　8．教育　10．科学研究　11．保健；12．

社会福祉　15．救済および復興　14．カースト

15．マスコミ　16．経済構造　1Z計画性　18．

ゴミユニディ開発…柏財政　20．農業　2｝．

土地改革　22∵協同組合運動　25．灌流およ

び動力　24．工業　25．貿易　26．輸送　27通

信　28．労働　29州および連邦直轄地　釦．イ

ンドと国際機’構151．19159年の議会法

52．’1φ59年め重要事件。　　

巻興魔騨のさ．弊詳しい騰を求める
際の便寧のために関導文献目録を付す。

IndiaざPIa甑Il禽’Co㎜ission．
・Basic　staitstiご・s　士eiating

　to　Ind　ian、econorny　1950－51
・to　・1955一：56三’㌧New1）elhi，1957．

、71　p’∵　　　．・・：一・・：　　　　　　　　　　　205

India・　Pla晦P9．　Co㎜1ission．
Resea・ch　P∫9．9ra㎜es　G（・・㎜i・

　ttee．

Rep・rt・dn’th6・・ec・n・mlc　s丘士一・

v・y・f臨d・a・・Gityジ1ウ54。1 T7．

・｝New：De　lll・iヂ1「961．’

　v，』　585　p．　　　　　　’9’：　’：　92d6

研　（Br164幽てゴ3）層　　　　　　　　レ

Ag・qrE・・卒・miq．　Rese孕・rcl・Cg・t・e・

Abもt警・ρ㌧ρf　ec・n・lni・．qρd．

・o卿1畦鱒・tiρ＄・・f、E・・ヰ，

1・di・・．Sζntini琴¢．卿・〔瑚

vii・152　P∵，．，　　　　②07

　研（Le．61－5）・

National　Cohncil・ bf’ `bPl　ied

　Economic：Research，’Ne加
　Del11・i．　・　・”　　　：　　’…一

1・di・h・ec・n・my’ （R6vi6｛。1翫d

　prospects）New　Dlhi，　　　208
　覆f　（Br●61－143）

　1961甲6る研　 1962－64研
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Nationa1 Coun¢i1'-of' A' ppl･i'ed
 Economic Research, New
  De1hi.
 Techno-economic survey of
 Andhra Pradesh. New Delhi,

 -096aj .[
 xii, 555 p. . 20g
 iiJf (Br.61-t22)

Nationa1 Council of.App1.ied

 Economic -Researc'h, New

 Delhi.
 Techno-economic stirvey･of
 Assam. New De1hi, (196Z]

 xiii,277p. ･ i 21o
 ipt (Br.61-125)

Na.tiona1 Council of Applied
 Economic Research, New

 Delhi- Techno-economic
 survey of Kerala.
 New Delhi,. 1962. xv, 567p.
                         21 1

 blf (Br.61-159)

                   '                 ttNationaI Council of'Ap'pI'ied
-

 Economic R±esearch, De1hi.
 Techno-economic su'rvey of
 Madras; ec'onomic report.

 Delhi. 1961. 286p･ 212
 #lf (Br.61-94)

National Council of Applied
 'Eco:nomic Research,

 New De1hii
 Techno-economic survey of
 Maharashtra. NewDeIhi,
  (i 96$

 xv, 295 p.' 215
 EJf (Bt.'61-144')

Natio'nal-Counci'･1 ofi:App1･i:ed

 Economic Resdarch,
 New De1hi.
 Techno-economic survey of
 Rajasthan. NewDe1hi,
  .(196E5]xvi,516p. .214

 blf(Br.61-140)･ ]

             tt           .Nationa1 Council of Appl･ ied
 Economic R,esearch.
 Techno-econbmic sur-vey of
 XVbst Bengal. New Delhi,
                          ' 1962. viii, 284 p.' '
                         215

 M ('Br.61'121)

II Population Vital Stati-
   stics Housing

India. Registrar General.
 Census of India, 1951. Al1
 India census report. Delhi,
             +t 1952-54..

 ( A S]VX pa :･.#fi/jiEJi JkE )

  ()gfeniMefEEffEijfjgc)

     ' Contents.
 VQ1. I: ･India.'

  Pt. 1-A: Report.xa
       1'B: Appendices to the
           census. report.)l(
      2-A: Demographic tables.x
      2-B: Economic tables,
           ･genera1 popu1ationX
      2-C: Economic t,ables,
            rural and urban
            populat ion .-)K
 Vo1. II: Uttar Pratlesh.

  Pt. 1-A: R･eport .x
       1-B: Subsidiary tables.)ise

-55-
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Pt .

Vo1
 Pt

.

.

Vol.

 Pt .

Vo1
 Pt

.

'

Vo 1.

Pt.

Vo 1

 Pt
.

.

2-A: Genera1, popu1ation

     t ab1e s .×i
2-B: Economic tablesji3

2-C:,Age.and soc.ial
     tab1es.

III: Madras and Coorg.

1: Report.)K
2-A: Tab1es.X
2-B: Tables.

IV: Bombay, Saurashtra
    and Kutch.
1: Report and subsidi'
   ary tables.I)IC
2-A: General. population

     tables, social &
     cultural tables &
     sumnary figures.X
2-B: Economic tables
     and household and
     age tab!es.X

V: Bihar.
1: Report:
2-A: irab1es (A,E,C and D
     ser ies )X
2-B: Economic tables.)K

VI: NVest Benga1, Sikkim

    & Chande.rnagore.

1-A: Report.)IC

1-B: Vital statistics
  . tt  '' iAr･es.t Bengal,

     1941 -1 950 .)K

1-C: Report.)i(

2: Tab1es.)k

VII: A'Iadhya Pradesh.
1-A: Report.IK
1-B: Subsidiary tab1es
     and'notes thereon.)K

                    -54--

 Ptl 2-A: Genera1 population
          tab1es and surrtr
         mary figures for
      . districts.X
     2-B: Economic tables.)K
     2-C: Household and ageh
          samp}e-tables, arx[l

          cultural tables.
     2･-D: Maternity tab1es.)K
Vo1. WII: Punjab, Pepsu,
          Himachal Pradesh,
          Bi1aspur and [Delhi.
 Pt. 1--A: Report.)K
     1-B: Subsidiary tables.IK

     2-A: General popula-
          tion, age and so-
     . ciaitables･)K
   tt     2-B: Economic tabl'es.
     '
Vol. ]X: Hyderabad.
 Pt. 1-A: Report.)K
     1-B: Subsidiary tables.>l(

     2-A: Tab1es.)k
     2--B: Tabies.)K

Vo1. X: Rajasthan and Ajmer.
 Pt. 1-A:' Report.)K
     1-B: Subsidiary tables.)K

     1-C: Appendices.)K
     2-A: Tab1es･x
     2--B: Economic tab1es.)K

Vol. M: Orissa.
 Pt. 1: Report.+
     2-A: C-enera1 population,

          social and cultu-
          ral and land
          tab1es.X
     2--B: Tabies re1ating
          to economic classi--

          ficationi house-
          hold and age･)K



　Vbl．　XII：Assam，‘Manipuf　and

　　　　　　　Tr三Pura．

　　：Pt．’1：Report．’

　　　　　1一］臼：　Subs・i（liary、　tables．

　　　』「2－A：・Generallφbptllation

　　　　　　　　　tables・S㎜ary
　　　　　　　　　fig直re：s；レfor　dis－

　　　　　　　　　tri『C’ts，　social

　　　　　　　　　and　16u’ltu．ral　tables

　　　　　　　　　ahd　／and　holdings

　　　　　　　　　of・i自dfgenous

　　　　　　　　　persons．

　　　　　2－B：Economic　tables．

　’Vol．XIII：　Travan60re－Cochin．

　　1）t．1－A：Report．
　　　　　1。B：　Subsi（iiary　tables．．

　Vol．・XIV：Mysorel
　　Pt．　1：RepOrt．来

　　　　　2：・Tabl・es。米

　V61．）くy：Madhya　Bllarat＆

　　　　　　　　Bhopal．

　　Pt．　1－A；Report．

　　　　　1－B：　Subsid　iary　tables．

　　　　　2－A：Tables．
　　　　　2－B：：Economib　tables．

　Vo1．X皿：　Vindhya　：Pradesh．

　　Pt・1、iR・p・・t・罫d§・b・id卜

　　　　　　　　ary　tables．米

．、

@2：．働e叫p・pu　1・t量・n・
　　　　　　　　・琴専・，s・ci・1・㎡

　　　　　　　　ec，9早ρmi・・t・bl…来

　研（：Ld．61－12）、

　　インドの人ロセンサスは，1867年より

　72年にわたり実施された調査を第1回とし

　て，以後1881年の第2回目の調査より10

　年ごとにおこなわれている。

　　1951年センサスは戦後初めての調査で，

　本報告書の第1巻全国編と，第2巻以下の州

三編，郡便覧．（Di，strict　census

handbook＞かちなρており，また定期大

調査の全国編に掲載されなかったデータ，お

よびセンサスとは関係のない人口統計資料を

掲載する〔220／の「Paper」からなる。

India．

　Census　gf　Ipdiia，　1951；　sa！n－

pling・亀udlesゆy　U・Siva一
・am・n　N・、i、r・・T・・ilYand・um・

　1953．　．4．68　p．　，　　　　　　217

・総理府

India．

　Census　of　India，　1961．

　Delhi，　1965－　　　　　　　　　218

　独立後2回目の甲州センサス。このセンサ

スの特色として　、1）世帯票，個人票別に記

入・集計が行われたこと、2）市町村段階の

出生地が間われて、人口の出生地と現住地を

比較することにより人口移動に関する資料を

得られるこど、・5）経済的特性を調査するに

際し、その方法を国連の勧告の線に接近させ

たこと、4）住宅調査の項目を加えたこと、

があげられ．る。、結果報告については、未刊の

部分があって全部は確認できなかったが、

¢1～〕の℃ensus　of　India，

1961ら・Aguide　to　the　1961

census　publication　Progra－
rlme瞬によって輸郭を示すことにする。

1．報告書の種類

　a）全国編、b）州別編、　ρ）．連邦品別

編、　d）郡便覧、　e）分冊刊行物

これらのうち（a）か．ら（c）までは、次に示

す戯号が一与えられて恥る。・

Vol．　IAIl　Ilndia「

　　　　II　Andhra：Pradesh
　　　III　As’S’a出

　　　　IVBihar
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Vo1 ･. v
VI

 VII
VIII
  IX
   X
  XI
 XII
XI I･I

 XIV
  rv
 .><VI

.WII

XVIII

  XIX
   xx
  XXI

 .XXI I

XXI I I

 X. XIV

- xxy
XXVI

XXVII

t 2'L 6Oelii i?I; et , ISE va Zft¢ : 5 ts par tfo) 6

7ts K>.

Pt. 1: General rep6rt:on

       census
  1-A: Main report
  1-B: Repor.t on vital

       statistics of,the
       decade
                   tlt  1-C: Subsidiary t4,bles

                          --56 ---

Gujarat
Jammua and Kash-
 lm1r･
Kera1a
,Madhya -Pradesh

Madras
Maharashtra･'
MYsore

Orissa･'･t ,
Pthnjab ･'

Ra st han '

Uttar Pradesh
West Benga1

             TAndaman and' Nic e-

bar Islands
Dadra and Nagar
Have1i
De1hi
Himachal Pradesh
,Laccadive, Minicoy
･and Amindivi
Islands
Manipur
Na galand

North-East Fron-
tier Agency
Pondicherry
Tr ipura

Goa, Daman and
Diu

                 '

Pt. 2: Census･tables'onE･
        populatiori '
   2-A: General popUlation
        tables (A series)
   2-B: Economic tables
        (B-series)
   2-C: 'Cultural and migra-
        tion ･tables
Pt.･5:･ Household economic
        t･a bl es

Pt. 4: Housing and establi---
        shmeflt tables(E-
       series)
  4-A: Repo,rt on housing
       and es-tablishment･s

  4-B: Housing and estab-
       lishment tables
Pt. 5: Special tables for'
       scheduled castes 1
       and ･schedu1ed tribes
  5-A: Tab1es, Qn scheduled

       cast,es.and schedu1'
       eq tribes and repa
        rints from earlier
       publica.t iQns
  5-B: Ethnographical notes

Pt. 6 Vil.I,age survey

' monographs
Pt. 7: Handicrafts' survey'
           .)       fairs and festivals
           '                   '   7-A:,A survey of handi-
       crafts
                  '                 '   7-B: Fairs and festiyal.s
Pt.. 8: Administratidn
       report (gtspf]IAJFil-L L'C Fll

       fi) ･-
  8-A: Administration
       report(Enumeration)
  8-B: Administra'tion
       .r eport (Tabulat ion)

i



 Pt.9:Atlasvolume ･'･
 Pt.10: Special report on

     .cltles. I.
 zN4}kiiffeeiEEEEtw (Ld.61 -1 2 ) (itfikrif-.

Vol. 1: All India
 Pt. 2-A(i): General popu-

  '･'/,- lationtables
     2-A(ii): Union primary

       ,･ censusabst"
             - racts
            '     2-C(ii): Languages

     ･ tables
     4-B:･Housing end esta'-
   ,,.･ blishmentstables
Vol. 2: Andhra Pradesh
 Pt.･2-A(ii): Economic
              tabIe.s
     4-A: Report on hous'ing
          and establishm'ents
     4-B: Housing and esta'-
          blishment tab1es
     7-B(ii): Fairs and
             'fest ivals (Ku-
        '              rnool district)
         '    '
Vol. 5: Assam
 Pt. 4: Report on housing
     . and.establishments

Vol. 4: Bihar.' ''
 Pt. 2-A: Genera1 population
          tabl es
     2-B: 9eanb?ggi economic

     5: Hous-ehold economic
    ･ ' t･ab1'es
 Pt. 4-A,:, Report -op housing
                      .
., .･ . ,, and establishment
                      .     5-A: Special tables for
     . scheduleglcastes
          andscheduled '''
         '          tr ib e's. ''
                         --57--

Vo1
 Pt

Pt

Vo !

 Pt

Vd 1

 ･Pt

･Vo1

 Pt

. 5: Gujarat. ･

. 2-A: General population
       tables
  2･-B(i):'GeneraI econg"
         mic tables'
  2-B(ii): General eco-
           nomic tab1es
  2-C: Cultural and mi-
       gration tables
  5: Household economic
     tables
  4--A: Report on housing
       and establishrnents
  4-B: Housing and esta-
       b'1ishment iab1es

  5-A: Tables on schedu-
       led castes and
       scheduled 'tribes
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会保障・労働争議等について集積しあわせて

解説を付す。

India．　－N｛irlistry　of　Labour

　and　I㎞Ployment．　　Labour

　Bureau．

　The　Illdian　labour　vear　book．
　Del：hi∵’　9　　’　・　．・　　・　248

研　（Ka－17）　1949／510三1962．’

　　1948年差ら刊行され，統計年度はi1．9

　57年版より暦年建となった。労・働及労働雇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　
用省労働局の主管業務についての年々の主要

な変化を，雇用・賃金・生計費・産業関係’・

労働福祉・産業住宅・保健及安全等の事項に

ついて記述し，あわせ必要な統計を付する。

India．　・Ministry　of　Labouf・

　and　Erllployment．　1」abou塗・

　Burean．　　　　　　　　　，

　List　of　trade　unions　in
　India．．Delhi．　　　　　　　24．9
研　（Kqa一．1・07）

　1955／56　（lst　lssue）．ア研

　1956／57研

India．　Ministry　of　Labour
　and　Emplqyment．　】〕abour

　Bureau．

　Occ．upa．tional　wage　survey，

　g．e．n¢ra1、report．　Delhi．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250

　研「（Ke－649）　1958／59

一45一一．



・．ぞ二

　　　　　India．　Ministry　of：いbour
　　　　　　and　I㎞ployment．　　1」abour

　　　　　　Burea11．．

　’り　R・Pqrり・，．．ヰhe　w・τゆg・f

　　　　・・th・Mi・i卿mW・g碕春・t・1948∴
　　　　　　De．lhi．・　　　．．、　　　　　　　　251

　　　　　　Cσver　titIe：Mihilnum　wages．

　　　　　　研　 （】M正（一27）　　　　　　　　印

　　　　　　1955　　1954研　1955
　　　　　　　　
　　　　　　ig56　’ 195ケ’ ､．　1958神戸
　　　　　　1959神戸』1960：研　　1961研●’

・』@　　　　』19．55年歴炉第1’回．』∵

擁　「

India．　Ministry　of．Labouf．
Labour　Bureauる一・l

　Revi「ew・on　the　working　of

　the．Illd　ian　Trade　Unions

　Act，　1926．　Delhi．、　　252

　覆｝　「G（6』三552，　Kea－111）

　　　1951／1952・」1955／1954，

　　　イg57／1958　　　　　　　　　　　　、．

India’．幽Mini6tr．y・of　Labour’

　＆　1蛋npI6yment∴　　1」abour

　Bureau．　　　一・

　Statist’ics　of　factories．
Witl｛ar6view・on・tlle　working

　of，thc　Factor』ies　Act．　　；

　Delhi．　　　　　　　　　　　　　255

研（Lea．61－8）

　1952　＆　1953　奮f　箋954　　　　　　ア研

　1955＆1956＝砺イウ57＆1958研

　　194B年工場法にもζρいて，各州の主

　席工場監督官に対・して行診れる工場法輝用工

臨の年次統計報告を収録したもの・・∫工聯1．

適用工場とは動力使用の際10人ないし：それ6

以上渤力鞭野際2・〈ないし拙三三

　を雇用する工場を言う）内容は産業別・州別

　　　　　　　　　　　ll！

・そり他の観点からする手場め分布，平均一日

　あたり雇用数・作業時間・』離職・有給休暇・

　傷害・事故・安全対策・保健及厚生，等々に

　わたる。

1「ndia．　釣linistry　of　I」abour

・nd翫plq）⑱t・、坤・u・
．・ aureau6
輪m・nin，・mpl・沖r叫D・lhi・

1964・146P・、、そ　254
　研Gくe－685）

India．・P・lanning　Go㎜ission．
　Scゴelht・if’i℃　and、・Tec．恥：nical

　Manpow6f・・and　Perspective

　Planning　Divis三〇n．

　Occupational　pattern　in
　manufacturing　industries・
　India，　1956．　Delhi，　1959．
　xih　448、p・．，・　．　　　　　　255

研（Lea・う！49．！、’

　　19’57．年発足したインド政府計画委員会

　の科学・技術人材局が，イ著ド統計研究所と

　の協力の・下で行っ．＃！956年の全インド製

　造工業事業所（工場法適用）の従業員の職業

　別分布にかんする標本調査報告。

　実際の調査はNSS実態調査局により担当さ
　れた5・’∫『’

　　　・　・　！二，「

川島楊子

Goサ・er㎜ent　of　India　Natioml

　Sampre・Serve．yρf　Manufactu－
　ring　ihdu§t二ies、，．1949－1956。
　　〔東京〕　アジア．．アフ．リ．．力文献調査委員会，

　1964。・．48p　．．　　．　　・　　　　256

　　（アジア「ス7リカ文献調奪報告第6冊

　経済・・2う・一、

　　　　’『1『…　戸
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．
5
．

i・bld！ia益・jou士nal．，Qf　l’abour

　bc6⑳mic’s・．・（Q）

’pUbl　by　th・D・pt・、・・f　E・・n・mics，

　Univる幽三銚6f・」Lucknow．　Lucknow．

概． 驕D④．1960，5．（ト41）1960／61り

　　　4（1－4）1961／62，　5（1－2／5）

　　　1962’」’　：’　　．　　　　　　　　　　257

　　　1ウS＝φ1年より季刊一として刊行。　　　．．．

．Indian．1．aboロr、」．・つurnal．　（M）

　：Pub．　by　the　Labo負r　Bureau・

　Min董stry・of，Llabour、＆EmP－
　　loyment，　Ind．i孕．　Delhi．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258

　研16．（10－12）（Apr．一June　1959＞，

　　　17（1－5／6）（Jロly－Nov．／Dbc．

　　　1959），　1（1－1．0，　12）1960，

　　　．2・q・，5r．12．｝随1，1．ラ（1－12）

　　　1962一

　　労働雇用省労働局の月刊誌。その所管事項塵

　の蒔秩問魎に関する調査研究を掲載する他、

　各月の圭平なできごとを報告し所管業務統計．

　を速報する∴1’・959年までの名称は

　　贈lndian　rabour．gazette”∵＝．1

IV　A－griculture

　　　　　インドの農業忙関する公式の統計にはおよ

　　　　そ次のよう．なもの炉あ；為．『、

　　　．，。1）農業にかんする総合統計

・鉱，，〔27り，Ab・t・act■もf・g・i・ultu－

　　　　　　　　　　ral　statistics，　India．

　　　　　　　　「．（場下A与s．tractと略す）

　　　　　岡・，，Ag・iρμlt．吋．・1・ituati・n．’

　　　　　　　　　　in　lndia．

　　　　　、　　1

一‘ G．．，｝i　？∫・’

2）農業経済調査
〔28句E・・n・mi6・u・v・y・f

　　　　　｛1・0．・iρPlag・i・ultu・e・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一47一

5）農業生産指数

臣7Z〕　Abstract．

き51〕　Agricultural　situation
　　　　　　in　India．

4）土地利用統計

し～7Z〕　．A，bstrct．　　〔≧921〕　　Indian

　　　　　agriCUItUral　StatiSt－
　　　　　　ics．全国標本調査のReport

　　　　　no．　29，　層32（pt．1－5），

　　　　　58，　61，一69，　73

駒〕Ag・｛e態．・ra1．6itu・ti一

．，・
F1　・ninl．典di・．・．’

5）主要作物生産統計．．

＠7りAや・蔑・ac重が

⑫8勾入畑・「P・・d・・h・nand

　　　　　　av6rages　yield　per．ac－

　　　　　　　re　of．．’1）士ihcipal　crops

　　　　　　　．in幽．　Indiaジ＼・．1

　珍6勾　：Es’t　ima．’tes・of：area　and

　　　　　　　production　of　princi－

　　　　　　　pal　crbps・∴in　Ind　ia・
●㌦@　　　　〔診76〕　QuiIlquennial

　　　　　　　average　of逃ρrops　五n　lndia・

　　　　　　　〔286〕Economic　survey

　　　　　　　of　lndi3n、agriculture・

　6）畜産および畜産物統計

　　臣7り　Abstract．

　　摩9ミ〕　Indiah　玉i，V．estock

　　　　　　・statlst1CS．

　　脚1〕の畜卿ン弊
＠9匂み磯st． Xρり・・ult・y・

　　　　　　　・朗CU1．tllr’・1　maCl・ine－

　　　　　　　ry　and　implements・
　　　　　　　てNSS　Report　no．　25，
　　　　　　　　55，，72つ．、．．、

．・
V）．．農睦物置言ち・．

　　降5．勿、：B・ll・tiゴ・・’f・・d

　　，　．　　statlst豆CS．
’27勺』’F・・d・itu・ti・n　i・lndi・・
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India. Cabinet Secretariat.
 Samp1e verification of 1ive-
 stock c'ensus, 1956L Calcu--

 ttail'960. ' . .' ･'''
 165p" (NSS. Report no:; 25)
   .'.,,･.,. .. . ,,･l,; .,. 259
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India, Cabinet Secretariat.
 Some aspects of costs of
 cultivation of barley, mai-
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India. eabinet Secretariat.
 Table,s a-spects of cost of
 cu1t,ivc t, ion of paddy, wheat,

 barley,, maize, millets,
 pulsesr oil seeds and vege-
 tables (5th to 7th round,
 urban India, 1954-1955)
 Calcutta, 1965. 62 p.
  (NSSReportno.82) ?65
 pa
          .1 . Iijf (Lc.61-･6)

India. Cabinet'Sec're･tariat.
 Tables with notes on animal
 husbandry (11th round: Aug.
  1956-Jan. 1957) Calcutta,
  1962, 25 p. (NSS Report

  nO..65), . , 266
 op'1'''i'''' '' ''
 Nf (.Lc.61-6). '

India. Cabinet Secretariat.
  Tables vvith notes on farming
  c.ondition's and'ipractices 'in

  rura1 areas 1955-54. Ca'1--
                     i ttt

it･

9,Nggak,B･//･+92,'..11･O1g･:i･･lii･･ 267ii

  ec ･                           ' blf (Lc.61-6)

 India. .qqbinet Secretariat.
  Tabl,es with notes on livestock
 ,produ'cts (Fifth to seventh
  round: Apri1 1952--Ma'rch 1954)
                            '  Calcutta, 1960. 45 p.
  (NSSReportno.55) 268

  blf (Lc.61-6)

        /. :, -,. :t l.
     ･. r..          tt t/.India, Cabinet Secretaria'//''.

 Tables with notes on milk
 prg,duction ('IKve1fth round:
 March-August 1957) Calcutta,
  1965v 54 p. ,(NSS Report

  no. 72) ,.,., , 269
             tt t t pa
 EFf (Le.61L6)T

India. Cabinet Secretariat.

 Tables with notes on･ wages,
  employment,, income and .,
                            s  indebtednes,s of agricultur
  ral labour households i,n
  rura1 area (Eleventb arid,

  twe1fth rounds: August
  1956-August 1957) Calcutra,
  1,960. 157 p. (NSS Report

  no. 55) 270  l!ll

  EJI (Lc.61-6)

        '.Ind ia. .,Coffee ,Bqar,d.
  Re.s..ea;,g.h Dept. ,,,. .' .,
  .A',i',l""9S,.,r/eP,o,rt.,･ B2tieh.,.::.

   i95. 8. /. sg4 {N,}itsi 2 E] fi op ¥it g.

 IndiaL. i)v{ifiistryof`Agricu-"

  lture. 'Directorate･of
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India．」　Miゴ’iStry　of　Food

　ahd　Agricu．lture．

Andbra，　Madras　and　Mysore
　agr．1ρμltUra1．．Stat童stiCS・

　New　Delh孟，　〔pref．195司

．．i，x．・．・．169　P．．、、　　　275

　研・’（］しea・．61－25）

India．　Ministry　of：Food

　and　Agriculturρ・
F・・d・ituatiφρ．in，1‡卸；d．11a・

’1959－53・D頭i∴．∴？54・
　xxxvii，　179．　p‘．　　　　　　　　274

　イヲチ　（1」ea。61－17）；

　　食料の輸出入，政府買上げ，配給，消費，

　価格などの資・料を掲載。　　．　一

Indi・・箪皿ist．・y．・f耳・⑳

　and　Agricultu斡．
　Indian　land　：re・財6hue．　stati一

二t臆．6騰）Prり’i・．．’・・∵75

1947／48．農総研．・．汐48／49・．，、

1949／50　．．・．＝1950／51・、．．

1矧／521952／与5＆1？55／5婦
　　1954／．55．研　　　　1955／56’研
　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　に

1956／57一　　．1・957／5貫．．，

　　1958　　ア研

Ihdi．a』 D．’

E． ﾅv｛inistry　of　Food

　　and　Agriculture．．
’．＝

puinquehniaI　average
　．yierd．．’P』er　acre　of∵prin－

　　cipal　crops　量n、lndia．．

　NewDelhi．　　　　　　　　　276

　研（娩a．61－11）：1』947／418－

　　　　1951／与2！う7‡h．．issue）

India．．Ministry㌦lof：Food

　　and　Agriculturc．

　Directorate　of　Economics

　　and、Sτatistics．　Abstract

　　of　agricultural　statisticし・

　　India．　NewDelhi．　　　　277

　研（．Lea。61－2）

　　1950匡会　195↑国会　1952国会

　　1955国会1954研　1955研
　　1956阪市大1957ア研　1958／59研

　　　農業人口・±地利用，生産と主要作物のエ

　　ーカー当りの産出高，畜産，食品，価格，貿

　　易などにかんする統計資料を掲載。

　Ind　ia．　　】＼｛inistry　of　Food

　　ahd‘Agriculture．

　　Dir6ctofate　of　Economics＆
　　Stat．．istics・．　．A．gricult・ural

　　econom．ics　in　India●a　bib一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　　li。gl，aplhy．丁2d・『．6dll・『晒・w　De－

lhlρ・．・．1剛圃，．r12．P・278

　　　　　　

　　研（AaH－21）’
・一’ @暖：　　　　　　，　　・ノ．：　　・　．．、・1

　’工血dia．　Ministry　of　Food

　ゴandlAgdb幽て11tu．re．．・．∵　．抵「

　　Di・rectorate．　of：Economi．cs、＆

　∴Stat・・istics・　Agricμ1‡μ．ral

P1．． 垂窒奄モ?刀@in　India・　NeW　D（≧、lhi。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　279

　　研　（］［」ed」　61－1）

　　19、51／52研　 1952／53研
　　1954　　研．　　1955阪市大研

　　1956　　ア．研　　1957　　研

　　1958研1959研
　　　全国各州各地域の農産物価格（農場・卸売

　　．小売）酔んする統計騰環瞭積したもの・

　　，1．％碑以臨年刊行平接調蘇よらず

　　1各州g）統計書，1定期刊循物，他省刊行物等の

　　，各種発表資料を利用している。
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India．．　qMini・stry．　bf　Fo．od

　alld　Agr　i6u．lt廿re6∴

Di・ect・・at・・ξ・．．Er・玲9甲i、c　a．nd

串，tρtl・SUρ．S．，「＿．奉琴ri・耳，！tu・．則

wages　in　lゆ．a？、D6！hl・

　研．（Lf・a661．一2），．・、・・　．．．■！280

1？．50／51t・、．1？53イ55．ア研

1郷／54阪獄研イ％4／55研．．

1955／56研　　1956／5．7研，
　1957／58　覆f　　　　　　1958／59　薪‘

　195g／60　　　　1960／6．1研1

　　州政府からの報告にもとづいて各州のえら
・ゴ

ﾚれた村落における農業賃金の轟々の変動を

　記録・したもの。’1．950／51　to　1952／53

・年三を初版とし各会計年． x毎に1刊行げ

Indi．a、。　　］N正irしi、st，ry　Qf．］F：oo∫ユ．．

　βnd　Agriculture．

　Directorate　of　Economics’

　and　Statistics．　All　India
　livestlbc．k　ce’nsus．　New　De・lhi．

　　　　　　　　　　　　　　1．　・　．．・．『　．281

、～1945．・ア研．1951神戸（Summary

　毒a．bleS＞

・一 ﾆ畜頭薮忙かんする基本的統計調査。第1

隣認諜ll径ll・漕網誓愚饗

　5年毎に行な．われている。ζの二丁め包括範

　囲は，毎回異なるので，前回．との比較に難が

ある・幅継歯の繍資料には9〔295〕
　のllインド畜産統計”がある．。

India．　　1Miρ．ist士y　of　Fo．o～i．．．、＝、

　and　AgricuI．ture．

　Directorate．Qf　Economicsll．
　and　Statistics．．．Area，　pro－

　duction　and　average　yield
　per　acre　of　principal　crops
　in　India．　Delhi．　　　　　282

研（Hr．61－49）

一52一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　7　｝．、．．1

1951／52　　フ研　　　1952／55，．．．！

1．955／54．・　　　1954／55アヲ千（・Vo　1♂2）

1～155／56．　　P＝・　1956／57　イ肝（vo1．2）

1957／58：フ覆f＿　　　　　　　　」；

㌧主要農産物の生産にかんする基本的な年次

統言十二。　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　．．　．，，i．

1949／50年版が戦後第1回。戦前は189
1／9i2’．：tb　1’898／919…年版より始ま；る1♂

1956／57年版ま．で．は1，：llE6ti血a梶S

of．lafl（｝：a　a’nd』IP止ddU（ゴtioh’ro；f

prin（lipla－1・Crbrl忌l　in　．ln．（iia18と

’いう名称で刊行。vo　l．1はSurmねry’．』

vol．2はDetailed’．tab・les．

Illdia・　Minist・rジy．Qf．・．：FoQd，

　alld　Agriculture．
　Dir「ect6ra．te．・of　：Ecbnom．ics・

　and　Statist・ic．s．三…Cof．fee．iln

　Irゴd．i：a：．ドNew　DeH｝i’．i」．．285

・研（Lea．61・二．455…・”・・！・

195噸5．ア研’．L．！ウ55イ516．

　1956／57’：阪市大研　　1957／58』研

Ihdia・6　”六lihis．．t＼ryドσf　FσOd‘．．l

　ahd’Agd：c・．ulture．．∴　　．1冒．：幽・

　Dire℃to．r．ate　of　Economics＆

　Statistics．　Go’t｛．on　孟n

　Ir】dia．　NewDelhi．　　　　284
研（　　　　をgkdL16）‘’『1一・・1・．■’＝…

1952／55、．研．＿．・．19与5／54研、，

195。／5」：一1954／ミ5研，。

　1955／56　藩中戸　　，、：　　．1g，56／57：、，フ研

　1、957／58　　　　　　　　　　　　1．～15，8／59　　フ研』

　19与？イぐ9・研；　．．．、．．：一

Indian・0・eねtゴa・i・Gott6h．

　Gorr脚i．t、‡ee．

　Cotton　ln．1．ロφa；amonogra－
　PIL．；、BOmb3．y・，、．19，φQ．　　　　　　・．

　4v．　　　　　　　　　　　　　　　285
神戸



India．　Ministry　of：Food
　and　Agriculture．

　Directorate　of　Economics
　arld　Statistics．　Economic
　survey　of　Indian　agriculture．
　廻e｝vD，e1．hL　　1961－　　　　　　286

研　（Br．61－112，　Hr．61－58）

　　　　1959／60　1960／61

　　米国政府よりコンサルタントと．して招いた

B．W．Allinのすすめによって年次経済調

．査を実施することとなり，諮問を受けた技術

委員会は、調査時（毎年12月とする）のほ

か、幽調査の範囲と内容にかんする答申を行っ

た。インドの農業を経済的側面から把握しよ

　うとする調査として最初の試みといわれる。．

　1959／60年版はその第1回の調査。

India．　八linistry　of　Food
　and　Aσr．ic・ultllre．
　　　　　　b

　Directora・tel・of　Economic　＆．

　Stait、：is・tics．．　・：Farm　（har†est）

　pr’ices　of　principal　crops．

　SupPlement　to　agricultural
　prices　in　India．　Delhi．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　287

研（Hbc－16）1947／48　to　1951／
　　　　52ジ　1947／48　to　1954／55

　　1946／匁7年までは〔≧92〕の171ndian．

　agriCUltUral　Sta‡iStiCS「1の
Vo　1．1に公表されていたが、同統計書が，

　1947／48年版より土地利用統計のみを掲載

することになったた猷独立Pて刊宥さμる．

　ことになった。

India．　Ministry　of：Fo6d

　and　Agriculture’．・一．

　Directorate　of：Economics
鴛d、ll蕗lst黄1繍ll’ll壁

　　　　　　　　　　　　、、竃　㌧’．，283

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．」　ノ，．r－55一

インド林業にかんする概説書。

India．　　1～亙inistry　of　］『ood

　and　Agriculture．

　Directorate　of　Economic
　and　Statistics．　Guide　to
　oilseeds　statistics．　　〔pe－

　llli・Manager　of：PubL，1941δ

　x，　45　p．　　　　　　　　　　　　　289

研，（Hkd－24）

India．冤 @IMinistry　of　Food
　and　Agricnltu士e．

　Directorate　of　Economics＆
　Statistic．s」　Guide　to　cur＿

　rent　agriCUItural　StatiStiCS．
　（Rev．e．d）．　〔New　Delhi，　196勾

　147　p．　　　　　　　　　　　　　　　　290

　研（I」b－125ウ）．　　　　　　　　　　　！

India．　へ｛ini6try　of　Food

　and　Agrichllt．ure．・

　Di・rectofate‘of　EcOnomics

　and　Statistics．　｝lalld－book
on　metllods　of　collect　i脚6110f

agricultur．al　もtatistics　in
I・di・・〔D・lhi・M・甲9・．r．・．f

P・bH・ati・n・〕1，959．．

量ii，　180　p．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　291

　研　（l」b－423）

Illdia．　　Nfillistry　of　］Food・

　and　Agriculture．
　Directbf・alt6　0f　E（5．ono丘ユics

　and・Stat・isti．cs：∴lhd垂an　alご∠」．

　ricultural　statisticS．
　Delhi∵＼・噂・ヒ」　　　　　．’　』　．292

　　　　　　　　Contents．　　　　’『

　VoL　1『1：　Sur㎡1ary　tables．’



・
、
．

ド

．7

VG　1．2：

．研（Lea．

　　　　1945／46

　　　　1946／47

　　　　1948／49

　　　　1949／50

　　　　1950／51

　　　　1951／52

　　　　雪952／55

　　　　1955／54

　　　　1954／55

　　　　1955／56

　　　　1956／57

Detailed
61－4）

tables．

（Vol．　1）ア研

　1947／48

（Vol．

（Vol．

（Vol．

（Vol．

（Vol．

（Vol．

（Vol．

（Vo　1．

2）ア研

1）研

1，2）研

2）阪市大研

1，2）阪市大研

1）研

1）研

1，2）ア研

　戦前の1884年より継擬i：刊行されている。

ただし1947／48年版より土地利用にか

んする統計のみを掲載することになった。

　1ndia．　Klinistry　of　Food

　　　and　Agriculture．

　　Directorate　of　Econornics　＆

　　　Statistics．　Ind三an　agri－

　　　culture　in　brief，　Delhi．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295

　　研　 （H：a－5）　1956（2nd．　ed．），

、．脂1　　　　　　　　　　1960（5th　ed．）

零ndi・・Mi・i・t・y・f　F・・d

　、and　Agriculture・

　Directorate　of’Econornics
　and　Statistics．　　Indian

　forest　statistics．
　NewDelhi．　　　　　　　　　　294

　　　　　　　　Contents．

　Vol．1：Surrmary　tables．

　Vol．　2：Detailed　tables．
　研（：Lea．61－10）

　1947／48　農糸念可f　　　　　1948／49

　1949／50ア研
　1950／51to　1951／52阪市大研

　1952／55　（VoI．2）ア研

1955／54　（Vo，1．2）ア研

1954／55〔Vo　l．・D研（Vol．2：）ア研

　　1954／55年版は第152回目の刊行．．

1故百｝〕のものζ柔

　貯Stat．i’stic・s　rela層ting　tσ．fo－

r・6t’a』р高奄獅遠�唐煤Eatribρゴh．B・i・

　tish　Illdia’1「（」1910／1で），’‘1童R，e－

　turns　of、sltatistics．relath19
　to　forest－・．adlnillistration　三n

B・・iti・．h：1ηdi・”（1911／1．2－194ダ

．47）・、”R・‡u・n・・f＄t・ti・ti・・

．relati．ng　to　forest　admlnl－
　stration　　in　India．1’（1947／48）
．．

ﾌ5種の名称で刊行された。

1・d』i・・．Ml・i・t・y・fF・・d

　alld　Agriculture．

　Directorate　of　Economics　＆

　Statistics．　　Indian　live－

　stock　statistics．　　Dellli．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295

　研　（Lea．61－15）

　1947／48to　1949／50農総研
1950／51．．1951／521952／55国会

　195ろ／54to’1955／56研
　　1947／48　to　1949／50年版が第1回⊃

India．　Ministry　of　Food

　and　Agriculture．
　Directorate　of　Economics＆
　Statistics．　　Indian　ribe

　statistics．　NewDelhi・，
　　ゆref．’195司
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可モ　（Lea．61－6）

Indi・・Mi・i・t．ry・f

　and　Agriculture．

　Directorate　of
　Statistics．・　J血生6

　NewDelhi．　　　’．

：Food

296

EcononliCS　＆
　　　　　　　　　　ユ
　　　in　India．
　　・　・　’297



 Wf (Hkf-15)
 '195O/51ti`'-,i.K"/'c',"lijE 1951/52

 1952/55 'i955/54
 '1954/55Wf ' 1955/56EJf
                     1 195 6/57 1'957/58
 1958/59ff]f ' 1959/6ON:t
 1956/57 to 196O/61 '7Wl
  1 9 4 8/);4 9 lfiii5ilJbg;f; 1 [l)l.

i7aSi59 x-gP':' tiliiiStY,Y, .Of "OOd

 1)irectorate of Economics &
 Statistics. Ijae in India.

 1955/5671Yl 1'956/57*rpF-
 1957/58 1958/59 7iiff

India. Ministrv of Food

 andAgriculture.. ,
 Directorate of, Eg.onomics
 'and Sta'tistics. Live･--
     '   t ..ttt ''s'tock, poultry, agricultural

 machinery and implements.

 New Delhi , 299
          Contents.
  (1) Uttar Pradesh (1956 cen-

     sus) 1957. 115 p.
  (2] Certain states (1956

     ,census)1957. 75 p.
  (S Andhra Pradesh, Orissa
     & Mysore･(1961 census)
     1965. 115p.
  (4) Madhya Pradesh, I<era1a
     and Bihar (a961 census)
      1962. 155p. (7Nf)
  (oj Uttar Pradesh (1961
     census) 1962.
      ii, 84 p.

 Eif (Lea.61-44) (k$

Indiar ,: Ministry ,Q f, [Food

 and Agricti!ture., ,
 Directora't'e of E,gonon';ics &

 Statistics. Oilsee(is in
 India. N'ewDelhi.,,, 500
 Eff (Hkf-16)
 7 liiFi

 1955/54M 1954/55re{
 1951/52 to 1955/56 iEIF

 1956/577hlg 1957/584epF
 1958/59 1959/60
 4956/57 to 196O/61 M'
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India., )v･finistry of Food

 and Agriculture.
 I irectorate of Econornics
 and Statistics. Review of
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 45 p. (Supplement to Agri-
 cultural situation in India,

 May 1954) 501
India. pt{inistry of Food
  and Agricu1ture.

 Directorate of Economics
  and Statistics. Rice ecod-
  nomy of India. IDelhi.
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India．　Ministry　of　Food
　and　AgricuIture．

　Directorate　of　Economics＆
　Statisti．cs．　　Studies　in

　agriCUltUr．al・eCOPρmlcS・・
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India．　］Ministry　of　Food
and’Agr　ic竃11tu・e・

Di・eCt・ra16．・f恥・n・lnl・§．蓼

　Statistics．　　Stud’1es　iぬ

　the　economicS　of　farIn・．l

mana 窒猪ｦtl，　D⑱lhi・1．505

　　　　　　　　G・nゆts，

自〕Bgゆ，・．y〔卿・dhy・P甲d・＄b．

同．M神as、1〔弔Punj・り，◎Ut．t・r

　Pra¢e母1．；〔6〕W6sヰ　Bengal

研（H：r．61・56）・1955－56：〔釦，
　　　囚，・．〔司・．∴．．，　．、…，，

　　」？与6「57三、．．，，〔り，r〔司，．．19．54／55

　　．t・1956／57：　ω，1④．，〔司・．・

ア研1955－56：　〔1〕一〔司

　　食膿難繍及纐彫よつて1蝉二層
　55年以降毎年実施・され旧いる、ヒイシドにおけ・

るも6乏も包括的な農家経営調査。『ただし訣渣

錘騰蝉吟㌔誼jrfご澱
U圭t・・Prr倖r・h・．聾・串r興副の

　5州（各州にづき2つの隣接したdiStrlct）。

1955「与、φ年度以．降さ晦41・ya・IP・3．d・・＄、h・

が加わるのみ。
　　　　　　　　　　　　　：、　こ，　二　・　；　．，

・・diゴ’Eて、’殖』i嚇、鷺γ・｛1坤【ζ’，、

Agギ抑1tu・6・　．。．
D丘ectorate　ofこE60n6miゼand

　Statisticsる．．∴｛ヨUgar，in．　Ind郵al・．

　Delhi．　　　　　　　　　　　　　　506

石汗　（H：kc－15）

1950／51ア研
1951／52＆1952／53．・ア研

1955／54研　　　　 ．’

195Q／51　to　1954／55研

1955／56ア研　　　1956／57
195ア／58・　　　　　1958／59ア；研

1959／60”・ア研

India．　｝Ministry　of　Food
　and　Agricu．ltu・re．、

　Directorate　Qf、E：co．r甚orη．，ics．＆

　S：tatistics．．　・Tea　，in　India．

　N，ew　lDe’Ihi．　，．　．　　，　　　507

　籾干　（1｛kc－14）　1955，　1956＆，1957

　　タイト回し｝潮鮫更があり・角冊1ゆ

　19「06孟：｝三ま．で壱まi量］Production　of

　tea；in，、・Ind，ial，以後1．gq7－12　　も

　1置Notes　on　the　p，r・odu、c、ti．onof

　tea　j：粋…；．1．nd、1バ，．．19：1．3r、221IRe一’

　port　on．　the　prQ．duction　of
　te卿，i．η．India∬．，，11i禦．5年からは

”1卿既tρ・．．・tati・．t、iCS”．≧なつ

　ている。

Indi・・Mi・1・t・y二 Xf　F・・叫

　ahd　Agrlibultilre．

　Direct6r：ate　of　E．conon】ics＆

　Statistics．’　Toba’c』co　ih

　Ind・ia．　NewD’e＝Ihi．：．，．1308
　　　　　　　　　　　　　　．ごi　　・1乙

研． iHkd二17）

　1951／52ア研　　　1952／55
　1．95．5／5．4　　　　　　　　1954／55：石｝壬

11955／56ア研　　　1956／57、・神戸

　1957／5、8神戸

　1950／511年版炉第1回目の刊行。．

一56一



India．　・．Ministry　of　Fqod　and

Agriculture．「　Economlc　and
　S’t．atistical　Adviser．

　Repo．rt・．on　farm　planning　and

management「「．　DeIhi，　1960．

　280　P．　♪　　　　　　　、　　　　509

India．　Ministry　of　Labbur．．

Agricultural　wages．in　Indla・
　NewDellli，」1．9512一．53．

　2　v．，　　　　．　　1　　　　　　　310

研．（：Lf，a．61－1）　Vol．1＆♀．

　　各地域における農業賃金レー、トのほか，人

　口：，降雨量・，土地利用，作物の耕作面積，・産

出高といった範囲までおよんでいる。卵切

　の食糧農業省の編になるものは、・賃金嘗本に

　し々まられている。　　　　　　　　　　．

India．　Ministry　of　Labour．

　Rep6rゼon　an　ehquiry　into
　the　cond　it　ions　o・f・agricultu鍛1

　．vレ。デklers．　New　De．lhi，　1951－52．

　　・』　．　・　　　　　　　　　　　　　311

　”i1　　　．．Contents．

　Ardljkarahalli，Mysore　State
　　麟．’H：dc－14｝一　Dorwah，　Bihar．

　State’i断｝ldc二2句一・Kllalispur，

　Uttar　Pradesh　麟Hdc－1句一ゲ

　Khapri，　Madhya　Pradesh・
　　ゆlHdc－1（≦〕　一　K：lluntuni，　Orissa

Str㌻・麟Hdc一切一M・g・・p・p3．・

　ASSam　State　ゆlHdC－1亀〕一Vani－

　　ialur，　八｛adras　State．

　　断Hd・L　1郭

India．　　］Ministry　of　工」abour．

　RepOr．t　on　intensive　survey

　of　agricultural　labour．
　Emb　I．oyrhentう　u’nde’remployment・

　wages　and　levels　of　living．
　．Delh．i，　1955．　　　　　　．

　7　v．　　　　　　　　　　　　　　　312

，；、C・nゆtr，・

Vo1．．1：AII　Inllia

Vol．　2、；・North’India

Vo1・・3：East　In（ll、a

VoI．　．4：　Soutll　Ir｝dia

Vo1．　5：　、1艶st　Ind．ia

Vol．　6：Central　India

Vo1．7：NorthWb前　IIldia
研（Hdc－11）
　インド農村全世帯回り約3割をしめる農業．

労働者世帯の常雇用，乳賃傘，収不．，生活費及

生活水準，負債等の経済状態全般にわたる実

情をあきらかにするため，1．950－51年

に，全インドにわたって，抽出ベースにより

実施された最．初の調査。これにつづいて19

56－57年度・｝（かんし，第2回調査が行わ

れた。　〔514〕参照。ただし農業労働者その

他若干の定義の変更がある。　　　．

Iridla．　Ministry　of　Labour．
　：Labour　Bureau．

　Agrl・cultural　labour　statis－

　tics　1950－51　for　reorganised
　states．　New　Dellli，　1959．
　25　p．　　　　　　　　　　　　　　　513

・lndia．・　八1孟nistry　o・f『Labour

　and　Empl’oyment．．　I」abour

　Bure3U6　’・・．　・1　　　・∴　　　　：・1，

　Agriむ宙t紀lral　labour　in　Irldia．

　Report　on the　second　agri－

　cultural　Iabour　enquiry・
　1956－57．　Dellli，．1960－62．
　14　v．　　　　　　　　　．　．．　　51．4

　　　　　　　　　Contents．

　v．1．All．India一：v．21∴We」

　st　Bengal－　v．．5．　Andhね』

　Pradesh－　v．4．　Bomb．ay一層
　v．　5．　NIadras一「　v．　6．　Orissa－

　v．　7．Kerala－　v．　8．　Raja－

　　sthan－　　v．　9．　Punjab一
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 v. aO. Assain- v. M. "ia-
 dhya Pradesh- v. 12. Ut,tar
 Pradesh- v. 15. "･fysore-
  v. 14. Bihar,. ,, '

 Wf (Hdc-･28> vo1. 1-3,9,1O,

            .j. 121,-14
       '      tt           ' 'rwe vol. 4,tl-
       tt ttttlt.; t t/t.tt
India. P1anp.,lng Cgmmission.
 Agriculture and community
 development. Delh'i,,1954.

  iv, 162 p. ･s･ 515'
 blf (Hb-157)

                    ./      'I''idia. 'P1anning Cormiission.

 Studies in cooperative
 farming. New De1hi, 195･5.

 Wf (Hbg-2o)
iliditi"l [peaBoard. statistics

 Branch. Teastatistics.

 Calcutta. 51.7                   l-                          '                      . ･Uf(Hk'c-18)1956' ･
                 ' '                  ttt
A.ndlira Pradesh (State) Buteau
 o.f Economics and St'atistics.
 Season and crop repo'ti't o'f

 Andhra Pradesh for th'e[agri'
 cultural year 1957-1958 /.
  i( fg a6 Soli i567?,..Hyderabad, .,,

                    l;. ,.･affY't'LX69:26> 2,･i'･'i･ii,i//･il/,.･i,i,8

         ' '

Bombay(State) ForestDe' pt.

 ABnua1 administration report.

 Poona. t 519                   ' ' E}{ (Lea.61-"48) 1957/58

                   / .t tttlt tt

 t ttt--    '
                     --                    '     . :.-tt.     - .1 ,
                           --58-

WestBengal(State) Dept.
 of Land & IJand I'eevenue.
 Census 1951 of W'est Bengal;
 an account of land manage-
 inent in "lest Bengal, 1870-
  1950. Alipore,1955.,
 511 p. .,.,ii,,,. 520･
'pa (Qf-s2o) .,,
"iest Benga1 (State) ,St･a..t:･e
                     '' Statistical Bureau. ,･- ,･.
                        ' Report on the sample surveys
 for estimating acreages and
 yield rates of Aman rice in
 VNrest Bengal in 1954-55.
 Alipore, '1957.
                     ' ･59 p. ''' ' 521                ' EII (Lea.61-27) Vo1. 4, pt.2
 '  '       ."t'est Benga1 (State) State
 Statistical Bureau.
                         '                        ' Report on the sample surveys
 for estimating acreages and
 yie1d 'rates of various crpps
  in the threre 'crop seasons

  in West Bengal during the
 ll8as 4r .1 952-55 ･,l l' Al ipore, ..,

&9,£65.'g'l:'LJigi' l'ii,';,.･ s21

                      '         '
Ferti1･izer Associa･tion of

 India. .･,･i ･･'i'
 Fertilizer statistics.
 Neyv'Delhi.･･. - '' ･'is2g

 iffF (Lea.61･-22) ''''
 1957 7;C;F 1958 blf 1959 'liY}

 196O iill
   1 9 5 6 tlliTlifi CD 1 9 5 5 tliPwtJ,},2,mettslilliKl

 ff. 1y5tz)EllL Lv({tdii2fie)FSLu[)t2kJ]l(leesii.JJk･

 igP.re ･ llj llll ･ imJFes va b)izv -3- 6 rvil"t tif Ai}fllk.



Indian　Central　Jute　Co㎜11ttee．

　Annual　report．　．Calcu‡t；a。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　524

　研（lkc－5）、1957／58，1．958／59

1ndiall　Centra1．　OilseedS
　Co㎜ittee．．．．

Annua’「ep J∵章y・“ゆal15

ア研1957／58，・’Pウ68／S9

　　1957／58年版は蜘1回目の報告。

Indian　Central　Tobacco　．㌧．

　Conmittee．
　Annual．repor．t．　Madras，
　11946－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　326

　19．59／60国会

Indian　Central　Tobacco
　Cor！層貰nittee●

．1・di・・t・bacc・．Staしti・t董・’ 吹D

　1959／59．　Madras，1960．
　I　v．　　　　　・　・．一1．・　　　　”327

　ア研　　　　　　　　　運

Ind玉・姦C・uncil・f　Ag・i・・rtural

　Research．

．，

D耳・．P・域・n　the・cl・em・f6…f’

　．t．he．．irnprovernent　of　a奮ricu1－

　tural　statistics，　byV．　G．
　1）anse．、∫．　二2d．　ed．　rev．　and　enl．

　Delhi，　1952’・㍉

77．P・．．…，・・・・…；．層：・・「’ T28
　ア研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

Indian　Gouncil　of　Agτ：irμlt・ral

　I｛esearch．

　Sample　surveys「for　the　’
・・tim・ti・11・．?凾堰E1dgf、、．f・・d

号「31s・1944－1？・、．癖・．・ρ膿・

　ア研　　　　　　　　　、　　　il．．’・

．Natlonal　Gouncil　of　Appli．ed
　　Economi’c　R・esearch，　Nαv　Delhi．

　　A．griculture　and　livestock

　　in　Rajasthan．105P．　530
　　・砂F　（Hd－45）

．Agricultura｝　situati6n　in
　　Illdia．　　（八D

　　Pub．　by・｛he　Econornic　＆　Sta－

　　tist．ical　Adviser，　1～linistry

　　of　Food　and　，A．gr　iculture，

　・lndia．　Dilhi．　　　　　　331

　研14（1－12）1959／60，18（1－12）
’　　　1963／64’

　　ア研’14（5）1959／60一〔1acl＜：（1）

　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．　196勿

Bulietin　on　fσod　statist’ics．

P・b・by　thの1． ｶむ・t・rat・．・f

識黙S6獣1翻’「え1，i．

・cu 謔普u6’坤・…INew　De擾

　　研　・（Lea・61。9♪．

　　1952農総研　　1953”　　　1954

　　1955研　　　1956　　　19ら7

1958肺写研19r9阪献研9φ・
　　1961’研’

　　　19’51．年創刊。．インドの穀i類の生産．，

　1出府買上げ・記入．・配給・価格に関する基本

　　的な年珠統計集。．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ1・di・。　j・u・nal’・f・g・1・μ1．‡ural

　　ecohomiCS．　（Q）

PUbドby　thc「 鉛@i’・’ぬS・c．i・‡y

・f・Ag・icult・ 茶ﾏ1．耳99ゼ・・mi…

　　Bombay．　　　　　　　　　　　　　555

　　マ肝　1（2）1946，　4（1）1949r　8（1；）1953，

　　9（2）1954，11（4）19561　42（1－4）1ウ57，

　　15（1－3）1958凄14（4）1959，　15（2－4）1960，

　　16（1－4＞1961一↑9，（1・2）19647
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Jute　bulletin．　　（M）

　Pub．　by　the　l．pdian　Oentral．

Jute　Co㎜itteer．・．Galcutta・：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．5ξ4，

VMining＆．1．ndustr，y

India．．　・Cabinet　Secretaria．t．l

　Report　qロ　sample　surv←y，pf

　manロfa．cturing　industriρ5・

C・1．cutt・・1950吻　　．．う；5、与、

　　　　　　　　Gontents．

1949－50・1950・vi’ E．3
C6’ 竅E

　　　肩、．（NS呂R・p・・t　ng・，11？

1951；．　　1958●　　118　p．

　　　　　　（NSS　Repor．t　no．　15）

．19・52。．．　1960．　　6ξ3　Pg

　　　　　　（NSS　Repo．r，t，　r陶q、．　L2；2）

1955．　　1960．　・70　p．

　　　　　　（NSS．　Repqrt　、110・　25）

．1954　・（1）づ　　促？6p．．　　lii，50　p◆

　　　　　　（NSS　Report　Ilo．　28）

1954（2）・1962，4をP．・・
　　　　　・（NSS　Reporレrlo．　55）

1955　（1）．　　1962．　　84　p◎，．，

　　　　　　（NSS　Repor．t　no．　56）

1955　（2）．　　1962．　　54　p．

　　　　　　（NSS　Report　no．　57）
．汐56’ i1）．：1％2・’・75P・

　　　　　　（NSS　Report　no．　58）

1956　（2）．　　196i5．　　53　p．

　　　　　　．（NSS　Rgport『lo・　75）

1957　（1）．　　1964．　1191　p．’

　　　　　　（NSSR6Pd・t　h6L　84）

19．57　（2）．　　1964．　　201　’p．

　　　　　　（NSS　R6port　rlo．　86）

図．

研　（Lc．61－6）

　1949－50年に始まったこの調査は

Census　6f　manufaetures
串59参劉がインドの製造工業分類にお

げる62業種中2φ産：業しかカ：バーしてない

ため，その補充資料としても・重要な意味をも

つ工業統計報告シリーズ。調査対象はこの62

i業種中鉄道省と防衛省の所管に属する鉄道工

場，武器平弾薬工場を除いた61業種の・1こ

入以上の従業員と，動力を有して恥奄工業事

業所，および動力を有してはいないが20人．

以上の従業員を使用している工業事業所の全

部にわたる。〈ζれ以下の規模階層について

は〔55・6S晦1、　scal・industd
参照）

　層化多段抽出法に．よるサンプル調査。事業所

の所在源材料，燃料，資本，労働，産出な

　どに関する事項が調査されている。なおこ，の

　標本調査は1960年からは〔55－9〕の

”工業センサス・と統合され，〔ろ．38〕

の腿年次工業調査叩となった。

India．　　Cabinet　Secretari，at．・

　Tables・「with　notes．　on　s卑31L

　scale　manufacture：Household
　・enterprises　s夏na11er　tllan

　registered　factories．　　5．56
　7tll　round：　Oct．　1955－Mar．
　　　　’1954・（N畠SRep。rt　n。．・19＞；

　7th　to　8th　round：．May　1955－

　　　　May・1956（NSS　Report　no．

　　　　42）

　gth・＆　10th　rbunds：　八lay・

　　　　1955－1＞lay．．1956

　　　　（NSS　Report．、no．　45）．

　図

　研（：Lc．61－6）

　　この全国標奉調査は工場法偉る要登録工

　場より小規模の事業所（ただし家族企業に限

られ・協同組創株式会叡恥鯨団体に

より営まれる蝶雄く）脚齢して行な

．われた事業所統計で別掲のCMI〔559〕
‘！

ﾆSSMI〔355〕を補充する’ ﾓ味をもつ。
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i

India. q.entral Electricity
 Aut.hor･ity. .
 Annua1 e1ectric power survey
 of India. New Delhi. 557
 ISFF (Io-58)

 19657iJF 1964Iij}
   1 9 6 5 6EiXbX ee 1 E g assIg.

                          '                      tt                     'India. Central Statisti.cal
 Organisation.
 Ann.ual survey of industries.
 1960.-' Calcutta. 1965--
                        558
             t tt          '  , ,Contents;
                   .t t                  '   Introduction, sunrmary
   tables and annexures.

 vol..' 2: `
   "ilajor group 2O-food ma･--

   nufacturing industries
   except beverage industries.

   Major group 21'-beverage
   ind us tr ies.

 vol. 5: '
   Major group 22 - Tobacco
   manufactures.
   Major group 25 - Manufa-
   cture of textile.
 vol. 4:
   Major group 24 - Manufa--
                        '   ct,ure of footwear, other
   wearing apparel and
   made-up texti1e goods.
   Major group 25 - Manufa--
   cture of wood and cork
   except manufacture of
   .furniture.
   Major group 26 - Manufa-
   cture of furniture and
   f ixtures.

                          -61-

 Major group 27 - Manu.fa-
  cture of paper and paper
  products.
 Major g-roup .28 --.Printing,

  publishing and a!1ied
  indus tr ies ... .
 Major group 29 - ]N4anufa-
  cture of leather a'nd. fur
  products excep't footwear
  and otlier xvearing appa-
  rael.
                       ,..- .
 A:lajor group 5O - ]N'Ianufa--

  cture of rubber proclucts.
vol. 5:
 "ifajor group 51 ' Manufa"-
  ct"re of chemicals and
, .chernica1 products.

vo.l,,,r･ 6: ･ ･.
  INjlajor group 5,2 - INTanufa'-

 -cture of produc.ts of F･e'

  t,rolpuinandcoal. ,

vol.,7; . ･,
 Major group 3'4 - I3asic

 metalindustries. ,.                     '                         ' Aiajor group 35 -- AIanuf(a-

  cture of metal products
  except machinery and
  transport equ!prnent.
vol.'8:
 Major group 56 - A'Ia'nufa-
  cture of machinery except
  electrical machinery.
vol. 9:
 Major group 57 -- Manufa-
  cture of electrical ma-
  chine,ry, apparatus and.

  suppl ie rs. ･
                        ' Major group 58 ' Mantifa-
  cture of transport equip-
 ment.

:



voL∴．・10：

　　：珂alρ．τ　grOuP　59　一八iisce－

　　llaneOuS　manufacturing
　　iηdlustries．

　　N正ajor　group　51　－　Electri－

　　city　and　st．eam．

’拶1　（L6a．61－47）　1960，　v61．1－

　　10』；　1961，　vo1，2－4，7－10，

＝研．．！％、1・v・1・2－4

　　Major　g’roup　51ゼElectri一

　　ρity　and　stearrじ

　　1958年まで実施さ．れた℃ens・us　of

　Irld　ian　manufacture：s，ll．”Sam－

　ple．survey　of．　ma．耳uf3cturing

　industriesllに代って，1959年以降

　「Collection　o．f　St．at．istics

　Act，　1955」才δよひ＝「Collection

　of．S．t・atistics．（qent．ral、）

　Rules，　1959」に，i基いて実施されている

インドの代表的な工郷己計幸階・6．2産業部

門のす尽．ておよ碑まぼ全イ．ンド地域が包括さ

　れる。

India．　　Celltral　’Stat孟stical

　Organisation．
　Cehs盛s　of　Indian　mゴnufactu一

re忌．　Delhi．

研（Lea．61－1）
↑st（1．9・46）・留壬

5rd（1948）．

5th（1950）　ζ轟

7th（1952）　覆f

gth、（1954）　拶｛

11th（1956）　研

15th（1958）　研

　　　　　　　　　359

，2nd（1947）　石汗

4tll（1949）研

　6th（195像）

　8th．（1955）

10th（1955）　石｝モ

12th（1957）亘反貢麗｝壬

．「industrial．Statistics・Ac・t，

1942」および「Census’ofManufa－
cturing　lndustr・ies　Rule．・1

1945」に基いて，1’94，6年以降1958

年忌かけて実施されたインドの代表的工場統

計表。ただしその工業部門の包括範囲は・イ

ンドの製造工業分類表における6ろ部門のう

ち29部門に限られ，地域的にも初期にさか

のぼるほど包捲範囲がせばまる。なおこれと

平行して1950年以降，全65部門および

ほぼ全地域を包括する〔5・35〕SSMI

（結＝果報告はNSS　Reportジno．

11，15，22，25，28，55，56，58，75，

84，86）が集施された。なお1959年以降

は〔55弓｝”Annual　surv；ey　of

industries陶を利用のこ．と。

India．　　八｛inistry　of：Gorpmerce

．，a・d　l・dustry・，

　Gentral　Srnall　Industries
O・琴al卵・ti－・nl

Astatisticai　analysis．　of
　6rna生1　』scale　uni．ts　of　fogrhvear

and・th・・p・・duct・・iゆ串t・y・

NrwD・lhi　O剛　　：’
　44　p．　　　　　　　　　　　　　　540

　ア研

India．　　塾）正inistry　of　Gon韮nerce

　and　Illdllstry．

　C6ttage　industries．　　Rbport

　oh＝the　work　ing　of　the　boards

　set｛ip　by　the　Govt．「of〆lndia，

　1954．一55．　New　Dellli，　1955．

　89　・P．　　　　　　　　　　　　　　　　　’341

研（ld－6）

India．　ムhnistry　ρf　Conm．erce

　a無d　I．ndustry．

　Report　of　the　se・cond　working

　group　on　industrial
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:
 cooperatives. May1965.
  [Pe1hi, Manager of Publ.,

 196ag 256p. 542
 ef (Ib-90)
4 7 U}f

-1

Iridia. Ministry of Cormierce
 and Industry.
 R･eport of the N･N'Tor-king Party

 for tlie Cotton TeXtile Indu-
 stry, April 1952.
 Delhi, 1955.

 Iglf (Ikb-5a)

        '     '
India. Mi'nistry of Con-merce
 &Industry. Deve1opment
 Wing.
                        t /- Stati'stics of indust'r'i'al'
 development pertaining'to

 industries under the"purview
                    ' of the Development Wing.
 Delhi, 1962. vi, 65 p.
                         '5 44

India. Ministry of Coinmerce
                     ' and Industry. Textile'
                   ' Coirmissionerl' ''''
 I'ndian textile'industry:
 Ann'uh;1 stati'stic'a1'' digest.

 Borhbay. '1'' '' 545
 Elf '(Lea'.61-50) 1959, 1960

  C564J :'.Indian texti1e bu1letin"
 cD 1lr t5i- r5i SRtiJ- i=i:: L(?fii?ti L L '( +llli. 1 9 5 7 lpi

 rf>' ;fg1 PI. rsZ';'l･* "B u1let in")5rSV,S.

India'. ptlinistry of'C6nArnerce

 and Industry. Textile
 Cornmiss ioner.

 Indian textile industry

(Cott'oh',' Woollen and rayon

;nachinery); statistical
bulletin,,,1,9;,60. Annual

census figu,res of machinery
equipment insta11ed in･ cotton
texti1e rni1ls-as on Ist clan.,

1960. Bombay, 1960.

-iijf (I ea.61-54)

India. Ministry ()f Food
 and Agriculture.
 Indian cotton pressing
 factories and returns',
 1955-54'(26th issue), belhi,
 1956.

 52 p.' ' 5'47
 eF (Ik-26)'

India. Ministry of Heavy'
 Industry.
 Memorand"m on the inanufa'"
 cture of ifiJustria.i Tnaclii-

 nery in India. Nexv De1hi,
 1957.

 M (Ig-7)
    '   '       '
India. Min' istry of Irrigation

 ahd Power. Centra1
 "hter and Power Cornmission
 (Power'fN'Ving). Pub1ic
 electricity suppiy, all
                          '                        ' India statistics general

 review. Delhi. ,549
 ･iYf (Lea.6'1-51)

 195a/52ii]f 1952/55,
 1955/54 1954/55
 1955/56 1956/57E}f

-65-
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1957／58研
1959／6、0研

1958／59ア研・

India．』 @］Ministry　of　：Labour

　and　I㎞ployment．

　．lndian　coal　statistics．
　DeIhi．　　　　　　　’　　　　　ろ50

研　（Lea．61－12）

1954　イヲ｝　　　1955　初｝　　　1956　石汗

1957　フ研　　1958　ア石牙　　1959　フ不ヲF

1960得F　　 1961　　　　　1962窃F

　1952年鉱山法にもとづいて，鉱山主’

席監督官に対して提出される封々の石炭鉱

山の報告を集積した年幸母。他に毎月の結果

を報告するMolltllIyCoal　Bullcti11
β6司がある．

India．　　八｛inistry　of　I」abつur

　and　EmpIoylllent．

　Chief　Inspector　of　八1ines．
　Ann・ual　reかort．　Del・hi．・・551

　イ班　（le－24）　1948，　1950－52，

　　　1955」　’1958，　1960

ア研・．19、62、

　1952年鉱山法（1951年までは1
92・91年鉱山法）に基づいて，鉱山主席監

督官によって毎年発表されている鉱山法適

用鉱山にかんする雇用および労働情勢，主

要鉱物産出額，鉱山の機械化電力使用等々’・

の生産条件，傷害等についての年次報告。

India．　Ministry　of　Lab・our
　and　Emplo）贋『nent．　LabQur

　Bureau．

　Large　industr童al　：estabj　ir

　shments　in　India．　Delhi．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う52

研（毛ea．41－7）
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19与0＆1951．研．　．1952：．．研．

1955．．ア研・1954ア研1955ア研
1．956ア研　　1957．ア研　　1958フ研

　インドの大規模事業所数，業種，雇用者数

に関する資料を掲げる。1911年版が第1回。

ただし名称は！lList　of　factories

and　other　large　illdust・ries
in　Indial、統計部編による．。．第3’回より

現名称，195〔聡悟より：L3b．our．’Burea血

に移管。1948年版は何らかの理由により刊

行されていないα

Bombay　（State）Village．

　Industries　Board．

　Annual　report．　Bombay．
　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　35’5．・

　石汗　（la－23）　　1957／58

Madras（呂tate）　　Deptl．　of

　Statistics．
　RePort　on　co．t匂ge、industries

　　i・．select．　firk3sj．P、．M4．4ras

　State．　Niadras，　19．56．

　viii，　541　p．　　　　　　　　554

　研（Dcf－15）

West　Bengal（Sta．te）・

　Statistical　Bureau．
　Ecσ耳omic　survey　of・sm．all・．

　iηdus．t・ries．，　1954。　Districtr一

　24Parganas’District－Cal一；
　　　　　　　　　　　，

　cutta　Industrial　Area．
Alipore，1956．

　298，　565’P．　2　vols．　　　555

　弼「季　（ld－5）

Indian．Bur臼au　of　Mines．
1・d・x．numり¢・．qf　min・・al

　prices　in　India．　Delhi，

　1961q
　vi，　6i5　p．　　　　　　　　　　556



Indian　Bureau・of　Mihe6よ

　Indian　m童nera．ls　yeafbook．
Nagpur．　．・…’『　　　　　　　557

研（la－27）　1959，196011961

　　　”Mineral　Gonservation　arld
』Developrロe耳t．　Rules，．1950！1にも

とづき，鉱業生産高，利用状況．，．価格等に関

　してインド鉱山局が作成している。1951年

より年報として刊行。ただし．19与4年までは，

インド鑛調査所編”A・n・ρしrgY．i・w

　of　mineral　prgduct孟on　iロ
1・dia”・195昨より与．昨ま、ではインド

鉱山局編llMineral　production　of
India．暫’』 k55司と，編者，名称が変って

いる。1959年版によれば内容は5部からな

る。第1部，概説では，・鉱業生産高，生産指

数（算式等ぽ1！酷＝h。，．。1Pマ。ducti。n

　hl　India，1956．　p．20を参照），

陥入高・瀬瀬鱒・第．鯛1唖糊！鉱
産物燗す碓六六・御棚塗ζ．・．鄭
部は生産数量め州別統計． �f載。なお鉱業に

おける雇用，労働条件，労働災害，．保鮮等に

ついては，〔551〕”・AnnuaI　report　of

　the　Chief　InsP俘ctor　of　挙∫ir祀s

　in　India　”を参照、のこと。

Illdian　Bureau　of　Mines．．

　N工inerai　production　of　India．

　NewDelhi．　　　　　　　　　　358

　1・955国会　　　　1956ア研

　　内容について｝さ．〔55刀”lndia・n　mine－

　ral　year　book羅を見よ。

National　Cohnlモ奄戟@of　Appl　ied

　Economic　R6search，　New　I）elhi．

　Domestic　fuells　in　丈ndia．

　Bbmbay，・6’：1φ59．

　xv，　251　p．　　　　　　　　　　　　359

研（lo－20）

National　Council　of　Applled
　Economic　Rlesearcll．
　　Inc6me　and　stf｛1cfure　of

　mallufac．lturing　induStfy。
　　1960－61．（A．st・t・wi・’elqn。ly、i、）

　New　DelIfi，．196．4．

　　xi．ii，　92‘P．　　（Ocdasional

　．pape・r．’No．　8）　　　　ト’　”360

研（耳．dτ22）1』

’National　Counci1．of　Apph’ ?

　　Ec・n・mic・Reseaでd、，’NewDe．lhi．

　Energy　pfoduction　and　consu－
　mpt　ion’・．in　Ind・iゴ．in　19‘59．．

　New：Dblll　i，　1ウ62．　’　：．．L．ポ

　viii・　15　P．　　　　　　　　　　361

　研（Bn「208）

National　Gα1ncil　of　Appl．童ed

　Econolnic　Reseac11，New　Delhi．
　3t主．rvey　of　thc　handloom

　卿indllstry　in　Karnataka　and，

　Sllo1apur．　Bombay，　1959．

　kii，　275　p．　　　　　　　　　562

　研、（Ikg5）

S．μ1～．a、h壁．k・y6nT・xti1・・Ex一

⑳ft’P・・噸i叩G，・，uncil・
Exp・・t．きt・ti・t』 P9・．・f・・y…

　nylon　and　silk　fabrics　and
　manufactures，　1ウ60．
　Bombay・　〔ロ．d、〕

　58　P・　　　　　．　　　　　　　　　5．65．

　研　　（Leb．61－6）

IndiaIl　textile　bullet．in．　（M）’．

Pub．．by　th・T・xtil・C・㎜i．ご

．ssioIIer・Ministry　of　C．o㎜1e－

　rce　and－Industry，　IIldia．

　Bombay．　　　　　　　　　　　　　364
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覆｝　6（6，8｝：110ジ12，）1960，　7（1－5，

　　＝7．一8・，10＞1961

ア研・．9（↑）1ig6三5二・

イ．シド嚇物醸の糊腸塗物．き．らか

頗る煙テクスタイル・r財物ず一事
務駄より獅さ拠や．月報・↑9三年創
刊。（書名は次のようた変更されている）

一1959：　Indian　textir（｝．indu一

・t・y；・t・ti．・tical．b・・1．1・t、i、η・

Apr・19矯ラ：1・di・ρ、．奔，e等ti！・

りμi1♀．tinr　内容嫡各種糸・織物の生

産・引き融啄ぴ在画輸出・靴の韻・
在庫，雇用・機械の操業状況等にわたる。

．襯・・本資綱1年分が鯖さ麺き殉

　臆lndian　textife　industry：
Annu・1，t・ti，t孟cal　di； X・。t”

として発行される。

Th6＝圃J．6u～na．11　0f　industry

　and7幽tfad¢」　（M）

　Pu．b．・．by’theゴConTnercial・

　Pub1icity・’Ministry　of　Co－
　mmerce　　and　　Illdu’stry，　’IIld　ia．

　New　Delhi．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　365

珊8（2．）．19与β一，．

：Monthly’：bOal　bul．letin．1．1（M）

　Pub．　by’the　Chi．ef　Inspe：じtor

　df　ムlih6s，　NHh．istry　of　La：bour

　and　Employm（三ntゴ　India．6；

　Delhi，　1951’一．．』　　　　1
．1

Pき66

　フ研Apr．　1959一．．

M・nthly　rρ，Yl・岡・・ρf　g9・，1．Plr・一

du・ti・ρand・，dl呉f・i疹・ti・n・（M）

，野．・b・by．theC・歌IC・ht・・11・・

　aDd　Chairman，，Ministry．of
．βteeL　Mines　and耳唾母、，、、・

　India．　　　　　　　　　　　　　　　　　　567

iMonthly　stat・i＝Slt．iじs．・olf　’t二he

　production　of　selecteld：．
　　industries　of　India．．　：　（M．）

P・b．・1ウy．専he　Cr・t・al．鼻・t・tis－

ti面019・・i・璽t畑；r・d．i、・・

G・1・．utt・・． lar・．．1？タ9－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　568

　覆ギ　12（6，9－12）196〔」，

　　　　15（1）1961

　ア研　11（7－1‘2）1959

糊12（4／5）1％・

　　鉱業2製造業および商業的農業．の主葺品目

の．月別生産額を・政府，業． Eの締言債．料を利

　用し．て集積レ，あわせて鉱工業生産指数を作

　製する。産業分類は国連の国際標準産業分類

　による・。

、’

ﾇ．、・．Tr3nSPQrtation　Co㎜uni－
　　　　cat・．10．n・・

Irfd．ia．　Ministry　of　Ra・ilways．

　、India．n　railways，　Ne．w　Delhi．

　　　．．　　　　　　　　　』　・　．…i∫・　　1．．369

研（Gc一．16）

　1950／51　研　　　　1951／52

　1952／55　　　　　1955／ち4

　1954／55　　　1955／56阪市大研

　1956／57研　　1957／58＝研

　1958／69　　1959／60研

Ihdi・・C・b・ingt　S・c・et・、ri・t・

　Tables　with　note6　0n　house－

　hoId　　traIIsport　operat．io・n．s．．

7th　r．ound　（Oct」　1955一ムiar．

1954）　＆　8th　to．10th　rouhd

（July　1954一］May　1956）b．

Calcutta． C　1958＝一60．

2v・（NSSR・p・・tn…15，・タ51）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　570

研　 （1」c．61－6）
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India．・・Ministry　of　Rai・Iw・ays．

Whitelpapers　on　Indi｝an．

　railways．　New　DeIhi．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　371

．寄モ　（（｝c－15）　1952

111dia．　Minis，try．．of　Ra三lways．

　Railway　Board．、

　Repα∫t　by．　the，Rai．lway　Board

　or｝．Indiall　railways．一

　NewDelhi．　　　　　　　　　572
　石｝モ．（（｝．c－28）

　1i94：8／49

　1949／．50

　1950／51

　1951／52
　、1952／55

　1’955／54．

　1954／55

　1955／56

　1956／57

　1957／58

　1958／59

　1959／60

　1960／61

1ndia．

Rleport

　of

　wOr．ks

　the

　year

（VQI．

（Vol・．

（Vol．

（Vol．

（VQL．

（、τ01．．‘

（Vol、

（Vo　1．

（Vol．

（Vol．

（Vol．

（Vol．

（Vo　1．

　　　　　　　八lirlistry

　　　　　　　　on　the

　　　　Ind　ia　ahd　d6veIopmenit
　　　　　　・、・t。．。．。h．P。rt　under　M・・’thly呪railway・t・ti・tics・’（M）

　　　　　first　and・sec。nd．fi》。　pub・もy　th・R・ilway　B・a・d・

　　　　　・P・1・a。s，　byエαGhack。．　Mi・i・t・y・f．Ra’il・vay・・

　New　Delhi，　1956ξ　　　　　　　　　　　India・　NewDellli・

vi，5・8　P．　　　　575　Ap・・1951一』・・．　　377

研（Dh－521． j・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VII　Co㎜erce　Trade

Indi。1・・．・Mi。i、t。y・・。f　T．，an、p。，t　　B・1・・ce・f　P・ym・nt・

　and・Gofhmunicat…・ions．・　Dept．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India∴層・Cab’inet　Secretariat．
　o．f　lrfansport．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HouSellold　retail　trade．
．Bas4c　road　statist・ics　．of　In－
　dia；　supPlement．　New　Delhi　　　Severlth　to　nintll　round

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－67一

1．）研

1）研

1）研、

．1）．研，

．2）研

1）研
1　r．2）　．石｝卜

1）研（VoL2）国会

1）研
1　●2．〉　ぞジ千

　／

1う2）研
．1）研．

2）．ア研．

　　of　Tlransport．

mlnor　ports

研　（王、fm．6．1－2）　　　　　　　　574

　‘1950　刃汗　　1951　ア石耗　　1952　ア窃予

　1953　つ弼チ　　1954　フ矧卜　　1955　フ「研

　1956　　1957研　1958研
　1959　　　　　1960　　　　　1961　フ研

　”Basicゼ・road　statistics　of
　Indi．ゴ’（A御．αo慮♪・．・1．　のサプリメ

　ントとして．，195α二二より毎年継続刊行。

イン、ド．の道路，樋路交．通一・，運輸事情，道路財

　政，道路税，中央道路基金ジ道路経費，およ

び道路と三三交通に関連ある資料を掲載。

Indi・．　Mi・i・try・f’ s・an・p・・t

　a．nd　Communications．＝　・Dept．

　of　Transport．

　Road　．facts　India，　1．956．

　Delhi，　1957．

　44　p．　　　　　　　　　　　　　　575

　研　（Gb－11＞．、：

蜘’i釦’Nl．ini・t・y・f　T・註・sp・・t

anll　Cd㎜unicationsl

　Statistical　bulletill　of
・t・t…　adltr「an・p・ζt　und・・一

　taking　fn　Indiaボ　　主）elhi．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・さ76

研．（Lfm．6↑一1）　1958／59



　（Oct．　1955－Sept．　1955）　＆1．

T．俘．ゆ．，ギ・upd（Dec・1955一M・y

　11956）．．Cal．cutta，　1960－61．

　2v．　（N串S　R臼port　llo．24＆．：41）

図． @　　　　、．　．　　．．578

研（Lc．61－6）
　　　　　　　　　　ず

India．　Dept．　b．f　G。㎜6rciial

　Intelligence・’and　Stati6t「iCs．

Annual　statement　of．「・lth6

　foreign　trade’of　In♂i．a・こ＝・

　Vol．　1　＆　2．　Galcutta．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　379

，． ﾎ升・（Leb．61』4）　　　　　　　　　“

V61．1』85版／86版（1950／51．＆．

　　　　　　1951／52），

　　　　　　87版／88版（1952／53＆、

　　　　　　1955／54），89版／9晦／91版

　　　　　　（1954／55，　1955／56，

　　　　　　and　the　Nine　mohtlls，

　　　　　Ap・・t・．．　Peρ｝・1．、195ρ）

V61．’II　871躍88版q95．♀／55㊧

　　　　　　1955／54），　89｝3防／90月｛及ン／9111反

　　　　　　（1954／55，　1955／56，

　　　　　　an（1，the　Nill♀　1γlonths・

　　　　’　Apr．　tb　Dec．，　1956）

　β8句の．πAc、counts・relatihg　tb

　the　foreign（sea，　air　and
　1．βln～丑）t：rade．and・．navi’gation

　of．．India歪3を隔年ごとにまとめて刊行，

あわせてそれにさ．きだっ過去3年ないし4

年の実積数字を掲げる。

Vq　1÷1とIIにわけ’て発行され，Vo　L　I∫

は主要商品別，Vol．IIは貿易相手国別の

貿易数字（海空路りみを取扱い陸路貿易は

扱わない）を掲げる。1866／67年版が第

　1回。戦前版はAnnual　statement

　o｛，1‡hβ．se3－borne　trade　of

Britis1葦．India・w量th・・…．轟

という名称で，また戦後の85／86版

（ending　Mar．1952）まで！ま

耀Annual・statement　of’ 狽?

foreign　sea’and　airborne
trade　of　I唄iぜ1．と～・う名称のもζ、に

刊行されている。こ．め資料は次に述べる3点

にかんしてインド政府㊧：外国貿易統計の編成・

ならびに公表に関すう手緯ぎが変更されたた

．さう・β9－90－91厚反（GQ耳1b．i刀ed．いissUe）

をもって終刊とな？たi。，・，、：．．，i⊥：

1・輸出入商品分類は従来ゴ、著ド独自の貿易

分類に従っていたが，195．7．年1月以降

S・1・T・C・㌍従2で衝なうζ・・≒・とレた。

2．”Accounts　relating・tQ
the　f・・eign（・鉾・βi・・and

land）trade　ρnd．nρvigatioη
・fl・dia”’潟ﾏ二三されることとな

ったllM・・t，hly・～・tl・‡i・§・f

the　forサlgn　tfぴde　oξ　India鐸

襟脚と恥ワ．；．7切の醗・かんし完全な

国別分類醗表レ（～・砂でこの．1・．n叩31

が不要とな．つた。

3・徹タ個賜統調倒午度に．し煙っ
て轍されて・〕たが．旧弊燭，こζ．．となっ

た。

1957年1月以降についえ1 ﾍ，剛志の
．『取lonthly　statistics　of・the・・

f・・eig・tr即・flndi・”を利
用のこと。

India．　Dept．　of．　Collmercial

　Intel正igも（ラn（ie　and　Sta｛童stics・

A．nnuall　s’tatistics　of　the

　forein　trade　of　India　by

　custorns　zoneS
　Delhi，　1961一　　　　　　　　　ろ80

石珊　（l」eb．61－8）　1957

Ind・ia．　Dept．．　of　Commercial．

1・t・lhgence・hd　St・ti・． 煤D蔑・ll

　Statis、tics　of　foreign　trad．e

　of　India　by　bountries　and
一68一



currency　areas　for　June，

1954．　Delhi，
vi，　89　P．

研　（Leb．61－7）

1954．

　　　　　　　581

Ind　ia．　　Nlinistry　of　Corr㎡16rce

　alld　IndUstry．
Review　of　the　tfade．of　India6

　1947／48－1951／52．

NewD・lhi，〔195句
　xi，　2ブ9　p．　　　幽　．　　　・　382

研（Leb．61－2）

Indian　MerchantslChamber。
Economic　Researcll　and

　Training：Foundation，　B6mbay．
　ワμion　｝？“dgets；　a　factual

　s‡udy　of　f　ihances　Govt。　of

　Illdia，　1950－51　to　1964－65．

B・mbay　自964〕

　xii，271，×cvi　p．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　383
　了研　 （Cba－89）

Reserve』Bank　of　Irldia．

　IIIdlaIs　balancc・of　pa・yments．
　Bolnbaぷ．　　　　　　　　1’．！　　　　　　584

　研　（Bna－264、）　19』4β／49　to

　　　　　　　　　　　1955／56，

　　　　　　　　　　　1948／49　to

　　　　　　　　　　　1961／62

　インドの国際収支統計は1，．9尋8年インド

準備銀行がその調奪統計局を通じて定期的に

編成しはPめるまでは信稗すべきものをちっ

ていない。編成された統計方法は国際通貨基

．金の方式により194．8年以降〔タ2ユRe－

serve　Bank　of　Ind孟a　bulleti司
に各・4半期毎の集計数字として発表されている。

ただし細目にあたっては統計の包括範囲および

定義に変更・改善がある。ここにかかげた

肛ndiags　balance　of　paymen－
t司はこのような統計を一定期間にわた？て

集計しかつ改善を加えたもので，更に国際収

支の概念及び集計方法，．国際収支各項目の動

きについての分析を加えて禰為．。，第1，回は，

1948－49年より第1．次5ケ年計画荊年

（1950－51）に至る期間を対．象と・し．腫！邪

心5月発表され第2回は同じく1948－49年

より篤1次5ケ年計画期末の1955－56に至

る期間を対象として1957年発表されお。，．，，

第5回は更にその範囲を1961－62年にひろ

げている。

Accounts　relatillg　to　the
　foreign（sea，　air　and　land）

　trade　and　navigation　of
　Ilr【（董　ia

●

　Pub．　by．the　Dept，．　of　Gon－me－

　rcial　Intel【igenc．e　and．、

　Statistics．　、De】hi，1　　385

研　（AN二一L　14）　．Ma．r。　「195・2ジ　1

　　　　　　　　　　λlar．・　195ろ　．’＝

研（Dll－520）Dec．，1954，：Feb．，

　　　　　　　　　Apr．，May・A119．，

　　　　　　　　　1）ec．，　1955．

研　（AMF一：L14）　Dec．，’195’6

　　　　インドの外国貿易に関する基本的な統計月i

　　　報6これは従来　　　…　　　　　．1，．一．

　　　（DAccolmts　rela・ti、ng．‡．o．thc

　　　・foreig11．・　sea　and　air。b・o．rne

　　　trad（≧　and　navigation　of　I、n－

　　　dia及び　　（ii）Accounts　relating

　　　to　trad¢　of　India　by　land

　　　with　foreign　countriesめ2冊
　　　として1869年5月より発言されていたもの

　　　を，1952年4月以来1本にまとめて発表す

　　　ることになつ紬り・この綿欝ノ1キスタ

　　　ン，くラン及びビ～レマ等の陸地国境を経由す

　　　る貿易は・そρ第5部に婦越され．・商品分類
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を異にするため，総額として集計されていな

い。さらにこの部にはネパール，チベット，．

シッキム及ひフ㌧タンとの限られた品目に関

する数量統計が掲載されている。これも総額

として集計されていない。

外国貿易にともなう関税収入については，別

に℃ustoms　and　excise　revenue

statements　of　the　Indian
Unlon博により発表。なお1957年以降は
貿易総収支，輸出入数量指数ならびに平均単

一明示価格指数，summarv　tablesが，
畠8～りの別冊として刊行されている。

Customs　and　excise　revenue
　statement　of　Indian　　　　・

　Uni．on．　（M）

　Pub．　by　the　Dept．　of　Go置τme－

　rcial　Intelligence　and
　Stat・istics，1Millistry　of

　Connlerce　and、ln（hlstry・　India．

　Calcutta．・　　　．　　　　　　　586

　ア研　（4－」2）1959

　β8句櫨cc・unts　rel・ting　t・

　tlle　foreign　　trade　and
　navigation　of　India！1を参照。

Indian
　Pub．

　rcial

　t夏stlCS，

　研1959：

｛士ade　journal．　　（W）

by　the　Dept．　of　Co㎜e－

　Intelligellce　and　Sta一

1960：

196歪：

1962：

1965：

　India．　　Calcutta．
　　　　　　　　　　　　387
208（1－15），　209（1－15），

210（1－15）

211（1－15），　212（1－5，

5－15），　213’（1－15．）

216（15），　21．7（1－15），

218（1－15）

219（1－15），

221（1－15），

225（1－1ろ），
、二～25（1－15），

6－15）

22e（1－15），

222（1－15）

224（1－13），

226（1－4，

一70一

　外国貿易統計の収集と外国貿易促進のため

の情報提供を主たる任務として．，1905年

設立された商業情報及び統計局が，1906年

その：最初の定期刊行物として創刊（創刊号は

同年4月5日号）して以来今日まで継続され

て㌔・る。　（、V6ekly）

内容はインドの外国貿易に関する内外め諸情

報，貿易協定，主要産業及び外国貿易統計，

外国物価，外国為替，輸送，運賃等φ統計か「．

らなる。

Nlonthly　statistics　6f　the
　foreign　trade　of　India．
　Pub．　by　the　Dept．　of　Comn－

　ercial　lntelligence　＆　Sta－

　tistics，　India．　　Galcutta．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588

　研1957（9，10，12），1958（12）

　　　で959．

1960：

1961

1962：

1965：

Vol．
Vo　1．

Vo　1．

Vol．

Vol．

Vol．

Vol．

Vol．

Vol．

Vol．

1（1－12）

2（1－12）

1（ト12）

2（1－12）

1（1－12）

2（1－12）

1（1－12）

2（1－10，12）

1（1－12）

2（1，2，4－12）

　インドの外国貿易に関する基礎統計。資料

の大宗は商品別国別統計表からなり，毎月号

に月別の統計と，会計年度（4月より翌年5

月まで）来の最初の月から累計が併記されて

いる。1959年よりExport＆Re－
export（vol．1）とlnlpo士t（vOl．II）

の2分目となった。原資料は輸出入業者によ

って申告された申告書。ただし金，銀，貨幣，

通貨貿易，積み換え貿易，旅行者の荷物，船

舶用食：料，垂鞭物は除かれる。また本統計に

はチベット，ブータン，シッキムとの陸上交

易，およびアンダマン，ニコパル，ラカダイ

ブ，ミニコイ，アミニディブイ諸島との貿易



は含まない。ただしネパールとの空路貿易

については，1957年1月より含まれて
・・ ､r悌郭の男柵は・脚句”Acc・一
untsl．　relating　to　the　foreign

（sea，　air　and　Iand）trade
and　navigat　ion　of　Indial「のう

ち主1（s㎜ary　tableを継撚尽して
・・る。繍195．：6年前については脚句

”Accounts　relating　to　the
foreign（sea，airうalld　lalld）

trade　and　Ilavigation　of
Ind　ia〔月郭〕「1および〔5η〕！IAn－

nual　statement　of　the　fore－
ign　trade　of　India〔箪年報〕”

を利用のこと。

来1957年1月より1960年3月までは
暦年建。

Supplerr｝ent　toNfont111y　stati－

　stics　of　the　foreign　trade
　of　India．

　Pub．　by　tlle　Dept．　of　Comne－

　rcial　Intelligence　and　Sta－

　tlstics，　India．Delhi．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589

研’（．1」5，10－12）1959，
　　　　　　　　　　　（5∴9，112）1960，（5）

　　　　　　　　　　　　196．1

VIH　　Banki．ng　l，F．ipap¢e，

India．　　　、．．．．．

　Combilled．．．f　inan，c¢、alld　revellue

　accounts　of　the　celltral　alld

　State　gOver】TnentS　in　India．
　1）elhi．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590

　拶｝　（工」eC．61－9）

　1948／49研　　1949／50
　1950／51　　　　　1：951／52ア研

　1952／55ア研　　↑9515／5．4研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一71一

1954／55　　　　　1955／56ア研

1956／57ア研　．1957／58

1958／59研　 1959／60研

　インドの中央及び州政府を通ずる国庫収支

の内容をあきらかにしたもので内容は第1部：

統合基金（通常勘定，資本勘定，負債勘定）

第2部：非常時基金，　第5部；公共勘定の

5部よりなるo

1・d孟孕，Central　B・ard．曹

　－Revenuc．

　InCOme－taX　reVe11Ue　Stati－

　stics．　Delhi．　　　　　　　591

　可｝　（1」cc。61－8）

　1952／55ア研　　1953／54ア研
　1954／55　ア研　　　1955／56ア研

　1956／57研　　1957／58研
　．1958／59ア研

India．　　Gontroller　alld

　Auditor　General．

　Centr，al　government　finance
　accounts．　　Dellli．　　　　　　592

　研　（Eb－28　　Cb－168）　196〔》／61，

　　　　1962／65

India．　　ControlIer　of．

　Insurance．
　Indian　insurance　yea監　book・
　Delhi．　　　　　　　　　　　　　　595

　石弓　（Fk－8）
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1

India．　真｛inistry

　Bu（iget．　DelhL
　憩｝　（Gba－22）

1956研
　1959研
　1962

of　Finance．
　　　　　　　594



1954／55　三菱　　　　　’1955／56　査｝f

1956／5プ国会　　　1957／58研
1958／59’ア研　　　1959／60・ア研

1960／61　三菱　　　　1961／62．・

1962／65　　　　　　1965／64研

　インド中央政府の予算に関する説明書。

内容は第1部：国有’鉄道予算，第2部：一

般予算（通常予算痴よび資本予算）に分れ

これに各回の経済情勢報告（economic

蝦ごy騨多数雌騨琴解

1・dl・・Mi・i・t・y．．・．！．Ti・3h・6・

　Gelltral　budg6t　in　briefド．

　NewDelhi．　　　　　　　　　　595

　：研　（Cba－56）　・1961／62

India．　・！M重ni．s・try　of　Fhlance．

　EXplanatory　rnemoran4um　on
　the　bしidget　of　the　central
　goverhr【ゴellt・．；．New　Dellli，

　1961．
　　iv’ゴ：2ア5　’p5・1・；』．・．　　　・．　　．．596

　研（Cba－40）1幽％’1／62

Maharaslltra（State）

　Budget　memorandum．　13gmbay．
　　　　　　　　　　　　；　・　・「　・．．　，．．　　　．・　．39．7；

　石葺　（Gba－57）　1960／64，　1961／62

M・h・・a・ht・a（St・te）．＿
　Revised　civil　budget　estl－
　mates．　1960－61．．Bo由bay，

Govt6．Gentra1
8． V5－「 吹D　　　　．

研（：L6．61－20）

Press・1．9、6ρ．

　　　　　　　　．598

晦吊gr¢，｛Sl・t・）

’．4bPe：nd蚤℃es・．t⇔：．b・層d寒・t・・st・iL

　n暖ates　　for　層tll（…　’year　・1959二：60

　　（As　presented　t6∫thle∴

legislature
Bang310re・
655　P．．

研．（Gba－46）・

i11　ムiarch　1959）

．1959．

Pllnj舞b（Sta三白）．i　；、；

　V▽hi・t，e．：pape．r　o耳、：tIle

　budget，　1953－55．

　Simla，　1952．．

　36．P．

　石涯　　（Cd－7）

599

Punjab

400

National　Gollncil．of　Applied
　Ecollomic　．Research，New　Delhi．

　All　India　rural　household

　saving　survey・1962．
　VoL　1：Metho40IQgyi・　　　　、

　Vol。　2：　Income，　investmcnt

　and　savin9．　NewDelhi・
　1964／65．　　　　　．．．　　　　　　　　　　「』．，．

　2．・’v－．　　　　　．　．，　』　　　．，　　　　　　　　，401

　研　（Hbf－25）

　　　19、6，5嫁3閾物層化搬1により実施

され雌膿家矧面形再生翻騨漸
　得，資本形成，金融的資本，負債及び資本振

替え・．ならびに貯蓄醐して徹・れた調奪・

　参照期間は1962年（．前年）。

NatioIlal　Goundll　of　Applied

　Economic　Research，　New　Delhi．
Delhi・Sa．v云・ぎsU酋e；y；∴aわ：i1・t

　study．　Bombay・Asia　Publ．
　House，　c．1960．　　　　　　・1

　x．i∫　194』p．　　．’：　‘　「・　． h402

：，研．、：（Bbd－5．1　P）．

Na「tional　Council　of　A．Pや1・i乱（｝d

　ECOnOmiC　ReSea．rd1・い．
　’New．De、lhi．．

　Econonlic－fullctibnal．．
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・lasSifica・tio母ρ∫・・cent・al辱

・・d・t・t・g・v・胆甲・nt

budg・t・．1・9、5㌃5串（・ρ・・、unt・）

New・．Pelhi，、1960．
xvi，　225　p．　　　　　　　　　　　　’405

研．（Gbar42）

NationaI　Councii　of　ApPlied
　Econornic　Researc11．

　Economic　functional．．classifi－

　cation　o．f　government　acco－
　11nt．s．‘1・1ウ51．ご52　＆　1957－58．

　N6、マDellll　i，　1961　　・　　　　404

　研　 （Cba－41）

　　インドの中央及び州政府二三を国連の〔承

　府取引の経済的機能的分類に関する解言幻め

　しめす分類原則にもとづいて再分類したもφ．

　Econolnic－fullct　ional　classi－

　ficatioP、．of　c（lnt、r31　and

s重ates　gover㎜ent、budgets．・
　（1957－58）・〔前出〕を参照。

National　Cou準ci玉　of　AppIied
E・…mi・．　R・・e・・c灯・．N・…P・｝bL

　Rllral　llousehold，　s．aving、．

　survey，　1962．

Asu㎜ary　statement　on　capi一

tal　formation　and
the　rural　sector．

196三5．　8P．

研　　（Hb－255）

savlng　ln
Ne『w　Deli，i，

　　　　　405

National　Counc．il　of　App互ied
　：Economic　Researcllb　New　Delhi．

　Saving　in　India・　1950－51　to
　1961－62．　Ne’w　Dellli，　1965。

　xii，1’185　p。　　　　　　　　　406

　研　（Fe－131）

　インド準備銀．行の貯蓄投資推計と共に，イ

ンドにおけるもっとも権威ある全国的貯蓄投．．・

資推計の結果を示すもの。全国応用’ o済調査．
評．c会（NGAER）のこめ推計作業は，金
融機関の資料をもとにする集計的ペースの調

査方法により1958年以来実施されており，

その第1次推計結果は，1961呼野Savhゴg

in　Ind　ia　－　a　mOIlograph．

NeAER曙〔407〕として発表され＃が，、

その後実施された〔AII　I・diaurb・n

savi119’sulfve． pヨ　〔1笑1’1　1hdia．’　・、’

ru・aL6評i・g　3dfveりめ調査結果
をも考慮に入れて改訂を加え：，’1961年発

行の前掲作業に改訂を加えた。

Nationa100tmciLof　ApPlied
　Econom童。　Research，New．1）elhi．

S・vi・g　i・lndi・・，A、．’ 戟E6P・9一

・aph∵N・｝・．p・、lhi・、　c　1961・

　xii，　188　p．　　　　　　　　407

研（Fbb－7．2）．

N・ti・nal　Gbunρ、il・f　ApPh侍d

　：Ecollcmic　Researcll，N6w　Delhi．

　IJrban　inc：ome’and　saving．
　NewDclhi．　　〔1ヴ6匂；

・ii・1エ6P㌧＿：’
D．． Pゴ4・8

　研　（Bbd－562）

　　1960年中ぱ以降着手．ざれた全インド都

　市の家計収入及び貯蓄に関する調査。‘3段階

　の層化抽出により4，650所帯がかテ「され

　ている。この調査の方法については別に

　Urban　saving　survey－method
　of　techMd攻e∴11．961年が発表され
　ており更にこの調i査にさ’きだ’つパイロット．・調

査としで実施され．たデーリー地区の家計貯蓄

調査が①¢lhi　Sa・v・i・9．・u・V副と

　して出版されている。参照期間は出版年に先

　だっ1年聞。
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Punjab　Univ．　Dept．　of

　Economics．
　Gentral　and　state　governnユent

　budgets　孟n　India：　an　econo－
　nlic　　claSs　if　icat　ion，　　1958－59．

　Chand　igarh，　1958．　　　　　’．’一，

　596　p．　　　　　　　　　　　　　409

　研　 （Gbb－45）

Reserve　Ballk　of　India．

　All－Illdia　rural　credit

　survey；　district’monograPh・

　Bombay，　1957r59．
14　v．

Con．t（≦n・ts．

410

〔」〕　Osn玉anabad．　　1957．

　　　Sorath．　　1957．
　　　題∋s：t．．1〈．11al、葬de＄h．　　1957．

　　　Barmer、，．、、195串．・l

　　　Burdwan．　　1958．

　　　］）eoria．　　1958．

⑦Quil・n．1958．
　　　Jullunder．　　1959
　　　Nlonghy項．．　　1959．

⑩Ak・la．．，1959．
巨コ　BhatiI｝da．　1959．

⑫HassaD．1959．
個　W6st　Godavari．　1959．

魍C・imbat・re．1959．

研（Hb伺4）切一囮
ア研　〔1司，　〔1り

Reserve　Bank　ofl　India．

　A．ll－India　rufa．1　c蛇dit

　survey；・．∵report．Committee

　of　Dife6tion．　Bomb’ay，
　1954－57．．　　　　　　　　　　　　　　411

Vol．　1：The　survey　report
　　Pt．　1：RIural　families

　　Pt．　2：　Credit　agencies

　　　　　　　　sun’mary

Vol．　2：　The　general　report

Voi．3：The　tecl真．nical　report

研　（Hbf－11）Vol．。1－3』

　インド準備銀行が農村信用の分野におげる

その活勤の政策指針を得るため，1φ51年全

インドの75のdistrictの600村｝約
13万農村世帯を対象として実施した農村信

用調査の結果を報告したもの。調査は，． 舞ｺ
信用の需要老であ．る農村世帯単位の調査とジ層．

供給者である農村信用諸機関の調査との二つ’

に分れる。

負債残高，負債の三徳，借り入れ，返済等の

直接農村信用に関する事項だけでなく，家計

支出，資本支出，資本形成，貯蓄，投資，経

常農事活動等の信用に影響を与える諸事項も

調査されている6

更シこ　〔タ14〕　”Rura1・：．credit　folr・・．・．、

low－up　survey・G－enβral　revieW、，

repOrt”を参照。、

Reserve　Bank　of　India．

　Barlking　and　monetary　stat卜
　stiCs　of　India．

　Bombay，．1954．
　1005　p．　　　　．　　　　　　　　　412

　研　（Br．61－28）

　　1954年までに発表されたインドの銀行

貨幣関係の諸統計を可能な阪り体系的にかつ

．解説を付しつつ集積した統計書。包括期間は

独立前の時期にさかのぼり，たとえぽ一部銀

行統計，小切手決済通貨流通高のごときは，

19世紀半ばにまでさかのぼって収録されて

いる。内容は，第1部：全銀行，第2部：商

業・第5部：少額預金・第4部：1｛銅組合・’

第5部：小切手決済高，第7郡：通貨及鋳貨｝

．．第8部門捌子率及証獅場・第9：韓・

第10部：財政及政府負債，第11部＝保険

会社，第12部：金銀。　　　　　1．㍉．．

一74一



Reserve　Bank　of　India．
　Repく）rt　Oll　CUrrenCy　and

fi…ce・．．β・mb・y・．．、　415．．．．

　石罧　（Fr．61－7）　1959ノ／4P，　1944／

　　　45，　　1945／46，　　1951／52－

　　　1962／65

　ア研　1965／64－1964／65

Reserve　Bank　of　India．

　Rural　credit　follow－up
survey．　　General　revlew
report．　Bombay．　　　　　414

研（Hbf－16）

1956／57研
1958／59　石升

1　957／58　石西

1959／60　石｝モ

　インド準備銀行が1951年に実施した農

村信用調査の継続調査で56－57年度にそ

の第1回戦実施された（ただし調査Di＄t－

rictは前回に比べいちぢるしく限定されて

おりその数1泌ず尉1）．轍1959／6・

年に至るまで同じく地域を限定して毎年実施

されたが，伺じ調査は初の調査より10年目

にあたる1961／62鞭（ついてはあらため

て全国な対象として抽出方法kより全インド

農村負債および投資調査を笑施している。

そ4）報告書はまだ刊行されていないが

Reserve　Bank　of　Indi白．　Bu1－
1eti11，　Dec．　電65．　以、降1（この調：査

の主要な項目について断片的な調査報告が掲

載されている。

R、eserve　BaIIk　of　India．

　Statistical　tablcs　relating
　to　ballks　in　Ind　ia．　　Bombay．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　415
　’研　（Fr．61－5）

1945研
1948研
1951研
1954研

1946

1949研
1952

1955研

1947　1；反デ旨ブく石汗

1950研
195ろ研

1956研

1957　研を　　　1958　掃f　　　1959　．研

1960研　　1961研　　1962神戸

　　1959＆，1．940”年版（1941年1『1｝．

二一蔵）め・それ麺イと腰圃刊
行して・・た”＄、t寂、ti・事‘1・al坤，les

・g｝・ロ辞gt・b融・i・．．工9．di・”

を，イント準備’銀行が引ぎついで，以後継続刊

行しているもの。インドめ商業銀行の活動を

画する鏡面っ紬詳細顧料・1945
年版ま｝ざの名称は．．！lStatistical　ta－

blcs…　　in主ndia　and　Burrba”

、飾った・な繊隠釦とつく、〔1岡
llTre・d． ≠獅п@pr・gress．・f　ban－

k．i・gi・1・di・”迂回のこと．

Reserve　Bank　of　India．

　Trend　and　progress　of　ban－

　king　in　India．　Bombay．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　416

　研（：Fr．61－6）

．1940－1949／50　フ研

1951　　　　　1952

1954　拶千　　　1955　イ斑

1．957　脅F　　　1958　覆｝

1960研　1961研

1950

1955研
1956研
1959研’

1962国会

　1949年の銀行法（Section　5612．

of　the　Banki．ng．CompanieS
Act，1949）にもとつく年次報告。

Reserve　Bank　of　Indi母．

　Central　Officeの
　Report　on　the　survey　of

　urban　cooperative　ballks；

　1957－58．　Bombay，　1961．
　165　p．　　　　　　　　　　　　　417

　研　（Fcb－18）
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Reserve　Bank　of　India．　Deptポ
　　of　Researc｝λand．Statistics．

　Index　numbers　of　security
　prices．　Bombay・　1959．　418

　覆辛　（］Fbb－51）　　vo1．　5．

Reserve　Bank　of　India．　Dept．

　of　Resgarch　＆　Statistics．
　R傘Pρrt，　on　the　census　of

I・噸塙f、9・e轡1、i池il．itiρ・

　and．　assets　as　o貢56｛h　JIln6，

1948・・．B・mb・γ・．1．grO・

　291　P．　　　　　　　　　　　　　　　　419

　研（Fd－76）

　　　イン融立野ソド連合準備銀行によって

実施趣雌初の門門及簸酬す砲
　括的調査Gワ4ε年6月50日現在）め結果を1

　示す。第2回調査は1955年12月51日’現在。

　第5回は1955年12月31日現在で実施二きれた。

Reserve．Bank　of　India．　Dept．
　of　Rese．arch　and　Statistics。

　Report、o．n　the　survey　of

　Ind．ials　foreign　liabilit孟es

a唄．rsrrlr・．Po辞’bay・．420

研（Fd・67）．19551119．515

195聯版ぽ第3臥鋤回はゆ勿，．

Reserve　Ba：nk：o’ ?D1．nd孟a

　bulletin．　　・GM：）；　．・　　：，、．　、．

P⑩』b『y幽・th・R・6・・v・Bank・・

　Of・1血d‘ia．・　…　　　　：　．．　．・．42．コ

研1乙（2）19S19・115（iO；SupPl．．’）

　　　1961，　16（1）1962一

　　インドの中央銀行であるイシ．ド準備銀行よ

　り刊行されている月報。1947年に創刊

　（月は不明）。インドの毎月の．経済，財政，

金融に関する動向分析および通貨，金融，

財政，生産，’在庫，価格．，貿易，囲際収支に

関する経常的統計資料を掲載。

IX　En’terprlses　aIld

　　　Orgahizations

India．　Ministr・y　of　Go㎜1erce
　＆　IndUstry．

D・pt・可C御∂ny伽
Admi早、　i［≒t嫁i6n・Re・e・ナ・．h．．

　＆、Statistics　I）’i．vision．

　八lanaging　ag6r1CieS　gin●lnd五’a．

　（F童rst　round：　bas．ic　facts）

　byl．，Raj　K．　Nigum　〔郵ew　Delh坦

　〔19・5刀　524P．　　　422

研　　（Dc－7）

India．　Minist．ry　of　Fi’han．（le．

　Dept、of　Gompany　Law『一A．dlllini一

　．str．at．1011．

　Progress　of　joint　stock
　compani．es　　in　IIIdia．

　NewDelhi，　1955．
　xxvi，　46　p．　　　　　　　　　　　425

研　（：Lea．61－5）

1・d．i．・・Mi・i・t・y、・f、Fi直・nce．

Pサpt・、・f　E・・n・mic『Aff・if・．

　Company　La“r　aIld窪nvestment

Administration．
　Joint　stock　companies　ih
I・dl・・D・lhl・．．．・．　4．24、

　研　（Lεa．61一き2’）　ptj：19．51／52

蔑．1952／55
戦前の1914／15年版が第1回，1949／

50年からはNew　Seri，e亀sとして（第1

巻は1949／50≒50／馴年版の合併号）
刊行されてい：る。
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Indian　Institute　of　Economics．
　RePort　on　an　enqulify　into

　life　insuranc．e　and　provident

　fund　problems　of　low　income『
　groups　in　i｛yderabad－Secund－

　erabad　city　area　（sllops　and

　estabhsllments）
　「H：yderabad，　1956．

　xxi，　188　p．　　　　　　　　　　　425

　研（：F．ka－4）

Reserve　Bank　of　Indla．
Rev’堰D6・～1．・f’th的・一・P・・ativ・．．

m・
ﾁeln・・t　i・・噛・．　B・mb・y・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　426

　研　（Hbg－19）

　1944／45三菱　　　　　1959／46ア研

　1948／50・農総研　　1950／52研
　1955／5：4三菱　　　・　ig54／56研’・

　1956／57・・．研．；・』「1ウ・57／紹研

　1958／60；石汗　　 ．．． E　　　．196q／！61’三’菱

　　1948／50年版は第層4回目の刊行にあた．．

　るP

Reserve　Bank　of　India．

　Statistical　statenlents
・e．lati・g　t・tlle．・・ρperatiVe

moy9騨t．　hゴlpdiρ・．　B・mb・γ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　427

　研（：Le．61マ2）i940／1941－1942／19

　45，1．947．／1948－1960／61

1959／40年版が”Dept．　of　Co㎜er－

　cial　Intell’igence　alld　Sta－

　tisticsoから刊行されたのが第1回にあ

　たり・次の1940／41年版から謄Reserv6

Bank・of　Ihdi30に移管され．て今日に至

　っ》ている。

XNational　lncome＆
　　　Expenditure　　　　・　　’　　．

India．　　Gabinet　Secretariat．

　CentraユStatisticaI
　Organisatioh・．

　National　income　statistics。
Pr・P・sals　f・r　a　revised．．

series　of　nati・nal．　inc．qme

　estimates．　Delhi．　　　　428

　研　（Bbd－511）　1955／56　to

　　　　　　　　　　　　1959／60

1ゴdi・．　C・・t・・11St・t「 P・t．ical

　Ofganisation．
　1弓StirnateS　Of　hat’iOnal

　income．　Delhi．　　　　　　429

　図　（Bbd－158）

　研　（Bbd－258）

　1948／49　to　1955／54　鹿ζ1，拶F

　1954／／55　医1，TジF　　1955／56　【募ζ1，・可千

　1・956／57図，研　1957／58隠1，研

　1？58／5ウ　　　　　　1959／60　責野

　1960／61研　　　1961／62ア研

　1962／63　　　　1963／64ア研

　　戦後の公式資料としては1954年刊行の、

　1948／49年度より1ウS5／54年度
にいたる推計報告が最初の報告書で・その後

毎年刊行。それ以前につ、ζては〔43110

「国民所得委員会第敢報告」および〔4醐

の同委員会「最終報告」に掲載の資料がある。

第1次報告書では1948／49年置1鰍が、

最終報告書では1948年度計数の修正と、

　1949，50年度の推計が報告されている。
推計結果：は，付加価値法による産業’ ﾊ国民所

得9）み発表され・分配・支出面につ、とては発

　表さオして、・な、・。
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　hdia．　Dept．　of　Economic
　　Affair！S．

　　Final　report　of　tlle　Natio－

　　nal　Income　eomnittee．
’． @Calbu重ta，　1954．
　　　175　p．　．　’　　　　　　　　　　　　　　　430

　　図　（Bbd－137）’

　　研　（Bb．d－250）

　　　　インドの国民所得及び関連統計の推計事業

　　’をすすめるたわ掴一所徽皇言ゆ聯を明ら

　　かに，し，現在諸統計閉）作成，おタρミ国民所得

　　分野の研究、促進手段につき勧告す’ることを目

　　的として，1．950年設立された圏民所得委

　　員会．．（委員長はP．q．マ・7ノビス）の最終報

　　告野州だっ覧1951年明・矛細ラな検討
　　　　　　ゆノ　　結果が国民所得委員会第1回灘芦∵1（別掲

　　　1・t・ep・・t・£傾・駒．i6n・l

　　Income　Committee参照）として出さ

　　れた。この報告書にのべられた　統計方法に

　　もとづいて，中央統計局より1948－49年

　　以降各年次にわたり発表され・ている国民所得

　　推計（．Estimates　of　national
　　●．ln60me参照）がすすめられている。なお、

　　経済企画庁国民所得資料月報第70・号に，最

　　糸引報告の一部が「国民所イ尋委員会葦獣的報告慈碧

　　　としてほん訳掲載されている。

In（1ia．．　Dept．　6f　Ecol｝olnlc

Affairs．
　First　report　of　the　Natl（｝一・

na11・c・甲・C9・翻～¢rl．’． A．

・q・1・嚥・・．71’951・

10．5、．P・．・　　　　　　451

研．（：Bb．d－250）

111di・．’ DP1・・ning　C・nm・issi・n．

　lRepQr．㌻　of　the　Corrmittee　on’

　distributlon　of　income　and
　Ievels・of　livin9．　Pt．　歪：

　Distribution　of　income　and
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wealth　and　concentrat三〇n

cf　economlc　power．
New　Delhi，〔196む・1。7．　P．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・’432

ア研

Indiah・Gonference　on　R，esearch
　三n・｝τationa｝　Incorne，

　NewDelhi．・

　’Papers　on　nationa1・income
　and　allied　topics．　Vol．．．1

＆2・・d・byV・K●耳IY・
　Rao　〔≧Ild　otherミ〕　Bombay・

Asia　Pub．　House，1960．マ．62．

　2v．．”．”」　・：　…　．．．・、・・455

．研「（Bbd－507）

Indian　Merchallts．1．Ghamber．
　Econonユic　Research「aぬd　Trai＿

nig　F－d・t、i・・．・、皐．・mb・y・

　Na．t　i（，nal　income．of　India。

Gr．owth　and　distributio11
　（1950－51　　to　　1960－61）　Facts

anll　P・・b1・ms．　B・mb・y，〔196句

　viii，　271　P．　　　　　　　　434

　研　（Bbd一ろ81）

　　インド商業会議所統計調査及び訓練機関で

　発表された。1950－51年以降1960－
　61年にわたる期間の，公私の国民所得推計

　資料を集積し，’この期問の経済成長ならびに

所得水．準の変化をあきらかにしょうとしたも

　の。産業別生産国民所得の他，分配所得，・個

人所得の分布等の材料を集積しているっ

National　C6uncil　of　ApPlied
　．EcOnomlc　Research。

　Distribution　of　llatio1ユal
　　income　by　States，　1960－61．
　Ne、》Delhi・，：・1965．

　xi，　216　P．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　455
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 liff (Fbb-72)

XI I'rice FamilyBudget
   IjivingSurvey, ,

        '. '' 'J                      ',India. Cabinet Secretariat.
 Consumer expenditure by
  levels of hou.sehold expen-
  diture (Thirteenth round:
  September 1957--May 1958)
 Calcutta, 1962.
  228 p. (NSS Report no.･ 71)
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            ./ -1ilndia.. Cabinct ScQrctariatr;..
  General re,port no. 1, on i.:he
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India. Cabinet'Secretariat.
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     1959. 214 p. (NSS R,e-
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     (NSS Report･ no. 59)
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     1961. 122 p. (NSS Repo-
     rt no. 40)
 10th round: ])ec. 1955--May
     a956. 1961. 165 p.
     (NSS Report no. 47)
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     1957-. 1'965･. 154 p.
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India. Cabinet Secretariat.
 Tables with notes on pattern
  of household ownership and
 pros'session of land in ru'ral

 areas 1950-51 to 1955-54.
 Ca1cut ta, '1 962.
                 .  158 p. (NSS'Report no. 59)
                    '                      '' 442
 [Ell

 at(L6."63-6) i1-･･
      - t.      t - ttttIndia. Cabinet Secretariat.
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India.' Cabin'et Secr.etariat.
 Tables witlj notes on the
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India. Ministry of Coiniiierce.

 Report on an enquiry into
 the farnily budgets of middle
 class employees of the cent-
 .iels¥.2YgIMent･ Simla, 194494･s

 W?(Kf-9) '
I"I,d,'isa.'., ]5B"/ 'i.P, i,' Sat.r.Y of Labotir.

 9ost of 1iving index numbers
 in India. Amonograph.. .

-8O--

 Delhi, 1954.
  ii,194p. ''' 446
 -f <Kf-17) ･･
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India. Ministry of Labour.
 Labour Bureau.
 Report on an enquiry ihto
 family hudgets･of colliery
 workers in Jharia, by S. R.
 Deshpande. Lahore, 1946.
 .61p. .', ･.･', 447.
 7 Zbl

            'Ind.ia. Ministry of Labour.
                          ' LabourBurequ･ ., ...･
 Report on an enquiry into
 the cost and .$tandard of
 1iviiig of plantation workers

  in Assam and Bengal. Cal-
 cutta, 1948.
              '                    tt vi,112 p. 448
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 Labour Bureau. ･
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 Report on an enqtiiry'intso
 the family budgets of irdus-
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　1960．
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研（Led．61－2）

Index　number　of　wholesale
　prices　in　．lndia・　base　year

　eηded　Aug．1939；100．　（W）

　Pub．　by　the　Office　of　the

Economic　Advlser，　Ministry
of　Oo㎜erce　and　Industry，

　India．　New　Delhi．　　　　455

ア研　8（46）（Nov．17，1956）一8

　　　　（52）（Dec．．29，’1956）

　　1948年の工業センサス〔532〕の結果を利

用した新しい指数によるものが，・次の〔45弔

報告である。

1鵬Xi。∵膿1犠％亀≦樒，・喚

　rev．．　series．　（W）

　Pllbひ　by　the　Offi℃e．of「．tlle

　Ecorlomic　Advise．r・Mlnistry
of．Gonmerce’．and　Industry，

　India．　New　Delhi．　　　　　454

ア研　2（1）（Jan．．12，1957）一

．． P952年4月から1955年5月までの
1年問を基準として，品目数は112，算式

は相対法の加重算術平均，ウエイトは’1948

年から1949年にいたる1年間の国内生産

物プラス関税を含む，輸入品の取引額をもと

　にしている。

X】1　：Education
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vo1．　2　教研

　　　　　　　教研

1915／14年版が第1．回．．1．地方政府

機関からの報告をもとに作成している。なお、

インドの教：育関係の統計資料は．，　U9刀の

「統計年鑑」にも掲載さ才している。
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1949／50
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1947／48年版が第1回目の刊行。

IIldla．　　へ・Hnistry　of　Ed．11catioll．

　Bureau　of　Ed．ucation．
1弓d11Cati・nal　C・Stlng　StatlStiCS

　India，　1949．　　’Delhi．　　1951．
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教研

IIld互3．　熟夏inistry　of　Educatio11．

　Central　Bureau　of　Educat重on．

　EducatiOnal　StatiStiCS．
　Illdiar　Delhi．　　　　．　　460．．

　石ll　1945／46，　1946／47

　　1945／46年版までの名称はllEduca－

　tional　statistics　British
　India“，1947／48年版’まで刊行されて

　いる。

India．　Ministry　of　｝弓ducatior1．

　Central　Bureau　of　EducatiOn．

　Educational　statistics，
Indian　State．　Dellli．
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　Progress　of
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India．　University　Grants
Commission．

　University　development　iIl
　India；　basic　facts　and

　figures，　1965－64。

　NewDelhi，　1964．
　106　p．　　　　．　　　．　．　　　　465
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'])he E:ducation quarterly. (Q)

 Pub. by the Ministry of
 Education, India. ].)c:lhi.

                         464
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     1960, 15(1,5,4)1961--

>.CII[ Socio-I conomic Conditions

India. Cabinet Secret･ariat.
 Report on Indian villages:
 A st.udy o.f some socl,"il and
 economic aspects(T'enth to
 twe1.f･･th:,i`ourid,: December

 195}5,･-AuL.g.･us･t 195'7) Ca1cutta,

 1 9 6 1, .,'

  iv,45 p. (N/SS'-Rep()rt' no.: 45)

              t･f- - .465

 Nf (ILc.61-6) ..s･
Datta,Kalikinkar. ,･T･･,
 Survey of India`s social life
 and economic condition in
  the 6ighteenth century(1707-
  1815) Culcutta, Firma K. L.
 Adfukhopadhyay, 1961.

 Wf (K:r.61r28)

    /t t. t t    !Indian Society of Agricultural

 Econon}ics. .
 Bhadkad･ Social and economic
  survey of a viilage: a compa-
  rative study U915 and 1955).
 B6mbay,1957･,. .
  xi,71p. .,. .,.,-.i,,,467

 OF (Kr.61`8)

I.ndian Society of Agricultural
 llljlcon orn i c: s .

 Ecori(>,tnic and social survey
 of 'A･Tehsana district.
 Boml)ay, C'foi'exvord 1954]

 x, 521 p. 468
 lfff (Br.6a-57)

Nationa1 Counci1 of App1ied
 Economic Research, New Delhi.
 Rehabilitation and develop-
 ment of Basti districtl a
 case study in tb.e economics
 of clepressed areas.
 Bombay, 1959.

 v,a51p. , 469
 EIf (Br･.61-85)

XI[V i",;conomic I'1aniiing

    '             .t        '･,i 1.･1･･･i ,      tt
 THE FIR,ST FIVIi; YII]AR･PJ.,AN
                        '                      ･･1                    ･11                   '
India. PlanningCormniss'ion.
 I)tive1opment sc,h.erpes,in ,the,

  fi'r:st fi've year' plan.
                   '  to. p..l 1952.''

       tt  165 p; 470
 7M
India. 'P1anning Comnission.
 Thg first fivf yea,r plap.
 N6w I)e1hi, Cl952])

               t /t xvi,671 p. "'i 47'1
                       tt t          1         1 blf (Br.61T54)

                          'India. P1anningComrniss'ion.
 I"irst five year plan. -' 'i

 People's ed. Delhi, 1955.

 iVF (Br.64-54)
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India. PlanningCormiission.
      ' The first five year plan; '
  sumrnary.' New Delhi,
  troreword 195aj

  ix,149 p. 475
 blf (Br.61-64) '
     'Indlar, PlanningCoimiission.
 Review of the first five
 year plan. Delhi, 1957.

  iv,479 p. 474
 Nf (Bnc--154)

[[1}IE SECOTNU) FIVE YrlAR PLAiN

                      '
India. Central Statistical
 Or gan is at io n.

 The second five-year plan
 of the Indian Union, 1956-
 1961. A pictorial presenr
 tation. NewDe1hi(1956]

 vi,58 p., .475 [scIl (BN-565)

 blf (Br.61-41)

India. Ministry Of Infotmation

 andBroadcasting.. '
 Our second five year plan.
 7{9eB?iji956' ,,･/' ･476'

     tttit' '''-t        ' 7 Wf

Ind' i'

a. Ministry of'Information

                     tt and Broad'casting. ' ' ･''
 Second five year,plan. The ,
 ffamework. New De1hi, i955..'
           tt
 Pq (Bn-575)

               '                   'India. Ministry of Ihforniation
 and Broadcast'ing'. '

 The second five year plan;
 questions and answers.
 Delhi, 1958.' '

 7 blV

India..Parliam6nt. Lok
 Sabha. Coamittee`A' o'n se-
                            '                          ' cond five year plan(pla'n,
 policy, outlay 4nd alloca-
 t ion)

 Syposis of proceedings,
 18th-20th May, 1956j laid
 on t'he tablesiof' Lok Sabha
 and Rajya Sabha on 22nd ])vTay,

 1956. New De1hi, 1956.
                     '

 7Eff .
                            '  'India. P!anningCommission.
 Appraisal and prospects of
 the 2nd,five year plan.
 New )e1hi',

          , -11..-. ii,97 p. 486                       .
 ef (Bnc-2os)

India. PlanningCopMnission.
 Approach to the second five
 year plan. Delhi, 1957.

 ,125 p. 481
 7i;lf

India. PlanningCommission.
 Papers relating to the
 formulation of the s'econd
 five year plan. New Delhi,
 1955     .
 v,650 p. 482 E}l (Br.61-55)
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India. PlanningCommission.
 Statistics and Survey
 Div is ion.

i,gfip;ig,gn.,g, rag;?.:g ?A,seiig;･

 second five year plan.
 New De1hi, Cforeword 196IJ

                       -, iiji (Bnc-'199)

India. PlanningOommission.
 Second five year plan.
'Delhi, 1956.
                           '                 '                        .t xiv, 655 p. 484
                 ' bl} (Br.61-54)

irgd.La.h, ?,',a.n."'
Y'2' g.･,Cg･ilrlil,l, li$`On'

 agriculture. Delhi, 1957.

 255-520 p. 485 il}l (Hr.61-2O')lf'i'i[''''' ''''

India. 'Planning･Coinniission.
 Second five year p･lan; a dra-
 ft out1ine.'New' De･1hi, -1956.

 iv,196p. ･';-･"'''i'''''486
                     ' Iiff(i3r.61--s4)i '1
                    -
India. PIanningCornrnission.
 Second five year pian: irriga-
 tion and power. Delhi. 1957.

 51 p.･1' /' ' 487
 blf (Bnc-162) ,
                         '
India. ･Ptanning Coinmiss'ion.

 Second five year･plan, pro-
 gressreport;1958-59･ -'
 New I)e1hi, 196O.

 fif (Bnc-155) '
             tt        ･･ --85--

India. P1anningConmiission.
 Second five year plan:
 Surnmary. New Delhi, 1956.

  ix,188 p. 489                     / E}l(Br.61--64) 'i' ''l-''
       . ･.11 ･ ･･
TH]L, rlJIIIRD F!VE YEL4LR PLiVNI

AIl India Congress Corrimittee.
 Draft out1ine of the third
 five"year ,p1 a,n.,i' ' a,s ynlpositlm.

 New De1hi, 196O.

  ii,292 p,, 4gO
 blf (Bnc-202)

India. Ministry of Comnerce
 and Ind,y..stry. Development

      ttt Pr'odti.ction and programnies

 pf manufacture of rnachinery
 and equipment in 1961 and
 in the third five year plan
 of In(lia.. ,"Build machines-
 bui1,d Ind i,a," .,,.Nesy, De1hi,

 1962. ,･    } . ,., .I+..,.:.
  iii,274 p. 491
 Nf (Bnc-225)

India. P,lanning-Cormnission.,
 Probl,ems in the-th.ird p1,,an,;
 a .c:r.it,ical ･misce,llany. ,,:,

 Delhi,1961.'/' .･･                    -

 IilF (Bnc-177)

India. Planning Conrnission.
 Third five year plan.
 Delhi, 1961. ･
 xiv,774 p. 495 pa(BN--762) ･
 Ief (Bnc-182)
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India. 11'14nningConrnission.
 Th.ird five yeqr p,1an. A dra-

 ft outline. Nei?v Delhi, 1960.

 y,265 p. 494'
                             '                        ' Yf (Bnc-146)

India. PlanningCommission.
 Third five year plan progress
 report, 1961--62.
  (l)e1hiJ 1965.
              . 220p. '' 495                '               '
 blf <Bna-685)

India. P1anningCornmission.
 Third five planl sunwnary.

 Delhi,in.dj ' ''
                         ,                    '           tt tt
                         ' WV (Bna-766) ' ''
India'. Pl'anningCon'nmission.
 'i'he third p1an inid"'term

 appr-aisial. Delh'i,'1965.

  iii179p.'' '':497
                             '    '      '                          '                            t. 7Eff ･

India. PlanningCoinmission.
 Towards a self'-reliant eco-
 nomyl India's third p1an,
 1961-66. (Delhi, 196:ll]

 520p. ,, 498
 tg 4k

Maharashtra (State) Finance
 Dept. (Planning).
 Schemes in the third five-
 >'rear pltin; Maharashtra State

 Bombay, 1961.

  ii,556 p. 499
 Wf (Bnc--254)

.

Maiiarashtra (State) b'ina'nce,;

 Dept. (Planning).
 The third five-year pl'an: '''
 Maharashtra State. Bonib'ay,
       tt t                       '  1961. '

  iii,265 'p. 1' 500
                 ' "'"Jf(Bnc'-251)' 'i'

Indian Statistical lnstitute.
 Economic strategy and the
  third plan. Ca1cutta, 1965.
  v,152 p. (Studies relating
  to planning for national
  deve1opinent,no.8) 5O1
 7 re}

MISCELI,ANEOUS

lndia. comnittee oh pian

 Projects.
 Report of tlie team for the
  study of corrEnupity projects

  and national extension,
  service. New Delhi, 1957.

 Ii}f (Bnc-142) vo1. 1,2.

India. Ministry of Irrigation
  and Power.
 Central N'Vater and Power
  ConTnission (IPower Wing),

 New De1hi.
  Planning for power develop-
 rr.ient in India. A handbook
  of informationn. Delhi.
                         505
 ･fifF (Bnc-161) 5rd ed. "955),
               4th ed. (1961)
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India. PlanningCom!nission.
 Five year plan; progress
 report. New De1hii,-1955-56.
 5v. ''-''･'･'1.･'.･･'-, 504
       '             ' blf (Br.61-65) 1955-54,
   Api./Sept. 1954, 1954-55
 -7E.Jf 1951/52 Sv 1952/55

!ndia. PlanningCommission.
 Irrigation and power.
 New De1hi, 1954.

  i,46 p. 505
 ilF? (Hc-5)

India. P1anningCommis'sion.
 Plan resources and outlay.
 A review. New De1hi, 1959.

 re} (Bnc--22O)

India. PlanningCo!rrrnission.
 Tlie problem of economic
 development. Delhi, 1954.

 NV (Bn-151)

India. Planning Conirriission.

 Ptograrnnes of industria1
 development. Delhi. 508
 ptl (BN-587)

 ･M (Bnc--96)
   1956 to 1961 El<i,til?

   1961 to 1966 fiF

India. ?1anningCotnnission.
 Progress of land reform.
 Delhi, 1965.

 v,276 p. 509
 Iiff (Hh'--59)
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India. P1anningConrrn,is.silon,.,

 Progress..of the,. plan.;.

 a short ,survey of,the vfo,rr
 king of the five year pla,n
 from Apr. 1951 to Sept.
 1955. Nexv1)elhi. 1954'.

 iii,156 p. 5'10
 EJ]F (Bnc-155)

India. P1anningCorrmiis.sion..
 Selected plan statistics.
 New Delhi, 1959.

 fi.If (Lea.61-25)

India. Planning Cornmission.
 S.tate deve1opment p1ans;
 revie>s' of progress. Delhi,
 1958     .

 78.p,. ･ 512
 tiff (Bnc-221)

India. I)1anningConinission.
 Pr.ograrnnie Eva1uation

 Organization.
 Evalualion.report on cormiu-'
 nity de,ve}opme･nt and some
 al1ied fields. 7th ed.
 Delhi, 1960.

 Wf (Bnc-189)

India. PlanningCotrmission.
 Prograiunie Eva1uation
 Orgallisation.
 Eva1uatien report on xvorking
 of coinnunity deve1opment
 and N.E.S. blocks. Summaily

 and conclusions. Delhi, '
 1958.

 55 p. --514 ifff (Bnc-141)



Bombay（State）

　Detailed　estimates　of　the
　second　five－year　pian

与・hem・§・1940／61・β・mb・y・

G・vt・．C・ntra1　Pτess・．1．9．6qP

　ii，586　p．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、，．与、15

　研　（Lc・．61－21）

Bombay（State）

　The　five－year　p13n．　for
　」Bo1：nbay　State，　195f一・ら2’」f6

1955－56…，B・甲b・γ2、19、55，．，

　311～　p。　　　．，　　　　　i．．，　51φ

　研　（Bnc－108）．　　・　　　．　・　｛i

All　India　Congress　Gon■nittee．
　1）1anning　Sub－Corr函ittee．

　Ooちy．sen匹i．nar・　翠ay　5q－June．

き・コρ59；脚・r・μir・ussed・．

理q・ゆglhi・1？59・

　217　p．　　　　　　　　　　　　　．517

研’（BIlc－198）

Natlonal　Gouncil　of　AbPlled
　Economic　Research，　New　Delhi．
C心rren亙prρり1鄭’・f．　planne4

　econolny　（Five　years　of　re一

，即∫ghbyN咄k）・
N・ゆ・1．垣…96字・

viii．・，！．15　P・　．、．『，、．5担

研（Bnc－227）

XV　National　Sample　Survβy

全国標本調査（NSS〉艸蜘調（C6ワ＝

t・al　StatiStical，q重心ahizat．i・n）

と疵痕5最，も：重袈なi暁計調査一機関としで1’9：50年

に設立された全国標本調査局（Directofate

’一 W8一

of　National　Sample　Survey）
により実施されている。この調査は、無作為

抽出標本の基礎の上に現存する統計情報の不

備をおぎなうため、継続的に実施されている。
この’ｲ査の種類を大別すると次の通り。

1．社会経済情勢。小規模家内企業の生産な

　　らびに消喪中農業統計にかんする資料碗

　　収集。

2．組織化された産業部門にかんする資料の‘

　　収集。

乙　各州政府がそれ自身の機関によって実施

　　している農業部門の調査の監督，ならび

　　に各州政府がその調査あ結果を分析し調

　　照する際め指導。

以上3項の事業内容につき、次に略述する。

1．社会経済調査　これは調査員が標本世帯

　　を個別訪問して資料を収集する6・資料の

　項目は、世帯規模，収入，支出の構成，

　生命統計，人口学的，職業的特性等々に層’

　わたる。

　　この他，無作為抽出方法によらで選定さ

　れた田圃への現地訪問，成育中の作物の

　視察，および坪がり方法による主要作物

　の収量決定によって，作物の作付面積，

　　および収量にかんする資料渉集められ1：；．㌔

　又標本村落牟体セ『ついで集檀さ塾た作物

　生育期間中め賃金及価格kかんナる資料

　が集められる。以上の資料は通常，NS

　　S局が実施する一般調査round．中に収「

・驚叛繋油壷了こ潔・

　　儲る琵棚る∴’9袖物在磯
　　17rd亡ndが進行中であ’るら’各沁hhd

　の調査計画はNSS計画諮問委細会によ

　　り決定される。調査の設計計画及：び調査

　員の管理，資科の分析，整理及報告書の

　準備はインド統計研究所に委託して実：施

　する。

以上め識φ卿あ他・Nss局1ま多
　　く’の問題に：ついて特殊調査を実施しているQ



2．組織化産：業部門　1gS2年（参照年は

　　1951年）以来，．NSS局は毎年・・告

　　工業標本調査（．SSMI）を実施した。

　　しかし1959年，これに代って1955
　　年統計法にもζつく年次工業謹査（AS

　　工．）’が御れることになった・

乙　農業蔀門講査にかんする技術指導　この

　　　うちζくに重要な各州の作物収量にか々

　　する訥査指導について述べると，：NSS

　　局略州嘩顛る謙の嫌・・規び定
　　義が統山1的で南り・開李作業潜ふ1そ．ろい

　　で’な㌔；・．よう指導する。そればま牽．，無作

　　為辮作物隔り葎にもとつく脚・侠
　　量の推定に層かんし、州政府に文援を与え

　　る。当初はこのような調査は食糧作物に

　　限られて”たが・1957｝一門以来

　　非食糧作物もふくまれる．よう，拡大され

　　ているo

1・diρ・． D　C・b．inet　Secrbt．ll・i・t・

The｝】afi・・al　Sa1nple　S・lrVey．

　．Delhi，　1952－
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　　　Aprl　1952－Ma・rl’1954．）．

15：Ilもeport　on　sample　survcy
　　　　of　manufacturing　indust・ご

　　　　ries．　1951

16：Report　on　employment　and
　　　　unemploymeIIt（Ninth　round：
　　　　Prelirllinary・May－Nov．
　　　　1955）
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INDONESIA
1、General

Indollesl．a．　Biro　Perntjang
Negara・　　　　　　、，．

　Indonesfal　s　econdni』c　and

s・ci・l　deY・1・pment・1血

1954ゆyNati・nal　Plan－
nlng　Bureau．　Djakarta〔1955〕

　101p．　　　　　　　　　「　．　520

Reprinted　from　Ekon6mi　dan
k・u苧・g・穿，1・dqne・1・’ oj．h’li

1955．

ア研

その他から左る。左目、インドネシアにお

いて毎年刊行されている総合的統計書は中

央統計局から刊行されているこの統計要覧
のみで、’ A民地時代ゐ”Statistisch’

Jaaroverzicht　vall　Nederla一
・dschrl・diざ”1．．1吻／25－19を9）、

〃

　Indisch．y6rs．lag・1【・Statis－

ch　　Jaaroverzicht　van
Nederlandsch－lndiε　（1950－
1941）来に比敵するものはまだ刊行されて

いし左い。

米本学図書館所蔵1φ40。

　本学研究所所蔵1950－1958、1ウ400

Indonρsi3．・Biro　I）us．at

．Statistik．

．Pgrkembangan　ekonomi　di
Indonesia．D．．jaka士ta．　　521

ア研　　1952一’1955

Indonesia．　Biro王》uga亡

　Statistik．．

　statlsticai　p6cket　book

of　Indonesia．Djakarta．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　522

研（．：Lc．55－2）1957－1963

　　1956凸版以il華継続刊行。オランダ

の植民地時…代に’1950年から41年ま

で刊行されてい’ｽ「Statistisch
Zakboekje　voor　Nederlan－
disch－Ind’ 堰De」を複刊．したもの。

内容を1961年版によって示す。

1．地理的位置、面積、気象．・2．人口

3教育　4．衛生　5政府機関、議会、警

　察、司法　6．原住民農業　Zエ．ステ＝

ト蝶㌫業暗産1磁業・採石
11．製造業、電気、ガズ12．輸出入寅易、

島嗅間貿易く131運輸。通信14．財政、

金融15．消費16物価、生計費1Z労働

Lev・　Pani．el　S．

Abibliograpy　qf　lndon．esian

Government　documents　and
　selected　Illdonesiall　writing

　gn　government　in　the

GornellUniv・Library
N．Y．，．　GornellUniv，　1ウ58．

　58p．　．．　　　　　　　　　　　　　523

駅Aa－192）

　　　Ekollomi　dan　keuangan　Ihdo－

　　　　nesia（Ecollomics　and　Fina－
　　　　nCe　ih　lndonesia）．（Q．》

　　　　Jajasan　I）enerbitan　Ekon6rhi

　　　　dall　keuangan．　Djakarta．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　524

　　　　研4（4－6，9．，10，12）（1953），

　　　　　7（15，5．6，10）（1954），8（7－11）

　　　　　（1955），10（2，4／5－11／12）

　　　　　（1957），11（1，5／4－11／12）

　　　　　（1958），12（1－7／9）（1959）層，

　　　　　15（1／2－11／12）（1960）　，

　　　　　14（1／2－5／12）（1961　），15（1／

　　　　　12）（1962），16（11（1963）一

一95一
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Grafik2　perkembangall　ekong－
Inl　di　lndonesia　（Graphs，

　on　the　economic　develoP－
　ment　of　lndonesia）　（Q）

　Pub．　by　the　Biro　Pusat

lStatistik，　lndonesia．

D胆kρ・t．・・　　　lr25
研12）ig61
ア研1ワ’50－1955，1958一

．蘇町回・鵬q旨数）・齢・
通信、金融、国際価格レ亡関す乙統計図表を

掲載。

　〔526〕は195，5年の第1～第4四半
期報の邦訳。

インドネシア共和国中央統’計局

　インドネシア経済統計図表、1955年1

　月から12月まで
　東：京　 仔召矛029（1’954）

43P・　　　　．，．．　526
　（1」e．55－2）

　　〔525〕の1953年分を邦訳。
但し原資廓斗に掲載されている運愉・通信に

　関する統計表は、この邦訳版では省かれて
．レ、る。

Statsit童cal　abstract．（、1）

Pub．　by　奪lle　Biro　Pu＄a‡

　Stat’玉stik・　Indonesia。

Djakarta．　　　　．．　　　　与27

研1955ご
　　〔528〕”St・ti．・tik琴．・喚lup－

　ktur”¢）：英≡文ll反。　1’955年禽弓干｛1。

1957年4月以降は、”Statistik
konjunktur”が英文を併記することに

　：なり琴蓬干qo

Statist！1些．1宇9解1・見n：｝；tμr（Monthly

　survey）．

　Pub．　by　the　Biro　Pusat　S‡a－

　tistik，　Indonesia．

Djakarta．　　　．…．　　　　　528

1刻　　　（5／6．7／8）1962

｛i汗　　　（1／2）1961　．（1／4，5／6，7／8，

　　　9／1　0，11／12）19．62，（1／4）

　　　ig65

・ア研Oct．1949一

　　　〔1〕ack：（1－5）1951，（1，11，

　　　12）1952，（12）望953，（1－5）

　　　：1954，：（1）1956，（・12）1957・〕

　　インドネシアにむける基礎的統．計資．料。

　培950年より月報として刊行。構成の諸章

を1961年1／2月号により示す。1．生産

　2．労働．5．外国貿易　4．物価　5．運輸・通信

　6財政　Z消費　8．国際統計。資料の出所が

示され、．統計に関する解説を付す。19・57

年4月号より英文併記。1955年より：

　1957年3月までは英．文版〔』527〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　が刊行　　　　　　　　　　　abstract　StatisticaI
　されてし（た。

丑Popuplation　Vi．tal　Stati・s－
　　tic．S　・耳OL！sin．9　　　　　　　　　　　　1

一96一

llldonesia．　Biro　Pusat　Sta－

　tistik．

－Penduduk　lndonesia．1：’Djawa

　dan　Nladura．　1957．　Djakarta，
　1959．　　　　　　　　　　　　　　　　　　529

　1　V．

ア研

　年刊。郡・市別を最：少の地域単位’として男

女・国籍別人口を掲載。〔5’50〕、〔5ろ1〕

　〔552〕を結果報告とする1961年の人ロセ

ンサスは、1930年以来のもので、1．0月1

　日より同25日までの期間を世帯の確認と予

備調査iをし、10月51日目：．本調．査iを実施し

て、予備調査の記入を修正する方法で澄こな



．？ている・入口…耀統計に？し・烈ま・・イ．踏

ネシアでは新住所による登録声義務づ嫉られ

一と偽るが、必ずしも履行されて吟奉いのであ

砂賜寺、でき・ない・な胡9566FO西明人
・が⊆，昌，2．．4〕ぞEk・n・田i伽．　k¢u一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
angan・lndones　ia，　Feb．生．9，56

にのっている。

1ndonesia．　Biro　Pusat　Sta－

　tistik．・：．．．　1　．

　Sensus　penduduk　19φ1．　D．C．

I」・，D．乳ak3r．ta、、R・ay臼（angka｝an哺

g坤te卿，．1，、Dj鉢a．rta・1965・
．．6；2p？．、；．．　　．．　．　：　．，、　．．．：　　　：　　　　　550

研．（乃d．．：551「一5）．

1．ndonesia．　Biro　Pusat　Sta’一

tistik・

　Sensus．penduduk　1961　’（Popu－

　lation　ce．nsus　1961）Repu－

blik　lndollesia．　Djakarta，

　1962．

　15p．　　　　　　　　　　　　　　551

研（：Ld．与5－1．）・…　．．、　＿一

lndon（専si皐・．Biro，Pusat・．Sta’門

　‡is・tlk●、．

　Sensu．s　pgn（luduk　1961：：，Ser－

lu・uh1βd・ne・i・（Aηka年・eデ

　mentara　hasilpengolahaロ，1、％

　sample）　Djakarta，1965．
　8p．　　・’　　，　　　　　　　　　　　552

研（Ld。55－2）

アジア経済研究．所

　インドネシアの統計

　．178P．

　（アジア経済研究．所

　集）

　liと1（1」d．一504）

　研（LC．55－1）

〔東京〕　昭和36

研究参考資料　．第5

　　　　　　・　555

1nUonesia㌧　Universitas．；．11eln－

　baga．

・，．oen．jelLdikan　Ekonomi　dan・．
　λlasjaraga．t・　…　．　　　　　　　一．・：l

　Some　d．ata，’on　the　Populat・i－

　on　of　Djab．ries・，　a　v’illage

　in　c．entr、ai，　Jalv’a；　　a・report，

　ed．　by，Vidj：ojo．Nitisatro・

　〔Djakarta，　1956〕　26P．　554

　ア研

皿・1〕ab・ou．r　蝕11ployment　W白ges

一97一

．lndonesia．　Biro　Pusat　Sta－

　tistik，
．Upah　pada　perkebunan2（Wag－

　es　paid　on　estates）．・．

　Djakarta．　　　　　　　　　　555

研（Lem．55－2）

　↑951ア研　　1952ア研

　1955ア研’　1954ア研

　1955ア研　　1956ア研
　．1957、ア研　　　1958．研

　　1959，ア研．．，．」．9．60ア研．

．14961ア研

　　1・「936年に実施されたジャワ・マズラに：

関する調査が篤1回バ戦後は、1950年か

　ら毎年実施。　　調査対・象は、ヘビア・ゴム、

茶、コーヒー、キナ、甘庶、油やし、煙草、

　ココア、ロープ用繊維作物の9種を主に栽培

　している全インドネシアのすべてのエステー

　ト。な献インドネンアにかける労働纐トの

　資．科は、〔522〕の「統計・要覧」に．業務統

　計が掲載されてかり、また労働省による賃金

　と労働時間の調査が、1957年以来むご左わ

　れ、結果が労働部より「Report　on　the

　sanlple　survey　of　wages・

　ear．nin鍔s，　and　hours　of　work

　in　Sukabumi，1960」と　して公表さ

　れている。この調査によってエステートと、

　製造業、その他事業の労務者の男女別等の賃



金が把握できるように回ったといわれる。

1nternational・］しabour　Off重ce．

Report　to　the　Government・．of

　lndonesia　．o血　the　introduc－

tioll　of　methods　for　the

　analysis・o．f　labour　supPly

and　demand．　Geneva．1958．
　76p．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　536

研（Ke－660．）

　lnternatiollal　］［、abour　Office．

　　Report　to　the　Governlnent　of

　　lndollesia　dn　social　securi一圏

　　ty．　　Gelleve，1958．
　　91P．　・　　1　　’　　　　・　　　　537

　　研（Kc－101）

y　AgriCulture

　lndonesia．　Biro　Pusat．Sta－
　　t玉Stlk．

H・・g・2b6ra・dan　dl．a1、gung

　　didaerah　perkebunall　de

　Djawa．　．Djakarta．1　　　538
　ア研1951－1gS4、1955＝1957
　　　ジャワ地域にかける米むよび穀物価格に関

する統計・

1玲d’onesia・　Biro　Pusat　Sta－

　　tistik．

　H：asil　pellangkapan　ikan　laut

　di　Dlawa　dan’Madura　daIam
　tahull　1955　s／d、1962．　Dja二

　．karta，　　1964　．

　50p．　　　　　　　　　　　　　　539

　ア研

lndollesia．　Biro　Pusat　Sta－
　tlstlk．
1」uas　p’anen　dan’pr6duk．s五』・．

tanam2an　r包kj・at　berulhur．．、．

pendek　Djawa・．dan　Madura，
angka2　s’6m6nt．ara．．・　Dj・akarta．

　5．Op　9　　　　．・・．．・・　．　ご　．　　　　540

ア研

1ndonesia．　Biro　Pusat　Sta－
　tistik．．　　・．　・　ド．

　：Lllas　pallen　dall　pro（luksi．l

ta．namtana1．nan　rakja工be．rumur

’pendek；・．・Djawa、dan　Madura，

Angka2　tetap．　Dj．akarta．．・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．4．1

研（Lea．55－9）

1953ア研　　　1954　ア研
1・9・5：5ア研　　　1956　ア研

1957ア研　　　1958　ア研

1．959　　　i1960・研
196・1’ア研

lndonesia．　Biro　I）usat．　Sta－

　tistik．

Produksi　bahan．makanan．

utam3　di　lndonesia　（1）rodu－

　ction　of・・princi・pal　foodstu－

　ffs　in　lndonesia　）．

Dja．k：arta．　　　　　　　　　　542

’研　CL　6　a，55－10）

1955・，ア研　　　1954　．ア研．．

1gS5ア研．19与6．ア研．．，

　1957ア研　　　1958　ア研

　1959　　　　　　19ζ～ρ　 1班　
：，．

　1961　　　　　　1962　ア研：

　　水稲、陸稲、とうもろごレ’カ．サ．ぺ甘馨、

ピーナッツ、大豆の7種に関する生産統計。

英文併記。
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lndonesia．　Biro　Pusat．Sta－

　tistik．

Rubber；　area，　produρtioh，
．trade　and　consumptlo血、

　1958」・　、〔Djakarta2　1958〕

　82p．；　　，　，．、．　　　　　　　　　　　543

ア研

lndones、ia．，　Biro　Pusat　Sta－
　tistik，・一。　’　．，、・，．＿．．，，；

　Statistik　karet（Rubb（3ξ．

　statistics）．　　Djakarta．1、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5’44

　　ゴムの作付け、生産、口出、価格の4部か

らな；るパイ．．ンドネ・シアのゴム統計にかんする

基本的左資料で1955年より年蝦として刊
行。

　　　　　i・．　　．o｝　　　　　　　　　．，1：．　　　　　　　三

1ndonesia．　Biro　Pusat　Sta－
　tistjk．．．

Tanamtanaman　perdagangan
o．erkebunan（Comfllercial

　crops、　of．　estates）．

1）jakarta．　　　　　　　　．　　　　．545

研（：Lea．55－11）

1953ア研　　．．．1954．ア研・．

　1955ア研　　　　1956
　1957！ア．研：；，．・4958　：．，．・・、．、…、・：

1959ア研　　　望96．Ol；、、

　1961．1ア研：

　　エステート農業統計。エステート数、作付

面積、作物．別収獲面積、作物別生産高左どが

調査項目として掲げられている〔英文を併記。

Angka2　makanan　dipasar　bebas
　（tidak　pakai　beras、）　．（ハゾD．．．

　Pub．　by　the　BirQ．iPusat，　Sta－

　t．istik，　lndonesia・．、．

　Djakarta．　　　　　　、　：　．・　．546

ア研Djan．1960一

Berita　ringkas　pane準、d、3取．、〆

　pehana．main　beber3pa　tanam2

　an　jang．berumu犀・P、en4：er．di

I）j・awa　dan　Madura，（Go．n．clilse

　survey　of　haryeste（エ．．and

　pIanted　area　of　annuaI　farm
　crops　o．n　Jav．a．and，lMadura）、

iM＞．・　・．．，1∴∵、　　　　　　　　・＿

　Pub．　by．the　Biro　Pusat

　Statis・t、ik，．、1ndonesia．

　Djakar．ta．　　・，1　　、　　　　．547

・ア研Djan．1960一　　　　：、、：．．．．

　　水稲、陸稲、・とうも．ろこし、甘瓢　じゃが

いも．等、21種の一年生作物の当月中り収獲

．面．穣、．除却面積、新掌に作・付けした面積、．月

末の立毛面積にかんする調査011．年をま：ζめ

て〔522〕”Statistical　p。cket
b・・k・f．lq．伽・・い誓ま鵬，；、〆．．’

Berita，rl．n、gka事　pro（：k真ksi　dan

　persediaan　tarlan121an　jang

　terP¢n‡．in9（．Gon、ci．s～｝．bulletin

　of・．pr．odμct．ion．aP、d　stock　of

Pri．nc．lple　estatecrqPs）（M）
　Puり・、順y．，t．he．、3irQ．Pし1串at、．：，

　S多iζtlst．重1～・　ユndonesi…ξミ・．

　Dj．akar．、t、a．．，．，、一．　．、　！ピ，548

　ア研Dj．3n♂？6ρ｝r　・　；．　．二，、

Har－9a，宰．り・ra・d．ipasar　b・b・・

　diユndonesia　（Rice　prices
　oll　the　free　market　in　lndo－

　nesia）　（1rreg）

　Pub．．　bv　the　Biro．、1）usat

　Statistik，　lndonesia．
　Djakarta．　　　　　．．　・．．．．549

　ア研Sept．27，1962－

I」uas　panen　dan　pen．anaman

　tanam2an　rakjat．・beロ1mur

　pendek　Djakarta　dan
一99一



　　　MadUra．　（M）

　　　Pub∵：by三’the　Biro　Pusat

　　　tiミt．ik㌧しlndonesia．

　　　Dja些タr’ta・．

・…ア奄o坤・1暁．

ξ・幽’Lua、一t。n。man，　P，。d。k、　i

　　　persed．laan　　2

　　　nan　jang　terpentl119．

　　　Pub．．by　the　Biro？usat

　　　Statistik，’11ndonesia．

　　　Djakarta。　・・

　　．ア研」956－1958、．1960二1962

Staこ

550

　　　　　　　　　　dan

tanam　an　perkebu一
　　　　　　　　　　（B．ND

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　551

1重．琴エステート作物の植え付け面積、生産、

歌轟．．’び供給に関する資料を掲載01950年

創刊。英文併記。

V蝋．i白ih9・＆lndustry

lndonesia．　Biro　Pusat
　Statisti・k∵；

　Perしisahaah一」perus・a「haan　indu－

　stri　d‘an．　f）（｝「でUsah・aa’n－perusa一

・haall　lisfri．k　urhum：dan　gas

’i（！M：a．nufacturing　ihdldstries

・血7d　pub；li・’：elect・ri6；light

・－≠獅пD；Pむ～ver　P；la・nts「．・ah．d　town

gas　works）・Dj；a：k；a・f．圭・a．　　552

ア研195ぎ一’1’9ち7、．．1帖ウよig60

　　インドネシアのユ業と製造：業に関する年次

調査6戦前は1959、194α年にi行左われ、

戦後は・1ゆ49年より1．959年まで継続、秒59．・

年以後．は四’半．期毎に実施されている。対象ぼ・

10人以上の従業者もしくは何らかの鰻櫨力．．

を使用してらる事業所。付録に電気、ガス統

計の資料を掲裁。英文併記6層’．’

　85　　　P・　．．　　　　　　　、　　　　　555
研．（Lelal．55＿1）　町’L’；‘

．〔，r52！の邦訳．，∫囎

lndonesia．　　〔Di「：6ct．brate　of

　llldust．riaIizat』ibn．　　1nfor－

matiOn　Divlsion．1
l．

The　developlnent　of　peop16s

　industry　in　national　over一
。1’ 撃пEv・1。pm，nt　plab．

　〔n．P．，11．d9〕

　44p．　　　　　　　　　　　　　＝　　　　554

ア研

皿　Comllerce　Tfade　Balance
　　bf　P・yment・．

lndonesia．　Biro　Pu「6at

　Statistik．

lmpor　dan　ekspor　dari
　lndollesia．　Djakarta．

Gohtent＄・一1・　Export；Djawa
　dah　N夏adura．一2．　　Export；

Sumatr出　Kalimanta，　1ndo－

nesia，　Timur．　　　　　　　555

ア研1948／49－1950

1ndonesia．　Biro　Pusat
　Statistik．

lmpor　dan　ekspor’menurut

　djenis　barang；　t．rade　by

co㎜od．ityl　Djakarta・556
了塊潔ブ9・タll．1・91を・195へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndonesia．　Biro：Ph§．at

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistik．

インドネシア共和国・．中央統計局　　　　　　　　1mpor　dan‘eks．Por顧menurut

篇総萎蓑難業統計（インドネシ島lllll∵fゆY　COunty157

鯨’1195・7・4∴・・　　　　　ア研1947＝1954
　　　　　　　　　　　　q！一　　　　　　一100一



　　1nd・・寧鈴11．孕，㌔＼肩i・ρ・．ρu・ρt

l識細雨唾。，i、・

欄ltl∵∵1∵γ1．、∴558

　　　ア研η与1「19519・1・％1・19627，，

’§1膿1長．Bi「o　Pusat

∴P・・tani・・t・n・m2・k・p・・，，ρr1

　　　P・・1・ndb・uw、rxp9・、t　g・・va・＄P・・

　　　Djakarta．『　　　　　　　　　5．5g

　　　ア．研1948－1952

1溢d・ρ・・，1、a・． D　K・ぬt・r　pusat　，，

　Staitsik．
A・gka2　t・hゆan．＄・卿t・・a；

　impor　dan　．eksめor．selama

t・hum　1950．，「vgL．1＆2．．56－・

　ア研voL2
　　　1950年の輸出入に関する統計資料を掲

　げている。

●lhdonesia．　　Karltor　Pusat

　Statistik．
　lrbpor　dan　expor　ユ1ndones重a．

’Djakarta．　　　　　　　　　　561

ア研1945・1947・1948・1、955

1nd（～nesia．　Biro　Pusat

　Statistik．
　1ndonesian　trade　with　EGAFE
　c・ollntrie‘s，　1957，1958，1959

・吋ξan・刀’une　19．66・．

　』P’jakarta（n．d．〕

　42．P．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　562

　ア研

国別・商品部類別インドネシア・輸．入統計表

、11，．．％高砂インドネシア協会編

　東京　日本インドネシア協会

　日召矛058　（　1　9　6　5　）

91ρ，・，，吹聴響解洗第30巻）

國嘔5r三5）1、・・1、565

顧a．：fln瞳鳶l16P・…d・一
　　？斧．iρ．，卑ρn撃r・t“jen．1・

b・・ah』92’含gl・歯軸k・n・mi；

認二1譲マ臨野Pl屯ls’

P・bl．by．．．t’h・B三’・・セ・・at

St孕ti・・tik・．．1πd9撫、65．．i．・・

D」・kart尋・．　、、．．・．．　564

　　ア研Djanj96．0」．．．

　　　品目グループ別愉出高に関する簡易調亨私

P・・i、t・・ingkas，．．imp6．rt　lnd・一

ne＄1・men・・ut　dj鋤・

bρ・ang字9・1・ng・nρk・n・mi；

c・粋。．i，rρsu「vey・・f，．ilnp・・t・・

by　ec・n・mi・．9．・gup・・．（M）

　Pub．　by　the　Biro　Pusat
St・ロstik・1・dqρ．rsi，a・・

Dj自lk・’・t・・　　．、，　r　565

　ア研Djakarta．1960「，ド
　　品目グ病プ別輸塙回する簡易調査。

Berita　r五ngkas．perda’gangan
　antar－pulau．　　（M）

　Pub．　by　the　Biro　Pus．at

S⑱t一．i・tik・lhd・ne3i．・・

9鍵脇96。＝・・：…66
『島．

ﾗ移出稿に関禰易融肱

Ek・p・・’ Dk・・et；r・b． cﾌr．・xp・・t．

　（M）

Pψ・byt惚Biτ・P聡・t
St呂．t博stik・ln．d・？、rsi孕．，・

P」．・k典≠．‡．・．・、．．．、．、．、　567

・1．ア研．． i1）1956一（12）’1幽9’58
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むEk忘滑 o・士面e面・ut　dj．．eh’i；－s』b溢lr．ang

（Exp・・t　by・・甲m・母．lty）2．．（珂）

　Pub．　by　the　Bifo　Puぎatl

　Statistik，　1ndonesia．
’Djakar．t．a：．．＝・’．・’．．ド；’．：．’ジ・5・6合

研lg5ブ訂961・（＝mi．ごr▽・’f、：ilm・・やy）

　ア研二Seぎゴt’．’1946一　　．・一　謡・・

’． k別相手国肌膚別醐りの輪御を
掲載。当月号には年初からの累計を併記。’英

文による解説を付す。’”1ウ57泊め創刊6本学

経済研究所所蔵ゐ資料は全七12月与5．なな

’単に名称を変更したものまで含め．て数卜種に

及ぶインドネシアの貿易資料の時然列につい

’ては、’．プジア経済研究所統計部に上る解説

　〃
　　インドネシアの貿易統計1、皿〔アジフ3怪

済り’5巻81ゆ：号（1％嫁う’”を参照のこと二

また同所より荊行め贋イジト妹シア貿易

↑ウち11」1ニウ61昭和．5ウ…4・04P・（’研究参考

』酬第九射”も利用で．きるて・．』樽幽館、

経済研究所所蔵つ「。　　　　　　　㍗’．㌦　’．’〆

インドネシア共和国中央統計庁、　，　：・．、；

　インドネシア輸出入統計　尽本．イン．ドネシア

　協会訳

東京　日本インドネシア協会一　　・．571

研：輸入の．部（・季刊）1959r19，6、1，；・：

　　輪出の部（月刊）1．959．（1－7、9、12）、

　　　　　　　　　　　1960（1－4Q、12）、

　　　　　　　　　　　119・611・（；1－1・2）～、・1

　　　　　　　　　　　1962．（4憎12．）冠　・

　　　　　　　　　　　，1965．（1、，：2）

〔568〕，（570〕・の邦．訳、

Perdagangan　antar、pUlau；・．・

　interinsular　trade．　（Q）
　Pub．、　by　the　B．i．：ro．Pusat，

　Statistik，　lndones．ia．・．．．

Djakart・a・，．　，　　　　　　　　　．．．572

ア研．．Jan．1952門

　　商品別のインドネシア島喚間貿易に関する

統計季報。1957年創刊。．

Eksp・ビ由enU：f’ht』negd　l・exP6・t

’by　cOUIItries．　　（M）

Fゆ・．，，by噸．恥・lpuεぎt

「Sta．t・i＄tik；　lndohesia．

Djakarta．　　　　　　　　　　569
塀．」’un『¢．’1955賦iケ59｛’19・61二’．・．

　　　　　　　　　　　　・≡1，iI」‘．　　；．L1：

1mpor　m6nufut　dleni§三baf葡9
（lmP・ft　by・…・di亡y）1∫ゆ

　Pub．　by　the　Biro　pusat

　Statistik，　IIldonesi．a．

　Djakart．a11’　　　　　　　　570

．瓢・；；1；二；ll呈（甲1：；2fi！m剛

　　品目別相手国別冷よび品目別港別の輸入高

　に関する資料を掲哉6当月号に年初．よりの累

　計を併記6英文による解説を付す。1957年

め創刊・本学嗣所所蔵資料は全て12月号。

Statistik　pcrdagangall．．　’・．・．

Eksf）or竃；　・（M）・

Pub．　by　the　B三ro：Pusat
　Stati・stik，　1・hdones量a．．

∴Djakarta．　　　　　　・　　一．：…ぢ75

研1）ec．1955、・D66」9．566．1

　　1954年より刊行。内容に：ついては

〔574．〕のlmPoガをみよも・

』l

r｛ah§tik　p6rda玲gan．・・lmpor．
　：（M＞：・

　Pub．　bゾthe　Biro．’Pusaガ

　Statistik，　lndon6sia．　　・’
　1）jakarta．　　　　　　　　　　　　　　574

　研Dec．1955、　Dec．1956
　　鳥山国別、主要港別地域別、商品類別、

　主要商品別国別の資料を掲載。195・・4年よ

　り刊行。当月号に年初からの累計を併記。

　　　　　　　・－辱『　・『　　　、‘　．、』
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V皿Banking．． ：Finance

lndonesia．、　Kem6　Keuangan．
Nota　keua血gan　n’egara．　1959．

　〔Djakarta，　1959〕　　．　．　．1575

　1V．∫．1　．・1’．．㍉「　　．．1　　　　．

ア研．，．．

Barlk　lndonesia．

Report．　〔Djakarta〕．，，．，576
研　 （Fc－66）

　1950／51ア研　　　1951／52　研、．

　1952／53研　　1953／54研．
　1954／55ア研　　　1955／．56．ア研

　4956／57ア研．　195．7／58　ア研
　壌958／59　　プ研

　　1・952／55年版までは、ジ‘ヤワ．銀’行（The

Java　BaIIk）．時代の報告。9’11955年のイ

ンドネシア銀行法にもとつく報告は、

1955／54・年版より。’・〔57フ〕は3ζの．

邦訳版。

　インドネシア銀行

　　年．次・報告　インドネシア通商産業協会訳

　　’東京　昭和30－5・7　　　　　　　　577．

　　6v．　　　　　　　　　　　　　’幽

　　　　　　　　　　　内　　容　　　　　‘　．

　　1・953－54インドネシアの経済復興，　．．、．

　　↑9・54－55インドネシア経済の新転換、．

　　1956－57イント・ネシア経済開発の諸条件

　　1957－58インドネシア経済再建諸対策．．

　　1958－59賠償初年度のインドネシ．プ経涛．，・

　　11959－60．インドネシア社会主義経済の実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体』．・1い　　　　　　　　　．．
　　　　　　　　　　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　ヘ　　コ　　

　　研（Bna－570～576）

　　〔576，り邦訳。

XNational　lncome＆Exp’?氏|

　　　diture

1ndoh’Usi溢∫．．．Nat・ional・・hcome

C。mmitt’ ??D

The　contriblltion　to　the

　national　incorηe　of　lndone－

　sia，　1957　and．1958．by　the

agricultural　sector’；　pre1重一

mlnary．report・．　Dj．akarta・

1960．

16P．’． @　、：　．・一578
　　1957焦卵午のインドネシア農林漁業・う

生産所御に’かんした、政府による最初め推計6

1957年前については、個入の業績によ．る推

計として以下の資料がある。＿．、．巨

1）S・mit・・：．　E・・n・mic　1P・⑳ご

　」ems．in　lndonesia．a．nd…oU：f

　way　Outレi，955．

イン．ドネジア鋼民所得に関する鍛最初の

　推計をおこ左っている。調．査年は1948年か

　’よび1950年）

2）1）．Neumark：　”Ekonomi

　dan’Kellangan　lndonesia，

　Tahunke　7，no．6，Djuni1954”
　調査年は1951午ヌ『よび1952年。この推計

に関してはW．G．　Bollinge「舟よび

　A．D．　Tanが次のよう左コメントを

　〔524〕”Ekonomi　dan　Keuan・gan

lnd・・e・i・，　n・」，12” Dに寄せてい．・

る・「「he　natl・nρ．1，inc・m・・f・

　lndonesia，　1951－1952；　a

　critical　commentary　on　the
Neum・・k・・tim・．t・ミ．」邦訳経済．・1：

企画庁調査部粧課訳”ブント㍗アの国民’・

所得「19・51」19．5を，ノイマ々ク推計1（対一

する批判”昭和ぎ3．8・P．．

　（本学研究所所蔵’．lBbd－177，）．

5）Muljatno；lndonesia・n
national　孟ncome　（TOIGA　A一

　．211，旗》Ub．　by　IGA）

調査年は1955年より1955年まで。

4）H：．・K。C益arleswort・h：　IGA

　analysis　of　tlle　prospects
一105一



an（l　prob1’ems　of　the　lndo一
ρ、rr，1．『nρ90塾01章y．・

鳶弓・1彗「年は1956無ミ　1957二

又P・1ρ“．・Fζmily　Budg・t

　　　Li図ing　Sロrvey

　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　・L　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　’㌧
　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　ゴ　　　　　　　　　　ビ　ヒ

A・gk・2　ind鰭x　d母・i・一harg・19・

　　1natjam　bahan　makanan　dipas7ar
　　bebas．　　（M）

　　Pub．　by　the　Biro．Pusa．t　Sta－

　　tistik，　lndonesia．　．．・・．

　　Djaka・t・、・．　．．　．　579

　　ア研Djan．1960弊
　　　毎月の主要布町市場にむける19食料品小

　　売り物価差指数を掲載。，ワ午、．イトは19512年

　　の敏府インドネシア人職員の標準世帯の家計

　支出による。1955年ジヤやルタの水準を

）（U　　Education

　lndonesia．　Biro　Pusat　Sta－
　　tistik・．・’．：！「　　’

　　pellgadjafa．h’（pergurb3n　tirl－
　　99i）：　　education　（f’aculti’es）

　　Djakarta・　　　　　　　　’　　59．」

　　ア所1956

．！00・算式はブスパイセス式。船インド

．隊シアに瀞ける物価指数には、44二丁品物

価指数・7輸出品初価指数、主要国産品小売

　り物価指数、主要輪入品小売物価指数、主要

市町米価指改、ジャカルタ週闘小売り指．数、・

　18輸出品物価指数、交易条件指数、主要市

町食科品小売り物価地域差指数、農村12食

　科罰小売り物価指．数、農村5衣二品小売り物

価指数があり、いずれも〔528〕4Stati－

　sti．k．konjunktur”むよび．〔522〕．

　〃
　　S㌻孕tistical　poc：ket　・book’of．

1・d・n♀・、i・．”に掲載される．、．，・・・…

　　　　　　　　　…；ピ　　 ・…ぺ　1ドl

H・・g・2e．tj6τ・n・at。2　dip。、a，・．’

　bebaミ．　d．．LD．lakarlta．（Ave’rage

　reta，孟．1．　prices　on．　t・he・free

market　童n　Dj昨．arta）．・

Pub・by、、th・Bi…P・・at’・’S．ta－

　tistik，，．ludonesia．＝．・　　．・　・：i∫

Dj・k・中・…：．　1・一・．・58・’）qv

　ア研Djallj959「　　．∴．：
　　ジャカルタ自由市場における平均価格に関す

　る資料を掲載。．1954年1月より刊行。　1．：

lndonesia．　Bir’o　pusat　Sta－

　tistik．

　Pengadjarall　sekolah　rerldah

　dan　sekolah　lalldjutan　（Edu－

cation；primary　schools　and
　secondary　schools）．．

Djakart’a．　　　　　　　　　　582

　ア研1955／56

1ndondsia．　Kantor｝）亡sat

　Statistlik．
St・ti・fik　p・ng・dj・・an．血・母一

genai　permulaan　tahun
　peladjaran　（sekolah2　rendah）．

　1952／1953．

Djakafta．
　54P．　　　　　　　　　　　　　　　585

ア研
　　初等教育の学生数に関する統計。

1949年より刊行。

1ndon．eSia．　　Kantor　P．usat
　Stat．i．sti’k．：

　Statistik　pe『1ξ；a（乳jb亡an・

　rendah　di　lndonelsia．．

Djakarta．
ア研1948、1949、1951

ECOnOmiC　Planning

584

』一 P：0．4一



’長野1・．ρ1「・OP61r戸tjan琴l

Bill　llo．．∴’．　year‘で956　0ri’．

the　1956－1960　fiv．erye盆．「、

　development　plan’．

Djakarta，　1956．
　16P．・　　　　　　　・’　　　　　　『　　　585

ア研
　　この付属書〔586’〕がプラン概要◎

lndonesia．　Biro　Perantjallg
Negara．

Garis－garis　besar・rentjana
pelnbangunan　l　ima　tahun，

1956－60・Dj・ka・t・・‘ 竅Ed・〕

藷個57）　．一・・．．r86

　　〔585〕の法案の付属書・英駅〔5，91〕

B・・ad・utline・・f　thρf、iY・二，’

year　development’pIan，
　1956－1960．

1ndonesia．　Biro．Per『abtjang

Negara．

　1」apran　peleksanaan　rentjaha

pembangunan・1ima　tahun，’

　1956「1960，　mengenai・tahun－

　tahun．1956，．1957　dan　1958．

Djakarta，1959．
　450，9P．i．1．．・　　　’・．’　　．1’　　　　587

1ndones　ia．　Dewan　Perantjahg

National．
　Rantjangan　desar　undang

　pembanguan
　Berenjana　deplan　tahun：

　1961－1969・Djakarta・　1961・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58．9

　17v．　　　・　．・

研（還＞iF－B　37）

　　〔589〕は本書の概要

NasionaトSemesta」，．

1。d。nesi。．　Nagt　ibム。1” 垂P。nning

　Council．
　、Broad　outlines　of　t’h6圏姦afi一

・nal・ve「allde叫qpln・辞．t．

pl・n・196ト6g ﾌ1・坤r．t解．・・．，

　1961．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’　‘　　　．　・．’

　43P．　　　　　　　　　　　　　　　589

研（AMF－B　37）

　　〔588〕の概要

・・d・n・・i・・暦・ti・n・1’．Pla蜘「喜

・GOUIIc　i　l．

Li・£・f　p・・ject・・ξnafi19・lll

・ve・all．devel・pmenl　plan・
1961＝1㍉96r・．Dj御t・・．．η．⇔．1…

70P・． @　　　　　．『gq．
研（ANiF－B　57）

1ndoh・6sia．　StatePlan血ing

Bureau．
Broad　ouflines　of　the’five－
yeaf二devel・ment　p！．・n・1ウ．．56軸

　1960．．　Djakarta　〔b・d・1〕　，

290P・’ @　　．．．．・『591∴．
ApPendix　to　Bill．、cQn『er：niIlg

　five－year　de∀elopment　plan，

　195．6－1960．

　　インドネシ嘩酵業疏錬よる鰍麺
る・「イ／ドネシ藁家企画庁：イント’ hマ，．

建設5ケ年言鳳昭秘1一5252駅◎ド，
ネシア．研究叢書11－12》」

インドネシア共和国

インドネシア総合開発計薗1961－69年度

日本インドネシア協会訳

東京　昭和56（1961）

191P・　　　　　1592
研（Bna－577）
　〔529〕の邦訳。
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KOREA
1　General

Korea・　経済傘画院．．

ECOnOmiC　Survey
Seou1

　216P．

国会

．．1962．

　　　　　　595

Korea．　経済企画院

Korea　statistical．y6a；r　book．
　Seoul．　　　　　　．．　　　　　　　　594

研（：Lc．44－8）1960－1965

　　1952年創刊以降毎年継続刊行されている

総合統計書。資料の出所が示され、統計的解

説がなされていう，・英文併記・1964年版に

より内容を示す。，1土地、2．気候、5．入口、

4掴民勘定、5・農業、．6農家経済、7林業、

・8．水産業、’9鉱業，製造業、10建設，住宅、

11．運諭、12．通信、15電力、14．企業、’ C．労働力、

16．家計、1Z物価、18．賃金、19貿易、20．外国為

替・21・金融・．22・政府財疎・25租税Y24・地方：自『

治体財政、25．公務員と選挙、26．教育，：丈化マ

2Z厚生、28．保健、29．司法、50．保安’

31．保険、ヨ2．災害と事故：、、33．国手統計’

Korea．　’〔統計部〕

　Statistical　handboσk　of
Korea．　　〔Seoul〕　1962。

　116p．『　　　　　　　　　　　　　　　　　　595

国会

韓国銀行

RevieW　of　Korean
　SeouI．

　164P．

研（Br．44－3）

　1962、　1　965、　1964

ecOnomy．

596

韓国銀行　調査部

　EcOnomiC　statiStiCs　year
　book．　（経済：統計年報）

　S皐oul・　　　　　　　・　　　　　　　　597

歯　てLcb－767）

研仙e・44－1）

1％9ア研　1960図
　1961図　　　1962　図、研
　1965研’　1964図、研
　1965図、研：　1966　図、研

　195g年に〔599〕の「経済年鑑」の統計

資料．舜分唯・以後経済統計年報として刊行し

ているもの01966年版までに重ねられてき

た内容の整備、拡充を年代に沿って列記する。

〔1956年版〕金融統計、〔1958年腹〕鉱業、

製造業ρ生産指数、〔1959廠〕1勾民謡專推

計・〔1％4年版〕・1960年忌基準とする工

業生産指波、〔1966年版〕1．基礎統計の改

善によ姻民所詮計は、前年との腰の際、

留意する必要が生じ、2．婆た1ヴ5δ傘以後の

旧数字はこれによって廃棄せられた6去拙

入統計に燭られる商品の鵬選択P’； Pウ66

年版の構成各諸章を示す。1．要約、’企．国土，

気候，入口、5．国民所得、4．資金あ盗品、

5．貨弊・金融、6．財政、Z農林水塵紙、8．鉢

業・禦造業，建設、9電力」燃料、10．政論，．

通信、11．国際収支，外国為替、12．外国貿易，

外国援助、13。物価，賃金、14．震家経済、15．産：

芙連関分析6

資料の出所が示されている。英文併記。

韓国銀行調査部

三岡経済図表

京城

図（：Lcb－705
研（Le．’ S4－5

　　　　　　　　598

1954－1956
1954－1956’

韓国銀行調査部

経済年鑑　（Annual　ecbn・omic

revieW．、

京城 599

一106一

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一



研
研

へ
　

も

図
図
’
図

55

T
7
’
5
9
6
1

四
三
，
汐
1
9

認
藩
溜
パ

d
一
図
図
・
図
　
愛

a
　
a
　
　
　
、
1
　
評

B
B
9
6
・
8
，
0
2

ズ
（
4
5
5
．
．
6
6

　
　
　
ウ
　
　
ソ
ロ
ロ
　
　
　
ア

　
　
ウ

図
研
1
　
9
ー
ド
ー
1
1
　1948年版が第1回、1950年から5，4年
’までは朝鮮勃乱のために中断した。．

韓国年鑑編纂会

　韓国年・鑑　京城

　研（Ad－45）1961、1962
600

姜伍全

　韓国の統計事情　東京　アジア経済研究所

　昭和40　　91P．　　　　　　　　601

．．
ャA賭ア経済研究所　研究参考資科

　第77集）

　図（Dd－450）
　1冴　（］しb－294）

日韓経済新曙社

韓国年鑑　　東京　　同社　　　　　　602

研（Ad－45）1964、1966
　　1964年版を第1回として継続刊行されて

いる今

韓国統計月報

　大韓民国経済企画三編　京城　　　　　’605

研5（3・6イ7－11／12）1965一
　　韓国の人口、産業、、金融、財政、物価、賃

　金、家計、貿易、：運命、通信にわたる最新の

　資料を提供することを目的とレて、1959年

　より刊行。

皿　Populatio、n　Vital　Stati－
　　st．ics．　HOUsin9

Populat　ion　of　Sohth　Korea，

by　geographica
and　sex，　Sept．

〔Seou1〕　1946。

5，7，70p．　　　　　　’

Korea．　経済企画院

人口住宅国勢調奄報告

　京城　↑963－64

　14V．

　　　　　内　　　　　空

転1巻　全数集計結果

　1全国、2イ4童特別市、

唱首、　5，忠清1幸ヨi首、

　　　　　　　、
dlvi§iohs
1946．

　　　　1’　604

1960
605

　　　　　　　　　　　5京畿道、　4ソ忠清ゴヒ

　　　　　　　　6－7全羅北道，全羅南道、

8－10慶尚北道，慶尚南道，江原道、　ぜ’

11済町道　　…∵

第2巻　抽出集計結果

1全国・2－3イ傍特別市、京畿，首、

4－5忠清北道，忠清雪道、6－7全羅北道，

全羅野道、8－9慶街北道，慶尚南下、

　10－11江原：道：，済野道

ア研

　1949年に引き続ぐ戦後』2回目の人ロセン

サス。住宅かよび農業〔609〕についても

同時に実施された。1949年のセンサス結果

は、集計が遅滞したため、全国市道別人口、

産業別人口等に関する1部の速蝦〔604〕

による公表を除いて、1949年6月25日に始

まる朝鮮動乱のために全ぐf肖失しているから、

全国調査の結果を利用できるのは、戦後では

ζの第2回目の人口住宅センサスのみである。

皿Labour　Empioyment　Waまes

Korea．　保健社会部

保健社会統計年報

　〔京城〕 606

ア研1962
Korea・　Bureau　of　Vit31　Sta－

　tistiCS．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一107一



Korea．　経済企画涜
韓国技術系入的貸源調養報告書．．

京城、

　2v．

ア研1961、1963

Korea．　経済企画院

就業技術系六二資源調査報告1965

京城　1965

　357P．

　ア研．

　　　　　　1955年版の創刊。　〔610〕とあわせ韓：

　　　．．個の麟燗鍋難資料・
607　　　　　　　　　　　　’

　　　　NationaI　Agriculiural　Ooope－
　　　　　rative　Federati：6n，　Seoul．

　　　　・Annua1「ep9・1；activlti・，吊gf

　　　　　agriCultU士al　COOperatiVe．
　　　　　Seoul．　　　”…　　　　　　　　　　　6i　2

　　　　　・研　 （｝la－14）　1964

．608　　　過去1年間の韓国政府の重要農業政策寿’ど

　　　　’びNAぐ）：Fの活幼状況を報告する61ウ66年・

　　　　　の創刊。

IV　Agriculture．

Korea。　農林部

農業国勢幽遠　市郡鼻面統計1960

　〔京城〕．19φ5

2冊　一、・一・　　　　609
内容　第1巻　京　道、第2巻　忠清南北道

ア・研

　　FAOの提唱した196．Q年の1｛‡界導因セど

サス計画に三つで実施されたもので、ユ．．9．司，

年2月櫛の騎猫を灘とし・鯛蝉．
土内の全農察を対象。調査項目は、農業事業

体と経営者、・経営する土地、作物、家帯、農

業従事者、農業磯械・動力、灌瀧、，肥料と土

壌改良。

Korea．一，農林部

農林統計年報

　京城　　∴赤点　　∵　　・…∵∵1：

　ア研1955－1964
　　韓国にむける基本的農業統計審鋤

　1952年創刊。

N・ti・n・，1春9・i・ulturalC・・P・一

　rative　F6deration’，　Seoul．

N・ti・na1春gri・u｝t・’・al

　Gooperative　Federation　in
　financing　farlners　（）f　Korea・

　Seoul．　　1965．

　55p．　　　　　　　　　　　　　　　　　613

・研　　（Hlb　f－26）

NationaI　Agricultural
　Co－operatives　Federat　ion．

AgricuItural　year　book．
　Seoul．　　　　　　　　　　　　　　　　611

研　（｝la－9）　1961－1965

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－108一

　　　　AgricuItural　co－operative
　　　　　surv皇y．　（M）

　　　　　Pub．　by　the　National　Agrト

　　　　　cultural　Go－operative
　　　　　Federat　ion．　　Seoul．　　　　614

　　　　　研（1－8、10－12）1963一
　　　　　　農業協同組合の業務報告、むよび農村物価、「』

　　　　　醗ゆんする縮もあわせ蝋・1961年

．6．四．　庫は”Agricultural　Bank
　　　　　b嘩・ジの名称で刊行・

　　　コ　リ　ァアコ

　　　VMining＆1nd・・t・y

　　　l　　　　　・’！1ゼ1・　　　…‘　　　　　　　　　　　q
　　　　KOrea．　経済企画院

　　　　　Report　on　minfhg　and　ma油ご三

　　　　　factu∫嘩rr・§井s、・．　S・・uL．．、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　615　｛㌧

　　　　　1塗ζ1　（］［」cb－764）

　　　　　研（Le．44－14）



1958∵園、研　　1960ア研
1963　主幹　　2

　韓国の鉱工業に関する基本的資料。1955．’

年の第1画『（韓国銀行）以後、1958年の第／

2回（韓国産業銀行）、・擁960年の第5回・，

（韓国政府商工部、韓国産業銀行の共同作裳）

までの調査結：果は”：F量nal　report－

census－盾?@miniIlg　and　manu－

facturing”の名称で刊行。1965年

（第4回）の調査は、国連の提唱する1965

年世界基礎産業統計調査計画にもとづき、経

済計画院と韓国漫業銀行の共同企画に：より実

施された。調査対象は、ガス工業を除く、鉱

工業むよび電気。この中には前回までの調査

にかいて調査対象と左らなかった政府専売事

業（塩・煙草）、齢よび政府特別会計による

企業（交通部の鉄道車輌工場、修理工場左ど）

も加えられている。

中小企業銀行”企画調査部

Mining・and　manufactring・
　induτs卿try　census．　　1962．

京城　1962

　1199p．　　　　　　　　　　　　　　　　　616

　ア研幽㌧・．．

　調査対象、調査項目は経済企画院

　（615うの鉱工業センサスに類似。

　　　　　　　　　　　　　■

大韓鉱業会　　　旨．

鉱業年鑑

京城　　　　　　　　　　　　　　　　617

ア研1962
　政府行政報告、業界資料に基づいて、韓国

の鉱業に関する過去1年の推移を分析。第一

編概観、第2騙各編、第5編統計の3編から

　上り、統計には以下に示す資料を掲哉。

　1．国民総生産、2．鉱産物生産：高及び吻出、

　5．生産指数、4事業所数＼5．鉱産初別生産高。

京城
第311揖：（1960）三菱

第4車琢（1961）三菱

第5輯（1962）三菱ア研

618．，

　1962年版¢！邦訳力『日韓輝済協会より「韓

国の産業40業種の実態分析」（本学研究所

に所蔵）として刊行されている。

韓国産業銀行　調査蔀’

鉱工業漂本調査報告（Report　OII　sam－

　ple　survey　formilling　and

mauufacturiIIg　establighme血一
　ts）

京城　　　　　　　　　　　　　　　　619

研　（Lea．44－15）

　1961ア研　　1962　ア研

　1965研　1964研
　韓国の鉱工業に関する燭期的変幼状態を時

系列的睨記することを狙いと翁面1960
年の鉱：〔業センサス〔615〕をもとに毎年

実施されている標本讃。二面卿ま従類

一生面出荷面訴脚劉・櫛D
糧告書の名称は「全国鉱業契製造業事業体標

本調査」

韓国産業銀行　調査月報

韓国産業銀行調査部編

京城　　　　　　　　　　　　隻　　6ゴ0

研（10－12）1961、（1－7、11、12）

　1962、　（2、　5、　6、　13、　9）1963一

Monthly　statistical　review．顧
中小企業銀行企画試査部編

京城　　　　　　　　　　　　　　　　621

研　 （1　）1964一

　ア研（1）1963一

　　〔622〕の四糊三共に・196礁ゐ
創刊っ

韓国産業銀行調査部

韓国91産業；業種別実態分析
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Quarterly　statistical review．
・中小企業銀行企画調査部編

京城　　　　　　　　　　　　　　　　622

研（Mag）1963一

VL　Transpontation　Communica－
　　ti・on・

Korea．　交通部　企画調整官室

韓国交通年鑑

．京城　19’62

267p．

ア研　　1・

1962

625

V珪　Oommerce　Trade　Ba1’ance
　　　of：Payments・　　　　　　ヒ

Korea．　財務部税関局

貿易統計年報’1964

・Seoul，　1965

　185P．　　　　　　　　　　　　　　　　　　624

研（Leb．44－6，

　　〔627）「貿易統計月報」の一年分を

Gumulate’したもの。

とあわせ、韓国の貿易に関する基礎的統計資

料。原資料は翰出入申告書。内容は各港別商

品別輸出入（分類はBrusseIes　Tari－

ff　NomencIature，　BTN）、’ ､品別
（BTN）国別輸出、商品別（SITG）国別輸

嵐・』､品別（BTNかよびS　ITO）国別輸出入。

韓国の貿易統計覇成については、伺銀行刊行

の層”M：on・thly　・6：tatiStilcaI

revie～V例962年8月号に掲載の「貿易統

言十改編に関する解説」を参照のこと。

；貿易統計月報

　大平：民国財務部三田局編

　京城　　二＝　　『　：　　’　　”　『627

　イ研2（11）1965一

　　韓国の貿易に関する基礎的統計資料。原資

　料は翰出入申告書。商品分類はSlTく）に準

　関して作成された韓国標準貿易分類によって

　いるが、利用者の便を計ってBTNゐ分類コ

　ード番号を付す。1964年より刊行。内容は

主要商品別国別輸出入統計が大宗を占めてい

る。左冷この費料の1年分をまとめたものが、

　〔624〕・”貿易統計年報”として刊行され

　ている。

韓国貿易協会

　貿易年鑑

　京城

研（Dト257）

　・1956／57研

　1958
　1960　　　研1

　1962　　　研

’1957

1959

1961　研
1965　ア研

韓国銀行　調査部

外国貿易統計（External　trade

statistiCS）　京城
図（：Lcb－762）1959
研　（蝕4F－25）－・1958、　1959

研（：Leb．44－1）1961

’625

626

Fore五gn　excllange　statistiCS．
　（M）

　Pub．」by　the　：F（∫re三gn　Exchab－

　ge　ControI　Dept．，

　Bank　of　Korea．　Seoul．’　628

研（12）1955、（12）1956、（12）1957

対外貿易統計季蝦

　韓国銀行　調査蔀偏』9

　京城∵　　一　　　　’　　　”　　629

研（1／2、5／4）1962、　　写

　　　（1－4）1963

　　同銀行刊行め〔626〕統計月報に掲載の

貿易統計資料を季別、商品別国別にまとめて

　ある。

韓国税関局刊行の〔627〕貿易統計月報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一110一



V皿　　Banking　・Fin「a亘C・e

韓国銀行

Annual　report、・　Seou1．　’650

図（Fcc－58）

研（FCC－59）

1959ア研　　　1960
1961国会　　　1962研　　　．．，．・…　X

1963図、．研　・1964研
　韓：国銀行設立法第45条に基づき、・19’50

年より提出されている年次報告。韓国銀行の

前年1ケ年間に澄ける業務綴告、通貨・信用

政策、政府の外国為替政策に関する推移、瀞

よび韓国の経済、財政効向を分析。

The　Korean　Reco・nstruction
Bank，　Seoul．

Annual　report．　Seou1、．　631
研（：Fcb－22）　10th（1964）

NatiQnal、．Agrlcロ1，tura1：：G・・pe－

　rative，F（｝deration，　Seoul，

Research　Dept．・．

1｛ural　credit　survey　in．

Korea．　1965．
　Seou里　〔1965〕　6．195p．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　652

研（Hbf－27）

Nlonthly　statistical　review．
韓国銀行　調査部編

　Seoul’　　　　　　　　　　　　　　　　633

図1955（1－12）、1956（1）、

　　1958（1－12）、1959（1－12）、

　　1960（1－5、　7－1　2）、

　　196で　（1、　2、　4－8、　1　2）

研　1947（5、　6、　10、　12）、　1948（8／9）、

　1950（4）、19、51（8－10、12）、

　1952（1－5、9、　11）、1955（1－12）、

　1954（1、　2、　4－12）、

　1955（1－4、』』16、；7～・9、・1　0、．冗1：2）

　1956（1－12）、　1

　vol．　11（1）1957　層

　韓国の金融、財政、国際収支、物価、外国

貿易に関する経常的基礎資料を掲載。1947

『年5・月に創刊、『以後月報として継続刊行ゲ

・Na’tiohal　l．nCome

diture
＆Ex’t譜

　韓国にむいては、国民所得にかんするブ’ロ

パー左刊行物はないが、経常的左資料として

は韓国銀行で冷こなってい’る推計結果が、…　iワ

〔597〕の「経済統計年蝦」に1959年版

より掲哉。また同銀行による’1952／55、∵㌦

1955／54年の襟・国国民総生産と、1954るも

年の予測が〔633〕の「統計月報」の

1954年4月号に掲載1され‘ている。

Xl　：Price　：FamilyBudget

　　Living　SUrv6y

韓国銀行　調査部・・

　物価『季節変動図表輯（1955－1959年）

　〔京城〕　〔1960〕

　115p．　　　　　　　・　…・．、　＝’ 　　 ・　634

ア研

韓国銀行　’調査部

吻価総覧．1964
京城…196、4

　270P．　　　　　　　：　　　　　　　　．　b　655

図（Lcb－856）

　　1910年より64年までの韓国の物価に関’

する資料を掲載び、

韓国の物価統計は、・韓国銀行で作成して寿り、・

物価指数には卸売り物価指数、小売り物価指・

致、！～エソウル」消費者物価指数、輸出入物価

指数；がある。　　　　　　　　　・n1｝し　　・：

o卸売り物価指数．．．最もあたらしい指数は

　　1955年を基準とし、算式はラスパイレス

一111「



　式加重舞術平均去；品目は11’9ゆ6

。「ソウル〕‘小売』吻価指数．．∴1947年難

　葦式は加重：総和法、’品目は4’36

0「ソウル」消費者物価指数．．．．基準は1955

　年平均品目数は15461’

o輪唱：｝勿三指故．＿基準は1957年平均、品目

　数52。
o喩入物事実故．．．．基準は1957年平均、品・目

　は91。
農村物価については、農業協同組合中央会の月

・報〔61・㌦4〕、年鑑〔611〕を利用あこと。

X珪　EducatiOn

KOrea．　文救部

’Education　in　Korea，　by　Mibi－

　stry　of　Educatlcn　and’Natio－
　nal　Comlnis’§’ioll　for　Unesco．

　Seoul，　1962．

100P∴・・＝・　・　’・　’一6きち

ア研

XrV　Econornic　Plannih9

Korea．　国家再建最：高会議』’一

総合経済再建企画委員会

総合経済再建計画（案）解説

　（自檀紀4295一至櫨紀4・299年）

　〔1京城　 ’昏郵己4294（1961）1〕』

　164P． 639

Korea．　国家再建最高会議。総合経済再建

企画委員会。総合部門開発計画班、

　5個年計画補完作業童為怒韓薗叫人口契雇傭

資：料

芽〔城・1962

　445P．　㌦　　　　　　　　　　　　　　　　640

　ア研

　　日韓経済協会訳による「韓国第1次技術振

興5ケ年計画（第1次経済開発5ケ年計画補

完）1962－1966」が刊行されている6

・（・本学研究所所蔵BnC－194）

United　Nations．
An　econom・ic・progrそunme　fo士

Korean　reconstruヒf1。n．

New　york，　1949三1－1

　459P．　　　　　　　　　　　　　　　　　641

KOrea．
・；

謔P次経済開発5個年計画

　1962－1966　京城　1962

　521p．　　　　　　　　　　　　　　　657

　研（AMF－B　58）

　　日韓経済協会訳による「韓国第1次経済開

発5ケ年計画1962－1966」が刊行されて
‘“’る。（本学研究所所蔵Bnc－195）

Korea．・経済企画院

　Summary　of　the　f』1’士sf．fi～ド6－

　year・奄conomic plan’∴196’2二

　19156．『一　〔Sebu1〕　19152．　　　　　　　・

88づ．「’・L∴一う’∵∴’　638

研（AMF－B　58）
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LAOS V皿；・鞠nk・iμ91、　Fi・na・ce

1　General．　　．．’！　　　　　　：Laos．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Budget　llatiolla1，　exerclse

Laos．　Ministere　du　Plan．　　　　．．1．959／1960．　　　l

　　Service　de　la　Statistique．　　　　〔n．p．，n．d．〕　　　　　　　’　　・645

　　Annualr奪　statis－t．i．ζlue　du．　　　　　　1v．

　　：Laos．　Vientiene・．・．1‘　　642　ア研

　三菱19．5・3　to．1957’

　　　第1回は1949／50年版。　　　　　　　　Banque　nationa豊e『du　Laos．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gomr～．te　rendu　de’s1．operations．．

U．S．　Agency．for・ユnternatio一　　〔nゆ．〕　　　　　　　∵　．　　　646

　　nal　Development。　．：La6s．　　　　　ア研196’0／61　　　　　　　　　・・！

　0『ffice　of　Bconomic・・Affairs．

　　Statistical　report，La6s．』　　XLV　Econonlic　Planning
　　196：5．・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　June，　Sept．　　〔n．P＿，n．d6〕．・’　　　］［」aos．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643　　Plan　de　develolnent　economi＿

　　2v．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　que　e・t　soc重al　du　I」aos・

　　ア研　　　　　　　　　　　　．Pe．riod　de　5・ans・du　1；er’｛；・・ノ’．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　jui正let　1959　au　50　juin．・

　Bulletin　statist童qu．e　du　Laos．　　1964．　　〔1Lp．〕　1960．

　　（Q，．）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．62　聖eaf・　　　　　　　　　　　　　　647

　　Pub．　by．the’Service　de：la　　　　　研‘（AMF一B32）

　　Statistique，　Millistere　d6s
　　Finances　de　！ノEconomie．　　　　LaoS．　G6mmissariat　au　Plan．
　　National　et．du　Plan，　Cambo－　　Prolect．du　blan　d．e　develo－

　　dge・‘　、Vientiane．　　　　　’644　　pp：．ement　economique　let．social
　　ア研（1、5）1955一．〔lack：7（411957、　　　d庫』Laos’二1．．Vient．iu・n’e・．1958・

　　　　　　　　　　　　　　　8（1、4）1958、　　　　　2・，1158　1eaf’．　　　　　　　　　　　．’648

　　　　　　　　　　　　　　　1　〔X4、19，60〕

　　　1951年創刊◎総合的統計年鑑が継続刊行　　Laos．　Mihistere　du．Plan・．

　　されてい謡いラオスにおいて最も重1要左統計　　Oommissariat．au　Plan．　　1

　　資料。内容は州別の国籍別男女子供別中国人　　Plan　de　development　econo一

　　とアジア人、1入国’出国上国・籍別移民（ラオス　　　mique　et　social　du　Roya田ne・

　1’人口の資料は左い）・、ヴイ・エ．・シチャソ消費者　　　le「rapPo「rt’a・n．ilueL

　　物価指数、農林水産、．電気の発電最と消費量、　　Vie・n∫tiane，1960．

　　運輸・通信、財政収入、ラオス国立銀行勘定、　　98　1caf．　　　　　　　・　　　649

　　ヴィエンチャン為替相場、気’氣貿易。　　　ア研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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MA：LAS　I　A＆SINGAPORE

1　General

Mal’aysfa．「Depf．　of　St』 ≠煤f 撃盗ｳr

　『s・　KUala　Lumpuで例

AhnuaI　bulletin　6f●＄fafi’s一一

　tlcs．　　　　　　　　　　　　　　　　　　650

研　（Lc．54－2）　1964

　別意ρ〔662〕”や・thl￥・t・ti・一．

　tical　buIletin　bf　t’he　Fede－

　ratiorl　of　Malay出〔661〕〃Mo’n＿

thlydig・・t・f・t・ti・t．ib・”を総

括したもの。1964年版が第1回。主要掲載

項目は人口（勲態続計塗含む）、農林9陸産、

鉱業、電力く遼幽幽通信、外国貿易1金融財

政、労働、社会サービス等。

inrA．n　officia丑 h胆dbg・k”纐挑

Brunei，　Sta乳e　of．

Annual　rePort．　KuaIa　BeIa－
　it・　．．　　　，　　　　　　　　　、　　　．　653

研．（．ムーd－103）

1958研1959研1960ア研1961／釜2研
　ぞルネイ州の過去1年間の政治、山回、．、社

会全般にわたる事情の推移を記録。

North　Borneo，　Colony　of．

AnnuaI　repor、t．Jesselton．．654
研（．Ad－105）

　1957　三菱　　　1958　　　　　1959　ア研

　1『60研　．，．196．1慶応

　内容については〔655〕”Sabah：

Ann・al　rep・rt”をみよ。

Malay’訂，

Annua．1　r6Porl

　pur．

研（Adζ56）

　1946研19’47研
　1ゆ50研　1951研

Federation　bf．1

「K呵・…加撃，

　　　　　　651

1948　1949研
195翠研．1953研

1954研1955阪市対肝1956研1957研
．7解柑う母1鯛の政給・耀鰍会．

全般ゆ挿適確擁記録9「1、9．4幽＿
1946物み収容瞳4月～12月）以離続．

細細琴師ゆ平緒識権含むρ：1
巻雑マラ燗係主：藪献のリ．府を縁9

1961年前：より暮罐”Offi6ial【 凾?≠

b・・k” t懸、左斥；、195弊鵬，日本ア㍗．・

2シンガ・碍一ル協会訳斥レイ連邦年次報告」『とし

て刊行。

M白1・ya・F・ρr・a巾箪．，・．τ、・、

Offi・i・19 凵Err、、b噴・、：耳甲．1．a，

L岬P…　　　　．・、．．1…6駿
研（Ad－67）1961、1962

　　〔651〕の”Annual・ep。，t〃の継続、

　1961年より干1礪体哉および内容，職ゴBrita一

Sabah，　State　of．　　　　　　　　，〆、

AnnuaI　report．　London，　H．M．
S．0・　　　　　　　　　　　　　　655

研，（Adr116）196．3、1965

　サバ州政府各部局所管の報告資科をもとに、

過考1年輯の政治、経済、社会全般にわたる

事情の准移を記録。1961年までは〃North

Borneo：　AnnuaI　report”o左お・
1？64旧版弱り連邦業務と州業務が分割報告

さ一ρ乳ることに左り、．連邦岬係資料はMa．13y一

・1・ρ年次鱗に鵬・

Sarawak？
Annua．．l　repor．t．　Kuching」　656

研（Ad－75）　　　　　．．，、

1958ア研1959研1960研1961研・
　サラワク政府各部局所管の報告資料をもと

に政治、経済、社会全般にわたる過去1年間

の推移を記録◎194．6年より：刊行。

Singapore・　Colo玲y　of．．・．

Annual　report．　Sinapore．　657
研（Ad－72）
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1946ア研1947ア研．1，948ア研↑949ネ炉

1950ア研　1951　．　　1952ネ炉　1955宇炉

1954研1955研1．956研1957研
1958研　 、．． F・！，

　内容についd歪〔65a〕〃SiingaPore，

State　o五：　Aηna．L’r…epo．rt”をみよ』

Singapore，　St・ate・of：．　　「「・：

Annu．a．1．report．　S「i，ngapρre」，・6－58

研（Ad－72）　　　　　　　．：　1・　一，

1959研．19φ0研1961，∴．1962研‘1
　シぞガ蕗・曜）、過表1嬉敏治、経済、社会全般に

わたる事情の鶴を記録。各種統i汁資料をふ

くむ。．19．4・う年豚以降継続刊行。．・1957年版

までの名称iは〔657）4S．ingapore，・，

Golony　of：　　ぞLnnal　rep（）rt．”

1962年版の内容項目は：つぎのと齢り．；・11一・

股概況2歴史と行政・3・入・口・4財政と経1斉・

発展．5．商業　6．第1次生産．7「法律と治安

8・労鱒．ぴ福祉　9文化関係、情報と宣俵10．教、

育11・土木事業と門燈12．運輸・通信15保健。・

巻末艦シイガボール関係主要文献の．リストを掲載。．

1ntemational　Bank　for　Reco－
nstruct1．on　and　r）eve夏Opment．
The、（⇒c．qngrnic．dev、elopln¢nt　of

Malaya．．　Baltimore，　c1955．
Xlx，　707p．．　　・、・　　　　　　　　659、

研（Br．54－3）

　各種経済統計を含む。また巻末に国民所得

推計（マラヤ連邦・シンガポールを統合

1949～1953年）を附す。

Malayarl　statistic＄・（Stat6．　of

　S孟ngapgrξ…and　Federation　of
へ4alaya）；、．Mont虹ly　digest　of

　econon｝iC　and　social　statis－
　tics・　，Pμb．　by　the　Ohief

　Statist、ic孟an，　State　of　Sin－

　gapore・　Sin拷apore．　　．・660
可f（12）1952，　（6、12）1953、（12）1955、

（12）195さ（12）195オ（1を）1・95詳・

　（寸2）196〔k（11》1961．

来印の付し七あるものはマイクフイルムコ賜

　内容は〔661〕”Monthly　digest　l』

of　statistics”を参照のこと。

Monthly．4iges重；of　statistf（ジs．
　（M）

　Pub．　by　the　Dept．of　Staゼi一：〆

　stics｝，　S・tate・of’S’i：hgap・6r：e．’∵

　SitlgaP：o「：e。，　1　　’　 1　　’66111’

研で（1、5、．5）1962

ア研July　1965一　　　　　　』　…

　シンガボごルの経済、社会回向に関する包

括的資料を提供するこ・とを目的として、1961

乍12月まで刊行されていた”Malaya血

statistics，Digest　of　eco＝
nolllic　alld　soc三al　statistic♂
〔660〕に引き続いて名称をあらため、1962

年、1月より刊行。前者に比較して包括地域は噛

一層目ンガポール中心に編集されている。1962

年1月号によれば構成内容は、・気候、人口、

雇用、’畜産・水産、工業生産、’ 嚼ﾝ、電気・

ガス・水、外国貿易、運輸、観光客、金融財9

政、価格左どから到る。年初’（暦．年）からの

累計を併記。資料の出所は示されていない。

Monthly．statist’ical－bulIetin
　of　the　Federa・t　ion・of　IMa1’a』ya．

　Pub．　by　the　Dept．’of

　Statist重cs，Federation　of
MaIaya．．Kua！la：Lumりu亡．・662
図（1－12）196σ一‘

研（1、5、7、8、．10）1957、（2－10幽 j・’・

　　1958、　（2－4、　6一10）1959、　’

　　（11、12）1961、 （1－12）1962
ア研（1）1956一．、

　　マラヤ連邦に詮けるもっとも包括的内容を

もつ統計月報。掲載デ～タは集計業務の結果

によって項目により2iケ日程慶のずれがある

が、　いずれも年初（暦年）からの累計を併
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記。1962年9月号によれば、内容は：次の如

くである。人口、．人口動態、農林水産業、鉱

業、製造業、燃料・動力、運愉9通信、．外国

貿易、金融財政、物価・生計費指数、・労働、

社会サーヴィス、その他。

’：皿．Population　Vital

　　　Statis．t’ic．Sン　Housing

　八亙alaya．

　　Malaya　comprising　the：Fede－
　　ration　of　八｛alaya　and　the

　　Colony　of　SingaPore．．・

　　Areport　on　the　1947　census
　　of　populatio11．　　工」ondo11，

　　Orown　Agents　for　the
　　ColonieS噛，．〔1949〕

　　597P．　∵ド　 』1 u．．
E．

Pゴ．． @　　　　665

　　研CLd．54－11）・．．・

　　　第2次大戦後第．1・回’目・の∫マ・ラヤ（マラヤ11

　　再調よびシンガポール．）の入ロセンサス報告。

　　戦前の人ロセ．ンサスは～旧海峡植民地（シン

　　ガポール、・ペナ．ン、・マラ・ツカ）については、

　　1881年から、旧連邦．州（セランゴー久ネグリ、

　　スンビラ夙ペラ、ノ◇・ン）に：ついては1891年か

　　ら、三下連邦州（ケダー、ベルリペケランタ夙ト

　　レンガ乳ジヨオ←ル）については1911年から、

　　10年ごとに実施されていた（したがって、

　　全マラヤの人ロセンサスは1911、；21▽311

　　年に実施）。本47年センサス報告の巻末に

　　はこれ．ら各センサスの州別人口比較表がある、・

八｛alaya，　Federaむidn’・6f．‘

　Dept．　of　Staゼi．s．tics．ド

　Population　cen3us．　　1957
Kuala　Lumpur　〔1958－59〕

　14v．

　　　　　　　　　　Oont．ents．

　1．Federation　6f．Malaya．
　2．State　of　Se1．angor．

　3．State　of　Pellang．

0

664

4．．State．

5，．．State．

6．State

7State
8．State，

9Sちate
10・：，State

11．S．tate

12．．：S．tate

　　H．

14．F孟na1

15AdIIUn三strative
　　　　　：Fell

　　　tables．，

　　　with　gen．（｝r，ε乳l

　　　the　cenSUS
．研（Ld．54－3）

　ア研　no．1－13

　　戦後第2醐の受．ラや連邦．｛．シンガポール

　を除く）の人群センサス報

年と第2回ρ、1．957年の＃沙ス？テー・上ヒ

較上の問題点については、Re．P‘ 盾窒煤@no．

　．14・．（Final　rePort）、また本センサス

・実施要領に？いて！ま・Rep・rt　n・一5

（Admi・1・t・ati．v・・ep・・t）に・錦

’Malaya，：Federation　of．
・1．・R，e．gistrar一〈｝eneral　on　Popu－

　lation，　Births，Deaths，
M・ロi・g…and今dgμi・n・

　Report．　196賑、　，〔Kual弓

　：Lumpur〕　1965．

　54p．　　　　　　　　　　　　　　　665

　ア研

’1＞ialaya・　Federa．t，i．on　、of・．

S・p・・i・t・nd・nt・．qf　C61｝・u・・

　The　lg57　census．　A　prelト
min・・yr・pQ・tbasサdg．n

　”first　c．ount　total”　return，

　by　T．　E．　Smit11．　Kuala

　Lumpur，　1957．

一116一

of　Kedah．

of　！MalaCCa．

of　Jollore．

of　NegriScmbHan．
of　Perak．

of　Pahang．

of　Kela郎an・
of　Trengganu．
of　I）erliSg』

　　　　　　　　reportr　．by

　●

repo．「，t－s・mma「y
fq．r．th・、．F・4ρ・ati…

　　　　　　COmnlents　on

　　　　・by．H・F・IL、

　　　　no．1、7、14．

　　・　．　　・　　　　　　　　　　．　　覧

　　　　　　　告。第1回の1947



57P．’ @　　　．　・’．6’66・・．一S毎1raw・1…　　　　＿，、、ビ…1，、

　研　（Ld154－2）　　　　　　　’㌔「・　　．．；1：．・．：・R，eport　on　the　re葺i＄itr：atioρ、．．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・F　16．fbi・thsa・ldde・t．1｝…、；・

North　Borneo，　Colony　of。　　　　　　Kuching　．　　　　　　　　　　　　　672

Super『lIIt16nldent　of　Celfsus∵．．・一：・1956総理府　　1957総理府

ArePort　on　the　census　of　・・∵〆11958総理府　　1959ア・研

　populatio．n．．h61d　on　4thJuneヂ．．・・

　1951。　．．〔n．　P．〕　1955．　　　　　　　Sh1ξξaPore・　State　of。

　237p．　　　　　　　　　　　　　　　667　．　Registra’r．　Genera1．

総理府：　　　　　　　　　　　　　　　　　　Report　on　t．h．e　re．9、iStration

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　births　an．d＝deaths，　marri－

North　Borne6，・Colohy・of．　　　　・　　ages・　and・per’son＄・

Report　on　the・ごellgUls　of　　　　・’Singapore・「1・　　　、　　　・．’』』．・673

　pl）pulation．　　1960．　　　　　　668　　　（1」d・54†・4f）占

　1v．　　　　　　　　　　　　　・∴　．’　　　　．1：956　ア研　　1957　ア研：．・

ア研．’；1．　　　　　・’　11958ア研　1959研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1960　研

Sarawak．　　　　　　　　　．　　　　　　　　・．　11

　Details　of　the　popuIatior1’；　・Singapore，　State　of．

　for　the　first　half　of闘19．58，　　‘Annual．．　report　of　the　　　　、　、、

　byW．　Glyn　Evans．　　　．・’　・　registry　of　muslin　marr．ia－7，

　〔Kuching，　1958〕　　　　　　　　　　　　’・ges　and　－t・．he　sharia紅　cour．t・

　6P．．　　　　　　　　　　　　　　　669　　SillgaPore・・　　・…　　　　　　　φ74

　総理府　　　　　　　　　　　・　‘　　　・・研（Kc．一Z8・・）・196〔し1961，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、・　．量「1

Sarawakl　’－　　　　　　　　　　　　　　　　　Nlalaya，　Federat．ion　of．　　．・

　Report　on　the　census　of　　　　　：Report　of　the　Registrar

P・P・1・tiφn　t・ken・n　15th　　《｝・ne・al・np・pu・1・aロ・n・　，

　June　1960．　Kuching，　1962．　　　Births・・Deaths・Marriages．・＆、
　557P．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・670　　　Adoptions・　　・’i’　　．．・　，、

研（Ld．55＿4）　　　　　　Ku・1・L・mp・・．　　　675
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研（Ld．54－5）

S謙1∴。h。u，ing・ご．■；ll／46ア所、1；1麟llア研

欝謂諺61｝ghμlo凹1．il■；ll．‘霧ll’ヒ．霧：1研

Kuching，1961．　　　　　　19581　研
婆i㌫74R●　』．』”．；づ71皿L、b。u，　Elnpl。y，面湘9。r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　．．・・ll．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一117一



Malaya，　Federation．o・；f．．＝・．

　Ministry　of　Labourゼ．

　AnnuaI・report．　Kuala：
　：Lumpur．　　　　　　　　．七、；．．676

　　1954．ア研　　　1955　研
　　1956　ア研　　　．1957：　研・

　　1958研　1959研
　1960　　　　　　196・1ア研

　　　マラヤの労働問題に関する動向分析左らび

、，に雇用、．賃金、労働争議等についての統計資

　料から左る。1948年より年々刊行。マラヤ

　のカレントな労働統計資料には、労鋤省報告

1にもとづいて作成したものが、〔662〕

　”へ｛onthly　statistical　bul．1e＿

　tin”に掲載される6

Nlalaya，　Federat量on　6f．

　Trade　Unions　Registry．
　AnnuaLriepo・r・t∴・Kuala：，．ン

　LumPur・げi：　・、「「．・．．．・・　ll．一；一677

・研；（Ke・arlr251）…、．’・．　．1…・．・』

　．194a．ア研｝」’…1・949　ア研　　iM　950　’ア研：

．・1，951　ア研　　1952　ア研一1955i・・．研

　1954　ア研・．・，り955．ア研　・’・1956ア研

　1957研1958ア研1959研
　1960　 ．研．　・，．196，1　　・’研’：　・　・、1’：．’∵

North．　Born¢o白・・9ept．二・0－f　I」abour

ノ，andl．、lWelfa｝re．．・』，・・ら　．・’；・l

Annual　report．　Teselt6n…．∫
　　　　　　　　　　　　　　㌧・・：5…．1．1　’・1・6・78

　1962ア研　　　　　・■・．．．．

．笥三：．チー．＝il・～∵’、1・2　　』㌦　’．咲・・．

Singapore’，・C（）・rony　of．　　∴

Urban　lincolnes＆housing．

Areport　on　thesocial

社会福祉局実施、シンガポール市内居住、か

つ世帯員月収500マレー画冷奴の世帯（低所

綱約601噸章漂船畔．榊出・

Singap6≠e』，　St’at’e　6f．1　Labbur

Dept6　　　　　　　　　　　　．：．；

λn曲・．l　rεP…。hいS・ingaか・6士。．

　　　　　　　　　　　　～；　　　　’　　680

研（Ke－455）

1951神戸　　1952神戸195．：5層「‘

　1954　　　　　　　1955　　　　 1956
195ア．．・・’・：． P．

X58．．「・1959

1％0研　　．1961ア研

1nternational　Labour　Office．
The　trade　ullion　stituatioll

　in　the　Federation　of　～lalaya．

塁瓢：1諾瀧1；lll午ll

・Office．　Geilleva＝，1’1962．

lv・1・8P．．・・…1｛’・∴’ u．61

図（Kea＿162）・　．　・・：「国・1

IV　AgriCuIture

Malaysia．　Dept．　of　S乏atis＝

　tICS．

Rice　statisガics．　Ku』a1・a
　：LumPUr．・・’：一．：　　’　－．　　一6合2

　研’（Llea．54－5）　1964

　　マラヤの’米に関する基本的統計資料。

　1951年より1965年までは、〔689〕

　”Rice　suppIement　to’Mo出h●iy
St・ti・ti。ar・B藤・11，tln・。fqf｝｛。

糠蹴．9細鱒”≒唾
survey　of　Singapore，　195き一

54，by　Goh　Keng、Swee．　　　　　　Malaya，：Federation　of」・’

Sing・aかor・e，19581、　　　　　　　　　Report　of　the　mission　of

215P・　　　　　　　　　　　　　　　　　　679　　　enquiry　into　t・he　rubber

研（K・・54｝1）　　　　　　indu・t・y・f珂・1・y・．　Kual・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一11’8一



1」urrpur，　1954．
　　　　サ　　の

x111，　76p．　　　　　　　　　　　　　685

研（Hkfr26）
　本勧告はゴみ再植付政策の基礎資料とされ

た。巻末κ関係統計表を付す。

Ma13yaP．Federation　of．、
Com甲≒＄、S，：iQner　for　Agricul‡ure

qensus　an．d　Agricultural
ECollomist．　　　　　　　　　　！

C・n・u・・f・琴・i、ρ・lt・・e・・1960．

Admlnistrative．，．report．

Kuala　ILumpur・1962．　　　　．684
　2v．

　　　　　　　　　Go．ntents．．

（i）　Methods　and　collcepts．
q、i、・）Oen・u・d・・u単・nt・・

研（1」ea．54－3）（ii）

Nlalaya・　翠1∋dρr、atioロ．of・

G・mmilrゆ・r　f・rAg．・i・・lt・．・e

qρnSμ．s、ρ旦4．Agriρul唯ural

E・6・・ml．ρt・、　　　．

　eensus　of　agriculture，．1960。

Preliminary　report．　Kua・lq
I」um｛）urP　1961．　　　　　　．．　　．685

　19v．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　COIltents．

no．1．Number　o　f　farms．

no．2．　Si’ze　of　farms．

n・・5理yp・・tenu・ea・d　fη「、

　　gmentation　of　farms．
no・4・ A．、Farm・q・ipment・ηd

　？ρ畔「一．　　　　　・．1，．

no・5・h凹・・愈・ck・　　・ズ
no靹．6＿：Farms　reporting

　　rub・berland．

…6AR・bb・・1・nd：A・e母、’
A

　　and　production．

nOP7．　Coconuts．
no．8．　I」and　use　and　tenure

　　of　farms．

　no。9・　Telllporary　crops：
　　，Area・：and　pr．σd．U（1：t．lbn．・』・

no・10・Termane血t”crops・：「．・’・・

　　Compac．t　a’rea・s　alnd．scatガel卜

　　ed　treesよ　　・

no．11。　The　farmers：　Age，：

　　sex．・liv『elli．hood，　households，
　・e．tc．　　・㌧”　　　．・．一：；・‘ノ　・’．．・

　no．12．　Farln　labour．

no・15・　Usage　of　irr’igat・ion・，

　　fertil童sers　and　che！nf6als．

no・14．　：Fish　and』wood　Prddu－

　ctiOn．
no．16．　Estates．

no．17．　Goverhlnent　farms．　　・

n・．18．．Group．settlement

　scheme　far由s．・．

研（12ea．54一‘5）．．．No．5－166

プ研．no．2

　マラヤの開発計画に必要な農業の基本的統

計資’料を提供することを目的として、：FAO

が提唱した1960年世界農業センサス計画の，

線に：沿って実施。実施要領については．

〔6．＄4〕1．”．A．dministrati、ve

．r．βport”を参照のこ、と。

N｛alaya，　Federat、ion・・of．

Dept．　of　Agrlculture．
．Annua1　・report．　　Kuala

　I」UlnPur．

　研∫1｛a－712さ2）．

1946ア研
1949

1952ア研
1955
1958　．．郁「

1961　研

1947

1950

1953
、19．56

・1959：

1962

ア研

平
打
、
研

686

1948
1951
奄P954　　研’

・195．7ア研

1960ア研
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；Malaya，　Federation　of．

Dept．　of　Agriculture．
　The　econo亘11ics　of　padi　produ－

　ction，in　NorthMalaya．　Pt．
1；．エand　tenu・e・・e・t・・

　互ap．（L．use　and　fragmentation，

　by∴黒ピ昼、・Wilson・　　Kuala　Lur卜

　Pur・、ゲ，．9513・・．

　xii，　1重弄P61一　レ・　　　　　　　687

研（恥・154「6）・．∴1

　　マ7ヤ北部米作地帯にむける小作慣行、礎

家．負債等に関する基本的資料。

Malaya，　Federal懇ron　of．

　D¢pt．　ofAgriculture．、

　Ma13yan　agriCU．1・tdral　stati－

　stics．Khala　Lumpur．　　　688
研（：Lea。54－1・）．1947．一1949．

　　マラヤ農’業に関する基本的統計資：料。

へ復alay3，．］Feder・atliOn　of．

　Dept．　of　Statistids．

Rice・upPl・me・tr@t・M・n唄Y．．

，st．・ti・ti・・lbull旦t．i・・fthp、

　Federation　of　へ1alaya．
、Kua～l　a・LumPur．　幽．　　　　　　689

　覆予　・（｝lk．a藁5）

　1gξ7・研11．958研1959研1960

　1961研1962　1963研
　　内容は〔682〕”Rice　statisti－
　cs悔参照の．こと。

　へlalaya，．　Federation　of．

　　、D6pt．　of　Agriculture．

　　Rice　variety　trials　in
　　lMalaya．－’

　　Singapore．
　　研　（Hka－2）

．　　1947－7r50　　r肝

　　1950－54研
　　1954－58　ア研　’

MaIa・ya，：Federation　of．

　Dept．　of　Statistics．
　R・ubbe－r　Sta．ti．S：fi．ごs　ヒalldbook：

Acreage．；．．’produ．ctior1，　yields，

　imports，　exp6rts　and　con－

　stlmption．　Ku．ala　I」umpur．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　691

研（Lea．54－2）

　1946．・：研　49・47研．　1948ア研

．194．9　研1．19．50：研　　1951　研

　1952．，．研．1953研　1954研
　1955ア研．’1ウ56研　　1957立教

　1958　研　．1959ア研　　1960　．研

　1961ア研1962研11963研
　　マラヤのゴム統計にかんする基本的資料。

　1946年版が戦後第1回目。

M：alaya，．Federation　of．

，D・lrector　of：Forestry．

　Reporton　forest　administra一
tlon．　．Kuala　：LumPur．
．研（Hz二20）

1946ア研
1949ア研

1952ア研
1955フ研ピ

1958ア研「

・1947

1950ア研
1953ア研
1956　研
・19591　1別：

1948
1951

1954
1957

692

ア研

研
研

ア
ア

　　　　至＞Ialaya，　Federat　ion　of．

　　　　　Minis．try　of　Agriculture．

　　　　．．：∵T；he　～Vest　Johore　coconut

　　　　　P耳・Qduction　survey，　by　T．B．

　　　　　’Wilson．ド　Kuala：Lumpur，
　　　　　　1958‘　幽i・　に・∴

　　　　　　47P．．・二r噌…　．　「1…：　　　　　　　　　　　　　693

　　　　　研　（1｛kf－34）

690

　　　　Malaya，　Federation　of．　Rlce
　　　　　Co了nlnittee．

　　　　　：Finai　repor．t　of　the　Rice

　　　　　Colnmittee．．　．KualaI」umpur，
　一120一



　1956，
　ixl，　43gb’．．1　　　　　　　　　　　　　　　694

研（Hkga－3T

Mal・ゾ・・∫’」 ﾗ・r・ti・n・f・Rice
　Produetli6h∴1Co血mittee．

猛・p・・tl16fやeRiceP・・d・一
　ction　．．Ob㎡ilhilttce．　　vol．　1．

潮溜5を、ll：1r“「・”1・曾53●695

研（Hk・一4・1■． W咲

Sarawak。　Dept．　of　Agricul－

　ture．

　ま祉nnual　report・　　1くuching・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　696

　ア：研　1959、“1962

、．．・…4947据り刊行髄て陸る・

　R．uibber　statistics，：Federation
　　of　Malava．　（M）

　　：Pub㌧・by　the　Dept．　of　Stati一

．i　st．ics，　Federation　of　聾lalaya．

　　Kuala　Lumpur．　　　　　699
　　ア研（4、5、7、9、’10）1961、（1、珊）

　　　　　　1962、　（1、　5、　5、　6、　8－10）1965

、V　Mining＆！ゆ？t「y

　Malaysia．　Dept．　of
　　Statistics．
　　Census　・of・lhahtlfaごturi119
　　　industrie9・ih…t』he　State　of

　　Malaya．19．63．　Kuala
　　．・Lurrやur，　〔1965〕

　　　xxv　i、i，　559，　14p．　　　　　　　　700

　　研　（Lea．54－4）　　’

　　　　19519年の製造エ業センサス〔705〕に：

Si・g・p6f6冷囮・t・・f・D・pt・．・．

・ofAgr’・icultμfρ・

Almual　r6ウorlt’．　Singapore．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　697

　研　（Ha－11）　1959

Ma監ayan　agricu11毛ural　jourηa1．
　（M）

Pub．『by　the　Deptl．gf　Agri7
　cultu．re，l　Feder巨t’igll　of

Malaya．　Ku．ala　Lumpur．．，．　698

　好干　　38｛211955、　4〔X2、1957

　立教　5〔〕（1｝1947－42（12）1959　〔lack：

　　　　31（1）1948，52｛2、194’9，41（1－12）

　　　　1958〕

　　マラヤの農業問題の包括的研究論文を収裁。

毎月号の巻末．に、1’マラヤ農産物の布場価格、

生産高、輸出実績、気象状態にかんする統計

資料を掲げている。

．引き続く第2回目め製造． H業事業の調査。国

連ρ勧告による1965年世界心礎産業統計調
査計画にそつ．で．実施されているので、調査項

目は前回に比べ！てほるかに豊1寓、かつ国際比

救（（便左るようにでき七’いる参、洋服製造業

自動車修理業ぐ自転束修理業および金細工工

事が省かれでいる。左寿このセンサスを補う

ために〔707〕”Survey　of　manu－
　fa，cturi・n．宜’竃ndustries　of

：Federa．t．fo：n　of　Malay”が刊行され

．て1ハる。∵・

Malaysia．　Dept．of　Stati－
　stICS．

　Survey　of　construction
　（private　seCtor）．　　1965．

KualaI」umpur，　〔1965〕

　x，7，　4p．　　　　　　　　　　　701

研．（1p－15）

　．1963研　1964ア研
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Malaya・Federation　of．　Dept．
　of　l～！Iilles．

Annua1・ep・・㌻・n　thρmlni興9
ind・・t・y・耳μ・1・L脚…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702

研（1・一10）1945’ P948、194’9

コVlalaya，　Federation　of．

Pept・ofMines．
B血llet三n　of　s』tatistics

　「elating　to　the　min童Pg

　indust士y．

Kuala　Lu甲pur．，

研（1a－11、　la藁13）

1946　　．研　　　　　1947

1、948－ w研，’1，＝ig4’9

1950評’ ､∵．、、1951
1952　　　　　　　　 1’

X53
1954　　　　　　　　　1955

研
三

洋

705

妨やの鉱業にかんする基本的統計資料。

：脚タ：y典・『細β止．・ti・血．11’

D・P’tρ壇i．h．臼・1．

Qtllnquehn正a．1：r．6por’t9．

耳ual・恥mp・・r　　　704
研11・＝12）．’1．950／55（ISti＄。u．e）

Ma！l・ya・F・d6fatib・・fの・p‡・

　6f　Sta．‡istics．

晦su・．6，f．茎nan・f・t・・iρ9

叫・．t士五b・i・．　tb・聯．・・a匡lgn

　of’．Malayal　1959．

Kuala　I」umpur．　　　　　　　　ナ05

　1v．
　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　コ

　　　ロ　　　　　　　コ　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　し　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　．ア研　　　．　　．　ピ

　　マラヤの雑工業に．かんす硯初回ン端

難工業ゆんする面白勺統讃料を葛・司る

〔662う．「統調報」，を騨うことを目的と

して．フレームのカバ．潟bジをあらたに整備した

上で実施。対象は勃力を有する全ての．企業1澄

よび動力が左くとも従業員5人もしくはそれ以

上の企業。調査項目は雇用、労働時1間、賃金

在庫、原料費、燃料、電気、総生産額。

Malaya，　State　of．　Dept．　of

　Statistics．

　Mining　census，1963．
K・苧1・p・mpu・・．1964．

　1v．

At．・h・⑳・f・tit、1←：一F・d．0τ・r

tig・．・、fM・1・y・i．孕・．．，　．．706

　ア研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“．1

M・1・y・・F・d・・ati・n　Qf、．．，、、，

　Dept．　of　Statistics．
　Sμ「Yey　of　manufa，turin9，，．

　industrries　Federation　of．

Mal興yρ・．．Kuala　Lumpur．　7P7
研　（lr．54－2）

1960ア研1961研　1962研
　　196〔1年依．第1回。1959年にはじまる4

年目ごと．の製造工業センサスをカバーする目

的で実施。

W一．丁卿．・p・r‡・ti・・

　　　tlon

GOIninuni．ca一

iMalaya，　］Federation　of．

，へ｛・．1．・y3・Railway，

Administration　report．
Ku．a，i融．層Lumpur．

　1946　殖冴　　　1947　　ア研　11．948．

1949珊4950ア研1951
1952プ研

　ZO8
ア研

ア研．．

Si．ngapo斡・．＄t・a；tρ　o，fピ？．　pept．

　of　Statistics．
R・p・・．t・nth・．、c，曾ロ・sμ．＄．・f

indust・i・l　pr・μ・・t，iqρ．

　1965・　　SingaPQ．re・・．．；・．　　　み09

　1v．

ア研
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皿・・mm・・c，・Tfゆ；ご．’．一S。，a諏。k．．D。pt∴。f　T，ade　anα

　　　　Balance　‘）f　Paylhent’s　　　　－　　　Cust．o血s．i、ジ・い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics　for　the　llalf－yρar

B畳蹴Dept●6ギCust6φr＆ゴ．長1濃la「∵1ド・301h．J∵㌻16

An・u・1・t・ti・ロr．s・〔・・d…1　1958雛府1959鯉府
島’1＿Lg）・・．・7・1㌦ng。p。re，　G。1。ny。f．　D。pt．

196’0研196研19627　｝．・翻lflle「蝦搬luStlyデ17

North　Borneo．　　　　　　　　　　　　　　　　研：（lb－62）　1954・　．．＿．

翌隻舗「搬alistlρ『．1’・Si。g。P。，e，　St。t。。f－D。pt．

誘e濃墨71・＿．1・，．1∴11・lf齢蕊1，nal．t，ade

　　1959研　1960研　　　　　 stat．ist、ics，・：including　trade

1961Z研．・．1・962．ア研．　　　　with　th・F・d・・ati…　f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ma’laya、

N・・th　B・me己・．D・pt・ρ五lll”．　Slng・p・re・　　　718
Trade　and　G・・．t・ms．　　　　研：（AMFりも16）
Allnual　repqft・Jrssrllgl121、1；ll．鷹．、・ll：；．ア舞

ア研19，φ2、’一…一 @；1『「”196・・研1961・．ア研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　、　　　　1962ア研

Sabah・　Sta‡．（学ρf．．

S・b・h・t・ti・t．i・・ext…a，1　，Singapo「e・State　gf・

瀦；165ξes』Selton・・713耳蝉ly。？fC鵬＝宅’14nd

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lndustry．

Sarawak，　St。t・。f．　D。pt．δf　Annual・ep・・t．　S・ing・p・f・．

　Statistiρ＄。．　　　　　　　　　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　．・・　　｝．・「　719

St・ロ・tll・c＄・．・fρ・tρr・弓1．．．．． @研（1ト62’）1954・1958・1961・

t「ade・Kuch．i叩1，，，，、＿714

ア研1964 @・・…：．F諜ltlll麟｝lyl：n。｝㌫
Saraw・k・St・t・・f・b¢P、1．・．・f．ng　t・ad・with　Si・g・p・・e）・

　Trade＆oustoms．　　　　、　　　　　・（Q）

　Annual．　report．’　〔n．P．〕　　715　　　Pub・　by　the　Dept．　of　Stati一

　研　（AFNトLg）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　stics・　F・ederation．of　］Malaya・

　1957総埋府　1958総三三　　　　　　　　KuaIa　Lumpur．．1　　　　　　　720

　1959．総理府　19．60研　1961ア研：　　．研（Dh－146．）．（1－5．）1958

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『’25一



Federation　of　Malaya：．　St一一

　．‡istics　of　external　trade．
（Q）

　Pub．　by　tlle　Dept．　of　Stati－

　stics・　］Federation　of　八｛alaya．

Kαala．Lumpu　r．　．　　　　　　　721

研・（Dhr147）．（4）1958、（，2、4！．1959、

　　　（1、　4）1960

ア研（5）．1959一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
　　　本学研究所所蔵の1959、1960の第4

四半期はマイクロフイルムコピ｝。，．．．：㌦

　1961年より〔724〕”States　of　！～｛qla－

　ya；・　Monthly　st．atistics　．o．f

・external　tra．de．”と改称。、マ12やの貿

易に関する統計資料に、．現在〔．724〕℃ta－

tes　of　MalayaInont与ly，s；t、身tl－

　stics　of　external．．．tradeτ

〔722〕”M・1・ya　exte、rn．孕．ユ・・t・ad・

　statistics”，むよび〔718〕”Si．n一

　解pore　　external　trade　stati－
　stics　incldi．ng．．．グの3種類あり

　（いずれも通関統計）、〔724・〕はマラヤ連

邦のみ、〔722〕はマラヤ、シンガポールの

両地域を含み、〔718〕はシンガ．ポ．一ルのみ

を含む。・これ．らのう．ち〔722訊は・一1．警60年

までは月報として．刊行さ・れ．・最終丹号に五ξ初

からの累計が．併記。〔724）は、’暦年楚の月

醜毎月号には・．当年の年・初ゆらの累計を併

L、〔718〕に：暦年建の年報』統計単位はい

ずれもイギリス漂準数量単位、商品分量はS．

　LT．G．に準拠したマラヤ貿易分類表によ

・る・o　；・．，

へlalay．a　e．xternal　trade　stati－

　stics・　（Q）

　Dept・　of　Statistics，．　St興te

　of　Singapore．　　Sin．gapor．e。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　722

　ア研vo1・3（JulIy／Sep．t・．1：961）一

　　マラヤとシンガポールが共に・集計されてい

　る。〔723〕”MaIayan　statistic忌；

external　trade　of　N1alaya”：が、

1961年より改称したもの。

八lalayan　statiStiCs；　1eXternal

　trade　of　λlalaya　（State　of

Singaρo「e　and　F・dr「a．！l・n・f

．Malava）．　（M）
　　　　　げ

　Pub．　by　tlle　Chief　Statisti－

　cian・　Federatior】　of　八ialaya．

Kua豆a　LロmPUr．　　　　7を3

研1952、1953、1955－1958、
　　　1960

　　本学研究所所蔵資料は全て各面の12月号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　（マイクロフィルコピー）0196’1年から

　〔722〕”釣｛alaya　external　trade

statistlCs”と改称。

Stat6s　6f1‘；～Ialaマa　mont．hlv

　statistics’of　externaユ
　trade．　　（M）’

　Pub．　by　the　Dept．　of　Stati＿

　stics，　Statcs　of　Malaya．

KUala　LumPur．　　　　　　　　　724

　ア研Feb．　1961一　　〔1ack：（5、4、8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1961〕

　　〔721〕”F・der』自ti’61・・壇al・y・，

　statistics　of　exterhal
trade”が改称。刊行頻度も月報と左つた。

V皿　 Ballking　Fin’anbe

Malava，　F｛≦d．erationσf．

：Financial　statements．
K“ρ1・LumPu・・
’研　 （Cr．54－1）

1950　｛環≒　　1951　留｝

195き　¢汗　　　り954　吾｝千

1956研　1957研
1959　研　　 1960

1952
1955

1．958

1961

研
慨
研
瑚

725
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Malaya，　Federation　of．
　1ncome　Tax　Dept．
　Sta．t．ist．ical　abs．ra…c・ts．5hovr－

　lng　detalls　of．asse・s．sments
　、vith’．　Pa、rt・i・culars．　of，　assess一

．ments　Inade　and　　t．ax　colIect－

　ed．　Kuala　Lumpur．　　．．　726
　丘汗　（Cbb－93）

　1950　ア研　　1951　　　　　1952　ア研

　1953ア研1954研1955研
1956研1957研

Mahya，　UniOn　of．．．Fillapqo
　Review　Cornlnittee．．．

Report．KuaIa　Lumpur，　　．，

Malayan　Unlon　Govt．一Pr傘ss，

　1948．

　58P．　　　　　　　　　　　　　　　　727

　研（Gba－851）1　　・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　‘　　・

SingaPo「e，　Colony　of．
　：Finan・cial．　statemellts．

　Singapore．　　　　．　　．・　　　・．728

　｛肝　 （Gba－74層）

　．194．61ア研　：1947：ア研，・11948　ア研

　1949・ア研　　．19．50．フ研　　．1951

　1．95：2・ア研　．1953　男再　19・54．

　1955、　．　．1：95．6　ア研

Singapore・Sta‡e　of．
lncOme　Tax　Delうt．

D

Statlrti・孕1　abr‡・a・cts．、sl｝・凹

i監19Pr・‡lc晦ギr，1ρf，aUl：ρ．ラ、se一

・．s甲ellt・！nade　aρd　l・．k．ρ’・11・一

・t・d．」玲．！957、witll　d⑱t・il．・

P軍．3ss6・＄・孕g・tsln・d・f⇔士’．1956

up　to　51st　Dec．，1ウ57，．and

　for　1957　up　to　51st　Nla’fbh，

　1958．　Singapore，　1959L

　lIP．　　　　　　　　　　　　　　　　731

ア班

Singal～ore，‘State　of．1）ebt．　of

　lnland　R6vcnu．e．

Annual　report．　Singapbre．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　732

研（Cbb－96）’．

　1959　靭｝　　1960、．イ引／　　1961　ア研．

Sfngapore、，l　State・Qf．．．

．F：inanCiaL・S・毛a，terpρ，ntS．

　Sin・9al｝6r¢．・・：　　　　　　　　　　　　729

研（Cb・一74）』τ　　　　　Bank　N・g・・a．T・nah晦1・ya．
1958ア・｝1日959ア研196q・・研　（Oent・aユB・！｝k　9聴正・ゆa）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛・p…n帥um．・da1．ゆ・．ny・t・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　730　　・研　（：Fcc－41）

研（Cbb－95）1959　　　　・．1959ア研196・廟’！％1アll臼962研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容は〔735〕を参照のとと6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一125一
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　kira2（Anllual　report　and
・t・t・m・nt・f　acc・unt与、）・’

Kuala　LumPur．　　　　　　　　　733

研（Fcc－4づ）1965「1965
　　マレーシア中央銀行②過去1．年にわたる業

繍告のほか・酬麟薯1青・．国内の経済、
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1965輔に外耳〔7ラ4〕魅．駈，
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、年の推計D　　　　　　　　　　　　　　　　一　マラヤ連邦の生計費指教作成のたあ、∫ウェ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連邦全世帯の1／4％といわれる）について　nのational　inlcome　of　Singapo－
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　Distributed　for　the　RI　of　　　て実施。
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The　Board　of　Econdmic　ln奄Ui」

　ry，　Punjab．

A・．ec・n・miご6廿・vey・f・lgh｛
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J・M・　Qureshi・　．ILahofの
　1955．

　xiii，　188p．　　　　　　　　　768
『研（Br．61－15）
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図v。f．8（1φ60）一

研・・L．1（3－12）19● ･2’（．1i12：！

　　　1954、　3（2－9、　11、；↑2》1冒ウ515、　4（10）

　　　195瓜5（2－5・’入9）19ぢ入．6（斉「

　　　12）1958、　7（1－12）1959

　　パキスタンの経済むよび社会全般に：・わたる

統計資料を掲載。資’料の出所むよび統計的解

説を付す。1952年5月創刊。ただし巻号は、

1’953年1月号より始まる。経常的資料のほり

か、特別左テーマを扱った結果報告が収録さ．

れる。例（1952年5月号〕パキスタンの国民所得

推計に開する諸問題、〔1959年8月号〕製造工

業センサスー1955年）　　　　　．1

皿　Populat’i6n　Vita．f

　　Statistics　Hou串ing

Pakis‡an・
　eensh：s　of　やaki・sta冒n，・1951．

Karachi，　1952．　’’　　 　772r

　gV－　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　・ContOht9．．

　vol．　1．　1）akistan；　report　＆．’

　　　tables．　　　　　　　　　　　　　　　●1

　voI．　2二’Baluchistan；　reやort
　　　＆　tabl：es．　　　　　　　　　　・

v・1．・．．3・Eart　Be岬；，「ePort．

　　．＆’tables三　　　　　　　　響
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voL　7．West　Be塾gal；tabI『s
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ゾol．9．　Administfa・tive．
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　　（Ld．61－2）　Vol．　1、3－8．

研

　　1947年にイ．ジドよウ陸離、独立して以後：

第個の人ロセンサス・野外報告は靴ンサ

ス報告と、〔775〕ρ”Village　list”

むよび〔774．〕の”Census’bulletin”

から左る。独立前の人口についてはイン1ドに
1’

ﾞける戦前の人ロセンサス（本学研究所所蔵
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ietin”が刊行．されている。左か1％1年人

・センサスの徽に？咋は・本セ’沙襯
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                             ' Report,on sample survey of
 Karachi popu1ation, 1959.
 Conducted on behalf of the
 Ministry of Rehabilitation.
 Karachi, 1959.

 ii, 47p. 778 t}f (Ld.61--19)

East Bengal. Provincial
 Statistical Board. ,,
 Stat,istics relating lo area
 and population of East

  Bengal. Issued by the
  Provincial Statistical
  Board and Bureau of Commer--
 ,cial and lndustrial Intel-
  ligence, l],iast Bengal, Dacca,
  19se. Dacca,19sl.

  Iffl (Ld.61--18)

.Bhatti, A. D., comp.
                     tt t                       t.,,A bibiiography of P4kistan

  demo gr aphy. .
                     '  Karachi, Pakistan lnstitute
  of Development Economics,

  1965. vii, 59p. 780
  l.t'ff (AaL----16)

Ill Labour .E:nployment,,.VVages

                   '               . -I.ti'!
Board of Economic lnqyiry,
  Punjab.

 Agricultural labour and
 w,ages in the Punjab, condu--
  cted by Ulnar Khan Niazi
  under the supervision of
 AliAsghar Khan. (Lahore,
 Civi1 and Mi1itary Gazette)
  1 95 4.
                  1. ,'1

                   ' IVF(Hdc---5o) '

Board of Economic lnquiry,

'Punjab. .,,                       ' A socio--economic survey of
 industria1 1abour in selec--
 ted centres, by Abdul Aziz
 Anwar. (Lahore)1959.i

 vi, 240p. 782 M (Ke-664)
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The　Board　of：E60nomic
　IIIquiry，　　P．unjab．：

　、’V～）rking　conditionS．of　Iabo－

　ur　ill　the　textile　i・rldustry，

　by　AbduI　Aziz．Anと1盆r．

　〔Lahore〕　1964．　　vlL　270p．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　783

．研（Ke－655），．

lnternationa董　Labour、Office．

Report　to　the　Goverhment　of
Pakistan　on　manpower　survey．

GeneVa，1956．
　iv，　126p．　　　　　　　・　　　　”　　 784
研：（Ke－465）

　　19．55年に始まる第1次経済5ケ年計画

の遂行のために、労．助力の幼員可能性よりみ

る需．要、供給、むよび質にかんする資料をう

ることを目的として、パキスタン政府労働省

がlLOの技術援助を得てig55年に実施
したもので、大規模事業所調査（従業員20

人以上の有効力の全事業所）、労働力標本調

査（1951年人ロセンサスになける入口2

万5千人以上の市部の世帯を対象）、小規模

家内工業漂本調査（都市冷よびその周辺地域

に澄ける従業員．2．0人未満の事業所むタび窟

内工業）に聞する結果報告を収録。

Shafi，M．

Pakistan　labour　yearbook：

Afactual　and　statistical
　review　of　Iabour　conditions
　in　PakiStan．l　I〈araChi．ら

　Pakistan　I」abour　Pu・b1．icati－

　ons．　　　　　　　　　　　　　　’．・　　　　785

研（Ka－28）

’1949／50神戸　1950／51

竃953

1956　　研
1959　　　．研

1954神戸
1957

1952研
1955
1958

1949／50年版．が第1回。→郭を除き

ほぼ．毎年刊行。パキスタンの労働情勢に．lqす

る記述左らびに統護や表を収・録o

Pakistall　Iabourlgazette・　（Q）
Pu’b・　by　the’・Bureau　of　I」abour，

Pakist．a．ll．　’Karachi．　　．　786

　1研　1　（1／3－4）1953／54、　　2（1／3－4）

　　　1954／55、．．3（1－4）1955、　　4（1－

　　4）1956、5（5－4）1957－7（1－4）

　　　1959ぐ8（2）1960、　9（3）1961、

　　　10（1．）19．62

ア研9（1二）1961－

　　4953年よ．り・季刊として刊行。パキスタ

ンの媛近の労；切問題に「；1｝する報告、齢よび巻

．末に業務統計．を付す。

East　Pakistan　labour　journal．
　（Q）

　Pub．　by　tile　Di．rec．torate　of

．Labour，　Eas．t　Pakistan．

　DaCCa・　　　　．　　、　．，　　．　　787

　ア1；汗　1．4・（1／2．）196曜「1．

｝V　　Agriculture

Pakistan．　Agricul．turaI

Oensus　Conmmissioner．
　FirSt　agriCUItural　CellSUS，

　1960；，a　summary　of　East

　Pakistan．
　〔］しahore，　Il．　d．〕

　78P．　　　　　　　　　　　　　　　　788

ア研
　　パキスタンの1）奮業．構造の把握　2）経常

的農業統計の改善を計るための基礎数値をう

ること　5）．農業生産、左かんずく食糧生産

の増大を計るための基楚資料をうることを目

的として、：FA．0の提唱する1960年世界

濃業センサス計画の線に沿って実施された標

本調査（東パキスタン10％、．酉・牌スタン

　20％）。
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1

Pak,istan. Ministry of l"ood
 apd..E(gricu1ture.' Cg-opera-
 tion' and M'arketing AdV'is'erij:
 crop wealt!h of PAkistan. '' ;i'

 Karachi,1952. , '
 v. 289p. '789                        ' !'ew (Ijea.61-21)

Pakistan. Ministry of Food
 andAgricu1ture. Co-opera`
 tion & Marketing .tLdviser.
 Livestock wealt'h'6' f Pak"is--
                     '                      '                     '                      '                        ' tan, 1949.
 Karachi, 1954.
'ii, 69p. ' '= 790
 fV} (Lea.61'2O)

p.akisLL'hh. 'iNilinistr'yi ()f Fooci

 and Agricural Economics and
 Statistlcs.
 Land and crop statistics oi
 IPakistan. '':i'':''i-' -'l

 Karachi. 1959.
 viii) 16sp.''''' ' '' '7'93

 .-F (Jjea.61-ss) ･･i

Pakistan. Ministry of Food
 and .Agricu1ture.' Directora-
 ,te of .A.gricul'tura1 Econo-

 mics & Statistics.
 Live$tock st,atlgti9S Of
 'NVest Pakistai}. Karac.hi.
                    '           ttt                         792

Pakistan(East) P, ,irector//,.te

 ofAgriculture･... ,,. .
 Agricultura1 statis.S.l.9S Of
 P)aasc:arpenga1,1945/4,6-' 7g,s,

Pakistan(VVest) Bureau ,.pf

 Statistics.
 Land uti.lization and cr.,op-,
 rotation･patterns in the,
 Northern Zone of NVest Paki-
 stan 1952--55, 1955-56, ,
 1956-57,1957-58. I]ahore,
 a962; L

 iii,54p. , 794
･7 '

p
t
f

Pakistan(NVest) Bure.au of

 Statistlcs.
 Sta'tistics of X'Vest Pakistan;
 agr'icu1tLiral data, .1.947/48

 to 1958./59. Lahore, 1968.

 xi,472p. '･ 795
 7ilJF ' ,･  ±S{IL;jFilliB, ll;tf'EIEi･}etr, 47Eilva(IE?il,z.-l-ii, 'zi<1ili,

 ･eS}llZ. zi:fbe,,Yf;fi (xc "s>i<,-3. vls fr s ver.--its 1£. .ew-

 -i;ili'4,llbr' II[] e･# 1 9 4 7/4 8 .tli 7-b4g,1 9 5 8 /5 9

 kP-iE-(I. '

Ahinad , ' Ght! 1am.

 .Foo(l aiid agricultura1 statis-

 ticg of West Pakistan.
 Lahore, West P. aki$tan Govt.

 Print., 19s9. ,
 iii, 258p. ,796
 5f} (Lea.61h42)

Board of Econotmc lnquir.,yi,

 Punjab. .,.. Agricultural statistics of
 the Punjab, Pakistan.
 19Ol/02-1946/47. (Lahore,
 Civil and Military Gazette)

 1950.

 Supp1ement. 1-2.
  2v.
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  fi7rl (Lea.61--'46) .
                tttt
   ,.. 1,9 O1/O2-1 9 4614,7,

   , 1947/51

    .ltt ./ tt. The Board of Economic
  lnguiry, Punjab.
  Economics of wel1-ir,rigati-
  g,n in the Thal. .(Lahore)
  1.950, ii,95p.,. .. ,.,.

    i'.'. ..:, ･-7q8
 M(Hcr15.) . ,
           '
Board of Econoinic lnquiry,
  i Pp.njab. ･- ..
 Farrn accounts in the Punjab.

 Lahore. ･. 7,gg
 :Yr' (Le.61----12) 1926/27-195U!31.

 , 1952/ {.,3-- ･1 941/42 .,

Board of Economic lnquiry,
 Punjab.. .,.,,..,,,.,..
 Livestocl< sui'vey. ip, ,t lie .,

     . PynJai),, g,ondu,cted by, ,,I. M.:.

 Qu.reshi. Lahore,1951.
                           ttt                    .

 7ml. .,. .''[.
                      '

rVhe,Board o･f Econoinig

 Inquiry,Punjab. .[･/..
 Rep.o.rt on thc ne,edland ,supp---

 ly, of credit in the rural

 areasofthePunjab. ･,                      tt lnquiry conducted under the
 supervision of Ma1ik Ainan?t
 Khan. (Lahore)195'1, ..
                          ' iv, 60p. 801                       ' liA (Hbf--24)

TheBoardofEconomic ,
 lnquiry, Punjab.
 Rise in the prices of bhusa

 in the Punjab. -.: i? .
 Inquiry conducted under the
 supervisin of MaIik Arnanat
 Khan. (Lahore)194'9. .,
                 -/ iV, 28p. . ,.. i. .,, ,,., .8P2

 rw(Hx---24) . -;,.-:
              tt tt.
  tt                      .The Board of Economic
 lnquiry, Punjab.
 Sta,gistical analysis of
 pilipes paid and p.r,ice.s

 received by farme.rs.

 (Lahore)1962. ･.
                           ,                    -
                 ' 'nv (Le.61-16)

Boar(l of Economic lnquiry,
 Punj.ab･ :･' .; ,:,L ., ･
 Survey ot',small holdings in
 .the,Punjab,. ,,,../ .･..:.
 In(}uiry con(lucted by R･ana ..,

 NasibKhan. (Lahore),.1g55.

･M (}-Ida-2)

The Board of Ecoiiornic

 inquiry, Punjab.
 S;Sviorking of thc co-operative

 farming societies in the
 Punjab..: Inquiry conducted
 by.Rana Nasib Khan.
 (Lahore) 1956.

 Vi, 75p. 805 M (Hf-1D

Agriculture Pakistan. (Q)
 Pub･ by the Food and Agri-
 cu1ture Counci1, Iakistan.

 Karach,i,... , s06
 fiJI .1,(1)1949/5 O-1 O(1)1959

-1 55-



　　CiaCk；2（112）11’9・51〕　　　　　　　　’　　　　　1958、　1959／60

　　　　　　　　　　　…．、・　　　　　．　　　　　　　　パキスタンの製造三業に：関す6基本的統計

Monthly．．Su由mary・．・of．’jute　　　　　資料。1953年より毎年実施。調査対象は

　・．st’atistics．　　　　　∵．　　　　　　従業員20以上’の有勃力事業所に限られてい；’

　　Pub．　by　the　JuteDept．∵　　　　　る。結果報告のうち19．5・・5年につい・ては、・

　　East　Pakistan．　　　　　　　　　　．その要約が’〔75．4）．”Statistic・al

　　Dacca．　　’・　・．．’．　　』　・807．　yearbook”の1955年版に、また全報告が

　　ア研（1）1950一（．12）：1・．958　　．．．・：　　・製造工業センサス結果報告｛954年版に収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・録され、また、1954年センサスについて

The　Pakista・n・c’ott・ons．．　・（Q）　　　は、〔771）”Statistical　bulle－

　　Pub．　by　the・’Paki．stan　Gotton　　tin”の1957年5月号に転漉されている。

　　Comlnittee．　．　　．　　．一・＿　　　左冷パキス．タンにおける経常的鉱三業統計資

　LKa．rachi．　　　　　　　　　　　　．・．・808　　．料は”Statistical　bull．etin”欧

　　ア研5（2）1961一　　．　　．．　　　　　　毎月各．所管よ．り報告される業務統計のほか～；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央統計局作成の四半．期毎の生産報告、・鉱エ

V　Mhling　＝＆　1111du．s毛lry　　・．・…　　．裳生産指致（1954年基単、品目、製造業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴．一∫・　　　21、鉱業6、算式は相対法、ラスパイレス

：Paki＆tan∴．！：CehtraLBoard’，of　　　式、ウエイトは1954年付加価値額）が掲

　　．Revenue．　Statist・ical・．『；Office．　　載さ、れる。．．・

　　Sai．t：adrhinistration　rePort．

　・Karachi．　‘　．　　　　・．’：『‘’．809　　Pakistan．・・Central．Statistト

　・’研1（Gbc－5）　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　cal．Office．　・

　　1949／50ア研：　1950／51・ア研・　　　　　Electric　powe．r．statistics．

　　1951／52　ア研　　1952／53ア研　　　　　　Karachi．’　　　　　　　　　．，812

　　1953／54　ア研　　1954／55　　研　　　　　　　　研1（Lea．61－41）1961

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．一　　・ご　　　　1958年版が第1回。以後毎年継続刊行。

　Pakistan．　Gentral　Enginee一
　’ピi正証91Au・thority，：EIectrici・t・y　　：Pakistan．　Chief・lnspector：

　　and・幽Power～Directorate．　　　　　　．of・Mines’．．…　：　　　　．．，　　・：，

　　E’16ctf・icity　supply　o・f・　・：　　　Annual　report。「Kaτachi．．1．；

　　Pakistan・．sl生at・istics．D　．：層　　．・．　　　　・　　　　　　．・　　　　　　．．　．　i　　　　　8、13

　　Karachiの　　　・』’・・1・　一．1　810　　．ア研1955・・．・．　，．…∴

　ゼ．；ボ肝5（Lea．61－39）窪948－1955、・・　．　　　㌦．　．．…　　　1　・　“

　　　　1956＆　1957　　　1　　「；：．：　　　Pakistah．　Ministr．y　of．Com砧

　　　1948－1955年版が．第1回の刊行。　　　merce　and　lndustries．．
　　　1．‘　　・’・．一∫∴＝；’．二・・：1．．．．．’＝・一、　　　Dept．　Of　PetrOleUm　a．n・d・

　Paki’s亀a：n．．・　Ce1丘r・al・St・at．iS・t：i－　　　Minerals．

　　c’a・1　0ffice．’：11∴．　　「：　…け、．・　　　　Mining　industry・in∵Pakistar1．

　　OenSUS　Ofrna11UfaCtU、r・ing．．∴”　　　KaraChi．　　　．1ピ：’．・　　　　　814

　　indus．t’ri．e6．　Kar．achi’．　8：11　研（le－25）

　　・研：（Lea．61－33）1954、1955、1957、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一156一



               t'  195O ,tstij5 1g51･' ±･ 1gs2ii?EIFi･･i
  igss 7m ig6'ca`1:4sl'iti'ii' igss ef i.

  1956tlA 1957'bl}'lg58'IYI:'
                  '  ' -c aex pt yll!S(IH.E))dr' 4. t･iptti?ziki}oiiiSi2ii1 agiM

  {z) ;k! ZIE g:RL.lt k 6 Cp: orc pifSkE {5(,Ifl cz) IE}f {I; ec Zit K> Jl!i

  mbk liXli･1ecJijx, ･,kktl2Zl{C">/V-S-6ts`gn;i"X():(k

'tt, rw, stRigi ,lg,i gif./Si.S.l .M igss

   tttt ".t ltt .t
 Pakistan. Minist'ryof`
  C"ommerce and lndustries.
        '  lndustr'ies'Division.' '''
  Report op the survey of ,,
  requirements of industries.
  ili:,,g, g,?.,h i. ,,(i'2.I 7'' ,1. ':'･, 1I･' "i: '･ 'g `･i,

           tt /  PI(l'r'.61-26>i'''i'i-･ -'''･
 ･- 1

 Pakistan. Ministry of
  lndustries.
  Rteport on the 'surve'y of'

  requiretnents of industr'ia1
  units engaged in various
  industries in NYest' Pakistan
  w:hich approached the Mini--
  stry: ifor the first time

  under Martial Ijaw Regulati--

  on No. 67. Karachi, '2961.

  iv, 117p. 816  iifI (lb--:-s7)･'･i ･ ･, ･,, ,i･･

'' P.a' k'' isth'n.' Nlliriistryof,lndu'-

 'gAaii82.r6,98S,tfi,9f Suppiy

  Pakistan's industries,
  1947-5 5.
  Karachi (n. d.)
              '  96p .'･ '' 817
  7 bl}

Pakistari'(Ea' sit')'l'iFactories' ･ i'i

 Directorate:i' ･,''i ･''i,,;･;";;

 A.nnual report on the adrnlni--

 st'r'atioh of the factories

 actinEastPakistan. 81s
 "71iY} 1951. 1951/5 5, 1954. 1g55

Pakistan(East) Provincial-
 Statistical Board.
 Census of manufacturing
 industries 'ini'East Pak'istan

 for 1954. ･By Provincial
 Statistical''and !ndustria1

 lnte1ligence, East Pakistan.

 Dacca, t957.･' ･ 819
 5v. ･･"-"･
        Contents.
 Manufacture of confectione--

  ry.
 Manufacture of tea.
 Manufact'u･re'of river ttrans-
  port equipm'ents' (ship;'-buii-

  ld'ing hnd rep'airi'ng): '' ''

 iili (Lea.61-57) ･''-･i･ i
     '1'1 '': 'i' '1" :'1' ;j''l

The Board of Economic'
 lnquiry, Punjab.
 The development of cottage
 industries on co-operative
 lines.'･By lj'iaz;Hussain ･1
 Ma1ik. (L-aiiore):1961.

 M (lr.61-59)

The Bdar-d' o･f Economic

 lnquiry, Punjab･
 T'he eco･nomics of tube weH
 irrigation. Lahore,1965.

 viii, 108p. - 821
 iffl (ln-19)
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:

'

-N '

The Bo'ard of iEconomic

 lnquiry, Punjab. 't'
 Effects of partition on

a:",g¥?1･Ei'ss.i",gp,s.,goEger .

 Sialkot. By Abdul Az'iz' :''"
 e.-?w2aro6p.(Latiore),i.255･ s22

 M(Br.61---154) ..L .,

The Board o'f Economic
 lnquiry, Punjab.
 Fruits and vegetables
 preserv'atibn indust'ry in
 the IPunjab. Inquir>r
 conducted by A. A. Anwar'.
 (.Lahore) 1g54'.'
                       ' iv,127p.' '' 825
 el (lmd-5) ･         -.,, ..,,,,11.
The Boar'd of Econornic : ''''

 lnquiry',Punjab.･ i-
 The futtir'e of'cha'rkha iin'

 the Punjab. Inqui'ry' con-

f£g,`gd,.B,Y,th,9' Yasjn･

 11,49P. ',･'･･ ''･'82i4
                      ' rw'(lk--59) -･ ,
      ' '               t t. tt.
The Board of Economic

 lnquiry,Punjabi' '
 lntroductory report on the
 socio--economicibenefi"ts of

 sugar industry in West
 Pakistan'.'' By A. A. Anwar l'i

 C&) M･ A. Khan.                  Project
 co'-'-ordi'nator, H.'''k' '.' Syed.

 CLahore)lg62'. ''-･'''i ･
i'

70p. -''' '' t: 825
M(lrnb--g) ' i

 The Board of Ecoriomic'

   lnquiryiPuh'jab. ""'
  Manufacture of desi sugar
   as a rural cottage ipdustry
   in the Punjab. Inquiry
  conducted by M. G. Yasin.
  Under the supervision of A.
  A. Khan. (Lahore) 1957.

  f've(Iinb--1o)'' ･i ･'

     -tttt/ttt]tilt'tt t
                 t The Board''of' Econorhic'i

  lnquiry, Punja'b. ･ ･ i
  Report on the cost of ginr
  ning and pressing cSotton in
  N･Vest Punjab. By A. A.. K.

  Babar. (Lahore)1948:

  NF (lkb--6o)' - ･:i･･ ... - ./
                         ･･i,                  - tt
VI Tra:･nsportation Cornmunica---

   itiioll'i''' ''"'''
      t ttt /ttt                   tt tttttt
 Pakist'an.' Railway Divisioti
      ･r･  Re'port on IPakistan railways

/(.i, ), :i ,I V,l ll,t' ¥,",' ;' >i2g,4dh i', e.,t g.,,

 tt ttttitt ittt
 IPakistaii(West) Bureau 6f '
  Statistics.
  Stat igt ics 'o f'VSv"est ･Pakis t'an';

  roads, road transport, and
  LPaakhoii8?,n WestL'ern raiiSvayg//g

                     '  71ilI 1962 '
                         '
VII Commerce Trade Balance
    of Payments
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P・、ki8，tan・ド．卿：÷』a，1βll・・i・1．i－

　cal　Offic¢．．

F・reign層^d・，・t・t．i・ti…f

Pakistan． Karachi．　　830
研　（1」cb．．61－9）

来印はマイクワ四四ト．によや9，

”1955研　　　　1956研
1957研来 P．1958研来
秒59研（峯報1．’　1960研米

1960／61　1班（VoI．1）

　六キ冬ダンの．貿易に関する基本的統計資料。

砂515年版が鋤回。刊・行頻度脳阻よつ

て槻編誘商品頒は顧6。凹凹6肚

でパキスタン独自の商品分類によっていたが

同年7月以後S．1。T．0．に組替えされた◎

統計年：度三二国辱三国。原資料は輪1入：が輸入ラ重1三

智、輸出が輸出船積証た上る。

米各．年の刊行頻変を示す（ArAmlual，

Q＝Qua．ters・Q．c・＝Quatρr＄』

GGmb｛唄！．　H・Y・・一H・11f．　Yea．r　ly）

1’

X5b

1956

1957

1958

1959

1960’1

1960／6．1’

A
A

Q＆A
Q．G．＆A

’・

¥∴ノ｝・

Julyド4960－Dec．，．
1961こ入・1・1；Ex唾t・

Vo1．9 Q＝．Ilhports）

305P．
ア研．

8．32

Pakls．tan・．　Gonstituent

Assembly．
Statement　showiIlg　the

　I）ak重starゾ・＄．、＝りallance．of　pay一．

ment（丁arl．，　1．？48－Junc，　11950）

　Kara．9hi・・．］MξL；r界ager　of　I）ub．1・・

　195．1．

14P・　　．，冒．■；　．　．　・8ろ3
研　（．Bna－7．66）．　．・、　　　　　　．　「i

Pakistan．　Dept．　of．　Trade

PromotiOn　＆Commerci～ユ1
1・tel．hg．e・C・・．

　Revie障v　of　PakistaII　trade．

with　th．ew・rld，　Karachi，

　1962　　　　　●

　iv，　128p．　　　　　　　　　　　　　　854

研（Led。61－4アD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lPakl与tρn．r．・、Minls聖ry　of．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gomrl≧・r・．e・・一、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・ki・t・・．ρμ＄tpmS．t・・iff・、．、．，．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KaraChi・　Manager　of　．Publ，：、，．・1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960●　　viii，．，235P．．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8ろ5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研（Pl，・一4P4）．．．．．，，．　・、．：レ1・．、

P21臨661rltr∵、餌a“r曽’櫨齢鼎lly　6「．・∴．・

L・1｝db・me　ffad6’blf’や執k．1・「0佑ce、・ξ．．・・．iλ俘．、E・・n…i・

　　　　　　　　　　　K・・ac垣・・、●；1．r、与1一・Advi・e・…、．…　t盲h’6　1951．

漏1 謔PP㍗・・一…『31髭器．t．lll∵f．la1くis∵11’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v・156P．・・一・．．．・．・836
P・kf忌tah∵9．．@qr・t・alβt小’、tir研（Dh－291）．．．∴．

Cal　of．f’i℃1e・． @　　　．　バキス・ンの外国貿易事瀞関する独立後
Sea－borne　foreign　trade　of　　最初の報告。範囲は1947年8月半ばから

Pakistan．　Karachi，1952．　　　1949年まで。統計年度は暦年。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一159一



　　　　　内容ほ1．一般経済情勢2．1947年海路

　　　　　貿易．．311948・1949年に謝る外国
　　　　　商品輪λ　4．1948、　19．4‘9・に：お・けるパ

　　　　　キスタン商品翰出’5．1948、…119・4・9年の外

　　　．．岬賜の痢6対イン．ド賜｝1・％8・

　　　　　194咋）　ド　‘’

　　　　The　Board　of　Ecollomic・1・

　　　　　1nquiry，　Punja』．　　　！

　　　　　駒・ldng・∫．rρ一・pe・atiY・

　　　　　m・・lr・t．醜’6・Ci・ti・・．・in・the

　　　　　Punjab．　By壬Jas．an　A．l　i’・Syed．

　　　　　．（Lahore〕．・1・r58・、　illl　81P・857

　　　　　直ヲF　（1）r。61L二5）’

　　　　State　．Ba11．k　of　PakiStaIL　　　　・．

　　　　　Dept．　of　Statistics」

　　　　　謙回〔濃賠e．o．1．　lali8

　　　・ア研・1948イ43，17幽2二1∫l13／64

　　　　真10hthly　…ヨ』fa乏．iSti（IS　r’e’latillg

　　　　　to　 joiht　s』t6ck　co、nPanies．

　　　　　ε譲；le魏調譲1・ly．・of

　　　　　轟貿kl潔擁49；1．・・1811．

　　　　Pak’llぎtla血’s’baiancさ“6f昌pay1ne一．

．　　　P声、恥　・；（Q）　　．’「匿

　　　　　Pub・b’y　t．1161Mini・童尋；・f

　　　　　Fincanc●e．　Kar’abhi．・…　　　840

　　　　　研（Bna－615）Jah．．ご↑948－June

　　　　　　　19与ρ、0・・，LDecゴダ59、

　　　　　　　Apr・「Jun年　19ぐ0

　　　　　ア研July　1．959－Ju．h6’．・L雪’960一つct．

　　　　　　　一「王）ec●1962、　Oct・一1）．66．1963、・’

　　　　　　　Jan．一iMar．1964．

　　　　　　　　　　　　　　　　1　．．．・．：．，；1．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　．．『・．‘ピh．

　Pak五st．an．　trade．　　GM）

　　P・b・by　the　p・pt・Q．f，．T・ad・

　　Pr・ln・ti・n　an．d．G面1hercial

　　lnte．LIigence・　Pakist《n兜

　　1くarachi．　　　　　　　　　　　　　841

　　・研7（1．）1956

　　ア研1（1）195q7　qack：10（字・3・5・

　　　　　　　　　　　　　　　6、　8－1　0）1959、

　　　　　　　　　　　　　　．∫11（1、2、　10．）196〔〕、

　　　　　　　　　　　　　　　12．q－4・10、11）

　　　　　　　　　　　　　　　1．961、14（1－12）

　　　　　　　　　　　．　．1．一963・15の1964〕

　　　パキスタン政府の貿易業務にかんする解説

　　のほか、貿易勤向分析、市場輝・査、統計資料

・を収録・．195G年脚」9

㎜B・nkip9．．．Flna直・6－．㌧1

Pakistan．
ApP「・P「i・tip讐，acc・叫t・

（Civip　an．d・．10e　auρit．・ep・・t・

　1くaraChi．　　　．．　，　　　　　　　＝　　　　842

研（Cd司52）1955／56、1．956／57

．Pakistan．

　ごThe　budget：　．Details　of

　denlands　and　apPropriations．
　’K二arachi．　　　　　　　　　　　　　　　　843

　研（Cba」66）1959／60、

Pakistan．
B・dg・t・f　the　cent∫・aj　g・v…一

　nlnent　of　Pakistan．、

．Karachi．　　　　　　　　　　　　　　844

．研（Gb・一80）　＿，．一；

　1947／48　tg　1951／52．研

1952／53研　1953／54研
1954／55　研　　　　葉955／56　研

　1956／57　ア研　　　　　1957／58　　研

　1958／59　ア研
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i

   Pakistan.
    Combined finance,,//anyd,reve'-

    nueaccounts of the ce,ntraI'
    and prQvincial g.pyernments
   ,:inPakistan. Karachi'.1 845
    ･･{li} .(Lec.61-4)1947/48--1g51/52

                        '                              '

   Pakistan. .
    The I)akistan insurance year

    bQok. Karachi･ 846
    lill (Lec.61-6>
                         '             '                      '    1948gtiSi!; 1949Yl 195O･1tw 1951

    19521ef} 1955W}1954 1955
    1956iV{ 1957Il}l 1958M 19sgiYIr

    1g6Obll 1961{sw1962{bl 1965bl}
                              t.     Insurance Act, 1947CC ts tp･<
    8{l{h.. 1 948 t4! gti bSig 1 ipt.

     ,          '               .t. -t                      '   Pakistan. Centra1 Board of
    Revenue.. .. J;"
                            tt t    All-"'-Pakistanincometax '
    reports and returns and
    lncomettax revenue statis"-
    ticsCir]Gl,uding exc,e.,ss pro-

    fits･tax.apd busin.ess pro---

   ,fits,tax,statemgnts) ''1
    Karachi,.,･.,,,. 847
    {if} (Lec･,61r5,),,1 947/48---195 Q/5I1i,

' 1952/55,1955/56
                     tt
   Pakistan. Central Board of
    Revenue, Statistical Office.
    Annual customs an.d central
    excise administr4t i,on repo-

    rt.Karachi.,,, 84s
                     i ' .iYF'v, (Led.61---5)1954/55--195(Y57
     1 95 4/5 5 itli r{[iioSgity 1 [ig,p ,,

   tt[ t-

    tt. t -tt   Pakistan. Minig'i'ryof

    Fin ;t nce.

    Budget; exp1anatory memora--

  ndum. Karachi･ 849
 mu (Cba-87) bll (Cba"--67)

  196O/61iti<i 1961/62fl7F

  ' ''i' '            J.                        ' IPakistan. Ministryof
 Finance.
 Budget; financia1 statement.

 Karachi. ,. 850               ' iYl (Cba-67)1959/6O--1g61/62
   t tt // ttt           t tt t             '                        'I'akistan. .Min.istry of
 Finance.･ ,
               ' Pakistan budgets,

 Karachi. s51 k} (Uba--86) 1965/64

Pakistan ("lest) .
                     ' Budget for the year,1957-'58.
 NVith detailed esti!nates of
ir･'evenue and expenditure.
 Presented to the Provincial
 Assembly by order of the
 Governor. Lahore,1957.

  ix,tl066p. ･ 852
 ref(Cba-65) .･
  -,, ./ ,,. ...
           t' /'Pakistan(West) '1
               ' IN･Ie!'norandum exp1anatQ,ry of
'' thb･' budget for the' year,

 1957-58･. ･'As presented to
 the Provincial As.sembly t,y
 orderof the Governor.
 IJahore, 1957.

 i}f (eba-65)

Pakistan(NVbst) Bureau of
 Stat istics.
 StatIist.ics of West Pakistan;
 ptbv'ihcia1 taxes, duties,

 andfees.Laho're, 8s4
--- 1 41 -



1V．

ア研1962

Pakistan（West）FinaIIce　Dept．
W・・tρ・ki・t・n　dev・．1・．pmep，t．‘：

　budget，　1960－61．　　1」aho了．e、ジ

　19，ぐ、．Q・・．、　　’　、

　　i．i・　81P．　　　　　　　　．・．．　　855
研．

D（cりρ「6の

North一へIVest．FrQρ㌻iier．provillce．

　Finance．DePt．
　Memoralldu甲　expLa亙1；at．ory　of

　t、he　budget　and　proPosa【s

　∫or　new　expgn（i孟ture，、1954－55．

　Peshawar，　1954．
　3〔〕3p．　　　　　　　．；　’亨・　．．　　・　85i6

．，、研（Cba－65）．・・．　，

Si．
試g・．．』i、n3聯．　D・pt．．ド1・・．

…恥d，騨、」p・！n・r．al・d叫n・・．1く・・a・h；i．

　　　　　…，　》∴　　．　．　．、「　㌧：　　…　；．，：　8，57

研、（』 fり・r、62，）195．4，イ耳6」g5，5／56－

Board　of　Ecollomic　江、rlqu，i．r’y，

　PUnjab．

　RePort　oll　the　nミξ｝d　and　supp藁

ly・ρf．μe4．i，り・tl・e．・ural・：．

　area≒㍉．（～f　t北1¢　Pロnjab．・．conduc－

　teρ、bγ．，ψ9．Ha＄sa1All　Syed・

〔Lqhg卿，那1・
　60p．　　．．1、、，：．、＝　．．，，　　　　　　　　．1858

　ア研

State　Bank　of　Paki＄tan，．．

Annual　report．　（Karachi〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8「59・

研（FCC図画　　　．旨　、
5957イ5・串・ア研＿．1．1915＄／59　・

1959／6，・，、研．．1．96ρ／61・一・，，

1961／62ア研…．1．9尊、2／6．3

　1965／64　ア研

　　1956年パキスタン国立銀行法にもと
，つく報告。．，

State　B．ank　Gf．P．al《i．stan．

　Ban．king・Gontro1・．Dept．

　Banking　f．acillities・in

　Pakistan　as　OII　the　30tll

　June　1954．　．Karachi．，．1954、

　2葦3p．．・・，　　　　　　　　　　　　　　860

研（：FCa－10）．．，．、・．．’　，

State　Bank　of　．Pakist．．an．．．

　Dept．　of　Statist．ics．

　Banking・stat五stics　of
　Palqstanl．Karachi．　’　　861
　で冴　（．Lec」61－1．）　・ド　・・．，・　・　　　：

　1948／57　研　　・・195．7／58　研’

　1958／59　ア研　　　1959／／60　ア研

　19φ．0／61：　　イ研・，　　　1961／62　　　両ヌ｝　，　、

　1962／65　匡会　　　1965／64　ア研

　　1g．58年に19：48／’57年版を刊行、

以後毎年継続刊行されている。パキスタン

　の．金融にかんする包括的左統計資料を掲載。

Sta，te　Bank．　of；Pakistan．
　Dept・　o．f二・8t．．ati．st・ics・．・　一1’

　Foreign　liabilities∴and
　assets　・and．　foreign　inveSt－

　nlellts　in、’PakiStanチ．「1957－

　1960．　正くarachi．　 〔n．　d．）

　5与Pl．，＝．・し、；　：　・’；幽1…　：」　　．・：・．・1862’

，ア．研｝一　・！∵．目・．い一1・・　，　．．．・・㌧；

　　　・，」・、．．：、．．一・一．・’．■：・

S声3t¢B皐nk．of・Pak4s・tanゼ

　Pept．　of　Researchb・　・　　．・

Report　on　currencyl・and　ド

　finance．　Karac．hi．　　　　865

図（lr．19－38）研（：Fr。61－11）

1953／騒．（ls、t：．lSlsU’e）図：・　　　q

　1954／55図　1955／56．研．…：∵：
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1956／57　1姉癩

1958／59　ア研

1960／61研

1962／63研

1957／58・研

1959／60　ご：冴．

1961／62　　．f丹

1963／64研
　パキスタンの過去1年にかよぶ通貨、金融、

財政に蘭する動向牙析のほか、商品市況、工

業生産ぐ物価魂国際収支等の諸般め趨勢を展

望。・関連統計資料を含むδ

　Statei3allk　o．f’Pakiξfa蓋ゴ1

　　buiIet電on・．　　（M）＝　　：　　牽

　’Pub．．　by　t＝he　DePt，　of9’R，e『sea｝　X】．

　．rc三hう　State　’BaIlk　く，fl．Pak重sゴa11，

　Karach｝．’・　’　』　　’864
　図（4、←11・）1195きで（2、8）り54、1

　　　（5－10、　12）1955～　（1－8、　10一で2）

　　　1956、　（1－1　〔k　1　2）　1957、　（1．）、958

　研（5）1953一（12）1958
　ア研（9）1959一　　〔lack：（12）1965〕
　　一パキ：スタジめ金融丸財政にかん’・ナる最：新；め’

　情蝦を提供することを目的とする月報。

XN臼tiOnal　lnconi6＆＝」弓文pblldl－
　　ture一’　ヤ　　■・’」

　パキスタンに愉いては、国民所イ昇プ・パー

に：かんする帳告書は：現在刊行され七い旧い。

最近までに公表された推計報告を年代順に示

す。

1　〔877〕　Six－year　developme「

　　nt　　pfOgramlne　of．Pakist．溢ぬ．

　　1948－49年め産業別国民総生産κかん
　，する推計（∫’　…1　　　 　　　．’綜…

2〔・771〕〃8tぎt・istical　bd1’1『6－

　　tin・”の1・952『隼5’月．号に：19148／49年

　推計が、1954年12月号に1949／50
　－1952／53年准計を掲規』あわせて、パ

　キスタンにむける国民所得推計の問題点を
　述べている6邦訳が経済財薦序：幽「国民所得

　資料月報」第66号に収鐘。’．・

3　〔2〕以後、各年度を対象とする推計寮むご

　左われ、〔771〕μS．tatistical．bu　l　l－

　etin”、：登よび〔754〕”Statisti－

　cal　year　．book”（195．4年！反より）

　に収録。

パキ紹γ．鋼賜纏計方法につ矯ては、

：如激を郷ρこと・饗t」m・ti・n

of　natiohal孟ncome．in
P・垣・t・n”1（F・」宇．1＄tβn．，P・v：晦P－

me・t瓦evleW・．．V・1．・1，．

no．5，　PP．　79－101）

PrICe
Survey

Family　Budget　　1」iving

P孕kistan・G9・trl11　Stat．is．t卜
　（三al　（）ffice．

Natio【｝al　fa！llily．e．xPgndiとure

Surv、・y．1Q55／56・

Karachi，　〔1956〕

3V，

二塁昌府

vo！．　1一乙．

　　　　　865

　パキスタン独立後下1回の家計調査。都市

家計の生計輩指数をもらたに作成するために、

そ○ウエイトを得ることを目的として実施。

論査対象は・都市地区工業労働者、i政府捨よ

苫鰻膨賭。’層化2設ぬ封出法による標本調

陛・左お・・〔771〕”St距・ti・・．“1．；

b・11・t．i・1・規、び〔786〕”P・．琴i・～・・

Iabour　gazette”｛（、工場労働者1旦帯生

計費指数（基準痔　1948乍4月より4，9年3

服での1年間、簑式ラス・けレ旧式）が掲
　　　　　　　　　　　　　　り　　　しこ　　ロ
げられる。　　，　　　　　　’

P・ki・tan・Mi．ni・ちr．γ・毛・；

　Econo1nicAffairs・　・．．．1．

Offlce　of　the　Economic

Adviser．
Price　tどends　in　P．akista11．，

　　　　　　　　　　　　　　　サ
K・・arhl・．1951∴’

D． C，、，．

　147P，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　866

研（L・d・61「う），．、、　　、．．
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East Bengal. Finance and

 Kevenue Dept. .
 Civil budget estimate, For
 the year 1955-56. As autho-
 rised by his excelIency
 the Governor of East Bengal･
 Dacca, 1955.

 liff(Cba-61), '
               t tt              '                    '                 '
'I]he Board of Economic lnqui-
 ry, Punjab･
 Dornestic budgets(194a/42.)
  of thirty families in t･he-
 Mirree suburban zone (Rawa--
 lpindi distric,t)                   (Lahore)

                         868 56p･ .
 ff (Le･61-14) -.
                         t tt
The Board of Econornic
 lnquiry, Punjab･
 Family budgets of thirteen
 cultivators-in the Punjab,

 (Lahore) ' 869･
 iVI(Le.61---47)1942/45 . -

                      '       '
The Boar'd of Economic lnqui-

 ry, Punjab･ ' .
 Farm accounts and family
 budgets of cul,tivators･in,
 thePunjab, CLahore) 870
 es (Le.61-11)194g/5O-195zY55'

The Board of ･Economic
 lnquiry, Punjab･ .' J/
 Statistical analysis of･
 prices paid and prices ,
 received by farmer･s ･.. By･

 R･ana Nasib Khan (Lahore)
 1962.

-1 44 --

  e} (Le.61-16)

 University of Peshawar･
  Board of Economic Enquiry･
  Family budgets or" the lotw
  paid employees of educat`i-

  onal institutions in'six
  selected towns of former N.
 W. F･ P･, by Mushtaq Ahmed
  Sethi, Peshawar, West
  Pakistan. Nizam Print,
  Press, 1957. -

  26p･ ".' ･. ･ 872
             '        '                  ttt
>QII Secio-EconomicConditions

 Pakistan･ Central Statisti-
  cal Office.
  Report on socio--economic
  survey of Korangi, Dec.
  i960-Jan, 1961.

  Kar.achi, 1961. .
  v. 65p. /875  EE (Le,61-8)

             '
 The Board ef Economic
  lnquiry, Punjab-
  Annua1 review of economic
  conditions in the'I'unjab,
  '1945'46: (Lahore, n.d.)

  64p. ''･ - - 874
  iil} (Br,61---152) '
          '     ･ i･           tt /
 The Bo/ard of Economic

  lnquiry,･ PunjabL -
  lmpact'of inflation on vari--
  ous classes'of society,
  By Abdu1 Aziz Anwar.
  (Lahore) 1961.

            t tt              '

               ,-=k･



  fi} (Bbq-550)

XIV Economic Planning

 Pakistan･ Ministry of Eco-
  nornic Affairs. Deve1opment
  Board, -         :
  Pakistan development sche--
  mes, approved between Jan.
  1948 and Feb.1950.
  (Karachi, n.d.)

  7M
 ttt

 Pakistan･ Ministry of
  Economic Affairs.
  Six year development progra--
  mme of Pakistan, Ju,ly 1951
  to June 1957.
  Karachi, 1951,

  {II} (Bnc-249)

 Pakistan･' National Planning
 Board.
 The t'irst five year plan
  1955---6O.

 Karachi, 1958.

 M (Bnc-246>
   i;ISIII<f NJ2I:"tsIli7'iyFfffl[itSAilEl:2:}

 x g ;tt el;1 za s )bt4ii. 3'tfiilii ( ･ptil{9 ). IIIIS

  1956. 491p, .
Pakistan･ PlanningBoard,
 Druft five year plan; p1an----,

 ning for prosperity, Dec,
  1956,
 Karachi, 1957.

 f;}I (Br･61-61)

               '             '
Pakistan. PlanningBoard,
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Pakistan･ PlanningCemmis--
 sion(PlanningN'Ving.) .
 Tentative centra1 anpu･a･I･

 deve1opment programme.

 Karachi･ ,,･･ .89s
 fi,}'t (Bnc-245)1962/65, 1965/64

Pakistan･. Pr･esid.ent's Secre-
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 Progress of important app-
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 1961･ Rawalpindi, 1961･ '

 Iiii, 494p･ 894
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IGeneral .,',
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 Manila,1965- . 8,96
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 No･ 1: Forest･ry, logging
         and fishing･
   p.t･ A: Forestry ,",md

          logging･
   pt･ B: Fishing･
 No･ ll: A'Iining and quarrying･
 No･ .llI-: A,fanufacturing･

 No･IV:Construction, -.
 No･ V: Utiliti-es (Electric
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 No･Vl: Cosiinerce･(Who1esa-
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 No･ Nll: Transportation and
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 No., V[III: Services (Business,
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   services). .
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   (pt･A, B). 8.
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Phi1ippines･ Bureau of the'
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　　stics，　1905－1959．

　　1960．
四li｝i・・｝“蜘・1；：腫

　　・研　（Lc．51－5）

　’PhiIipPines．　Bureau　of

　　Census．and　Statistics．
・．馳DYearbook　of　P．h、ilipPine

　　statistiCS．
　　Nlanila．．　　　・　．一野＝

　　研（’Lc．．51－3）、11・9146、1957

N｛anila．

897

・the

898

　　する統計資科を整備することにより、国篤経

　　済計画立案、投資家・金融機関への手引き、

　　資源政策の確立のた～φに．貢献左らしめること

　　を目灼として、”eou．nterpart

・　　Project　串115”ひτノぎづき実力葱。

　　　　　　　　　フィリピンの最も包括的内容をもつ縫計年｝

　　　　　　　1、・．鑑。．た・だし不定期（1941年第1鼠1947年第：：、

　　　　　　　…2回、1958年簗5回）であ．る。政府各主管業務，、

　　　　　　　　資料ならびにセンサス統計局による調査資料．，．

　　　　　　　　をもとに作成む1947年版の包括範囲は、戦

　　　　　　　　前1940年より門中を含む1946年まで。、．・，．

　　　　　　　　1958年版よ，り構成二二を示す。1．面積・位

　　　　　　　　置r気候．　2、人口　　；；5．人［；｝．鱒力態　　．4．．移民：・

　　　　　　　　⑥致育・6．法．の施行・刑．務所　Z労勘力8、濯L・

　　　　　・着，、用・◎給与　．8．社会．福祉事業・9物価10．選挙．

　　　　　　　1t金融財政．12：企．業15・通信14・交通115．電・、

　　　　　　　　力、，1づ．灌概．・排水∴1Z農業18．林業鷹9鉢業．

　　　　　　　20．水産：業．，21・建設・，住．宅　22．外悶貿易．25．製．

　　　　，’・ド．，造工業。．・資料の出所が示されてい．．るげ

　　ゼ・・㌔：1．、．ご1ヒ㌔～ズ，　」．ド1．∫；ざ、．．．・．1　：iノ　．、．．．

　　　、國・‘・・．．・Philll．lipPi．n：¢s翌；：…National　Eco一

　．、．、　・｝、・恥臨C、GoU「nc｛1、’L．、，

　　　　　　　　Th¢噸aWiユη尋瞬ial　resOurCes

　　　　　　　！sur、ve…y6：i＝　：．！　・1｛』l　　　　　l・1ン

　　　．・　　　　S（きτ：i；e・§．．・n｝oご・・1：；qeneral、．tab．一・

　　　　　　　　1es、6．ジ．Pub．：k）y．the　National

　　ド．，　　　　Ecoロornlc、・CounciI　ill　collabo－

　　　　　　　　ration，．wi、真ね1．Agricu｝tu．r・al

．． @．．　　　．Economic・Divjision，　Bureau．
　　　　　　　　of　Forest，ズy．ゆ，・．，Bureau　of　：Fis－

　　　　　　　　heriesザ．且nd…Bureau　of　Nlines．

?f乙∵・　　　さ1㌧正anila，・．1959D

　　　　　　　　xiv，　554P．　　　　　　　　　　899

　　　　　　　　研　 （Lea．51－4）

　　　　　　　　　7イリ．ビ．ンの農林、；水産｛・i鉱物1費源を包括

　　　　　　　　lh：㌧’．．　｝．：・　　．．・・．　　　　　　　　　　　　　一148一

．＼PhilipPines．　National
　　：Econo111ic　Council．

　　Office・f　Stat？tical　C…一
　　dination　alld　・Stqndards．

　　Plan11三ng　for　statistical
・二　（鼻evelopmellt．　、Manila，　1965．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900

　三1v，．…．（unpaged）

　　7・研．．　　、．、．

　Philippineis．．’．IOffice　of

　　Statistical　Goordination
　　alld　Statisticsp・1，：

　　Statisti¢al，prqgress　report．
　　M．anila．　　　．．、．　　　．　　・　　　　　　　　　　　901

　　ア研：　1962／63

PhilipPine．　　Offlce　of

　Statistical．GoQτdination
　and　Standard．sξ

　Statistical　services　of　the
：PhilipPine．Gove印ment．

　1964．　　　　　㌶7．♂、．

Manila．，t？φ4．．㌔，1；　　　　　902

　1v．

ア研．．・

PhiliPpin¢s．．　Program　　　　　　　・

　lmp　l　ementa‡・1ρIl　．A．gellcy．

　Survey　of　the　PhilipPine

　economy；　the　Iast　10years。
　き’Ianila　〔n．d．〕

　38p．　　　　　　　　　　　　　　　903
ア．研



‘．昌　．

Jourllal　of　PhilipPine
statistiCs．　（Q）
ρUや・．，．．。，y・theD・pt・・fC・卿r7．，

・ρ磯1．・申§t』．y・B・・eaμ．9：f，

the　G・nsu・倖1，顕‡i・ti・…．

PhilipPi幅・レM・ni1・一、9・．4
研11（3、4）19与母・1♀（2・4）1幽959・

　　　13（5）1960、　16（3）1963一

　　フィリピンの社会、．，経済の勧向に蝿する包．

括的かつ経常的蝉脚附することを目的
として・1、95昨ζり刊行されている締的

統計季乱19，64年湾1。2【畔朗号（合併号）

によって内容を以下に示す。1物価2．労動力・

糊贋金．，．3企業潤筆5人白1移・ひ

移住．6選挙．7不幼産　8建築　9畜産’

10交通11外国貿易。資料の出所が示されて鴨

The，statist孟cal　reporter．　（Q＞

．Offic6　0f　Statistical　Coor－

　dinat童on　and　Standards，
・N・tl・．n司E・・nO甲i・0・un・iL

ρhiliPPI鴫，．M・・il・・　9．・5
図7（1、．5）．づ96三弐、．8（1）1964

研1d）1957－7（2）1965
　　　　〔lack：1（3）1957、3（2）1959、

　　　　　5（4）1961、　6（2－4）1962〕

　　r，イ！空論府の統計調船動に1掲する1澄．．，

塑情幸晦提供すること・旧び特定問題㊧

分析・．靴り謙肥する雛などを掲．財．，

ることを目的とレて・1957年1月目り干ll行．、『『

さ九ている季報。左齢毎年第2四半期号¢．は

．フイリ財鋼騒牢即する資料と蜥が、、
騨．肥るρ，、　、．．

　　　ユ、．P・pul．弓ti・ガ1マit・I　St・tト

，　　stlgS・H・us題琴　　　　．．

　　　　philipPine・・，B・・eau．．？，、ち．．～1｝自・、、．．、，

　　　　　Census　and　Statistics．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　q（妻nsus　of　tlle　PhilipPi116s，

　　　　　Oct．　　1　，　1948．

　　　．，、∵＿＝　　．，　　　　　　　　　　・・　　　　．，f『．　．∴一1149一

　　’i　　　．．；・1．；’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．

　Special　bu1盈etin，　no．　1：

　Population　of　the　philiP－
pine・・Ort・1．㌃」ρ48・・d　S・pP－

1em・nt・．ヒM鱒．ill．孕・1948・

　iv，　84P．　　　　，　　’　　　　　　　　gO6

　研　 （Ijc．51－4）

Philippines．　Bureau　of　the
　Census　alld　Statistics．

　Oensus　of　．the　philipPines．

　1948．
　聾ian三la，　1953－54．　　　　　　　　　　907

　8v．

　　　　　　　　C・pt．ρnts：

　VO1．　1，

　　pt．　1．　Report　by　province

　　　for　cellsus　of　poPul．ation，

　　Abra　to　Bohol
　　pt．　2．　Reporlt　by　province

　　　for　census　of　population，

　　豊3ukidnon　to　Gavite．

．Y・》1・．3；R・p・rt　byp・・vi・ce

ギ・f．：ren・u・．qf・g・icllltu・e・

　　叫，1－5（Abra　t・Z・mb・ang・）

『』V帆・町3．・Su田ma・y　and　gene・al

　　r豊Port　《）n　the　PoPulation

　　and　agricultllre，
P｛，．1：P・ρu・1ti・n

　　pt・　2：、　AgrlcultUre

VQ．1．　4：ECOnOmlC　CellSUS

　　τclPort　（Forestry・　trallspo一

、戸．・tl・恥priy・t・・h・・1・

ρ叫⑳・lpi・・1・P・・fessi・n・・

　lhines　alld　quarries，　electric
　　IIight　and　power，　fisheries，

．．

ﾏ9川面ce・manufactu・e・）
酬．氏謔T171い．叫ト4
し斯咽醜？丁．嗣畔どサス・1948年
1、．明唄・興碑による・尊幾争による被翻

査鍾視．酔鞠ろ・、入b．デー・につレ・ての

問題〔点については’〃』 oap6rs　in　demO一

ド｛で11　．．．．1…、：、．；．朗
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τ

graphy　3n（！public　admimist一
・ati．q・、・by　Am・・H・H・wl．βy・

M・1聖i」・・、ユn・t・・fP・bli・

Admin．ls．tration，　Univ．．　of

∫聾．！1．e　Philippines，　1954．

B8P．”　〔研（Od－105）〕を参考のこと。

・P巨．i．lip．pines．　Bureau　of　the

　Gellsuつ　311d　Statistics・
　．19，4ξ｝：6サ11sus　of　the　I）hilip－

pi。，、ヲP。P。1。ti。nclassifi。d

　by．province．・　by　じity・　Inuni』

　cipa嚢ity，　and　municipal
　district，　津nd　by　barrio・

．．． ﾖ杢allila，　1951．

24．5P、・・：．．．　．　　．　908
　ア．研、

．Philippl．ll牟s．．　］βμrρξiU　gf　the

Ceη§u，s，碑d．　Statistics・

　Census　Qf、　the．philiPpine，
1960、：、・PgP・1・再餌｝・nd　h・u一

・i・琴．・・P・e隼・，｝1・・1d・‡・・f・・tl・e

　P、「9Y3nρ．（⇒：ρ【1．age・　§ex・　ma「r

t．1・．い曳．ρt・μ5．・q．i戸・ensh’p・

Ii、1ρ・3ρy．・、⑩叫i・n・m・the・

　tongue，　religiQn，　dwelling
　unit’　tyP；e、　of・buildillg，

　occupancy・　ligllt江llg・．radi（1・

　water，．5upPly2　．toilet　faρi7．

1，ili㊥．cggki尊g　fq・1・Ct・・

漁・申・．・1962・　，．　　909
㍗・・．・…・．・・　．、．．r，．　・

、．，：．，：：．9・n，即lr」．∵、

　耳㍉epOτ；叢　琴）y　pζqY、，i、τ喜cg2．一　串qrr・・

　mar￥．．，rgPgr・t距・；f，o、rl・車hβ、P聡ilipPi－

　neS　　On　奔he．Pgl～U享at　iOn・

研・・，∫、乃ρ・51「1）

Oensus　of、．車死れle・．Philippines，．

1960；　Popul．ation．　and　housing．

Report　by　proviIlce．　Manila
〔1962〕　　　　　　　　　　　　　　　　 910
40　v．

ア研

Philippines．　Bureau　of　the
　GenSUS　＆　StatiStiCS．

　昏ll琴ratiOn　StatiStiCs・
　八Ilan．ila．　　　　　　　　　　　　　　　91．1

　　・1？4P鰍ζ実施された入口と住宅センサス

の・結果報告〔909〕第2巻の補遺として・Fij行

された。　、

PれilipP三nes・　Bure3u　of　the

　Census　and　Statistics．
．P、hi．lipPines　census　of　hour・：

　s：in9・・1960；　characteristics　　　’

　of　d．W、e．lling　uIlits．．　Prehm＝i－

nary・．・ep・・t・MOnil．・

　〔1961〕　　　　　　　　　　　　　 912
　1V．

ア研
　　引回センサスと平行してかこ左われた住宅

にかんするセンサスの速報。調養項目は、住

居の状縣、・建築材。種類、照1男の方法、ラジ

オ、水道の有無左ど。

PllilipPines．　．Bureau　of　the

　Census　．and　Statistics．

　Popu量at、ion　of　the　PhiIiPpi－

　nes　by　province　and　munic孟一
　pality，　Feb．　15，　1960．

Manila，〔n．d．〕

　55P．　　　　　　　　　　　　　　915

ア研
　　1960年人ロセンサスの二二。

P無．ijlp．pines．ri㌧Bur．eaμ　o．f．・．t・恒宇．＝　1｝hilippinesっ　　Bureau　of　the

．「 vQgr陛与興，s　．璽n（t・βtρt：孟sti．cs・．：　　　　　　　　Gensus　and　Statistics・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一150一

、



Dept; of Commerce ahd'
lndustry. Vital'statistics

report.Manila. '9t-4
ti}I 1962

Philippines. Nationa1 Econo'--
 mic Councli. Officeof
 Statistical Coordjnation
 and Standards.
 Phi1ippine housing programs
 and statistic.s･

 Manila,, 1965. , ,
           '

                        '           tt             t tttPhi1ippin''es. NationaIEco-
 nornic Council. Office of
 Statistical Coordination'
 and Standards.
 The population arid other
 demographic facts of th-e
 Phil}Ppines. Manila,1965.
        Ii      - tt/t
 7 iilii

III Labour' Employinent
   X,Vb ges

 philippines. wages art6

  Position Classif'ication
 Office.
  SaIary d'ata in the Phiii----
  ppines; 'a summary of sal--

  aries and other cornpensa-
  tion practices as reported
 by 529 Philippine industri.
  al enterprises, commercial
  enterprises, private schoo"-
  ls, private hospita1s.
 Mani1a, 1954.

          t tttt
        '        ttttttt t tt Cfff (Ke-282)' ''
   '' ･･ 'T ,       '                            '
The Philippine statistical
 survey of households: Bul---
 letin. (S.A)
 Pub. by the Bureau ot' the
 Census and Stat'istics, Phi--

 lippines.pManila. 918
         C6ntefi"g :,･
              ' no. 5. Labor force."'

 no. 4. Family income and
   expenditures.
 noL 5. Ijabor force; May and
   Noveinber 195s.
 no. 6. Dembgraphic and
   socio-economic data; l･Iay
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の統計資料を礎供すること　5。この統計調査

を経常杓左ものとすること　4．統計調査の組

織を．確立すること等を目的として1ヴ5『7年よ

り実施。
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倉よそ1948年から1953年まで。

PhilipPlη．es・　Deptl．、．o・f｝A君ri－

　culture　and　Nat．u、ra㌧1．lResour－

　ces．　Divisi．or：Qf　Agr．icu1－

　tUral　ECO1101niCS．

　Oost　of　production　of　abaca，
　M：aniIa，　1960．

　16P．　　　　　　　　　　　　　　　9・26

．ア研　．　　　　　　　　：・
　　統計調、整ノ劇自計（Office　of，Statist卜

　cal　Ooordina重ion：＆．．Sta11く1・ユr－

ds）とQ共同作業によって、1956年r彦に実

施された農作物の生産費に潟する調布。この

ほかに次のよう左報告書がある。米印はアジ

ア経済研究所．所蔵。

Cost　of　production
　lo．米
　　　　　　　　　　　　　　、　　　．

Gost　of　prodμc．t　ion
　n．ut．．米

qqs事　Qf　p．ro，duct，ion

Cg・t、．ρ．fp・・¢u・t、i・n

q・S辛．・fpr・du・tl・n

Oost　of　productlon
CCO孝

of　catt－

of　．cOCo一

of　Corn’添

。・f　h、ogs．

of．ri・ce。

Q．f　toba一

PhilipP面es．．・．Dept．　of　Agri一

．culture　　and．Natural　．Reso一

．u些e＄．？．　Divisi．on，　of　Agr卜

CUltUra藍．・．ECOnom、i．C、S・

　Crop　and、　Iivesto．c寒　stati－

　stiCS．
N工an一隻a．　　　　　　　　　　　　　　　　　927

ア研1、9『4＆1955・　、
　　作物と畜産調査によって得らμた主要作物，

畜産、．皮革冷蒸びフィリピンの自然責源にか

んする、カレzトな統計データを提供する・こ

　とを目的としている◎　　　　　　　　，，．

Philippi．ρe串，．　Dept．　of　Ag，ri－

culture　and　N3tural　R．e．s：Q雛一

　ces．
Divisio．h』．、’6．f　Aghご琶．ltura’i・

EConomiCS．　・B「’．…1い：一

　CroP．　livestock　and　na』tural

　resources　statist三cs，　1958
　and．，19591．1・；．・身　　　　b・h

　釣lanila，　〔19160〕　　‘：・L’

　40．7p．　　　・’1　”1　　　　　’」；928

　　フイ．リピγの蝋鉱撲・喉・1』雌業

に関する統計資科を整備し、ブイリピ．ソ経済
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ことを目的として、1958、1959両年の藁
作物、畜産、家禽水産、林業、土地面肴責、．

鉱業の各自然資源に関する調馬資料を掲哉。

Pllil・ipbi・nes．・　Deゆ．t．　of　Agr卜

　cuture＆Natlゴfa；l　R．esouf6es．

．Division　of　Agricul●tur’a1：．

EConomiCS・．』

H：andbook　of　agriculture，
　19．59’．』・

　八｛ani亙a．　　　　　：』　　・　　　　　　929

　　：1．955年創刊。

Philippines．　Dept．　of　Agri－
　culture　and　Natural　Resour－

　ces．　Division　of　Agricul－
　t血ral　ECOnOmiCS．

Areport　on　the　surveyδf’

・・eaa・dp・6du・t’i・n・fでi’ ﾏ：・

　for’．the　croP畠year．

Manil’a、　』　．　’　　　　950
　　1955／54年版より刊行6

Philippines・．　・．Nationa・1：Ec．．orio－

　Inic　COuncil．
　Office　of　Stafistical　Cδor一・

　d三nat　ion　and　St．andards．

　真｛ethodo16gy　bf「agricuItu士εiI

sector．1・accoullts．’・；alid”related

　　　　　statistiCS
i一155一　　　　　　『’『li「

　in　the　Philippi－
　　　　i8　　　 「　9■　　　　．　　　，



nes．・・Man｝i，1a・，・31．・．963、

　1v。　（unpaged）

　ア・研；．ジ：：、称し．

PhilipPines　agricultural
　situation．　（Q）’幽∴．’・

　P丘b．　by　the　Dept．

cult’血rεand「！Nat．u’r．a　l

　PhilipPi．nes．　Manil．a．’

　ア研　1（1藁4）1954

951

　　of　Agrir’．

ReSorces．
　　　　　　　932

The・・PhilipP五nes　journal　of
．agf：ibdlture．　（Q）

　Pub．　by　the　Dept．　of　agri－

　c’ur叙Ur〔≦・and．．Natural　Resour－

　ces’，　．1）hi・1．ipPines．

　Nlan　i：lla．　．幽　　　　　　　．　　　　　　　　　　　955

　アげFvol．　14－15（1949／51）

　　　　，　』　　　　．‘　：　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

Tlle　Ph童Iippines　journa1．of

　forestry．　（Q）

Pub．　by　the　Dept．　of7・Agrト

　culture　and　Natural　Resour－
　ces．　　i～｛正anila．　　　　　　　　　934、

　ア研・Vol．6－7、　11’（1、　2）、12（3、　4）

Philippines．　Bureau　ofMines．
Mi’n・erals　news・・ser．vice．　936・「…

ア研．．1957／58、19．6e／61

　　年刊6・1946年以来の鉱産物の生産高を掲．

斌。　　　　　．・・i，　　．1、・、・，l

PhilipPines．　Bureau　Qf　the・
　Gensus　and　Statistics．

Estimated　productioll　of　the
　PllilhPpines　by　province，　by

　mu・nic重pality・　and　by　year，
　July・：↑，　1949－1958．　　・八白ani正a，．

　1959．・　．・　　　　　　　　．　　’ 　　　 937
　1v．’＼1．．

総理府

　1）rices　received　by　farmers」
　　（Q》・

　　：Pub」　by　t；he　A暮r．icultural・

　　Economics　D．ivi．sion，　Dept♂

　　of　Agriculture　and　NaturaL
　　Resources，・PhirTPPi：nes．　・　　　1・：∵　　　　　　　　　　　　　，　1．．，■．

　　Manila．　　　　　　　　　　　　955　　Pllilippines．　．Na』tiona．1．Eco一

　　研（hgd」51｝1）　Jan．／Dec．1957・、　nom’iじCouncil．

　　　フィリピンの各種農産物にたいする農家・　　5・’y．ears（1955－1959）．．　of　lndu一

　　平均受け取り価格の毎月統計を3ケ月ごど　　　stfia『1．　Deve16pmen．t　Center；

　　にまとめて掲載6：第・2・四半期号以降は年∵　　　annual　progress．．・．repOrt　1．959，

　　初・よ．りの・累計が併記される。4・95・7年1．／2’，　　in　collaboration　with　U．　S．

　　月合併号が創刊。．調蕪方法は標・本調査。’　．．　　lnte．fnation．aL℃oope．rat　lon：

　　　　．：i：　　幽：’　・一1　：1　・・一・’・；．　　　　Admini．stration．

V　Mining　＆　1ndustry　　　　　　　Manila，1960．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一154一

PhilipPines．　Nationa1：Eco一
　nomic　Counci1．．，，、．　．．．　、、．

AnIlual　survey　of　manufact．u．一

　res，　〔by〕National：．Econolnlc、

　Oouncil，and．　the‘Bureau　of

　the　Census　and　Statistics．．

Mani玉a設．・．・・，．　　　．1938
・研　（Lea．51－2）

1956研1957研1958研
　1959，．研．、．196．σ．研

　　フ・4・リピンに冷ける代表的左工場統計表。

ただしセン．サス方式によらず・3規模階層及び、
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　　　研　ぐDh－540）　1957、1958
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　　　入額にカ・んする資料を収録。過去1年の・：：翁出

　　　入統計知よび国別商品別噛出入碩から左る。

　　　謄写版刷り。
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　ア研　35（9）　1959一

lPh逝P⑳ピ＝t・ad6　and・・mm・・一
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．1．㌧1．949ぜ班　 195σ蜴干・1951石丹

　1953研　 1954で5汗　1955・研

　1957分F　19581i汗1959研

　1961研1962研1965研
　ブイリピ．ンの過去1年にわたる三二

二二の推移を分析し、．・大統領分よひジ議会に

提出、勧告を冷こ左うことを目的として、

1949年より継続刊行。’　　　，

1962年によって内容を以下に示す。

1．経済総合分析　2．外国為替政策・国際準備

金管理　5．薗際収支　4．金融事情　5．財政

6．生産　ス物価　8．雇用・賃金　9中央銀行

業務10．中央銀行資・金と運営、各種統計表。

1952研
1956研

1960研
1964研
　、財政、

Central　Barlk　economic　indica－
　tors．　（S．A）．、，

　pub．．by　the「Dep・t・．　of　Econo－

inic　．Research，，0さhtral　Bank
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　　　　〔la¢k：13（1）1961〕

　　ブイリピンの金融、財政、経済に二連ある

諸般の功向を示すことを目的として、1949

年より半年刊として刊行6資料の出所が示さ

れ、統計に湖する解説を付す。二成各諸山は、

年によって差異があるが、1954年6月号に：より、

内容を以下に示す。1．通’貨・金融・投資　2．

国捺貿易　5．生計費．．4、労動・売．上総額：

　5．生産・建設　6．財政．い

Stat孟sti¢aLbul・1・6t・in．　（Q）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　Pub．．りy　the　I）ept∵of　Econo－

mic　Resear．ch，　Gen’traI　Bank

　of　the　Philip．pi：n’es．　　Nlanila。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　954

・研8（1）1956－14（1、2、4）1962

　ア研　5（1、4）1951、4（2）1952、

　　　5（．1　）↑．9．55一

　　フィリζン1の金融に：関する基本的資科。政
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府曙二部婦・中央銀行・・各種金融機函の資料

1亡霊づいセ作成する。資料の出．所が示されて

．、

Dいや6．ig49年より季報として刊行。1964

年磨1・四半期号により内容を以下に示す。

1，通貨・金融　2．非銀行金融機謁厘び二二

、．

D5．外国為替取引　4．外国貿易　5．二二　6．生

産・建設・公．共事業　・Z．物価　8．雇用・賃金。

XNational
　　　nditure

1nCome　＆　Expe一

United　Nations．　Technical　　　擁・

Assistance　Administratlon．
The　nati・nal辞・・me・f　th・

　Philippines　and　its　distri－
　bution．　New　York，　1952．

　43p．　　　　　　　　　　　　　　　　955

研（Bbd－162）

　　国連より派違されたW・．1・A・brahamの指

導によって澄ζ蒸れた4，946～51銅てかん

す碓計結果酷・准計にあたり・．19、48年

人口・農業・経済センサスのデータ・が基礎資

料として用！（ら解斥ζと、．験よびフィリピン

の従来の瞭所得準諦ミ示さ薇かった5つ

の国民勘雨声作成さ導たζ1・とが特徴としてあ

げられる・こダまで舛公黍されたフィリピン

の国民所得推計に冷ん．する糞料を以下に示す。．．

　1・フィリピン・アメ核力令同財政委員会によ

　る1938年と1946年ゆ麟十「Report　and　・．；1．17．

　recomlnendation．of　the　Jo一　　）0．　Price’：‘Fafnily　Budget
　int　PhilipPin』erAlnerican　　　　　　　Living‘Su・f．・》「（ゴyく1』ヨ

Finan・ラ．9・mlnissi…　1947・．　．・
　222p．」　　　　　　　　　　　　　　　．1．1．．．、1「．　Phihpやinじs．

　2．1958、1946、1947、1948年｛三つい・’～い　Salary　data　in　the　Philip一

・5銘耀灘鼎翻ll．．』1：：臨＿．．．湿

年に？　、．、1一・，．、　一・・．∵126P…　．1 　　 956
　う＝Metho¢＄．g！：，薄皐t．iona1・inco一・；ll・研（Ke－282）

me　csti【甲tiq玲：、、1：；｝i‡he　　：　　・’㌦．・・

PhillPPfne・（困鵡〃工資料．　　　．’ヴ∴．．・
　　　　　1952年1／6月一号）．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一157一

上記〔4’）い〔…2’〕＝にたいする批判論文。

4．中央銀行による495’を年以後の准計が同行

の”A貞hdal．’reP61f㌃”〔952〕1953年

版より1960年版、．：1ゆ64年1振に掲歳。

5．ブイ・リピン国象経済審議会国民所得課によ

る．准計資料と分析が、いずれも〔905〕

”Stat：臨tica1：f6110rter”各年の・有

2・四半期号に掲規。し’．．1．

6．W．LAbraham：　NationaI
　　and　personal　illcolne　in

　　the　Philippines，　1946－
　　1951　（The　Ainerican　Chan㍗一

　ber　of　Col11【nerce　Journal，

■Manila，’vol．28，　no．6，
ぺ・；． 墲吹D・220－21）　：

スフイリゼンの国民二三三二に凋しての解説

論文として次の2点がある6

　i）Reyes，P．S．ご．＝Nationa丑

　　incorne　est．imaf 童ons　　in　　the

　　PhiliPPi’heSlご一ぐPhilipPine

　　Statistician，　v‘）1．10，　no．

　　2，　pp．81－110）

ii）Trinidad，　R．F．：National

　　inC（》me　aCCOunting　With
　　sPecial　reτer．’en．ce　to　the

　　Ph．ilipPines〆1（Economic

　　Research　Jour．nal，　vo1．8，

　　n竃D．壌，　PP．59－45）



PnilipPihe＝s∴・B心rea自　of　the

Census　and　Statistics．

Dept．　of　Commerce　and
　lndustry．

Consumers，　price　iIldex　for
　low　incorne　falllilies　in

ManiIa．　（M）
八lanila。　　　　　　　　　　　　　　　　957

作成〉》、中央銀行作成指数（226品目を対象

とし・・㌃ラ．の国血塗陥入品雌ロ売嫡
格の月別の変動を測定。指数の作成は相対価

格の基準．時ウ．エイト算術平均）

　左．か、ブイリピンの家計調査にかんずる資

料は審957年5月実施の調査結果：が〔918〕

「PhilipPine　statistical　　　u

su「v№凵E！，　h・u・ehgld・Jの・e・i－

esno．4にまとめられている。

フイリビシに齢ける物価統計は、準ンサス統　　X皿

計局、商務局、フィリピン中央銀行の三者に

よって作成されてむり、それぞれ〔904〕：，

「Journal　of　PhilipPines

statistics」，　「Mollthly　review

of　PhilipPilles　bussiness
conditions」，　〔954〕　「CentraI

Bank　statistical　bulletin」々て
掲載している。以下生計費指数、各種物価指

数の担当等について示す。　　　　　　　、

o生計費指数．．．．センサス統計局。調査品目

は生活必需品（類別は食料、衣料、燃科・元．

熱・水道、賃借料、その他）、ウエイトは

1946年12月に実施されたマニラ市の各種

段階生活調査による。

o消費者物価指数．．．．フイ．リピン中央銀行り

調査品目は食料、衣料、公益事業料金、その

他。ウエイトは、1953年11月と54年の

11月に中央銀行が澄ζ潅っ允標本調査率り

得たマニラ市と同郊外の1．世帯あたり平均支

出額の百分率による。

o小売り物価指数．．．．商務局による指数は

1ヴ411集1：毛ンサス統計局作成の指数は1948

年を基準時とし、いずれも小売価格の単純算

術平均、中央銀行作成の指数は相対価格の基

準図ウェイト算術平均。

o卸売り物価指数．．．．商務局の作成する指数

（むよそ200商品の毎日の市場価格）、セ

ンサス統計局の作成する指敏（商務局の毎日

の卸売り市場価格をもとに、個別商品の月平

均卸売り価格かよび指数を基準時1948年で

Education
　　　　　　　計

PhihpP、ines．’Burbau　o’f

　Public　Scho』oI．

A血nual　report∵’Mani’Ia．

ア研1946／47』1％2／お‘3

　　1952／53年版は第48回目の報告。

　〔958〕、　〔959）Z》6衰ヵ亀に、

年鑑」、〔904〕めrJ。umal　of

Philippfne
育：．爵係の資料が掲載されている6

95ぎ・

〔893〕のR充計’

statlstiCS」にも教

Philippines．　Bureau　of
Public　SchooIs．
Researcll　alld　Evaluation

Division．
　Statistical　bulletinり　1960．
釣｛anila，　1961．　　　　’

　114p．　　　　　　　　　　’　　　　　　　g59

教研

X皿　　Socio一二E60nolh童。　Cbndi－

　　　t、ions　　　　　　　　　　　　　　　・　1

Pれilip重）in6sl　　Bureau　of　the

Census　and　StatisticS．‘
F母・t・、and　fig・エ・・ρb・ut．th・

　economic　and　socla’i「condi＿

tiqロs　of　the　Phili’重）P』ines．

Manila．　　　　　　　罫　！「　’』960

1948／49ア研　　「焼’』
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  Annex A:A proposed five--year
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  Appendix ll: Economic groWth

  in the Philippines: A pre---
  liminary report prepared by
 tthe staff of lhe IBR[P.

     '    tt'- 't'ftt:tt'tttt PhiIippines. Nationa1ilEcono--

  mic Counci1.
  The five-year economic'and
  socia.1 deveiopment program
  for･the fiscal year 1957-
･ 1961. Manilai1957i

 ･v, 257p, 965
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                   ./111,.;,/ :. r･ i',

Philippines. Cabinet Commi--
 ttee for the Deve1opmernti..o'ir

 the Mindanao Area. ,-.
'i
A fiive-year economic,,and

 social development programm
 for the Mindanao area (Min--
 danao, Suiu and Palawan)
 (IiVY 1961--1962 to FY 1965-
 1966) A4anila, 1961.

 7 ･EJ}

Phi1ippines. National
 Economic Council.
 Joint P.1.'-'-U.S. economic

 deve1opment program and
 other foreign aid programs.
 Mani1a, 1958.

 iV} (Bna---4O8) A cumulative

   report as of June 50,
   1958.

Phi1ippines. National
 Economic Cotuicil.
 A program for economic
 growth and social progress;
 the three-year progress of
 economic and social develo---
 pment FY 1957--196O to )TY
 1961-1962. Manila.

 7 6"

Philippines. Nationa1
 Economic Counci1.
 Three-hyear program of eco--
 nomic and social development
 (FY 1959-, 60 to FY 1961-' 62)
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Manila〔n．d．〕　　　　　　　　　　THAILAND
171p．　　　　　　　　　　　　　　　　967

班　（Bnc－170）　　　　　　・ピ．・’∴．・　l　Gellera1

　アジア経済研究所から「ブイリピン経済社

会開発5ケ年計画1959－60～1961÷62年ら　ThaiI3nd・　Centr・a’「1

有吉　厳訳　194P・」として刊行されてい　　　Sta「tistica10ffice三

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FinaI　report　of　the　demogr

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　raphic　and　economic　survey，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1954．　Vo1．　1；GeneraI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　inforlnation　and　tables．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lBangkok，　〔195一〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　552P。　　　　　　　　　　　　　　　　　968

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図（1」ca－25）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1947年の人口詞査実施以後つぎのセン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サスに至る間にむいて必要左人口に関する社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会的、経済的諸特徴を把湿し、事叢所た関す「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る費料を上るため、1954年標本抽出法に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げヒラ　　　　　　　　ロロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユく　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一より実施された調査。調査項目’ぱ次の通り6幽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…入毛かよび労働力の規嘆及び特微6・国内諸地”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域間の人P移動・事業所の数・所在地及雇用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミロニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数6その他の経済的特質。

叱

i亀セ

・惣蹴読儲ll，．

　馳…’「「Statistica五　yearbook

．　　Thailand．　Bangkok． 969
　　　　　図（LAd－92）no．22（1945－55）

．．
D　．q　’9　　n6．24（1965）

　　　　　研（tC．53－1）11011（1916）一16

　　　　　　（て930－31）、　17（19i51－33）、

　　　　　　’ゴ8’（1935－55）、　19（1935／36　　＆

　　　　’11？36／5η・、～Oq9き7／3き’＆

　　　・＝ll’」・　1938／59）、　32（．19145　to　　1955）

ド・…’ A．1、をさ（19．5呑ltb　1958）、

　』・＼∴㌔■　 ＝21 S（196三5）

　　　　　　舛《鮒硯蜷本的雄計年鑑・

　　　　　19て6年の創刊。一部を除いて不定期に刊

　　　　　行され侮る・願・っ・磯常醗デご縮1

　　　　　〔91ブぢゆ「締季劉・酬1用のこど・1内

　　　　　容をゴ9．65年版によモ？て以下に示す。面債♂
　　　　　　　　ヒのじヤ
　　　　　地杉る気候、人口、公衆衛生6・’人口動態、移

　＿160－　　　1ゴ試｝”

1：♪C



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米
住・帰化、司法、．協同組合、1．．．獲業、水産、林

業、鉱業、’Ai聯樋信、賜∴金融1．物価・

湛総塑騨．騨騨．：
米纏御は一965年版よ賄薄・、．
来米1962年に実施。詳細な結黙浸告ぱ

　　　　　〔1021〕をみよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∵：

Thalland・Nati・na田cor岬ρ．
DeveloP1酬Boa「d・．、．、．．一
EcoIlomic　cQn・¢ition　of
Th・iland．　Bangk。k，　．・．’9プ・；二’．

　　1951年よ．購続刊行議業生前製造

頭声ゑ野口鷲為欝藻羅塑令、璽・’

　　　　　　　・1、．．．レ・・ピ；…へ＝

Th・iland・N・・i・・al：Egrゆi’r，
　COUIIc　i　l．・1、．．．　㌧．’・　1．・…∵　‘礼．’

｝塁・・n・叫、ipd．i¢・at…’・f

　Thailan“。・〔Bangkok’，　1954〕

551eaf幽 D　　　　　　971．

Th・iland・N・・ti・n・1
ｬ・証．IS．叶．・

　cal　Off三ceダ．

　Statistical　bib』1・iogr「aphy；

　an　annotated　bi七・；1．ibgraphy　．1，

　of　Thai　Governrnent　s．tatisti．』．．．

　cal　Pub11catlolls禽
　〔Bangkok，　foreword　1964〕

　175p，　　　　　　　　　　　　　　　　　　972

研（AaL－17）

Thailand．　Office．of　the．

National．E｝con・omic．　DeveloP－

　ment　Boardl・ゼ・

Brief　economic　survey　of
　Thailalld，　1962．
　〔n，p。，n。d．．真1ボ．　．．・．：　一’竃聖’．　973

　1V・　　　　　　：　・．：．い　
・〆

ア研

Bank・of　Tha』 奄撃＝Dhd．
C

　A．rlnUal　e（ゴOnOiniC　「CPO「t・

　Ban、gkok．　　　　　　　　　　　　　　974．

　1鶉・一（・lb・19－3D、　lb・19－58～．

　．好f　（FCC一門22．）

　．1947．ア研　　1948　1翼1　　重949　1沼

　1950図　1951図1952図，．．
　　1953．．図　　　1954．㌦図　　 1955　図

．！g56図　1957図1958図
　　1959ア研1960鎚・研1961研．　　・・
　　1962　ア研　　1963　’ア研　1964　ア研

　　　タイ経済各般に関する過去1年．の准移を分

　析。1945年創刊6．で955年までは．一・1

”Rep・・t　f・・th・一yr？・．…

　，B31ance　sheet’and　prgξit．．

，and　l・・s…・cc・自nt”・以御957年・

　まで”Economic　and　finanρi．al
　r『Por、t．”．の名称で刊行されていた。

，1湧60年版によって構成内容を以示に：示すb

謝部r般経済情勢2飼際貿易3・財政
　4，通貨・金融　5，投資’第皿部　政府開発計

　．画・第下部　中央銀行業務　第IV部　経済、

ﾋ問題の臨巻塾覇・1閥に｝回する測
縮憤鞭臓・　毛　　．．、＿、∴：・

Bank　of　Thailand　buHeitn．．
　　（Q）　　　　　　　　　　　　　　　一…
　’pub・　by　the　I）ept・　of　Econo－

　n耳ρResearch，　Thailand．
　Bankok・　　　　　　　　　　　　．・　975．，

，。、御・（コー4）1959／6妖2ω196P、一．

　　　乳959年10月より季刊として刊行。

1％・・靴廃刊・内容につ託ては！？7、6〕　　1’l

l離t磯ご、i、卿9卿y・．三
　　　　　　　　　　　　　　　　　．．㌧㌧1．；読こ．：…三　　●’

助k・fTh・ilandm・nψ1、γ、．

．系ePQμ・　　　＿、＝、、垣，
聴力・わythe’D⑳1f・『bfE・・n・一

　mic　’Research，　Bank　of

　Thai！and，　Bangkok．　　　　976
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　　　　　　・　1．；・．・、ζ・．，

図　t（．1）1961一

研2（1『12），1惣　　 ’，一： P・：・・

　タイ経済の最近の動向分析、左ちびに経済

各諸般の事項《関する統計聲料を掲載。

1960年より〔97，5〕”B⇒hk・f　Th・na一．

nd　b・ll・奪in”彗びく9』ブ8〕”Gurre－l

nt　Stati＄qρS”’を合併、月報として

刊行したもの。1962年5月号により統計
資料の内容を以下に示す。

1．通貨．・．傘融　2．財政　3．外国貿易　4．企業．’』

資本　5．生産。物価　6為替レート。

BuIletin．of　statistics，　（Q）
　Publ・　by．、．．the　Central　Statisti－

cal．Of・flρ・・Th・i！・nd・

　Bangkok。　　．　．　　　　　　　　　977

図7（1－3）1958、8（1∠4）1959、

　　．9（1－3）19φq　10（1　＆　’2）1961

　　19、52年6月半刊。気1象人口、農業、製

造業・企業・．欄通信，．賜節啓・傘融、物・

価、才入．と才出、補遺．ｩら左る。〔　ヨ　96’9〕の

　「統計年鑑」が木定期に刊行されているの．で、

経常的左統計資料として利用されるo

Gurrent　statistics．　（M）
　pub．　りy　the　Bank　of　Thaila一

．＆d；95？三振・・㌧・・、＿・・978

　　内審について僻、〔．979、”肩．al・k・f

Th・i1・n⑭91・塀．薯．，rl・p・・t”齢

　よゆ

．く．

　　　ed．by　loc’atign・．・．．

おv・1・2：∵．P・P．ul・t・i…　1・§5．ifi－

　　　ed　by　characterist’lcs；

v・L5・．．P・．PUI・ti・n・rla吊．忌i．！，．1」

　　　ed「by．・mar・itaI　Status・

　vol．4・　Population　ciassifi－

　　　ed　by　education・

v・L：5F一・populatign　clas．rlμr、

　　　ed　by．nat重opallity　apd　，

　　　raCe．

v・1・6・P・pu　1・⑩1　c　l・，rl踏肥

　　　ed　by　．age　grouP．毎nd．　　‘

　　　hationality．

　　　ptj．Pranakorn　to　Pibhit’，
　　　Pt．2．　］Pitsanuloke　to’

　　　　Ubo・lrajd13a項・、　■、互

　vol．7・　Population　cIassi’fi－

　　　ed　byocq・p串、i叫・
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　巻（1945－55年版）に以下た宗ナ費料
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就業人口　6・性・産業中分類別1タ．才以二上人

ロス性・県別人旦晦宗執県三戸「
．9性、配偶関係、県別入口　1α性、県別’プ4’
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皿　：PoPulati6益”Vi塗会l
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　　『1　一．　　　Statistical　Offiρe；
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研（上d・55「ρ．．〔1．〕・．〔5〕、

珊，〔1．〕、一④，

，・1．・919・192、9・1・957・．1．，曾，4η矧ぎ締．ぐ
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静三囲拳（箪6、礁塚、｝・縮三三
ている・邦訳に外務省アジア肺町2ア課

訳「タイ人口緯言†7づg匝0年4耳国勢調査

一命訳！，4が樋・．（．本‘学図欝臓

Lca－156）

Thailand．　Oentral　Statisti－
　cal　Office．

　Prelirninary　detaiIs　from

　1960　population　cenSus．
　B3ngkok，　1960，　　　　　　　　．981

　　’丁場り、　Ghangwad（Province）分llに

よる1，960年人ロセンサスの速報。

Thailand．　　Gentral　Statisti一
・・ 閧??奄モ?E

　Thailand　population　census．，
　1960．、　C戸．angwa．d，s｝．9rie＄。
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Thailand･ Centra1 Statisti-
 cal Office.
 Thaiiand population census,
 1960; specia1･ reports･

 Bangkok･ - 985
 11v.
        Contents,
 no,1･ Number of employed
  persons. 11years of age
  and over, and number and
  percent employed in agri---
  culture, by Changwad and by
  region, ･T.･ ･-
 no.2t Percent'of` popu.iation
  10 years of age and'over
  reported iiter'ate, by sex,
  for Changtvads and region.s.
 no.5, Enumerated 1iterate
  population and expected
  literate Popu1ation. 1O
  years of age and over, by

   age and sex, for regions･
  no.4･ The economically
   active population,
  no.5. 'IFer "'i1ity.

  no･6･･ Education of economi---
   cally active population in
   se1ected municipa1 areas,
  no･7. Education and occupa'
   tions in se1ected munici---
   pai areas.
  no･8. Education and indust-
   ry in se1ected municipal
-; areas`
  no･9. Population by size of
   p1ace.
  noJO･ Foreign born･
  no･11, Employed popu1ation"

   selected muniCipal areas･

 Thailand･ Dept, of lnterior.
 ･Statis'tics based on regist--
  ration of popula.tion in
  lsgs2p6: BangkOk,,' ･･ ,gs4

!El Labour Employment ,..!

  Whges' .. ,                     tt tt                tt                .                          tt                         tt                   '                    '             t ttt Thai1and. 'Dept, of Pub1ic

 Welfare. ,.･/                    '                   , Annuai laborer statistics-
                       ' Bangkok･ 985   1 9 4 7 t4i: bS,tsfiETII Ei ISn'( ut) 6. ei)Fst

 eits-t' ge.. ･

                  '' :f'/'
ThaiIand･ Dept･ of Public
 Welfare･ Division of
                      !  Labour,
                           '                    tt  Labor statistics; bulletin
  Bangkok･ '';I'' 986
  8v,
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-1 64-



　　　　　　Contents．

no．1．Vacatio戯　emp16yment
　for　students」　．1957嶋58．

110・2・　、砺ges－hou‘fs　survey．

no．3．　Gonciliatio11　「and　work

　stoPPages，　1958・・

no・4．Vacation‘・elnployment
　for　students．，　1959．

no・5・Employment　ser馳vice
　activities，　19．59・

no、・6．　Vacation　employlnent

　for　students・　1960・

no．7．V㌧ね9es　survey，

no，8・Earnings　and　work
　hOurs　survev．

ア研no．1－6

Thailand，　　National　Statisti－
　Cal．　Off、ice．

　．R，eport　Qf　the　labor　force

　surY．Ωy・　Bangkok，　1964－　987

　研　（：Lfa．53－1）　Round1（Jan．

　　　196．ミ）・耳gun⇔2－3（F・b・一M…

　　　19．55，）．．

　　タイにかける労働の需給にかんする経常的

且つ韓新の資髄提供することを目的として

196、3勾月から6駆挟残聴・当初
の訥麟騨12・市部暇られていたが・

欝詣轡り市音騨欝糟る．

Thailand・・，．・1．Celltral　Statisti－

　cal　Office．

　GGmplete　　census　of　　farm

　owllers・　Bangkok．　1958，
989

Tha孟1and・　至）linistry　of

AgriCulture．
Agriculture　in・Thailand，

　Bangkok，　1957．
　263P．　．　．　　　　　　　　　　　　　　　990

7．．研．

　　タ悪の農業に潟．する包括的な資料を提供す

ることを目的として、1957年に第1回、

　1960年に第2回目を刊行。以下た示す統

計資料を掲載。

米の生産・輸出、主要作物～水産資源．・漁業、

臨搾農糊遡隅
Thai，茎．卸d．．，　Ministry　of

Agriculture・
A・ea．・．Qf，Th．・・illand1・by　p・g＞i－

　nce　and　region3．1950・’

　Ban琴1～qk，　1954．

22P・．、、．．．　　・…　　　’991

　　1950年に旧るダイの土地利用ケこ藤

する統計。

総面債、森林地、沼沢地、地域別～区域別農

地所有に関する資：料を含む。英文を併記。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thailand・．Miniきt・y’、・f

ThaiIand．　National　Statisti－　　Agrlculture．
　ca盈　Office．　　　　　　　　　　　　　Econρmiρ　survey　of　Pla－Tu

　Wbrk重n琴women　in　the　Bang－　　　salti．p3．．indutry，1956．

　kok一一Thonburi　area・．　　　　　　　　　　Bangkok．　　　　　　　　　　　　　992

Bangk・、琴∴＿1P64．…．．20P・98『　ア研

　研（Kk－36）

一i・・ltu∴＝’‘’・1．二1三丁驚1観：∵：：：。：：f。r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Th司1・叫f・・th・1956

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－165一



・S・eason・　Bangkok，　1958．
4g　leaf●　　　　　　　　　　　　　　　　995

ア研　　払，

米の地域別生産高、稲、余剰米、輸出、．・

面積に関する統計資料を掲載』119、55年よ．

り年々刊行◎項目によって．1933年冷らの

データを含む◎英文併記。

Thailand．．「IMinistry　of

Agriculture．
：Preliminary　report　on　farm

　study　in　Pra－Buddha－rBart

self－help

crop　year
Bangkok．
35P・

land　settlement，
1960「1961，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　994．

　　農家の生産、詮よび所得を改善することを

　目的として、19．60－61：年にわたり9

Pra－Buddha－Bartにむける148農家
の経営状況にかんしてなされた調査。

T・ha』i・land。　Nlinistry．of

Agriculture。
A、・study・of　the　『econorny　of　a

　「1Ce・grOWIng・下vlII’age　in

Oentral　ThaiIand．　Bangkok．
　1955．　旨，　・．・；ご，、；．．

199P．

ア研

Thailand．　Ministry　of

995

AgriCulture．
Thailand　econdmic　farm
surveyつ　・19・53・・IBangkok，

1955．

309P・　・・…　　　．・　　　　　　　　　　996

ア研　　一

　タイの農業経済調査としては、1930年

一31年に行われたカール・G・ジンマーマ

ンの40村落にかんする調査、むよび1934

－35年に行われた、ジェームズM・アントルース

の同一4・0村落にかんする調査があるが、本

調査は1950年秋、タイ農務者が：FAOに

要請した技術援助にもとづき、：FAOアドバ

イザーの企画と、農務省内にあらたに設置さ

れた農業経済部により、1955年の4月か

ら5月にかけ1952・年4月1’日から1・955

年3月31日までを参照年として実施された。

調査は、全国の6農業地域からそれぞれの規

模別階層比率にも・とつく．単純層化によ．り抽出

した1万の漂本農家に：たいして行われた。．

調査の結果は次の13項目にわたって発表．さ

れている0

1，調査地域　2．要約　3．家族と労働　4．保有

地，．5．動物量6．作物と土地利用．Z負債と信・

用　8．資産の明細　9収入の明細10．農業支』

出の明細11．家計支出の明細12．自家消費用，

生産の明細億貴本財6∵なむこの費料の日本

語訳としでアジア経済研究所調査委員会言訳・

資料No，14侮イの農家経済調査”がある。

Thailarld．・　Ministry　of

Agricロ1・ture．　AgrlculturaI
Research　and　Farm　Survey

　SectiOn．

RePort　on．ecOn6mic　survey
　of　rice　farIners　in　Nakorn

Pathom　Province，　during
　lQ55r－1956，rice：s：eason，

Bangkok，
40P・’、ゴ；

ア研

1959．

ThaiIan（！，　　1～｛inistry，‘of

997

AgriCuitUre，
Dept・of　AgricuItur孕1．

EConomiCS，

Agricultural　statistics　of
Thailand．
Bangkok乃　　　　　　　　　　　　　998

研（1」ea。53－1）
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　この全国農業センサスは1959年の勅令

により1960年入上記ンサスとあわせて実

施し、あわせて：FAO提唱の世界農業センサ

ス年の要請に答えるはずだったが、予算の制

約のため．延期された。包括’範囲は蔓業’ 詞ｱ場・

寺院。刑務．所及び学校に属する農業活動を除

き一切の澗人農．家・パートナーシップ㌔有限．

会社・協同組合・国営企業その他法人の農業

活動。林業かよび漁業は含まれ左い。

調査項目は｛1｝土地保有職．よび・保有者敏、保有

地　②土地保有形態　（31土地利用　（4塔干の

主要作物㊧作付面債と収益（51人尚労動と労

働節約機械の．使用　㈲肥料お・よび客土の使用

｛7藩：産かよび家禽の・数

Thailand．　Nationa1．Economic
Develo．prnent　Board，

　ESti坦ates　On　agriCuItUral．
　produ．gti．o11・　consumption、　a三1d

　exp．σr：ts．・i．、Bar】gkok．，　1960，

　21p．　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，002

Food・an．d．AgricuIture　Organト
　zation．．ρf・．the　United　Nations，

　Repor．t．　to　the　governme11Lof・

　Tha．1ユan〈i　on　a　pHot　survヒy

　of　pad、dy　area　and　product．i－

　on．　　　　　　　　．．1　　　．　　』・　　1．．005：

　　サンプリングによる坪刈り謁査。1957・．

年と1958年の2回にわたってなこなわれ

　たo

AgrlρuItural　eco直1Qm垂。．news・乙・

　（M｝．　　　．　　　　　一・＝㌃．：・・i

　Pub・　by　t｝le　Ministry，of・，

Agriculture，Thai・Iand。・
　Bangkok・　　　　　　　　　　　．1004

　　タイ．の米、その他の農作物、．畜産物、水産

物価格、む．よび農産物．の倫出入に関する統計

資料を収録。195、6年創刊。タイ語。．
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Thail・・d・D・pt，．．gf　Mi群・吊・　th・imp・・t・and’1exp・・！，＄？、fl

認二ll卿卿「b6㌔1．認al£・魁渥五繰締“・
　　　・1・960年の創刊．；‘舛国に鮒樋却！　るρ1・本二言慣全国を含む・四四1）、商

鶏紳鷺噸説嫡言t蛾別璽㍑邑諜1り商繍饗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’『　　　　りこのうち、第3番目の項は〔1011〕に：は

Mini・g　gazett・．（M）　．　伽・商品分類1ヰS・LT・G・に準拠レて作、

號li晶1㌔1譲鮎klf．坤1謡：雛課鷲ご趣蜘糠

ブ研7（4－12）1962’ @　．…．、．蠕ρ、？．ち1・55－196・戦ではマイ
　　　　　　　　　　〔1・dk・（8・幽9）196を〕．．．．、ク戸7．イノレ㌍r一・

　　　タ’イ．の鉱業に関する業務欝1を掲瓦　　　．．、　、　．、　．　　，㌔・．

1956年の創刊．　　　　　M・・油ly’d6⑩6・ci・1卿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eCO110rrliC　bulIet　in．

V工　Transportation　Gommullica一　　．Pub・by　the　Dept・of
　　　ti。・。・　　　　　　　　C・mm・・ci・l　l・t611igenc6．’
　　　　　　　　　　　　　　　　・’　　　　　　　　　　　Tllailand．　Bangko．k．．　　　1010

Th。iland．　N。ti。na亜St。ti、t－　1951年の創刊．タ徳∴’‘．』’．’！

　　ic・al　O．ff．ib’e．；

？瓢1鳩畿llゆiτ．M臨r：ll蹟，t罵臨1’

蹴：∵ゴ．．1Pl串liill盛1騰｛∴1噸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研Sept．1962、’A画jg65

㍗lm翫8。tr「担e　Ba’ancel∵覗ll灘：12）195入（1－12》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　1？5．φ〕．，

丁器謙tl？：翻fぐ｝1灘∴∫囎諏鍔糊lt翻詑．

t・ad・・f　Th・iland・Bangk・k・nd”とあわぜ3個の姻賜1’禦軽、．
　　　　　　．・・．・．・一．・．　　　・　　　・’．㌧1bo9　　基礎統計。ただし資料はバンコック港に限ら
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　れる。当丹と1月以降の累計を併記6i薄．成に

　　ついては”Annua14を参照のこ．と。

V皿　　Banking・F・linanCe

Thailand．　Boa・fd・．．of　Tax

　　Supery．iS・i∫on6’・

　Doquments、．、o・f　t．he’：Boafd「幽of，，

　　Tax．　Su．P、er；vi・s　ion・．．

　Bangko，k．　　．・．　．．、．．・：　．．．・：↑01．12，

　　　1’9・60．年創刊～以降一毎・年刊行。　　　　　，

　所管業務に：かんする事項と税率’勘’よ・び．職業別｛．

　企業別に分．類された統計資．料を掲哉。．・．．

　　タ・イ語0．’．’．．1．．

Thai．land．．，13udge1．　Buread．

Government・．bUdget6　．Ban・gk6k：．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・013

　　1960年創刊6各年の’報告書は5分冊か：・

ら左り、政府才入、才出、公共負債ヤ．外国援．

助、政府企業および銀行報告を含む政府予算：

に羽する詳．細な統計資料を掲載bタイ語6．　　’

この要約”Bud舅e．t．．sumln2ry！ノ（英－文．・’

併記）も刊行されている。：　一　．■　，・．

　．Nati・nal　lnρ。me．＆，・Exl・壱n．ζ：

　　diture　　　l・、

Thailand％　Natio血a1．’．Economic～
Developm¢nt・、昼。・ard．．■　一．・．

National　incOmei1960．，．；・∵㌃、

Bangkok，　1961．
　46p．　　　　　3　’ヅ．　1’・・．・∵　　．．、：1015

　　タイの国民所得推計方法の解説冷よび産業

別国民総生産、純産額の統計資料を掲載◎ド・

Thai夏an．d竜〆■Nationa；1．ECondrnic・

Deve；10pment：Bo．ard・・，一1．：：．一・．・ドi．

N．at・i；onal　income　1962．、…edlilt　i・．

　on；…・prelimi11Ury．．：．．

Bangkok．：臼．963〕．．・．．．

　27p．　　　　　　　　　　’．・．　　　　．．1’1・01．・6、．

ThaiIand＿1・Nati．on、a・L　Ec．onomic；1／

Deve工Opment．　Boafd．．：・．［1．

．N丑・tiρnal．i．ncbme；Sta．tli…§・tii、cs・’11

　0f　ThaiIand．　層1’9．64・．．・，．．、阻　・＼．

　Ban君ko．k，1．唱965∵…．1｝　　　1017

1v．．胆，．．，．・．、・．．．，・’．　：泥

ア研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tha・i■and：．・．…’Of£i．ce．・of・：．P．rilne．．；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mlnister。　Natiollal　lnc．omel

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NatjbnaL、　ex・pend；itl血re㌧i19・5ウ・噸1二：．「；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bangkok，　1961．　．・，｝…．i「・｛ジ；、：・：，；

Tha弘．i・1・aれσ・・1．Na・t　ionaLEconbfhic・・メ．．　20P｛，．．㍉．㌧．llン　i、；・1：｝乱i・1り　，　i．α18；・i

　　D：ev、eilop血ent．｝Board・，ン・．15…1・∴’琵　　　タイの国民支．出推計の方法にかんする解説，：

　The　ec・．⑩my　and・n・a・ti6n・F…｝規び1957～195．9年にわたる商品、別．・l

　　inCoine・』：σ’f　Tha・iland・3‘』by・一・1・・‘1　消費者型態別の支出についての統計を掲載♂，．；・

　Bundhit　Kantabμrra，一・1．1・、レ：：5

　Bangkok’い1959・ゼ’・∴影．∴…㍉・・～’．デ＝　Gould．　Joseph　S◎

　　82p，　　　　　　　　　一・・乳．．ン・．冴1一…11b14．』　PreJ・imi｝naty・さs、t：i血at．es『．　o：fllF．・・．

　研（Bbd・一憎521・》．・：て；i’・．■1：’・i・・．・　　the　gross　geograph童σa1・・；

　　　タイの経済と国民所得に関する解説と分析　　　product　and　domestic　natio一。

　　（Pt．｝・・1．．寿・よび皿）、．統計表・（’b「t，’皿．）から　　　na1，，inco由elof・Thadandl：二1，

　なる。1デ「幼カバリ．ッヂは19’5・1’年より・．19．58／39～1946－1950，．戸，．、・．

　56．年まで・　　．｝．一　　．　　∴■・’「i・・；　Bangkokゆi　Nationa1・：lnごolnel・、．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Offi6e，　Thailand，　1952，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一170rr．．呪．　i・一・．



　　42P，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1019

　　　タイの国民所得推計にかんする最初の報告。

　　経済審議．庁計画部による邦訳あり。推計方法

　　については、同著者によるカThailand’S’

　　nati6naI．income　and　its二
　　meaning”〔1020〕を参照のこと。’．『・

　Gould’三’∵J6Seph’；S．’

　　Tllailand’s　nationa豆　income
　　afld　its　meaning，

　　　タイの国民所得に関する推計方法に：ついて．

　　解説。経済企画庁による邦訳が「国民所得資

　　．料月報」第．66号に掲，跳．

XL　Price　Family　Budget
　　LivmgSurvey　　　　　　　　X皿

Thailand．　National
　Cal　Office．
　Household　expellditure　sur－

vey　B・E．　2505。　Advance
　report・　Bangkok・　〔n．　d．〕

　6v．　　　　　　　　　　　　　　　　1021

　　　　　　　　Gontents．

　〔1〕　Bangkok－Thonburi
municipal　area。一　〔2〕North－

　east　region．一　〔3〕　East　re一．

　窪iorL一　〔4〕North　region．一

　〔5〕　Central　region，一

　〔6〕　South　region．一

Thailand．　Central
　Statistical　Office．

Reports　on　family　expendltu－
　re　survey：　round　1　＆　2・．・

Bangkok．　1’957＆1959．　1・022
　2v．　　　　　　　　　　　　　㌶・

　　経済省で作成している生計費指数のウエイト

資料をあらたに作成するため実．施された。第’

1回の調査地域は、いずれも都市部’

　（Pranakor11，　Thonburi，　Ohie－

　gmai，Nakornsawan：；・：・Nゴk6rhr』

　ajsilna，　Ghantaburi，・80h窪kraめ
Pattalli）o第2回はこれら地域に．1．「．1粧

Petburiが加え．られている。　タ．イ語6・．・・；’．

EdUCatiOn

Stat　isti－　Tllailand

研（：Le，55－2）〔1〕一〔3〕

　タイにかける国民生活の状況を把握し、ま

た生計費指致をあらたに作成するために、．

1962年、63年の2ケ年にわたって実施。

タイの物価、生計費指数の経常的費科につい

ては、〔977〕”Bulletin　of　sta－

tistics”、むよび〔976〕”Bank　of

Thailand　monthly　report”に掲
載されている。

　　　　　　　　．　Ministry　of

　　EdUCation，

　　EdUcat・ional『statistlics6．　　…

　　Bangk6k・　．∴・　　　　．・　　1023

　教研　1959’‘

　　　1954年よ．り年報として刊行。教育予算、

　　費用、給与、教育助成金、学校数、・学校種類

　別教員数、大学齢よびその登録数に関する資’

　料を収録。1958年頃より英文併記。

　Thailand．’∴’・．Nat：lional

　　Statistica110f’fice．

　AdvancereP6rt　sc・hool　cen一
　　sus　1964．

　　Bangkok，・‘．1〔1：964〕

　　17p・　　　．．…　　　　　　　　　　　　　　ゴ024幽

　　研（：Lfmb15．3－531）　．　’・

Xy　Economic　Plannin9…．・唱．・
　　　　　　　　71、　．，！　　　　　　　　　　　　　　’i；　．

　Thailand。、；．　　　．・　　　　，・・．

　　Tlle　national・econolllic．♂．

　　development　programme，　R三：

　　E．　2504－2509．
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〔n。　P．，　19611〕一：．・　1　・’．iO25・lntern．ational　Bank　for　　　．・；

　59　1。　　　　　．・，．．1：・i．・　‘　　：1

研（AMF－B　52う’．；1・．．

　　．邦訳　谷　龍男訳ごタイ国経済．開発計画。層．

東京アジア怪済研究所4・％1『（36・iア研調、・

委員会　ほん訳資料、No．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘」

タイ総’理庁国民経済開発審議会．じ．∴

タイ国経済開発計画　1．96．1触6ぎ毒66一

　〔外務省経済局アジア旧訳〕1・，東京：’一一＝i

外務省経済局アジア課’・昭租ξ1．7・・

　173Pト．・…「1　，．’∵・一・1…i・一1’・　・1．026

　ア研　．、・㌶・；い’：，．一・・

タイ語よりの翻訳。’

　　Reconstr填。・tl’on　and　DeveloP嘘・‡、

　　ment，

　　A　public　d・evcloPmellt　pro．9r．an1、

｝，for　Thai．land．　Baltimore，

　　cj959．
　　xv，　301P．　　　　　　　　　　　　　1029

　　研Bll－137　　．．．…、．．．　一、

　　　邦訳、，国際復興開発銀行調査報皆・：、タイ欄・…

・開発計画。東京　外務省アジア局南西

　　アジ・ア課’昭和56　xi，234P・

ThaiIand．　　The　Natio．n・a1　9

　Economic　DeveユoPment　Board．
The　nati’。na・ユーe・cb丘・161nic■dev：e－

　Iopment　pIan，1961司つ’．66∵・・．11；’‘

　2nd　pl｝as‘e…，…’1：964LI　g16・6・9－i’：

　Bangkok，　1964．　　　　　　∴．．！1’．

　214P，　　　　　　　　　　　　　　　　1027

　ア研：・・

　　邦訳’．．1ダイ国経済開発後期計画（1964－

　1966一う．函家経済開発審議会報告　東京

外務省アジア．局南西’アジア課’昭和39

　291P，　（本学研究所所蔵BIIc－192）

　　　　　　　　　　　　；1ヂ　 @：

Thailand．　Nat宝bhal：ECohα一’
mi，c．DeveIσpnient　Board．．　　　　　’．

　Planning　Office，　Gommitte
　on　Developlnent＝o・‘f　the・

　Northeast，
The　Northeast　db～rdopment

　plan　1962－1966．　Bangkok
　〔ng　d，〕　　　　　．　’・

　！04p，　　　　　　　　　　　　　　　　　1028

ア研
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　　　　　　VI．ETNAM

lGene．ra．・1・・

Vietmarn．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

L・．・p・e・夏・亨・ecti・Ve＄．dμ．　d．εVel：r

　PPeme．nt．　economi‘qu．e　d・e　　i．．a、

RepupHlqμ．e　du．　Vi．et憎na早7

New　Yo．rk，19．59兜

・・321P．・・■・＿∫荘’・5』0
　　東洋文化・

Vietnam骸　Dept．of　Natig血al．
・’ dConomy・
　Bcol｝omic　surv．ey　o．f　．fr琴e

Vieトロarn声statisticρ1．
analy・量・・d・t・．　t．h・．Q囎h，1・95、9・

　〔1三．　P．7　1960〕

　40P爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！031

　ア研・

Vi。、。am．　D。pt．．．．。f　N。至ifQ。ai！

　．ECono由y．ゲ．

R・・enseme暗pi・1・・．・妹3、、．，i，グ

P・・vince　d¢Ph・’・’ ﾏ一爾・，yぞ

．effe・tue．、1・，6N・γ．・・．1？5ヴ・、

「・ U8・」ea．f・一、・．．、・，、．．1σ52

　ア研

Vi・tn・m・・1・・．ti．t・tN3tlgh担

de　l．a　Statistlque・

A・叩・1・e・tatl・tiqμρ、⑳

　Viet－Nam，　Saigon聖　　　’105ヨ
・・

､．、．（La一盆，4．．）

1949／50
19．51、／52．．

1953，・，

1955．．

↑957

1959／60
1962，，

研

研．

．研．．

ア研

総理府

珊
し
「

1950ノ馴研
1．952イ与，5．’紬

1ρ『ぐ、：7研

汐『6　．．研

1958／59三菱
1960／61ア研

　1：9・49／．50．二六が二二1号b南ヴ．手トデ

ムにかける基本的．総合統計書で～．人戸、．’容衆忌．．「

衛生、、教育、司法、．農林骸畜．産、∴工業、運翰サ・

通信・貨弊・金融・．・財政・．貿易・労1玖．財産・1．

所得、消費に関する統計資料を掲．載6グエ．．ト．

ナム・語、フランス語、．英語．を併記。．・．・．

Vie．tnam．．　1nst．itut．　Na．t．‘iona．1．．l

　de　l皐　Stati．⇒．ti．que・
S丘．・ti合n一頃δ負．¢丘・・：Pεn一．ki㎡h「、

　tる．Vi亭t－n蓋m（Evoluti・onl　de・．・．

　正，economie　du　Vi．δt一二am）

　S孕i．9ρn・　　　　　　　　　　　　．　　　　103尋’

　1鶉　 （1」b！燈19－41）

研　（B3－45）

　1951研1952研1955．研’
　1954．　百牙　　19．55・　霧f　　1、956　　了肝

　1957ア研　7．195．8’・研　　1959．ア研

　1960ア研　”て』96・1ア研．．、1．96．2　ア研

　1965図・1964．ア研
　　南ヴエト．ナ樋却ケ年間の蘇、ユ莱、

生睦、三輪豊通信、給．与・r家族手当、物価、

外国貿易の動向について各主膏業務り報告を’．’

　もとに分．析。費料の出所が示され．ている6

　195．1年よ・り毎年継続刊行。・ヴェトナム語、．

仏語’を併記。：’

Un；i茸ed　N3tlio・P・s唖　．EconollrliC

．Sur「veヅ…Mis・ib・tQ　th・R・pP－

　bU－C・o・f．【Vi・e㌻冠Nam．．

Towar（l　tlle　economic　dβveIoP一
　Ineぬt　of　th6．．Repubiic　of

VietrNarp；report…
N・wマQ・k，1959・．　．．一に、

　v，　298Pg　　　　’　．　．．．；1　　　．jo35

　図　（1ヒlr19－31）

研（Br．：52－5）．．．・　，

Ur　Sg　OP・erat三Qn．】㌧1三．ss．・・lqn．．．．tρ．．

Vlet－Nam◎

An曲al　s・tatistic31　bql．1etin・
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，

　　〔n．p．）Research　and　Stati－　　rang，　Dalatに：ついての標本謁査。

　　stics　Sect重on，　Prograrn
　　Off童ce．　．　，　　　．　　　　　　　1036．皿・’Labour　　」殴11pIoylnellt　、Vages

i7研1、959・1960、．・・　　　　　，．’：・㍉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、V．ietnam．　S毛cretariat　dもtat

Th6ng－ke　Nguyl｝t－san　（Month隻y　．：・au　travaH・

　　bulletin　of，statistics）．　（M）　・．　IIlspecゼioI1　96n6rale　（iu

　　Pub．　by　the　NatiollaI　lnsti－　　　travail　et　de　la　s6curite

　　tute　of　Sねtistics，Vi・etnarn．　sociale．
　　Saigon・　　　　　　　　　　　　．　．1．037・　、EIlquete　sur　la　situation　de

図（1）1959一　　　＝一・一～empl・i　d・n・1・・ent・ep・ises
　　ア研（1）1957－　　　　　　　　　1　　「　・　．．．1・．ノ　＝’，industrielle　et　commerciales

　　　〔1033〕の統計年鑑と同様、南ヴエ』＝隔a；Saigo11．　1960．
　　ナムに澄いて最も包括的内．容を有する統計月．…巨・〔・Sa　igon：〕↑960．／　．…

幸い950年創刊・1964年12月号ピ28P・　　．．　　1．・．4『・
　　より内容を示す。気候、入口、農業、ユ：業、　ン　ア研　　　　　　　　　　　’・．’　♪‘1∴

　労働、通信、．財政、外国貿．易、物価に関する　　　　　　　　　　　　　　　一∵

　統計費料を収録。　　’　　　　　　　、　　　　・Viもtllam．．”　Sさ。．tet．arilagt　detat

　英文併記（刊行一当初は仏一文併記）　　　　　　　　au　traVail．
’．’

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IIlspection　gぞin6rale　du

Viεt－N。mki。h－t台t。P一、an　　■t，avail。t　d。1。、もcu．it，

　　（Bulletin　ざconomiaue　du　　　　　　・lsociale．

　Viet－Nam）．∵．（M幽）．　　　　：・　…　韮】・hquat6・・εUr：．丁自　も．itむatfon　d6’い

　　Pub・　by・，lt・heF・Lnstitut・・d二et・11ra．．・．．　ン1femploi　dans　les　plantaUohもぷ

　　Statisti（；Lu．e．ye｛1．　des　Etudes・・．lq　　1960．』〔Sムig6n〕1イリざb．’…∵・・F．：！1

　　6・・n・面．儀u，es，．・S・ig・・．・’．．．．．11σ38’．50P．　∴…∵’”．’・・．：『・．｝レ仙1…’

　　ア研　1（1）1950－　　　　　　　　　　　　　　　1’・ア・研　　　　・　・．’・’：　　・．”・・『．’　　　　　q…1

　　　　　　〔lack：4｛2）195へ6（1、2）1955〕　　　　　　 ．． @　を

　　　　　　　　　　　∴・・∴．・．・．．・　　．・⊥．’・一　　’，IV・｝．Ag：riculture

丑　　Population　　’▽ital．St．ati6t－r・’｝ハ：．：”

　　　i・・H・u・i・g　・．　　　Vi・e・tn。m．　B。　Cai二Tl毒。　N6n菖一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1∵Thδn．　　　　　　　　　殴li1

　　　　　　　　　　　　　　　　ノVietnam．　〔Secre・tariat　d／6t－
atム1’るC。n。mie　natl。nεIle〕

　Enqu倉tes　d6rnographiques　au
　、「ietna正n　en　1958：　 〔11。　P・〕

　111StitUe　NatiOrlal　de　Ia～・

　Statist孟que　〔Pref．　1960〕

　121P・　　　　　　　　　　　　　　1059

ア研　　匠・．．㍉乙に　：．．．け1・

　　Saigon，Hue，　Cantho，　Nhat一

Niδn－giam　th6h：窪」∠kδ　nδn9－

11ghiδP，　（IA．gricα1三ゼ自ral　stati－

stics　yea「book）・　　〔Saigon〕
　　　　　　　　　　　1：．鴇’．’：『．　　　　　　　　1042

ア研　　慧1．．．．「・’．噛：．．

　内容は、〔’1”b45〕”Vietnalnese

A只riculture　s託atistics”を参照
のこと。
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Vi・t…恥、9・mmissa・i・Ul．．．．η55研一956研・1・・957研

窮溜developmehち管・＝・…、聯舞』∫．撹1山群’掲繍

The建：｝弓噸・f・g・iCu1油画．，，．．、．ゆエトナムの貿易回する獅醗｝・

・・edif．’iガVi・t一・　．1．．．＿，．，．，〆1鉢儲1’こよってE晧された申舘曝づし（

〔Saig。n〕1959・　　　　　　てf誠される。1955年より年々刊行　1月
目47p．　　　　　　　　　　　　　1043　　別の資料は同名称の月報〔1047〕、ならびに

ア研 @　　・．一孫1認ll讐嵐b舗繍滋
Vi・t……一iss・・i・t．．一甲別商品別滴品別凹凹からなる・綿
96n軸レaU’d・v・1・・Pment＿＿、．：纐はヴェトナム舶0もの・・・…

ag「孟Cole・ @、．・・．・　　．．＿・：　　　・・苧・■’・．・
1ノ・euv・ゼa壱1‘d芒〉・1・plhen・　，S車．・ti・・ique　d・．　c・興ne．・ci・a・・x

辮ll瞭臨1ゴヨ1・」、灘lhe（鶴，ec・i。n　G－

32P・ @．ピ∵党…，’、．1044．∫・1・d・・D・・an・es　et・晦ies・・

　ア「研　　　　　　1’”1‘　　　　　Saigon・　　　　　　　　．1047．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆Lア研（1）1961一〔lack、（12）1961）

Vi・tn・ｬ回・・1，珠gr～9・1一、，内容は〔10461〕をみよ・
　ture、；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、　　l

Viεt－Nρm　ca典一・6・g！l・6ng－k6碑．、、B・nki・・9　Fi…ce　’・

…Viとth・！醜’痴と・lt漁「．．し．　．．
statisticき．　　〔Sa＝ig6h〕　　1045

ア研　19ら9、1960

　南ヴェトナムの農業に渕する．基本的統計年

報。農業人口、気’象、降雨量、農作物、畜産、

林業、漁業、肥料、農家家計についての統計

表を掲・載。1961年以降は〔1042〕

”Agricultural　statistics
yearbook”と改称。

V皿eonlrnerce　Trade　Balance
　　　of　・Planning

Vietnam．　Direction　g6n6rale
　　des　douanes　et　r6gieS．

　　81atistiques　du　cornmerce
　　ext乏rieur　du　．VietIlam・

　　Saigon・　　　　　　　　　　　　　　1046

　　死汗　（．A1〉正F－I」21）

自
．
．

Killh－te　tap－san・　（BuHetin　　　・・

6C…miq・曾）＝（M）

　Pub・　by　the　Bapque　Nationale　　　．』距

　du　Viet－Na「n’　　・丘ミ、a，重90【1・　　1048

　ア研3（7）19577∵．．

　　　　〔量ack：　5・（5》jg59rメ5（1）1960、

　　　　　8（5、　7、　11Y・、．11．2）1962、　9（1、　2）

　　　　　196へ　1．0（5）1964〕

　　XNational　lncome＆Expelldi－
　　　　　ture

　　　Banque　Nationale　du　、「ietnaIn・

　　　　Est呈lnations　du　revenu

　　　　　natiollal　du　Vietnam　en　1954…

　　　　　SupPlement　du　Bullet　ill

　　　　　econ‘）mique，　Saigon・Vietnam・
　　　　　1956・　　，　　、．．．　．　　　　　　　　1049

　　　　　　国民生産むキ・び支、串の推計。邦訳が径済審
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議庁「国民所得費料月報」．第75号に掲哉さ

れているグブルメントとして経済関係の一般

的な統計貴：料の砥かに、国際収支にか冷する

データを掲載。

U．．S・・Operations　Mission　to，

　Vietnam．．

Research　anαSta、tist．ic＄　！　　XIV　Econoin重。　plahning

Secti・n・’．・　ド．1・、

　1955　nationa1　畢Ilσomg　esti鴨

ma｛esもasystεmof　pational
　accounts　an（i　supPo・rting

　tables．、　Saigo11，　1957．

　19’Pガ　　　　1　・ド　．．　．　　．　　　　　1050．

XI　Pr宝ce　Fam・ily，Budget，

　　1」iv重ng　SUrvey　　一

ヴエト・ナム人労働者の家計調査、195．41年9

月にダラツトの中流ヴェトナム人に対する家計

調査、1955年7月にユエに澄けるグエトナ

ム人（政府職員と・産業雇用者）の家計費調査が，

齢こなわれている。いずれも”統計月報”に掲

哉。

Vietnam．．　Assemb16e　nationale
　ge　seSS．
　Plan　tr’iennal　de・・d色velopment

　et　de　transformati』on’de

　l’economie　et　de　d6vel・oprnent
　de　la　cul「fhre；　documents　　．ゴ

　offibiels1’身．　fl自noi．　19・59．　・

　154p．　’『’』　　　＝’　；　　　　　　『　　・1051．

ヴ卦ナムの物価と家計にかんする調査かVi。tn。m、　Di・ecti。n　ge。6，al，e

ずれも統計研究所（Natl「io鐸al　lnstitu－

te　of　Statistics）が；浄こなってかり、

〔1057〕の「統綱鮒鰐下に示す三指，
数を掲載している。

o消費者物価回歴・＿サイゴンの中流階級（中

流階級の漂準世帯とは・6入家族でζ弔）構成が

朽才以下：の子供駄塚三三弔人1人鈴む
’こととしている）、．・サイ、ゴンの労働者（労働者

階級の世帯とは6人家族で、、4八の子供のうち

5入は15才以下で、し中庸の丁寧を．しているも

め）・’ダラ’ツトの中流階級ρ3つ蘇鎧球つい

て毎月作成・基準は牛9．49年1ダラツトは

1953年3月）、算式はラスパイレス式、品

自は中流鰍が三三鋤醐御1殉
。卸売り物価指数…・ナイゴンの卸売り物価た

基づいて作成。基準は1949年、算式は固定

ウエイト幾何平均、ウエイトに1949年サイ
ゴンの販売額（消費と翰出を登臨ろ．）．にf暁

品目は49’。

家計調査に関する調査は、・19，55午凋と56

年7肛サイ・ゴン幽けるグ舌ト、ナ林の騨．

費調査、1955、54、55年の各9，月に、‘

Φpl…
　Deuxi6mも　画lall　qUn；inquennalg・

．　1962「今6駄　　學aigon・　1962・暖1

　272P，　”1　　・　　．　　　　∴　’　・’1052

　研　．（AMF≧B　5「4：）　　　9　一　　・，ノ

　　．5
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