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1945.10.20 印刷物
インフレーションノ理論（外資局特別情報
第63号）

外資局 [大蔵省内部資料] 33枚 2-9-1
謄写版印刷
極秘の印あり

[1946] 手稿（メモ） 「三月危機」について 6枚 9-1-4 「日本政府」の名入り用紙

1947.5.12 手稿（メモ） 食料品物價の変動について 3枚 9-1-2
1枚目に「物調資No.117号」と
記載、「日本政府」の名入り

1947.6.26 印刷物 業種別平均賃金について（改訂） 8枚 9-1-11
謄写版印刷、「極秘」印あり、
同内容の文書3部（欠あり）か
らなる

[-1947] 手稿（メモ） 標準賃金令要綱案 3枚 9-1-3

[-1947] 手稿（メモ） （4）公定價格体系の権威が… 7枚 9-1-5
「大日本帝國政府」の名入り
用紙

？ 手稿（メモ） 能率の取扱い方 1枚 9-1-1

？ 手稿（メモ） 調査事務運營方針 1枚 9-1-6
「大日本帝國政府」の名入り
用紙

？ 手稿（メモ） 物價問題—安定の問題 1枚 9-1-7
「大日本帝國政府」の名入り
用紙

？ 手稿（メモ） 物價安定政策要綱（案） 1枚 9-1-8 「日本政府」の名入り用紙
？ 手稿（メモ） 生活水準について 1枚 9-1-9 「日本政府」の名入り用紙

？ 手稿（メモ） 生産費ニ関スル調査研究 1枚 9-1-10
「大日本帝國政府」の名入り
用紙

［1950］ タイプ原稿
為替切下げの直接的効果
レート切下げの蓋然的効果
1949年における為替切下げ

[下村治] [大蔵省内部資料] 19枚 1-7-10
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

［1951.12］ タイプ原稿 十一月二十九日のドツヂ声明批判 下村 [大蔵省内部資料] 19枚 1-7-11
タイプ複写、「日本政府」の名
入り用紙

1952.12.19 印刷物
28年度予算の考え方に関連した一つの演
算

下村稿 [大蔵省内部資料] 5枚 1-7-12
謄写版印刷
極秘の印あり

1953.4.22、4.24 印刷物 今後における財政金融政策の要点（私稿） 8枚 9-2-1
謄写版印刷、「極秘」の印、
「外部の内第5号」とあり

1953.11.27 タイプ原稿 能率賃金の日米比較 外国調査 [大蔵省部内資料] 2枚 1-1-5-1
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙、虫ピン留め

1953.11.27 タイプ原稿 日米購買力平価 外国調査 [大蔵省部内資料] 3枚 1-1-5-2
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙、1-1-5-1と一緒に虫
ピン留め

1953.12.24 タイプ原稿
29年度予算編成の財政政策的背景につ
いて（未定稿）

下村稿 [大蔵省部内資料] 6枚 1-5-6
タイプ複写、大蔵省の名入り
用紙
書込みあり

1953.12.24 印刷物
29年度予算編成の財政政策的背景につ
いて（未定稿）

下村稿 [大蔵省部内資料] 15ｐ 1-5-1 謄写版印刷

［1953.12］ 印刷物
29年度予算編成の財政政策的背景（第2
稿）

[下村治] [大蔵省部内資料] 3枚 1-5-5

1953.12.26 印刷物 財政黒字資産 下村稿 [大蔵省部内資料] 2枚 1-5-3 謄写版印刷

［1954］ タイプ原稿
29年度予算編成の財政政策的背景に関
する下村稿に関する意見

吉本 [大蔵省内部資料] 4枚 1-7-16
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1954.1.20 タイプ原稿
1兆円予算と関連した通貨金融政策の推
進について

[大蔵省部内資料] 2枚 1-5-4 タイプ複写

1954.1.22 タイプ原稿
昭和4～6年不況と豫想せられる29年度デ
フレイシヨンとの比較

[下村治] [大蔵省部内資料] 7枚 1-1-1 タイプ複写、クリップ留め

1954.1.22 タイプ原稿
昭和4～6年不況と豫想せられる29年度デ
フレイシヨンとの比較

[大蔵省内部資料] 11枚 1-7-17 タイプ複写

？ タイプ原稿 インフレーションは内部的要因によって・・・ [大蔵省内部資料] 9枚 1-7-21
タイプ複写、「日本政府」の名
入り用紙

1954.1.23 タイプ原稿 28年度ノインフレイション要因分析 [下村治] [大蔵省内部資料] 2枚 1-7-14
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1954.1.23 タイプ原稿 28年度のインフレイシヨン要因分析 [下村治] [大蔵省部内資料] 2枚 1-1-2
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙、虫ピン留め

1954.1.23 タイプ原稿 28年度のインフレイシヨン要因分析 [下村治] [大蔵省部内資料] 2枚 1-1-3
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙、虫ピン留め
1-1-2と同じ

1954.2.2 印刷物 国際収支改善計画の一型式 [大蔵省内部資料] 9ｐ 1-7-2 謄写版印刷
1954.2.20 印刷物 29年度国際収支改善計画 官房調査課 [大蔵省内部資料] 7枚 1-7-1 謄写版印刷

？ タイプ原稿 為替相場に関するメモ （下村）　　断簡 下村 [大蔵省内部資料] 4枚 1-7-19
タイプ複写、「日本政府」の名
入り用紙

1954.3.11 タイプ原稿 為替相場に関するメモ [大蔵省内部資料] 3枚 1-7-20
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1954.3.24 印刷物
世界情勢委員会報告第520回　金融引締
政策を中心として

官房調査課 [大蔵省内部資料] 8ｐ 1-7-9 謄写版印刷

1954.4 印刷物 Efficiency Wages, U.S.A and Japan Research section [大蔵省内部資料] 3枚 1-7-18 謄写版印刷

1954.4.17 タイプ原稿 「在庫投資と金融引締め」に関する問題点
大蔵省大臣官房調
査課長

住友銀行調
査部省

[大蔵省内部資料] 3枚 1-7-15
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1954.5.20 タイプ原稿 360円レイトの擁護について [大蔵省内部資料] 14枚 1-7-8
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1954.6.12 タイプ原稿
[事務連絡]
ウ・トンワイ博士との会談日程

官房調査課長
下村日銀政
策委員

[大蔵省内部資料] 1枚 1-7-7
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1954.9.13 タイプ原稿 当面の金融情勢について 下村稿 [大蔵省部内資料] 8枚 1-4-7 タイプ複写

1954.10.8 印刷物
本年8・9月の受取超過か月4千万ドルとな
つたのは偶然ではないことについて

下村稿 [大蔵省部内資料] 2枚 1-4-12 謄写版印刷

1954.11.26 印刷物
別表1戦後におけるわが国の投資の産出
率　ほか

外国調査室調 [大蔵省内部資料] 2枚 1-7-5 謄写版印刷

1955.1.7 タイプ原稿
昭和30年1月以降の外貨収支予想につい
て

下村稿 [大蔵省部内資料] 6枚 1-4-8
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1955.1？ 手稿（メモ）
質問点（A）　一．金融引締めの定義と引締
基調の維持との関係・・・・

18枚 1-1-15

「社団法人経済問題調査会」
名入り罫紙、「貿易金融旬報
財政金融情報」名入り原稿用
紙

1955.1.24 手稿（メモ） 質疑に答えて 3枚 1-1-16
「大蔵省」名入り罫紙
研究会報告（1-1-37）時のメ
モか

1955.2.9 手稿（メモ） 研修講義要録 2枚 9-2-2 「大蔵省」の名入り罫紙

1955.6.5
手稿（メモ）、
印刷物

金融調整の方法 下村治 32枚 9-2-3

「大蔵省」の名入り罫紙、タイ
プ印刷1枚、謄写版3枚を含
む
謄写版に「30.6.5　慶応大学」
の書込みあり

［1955.6.8］？
印刷物（講演
会資料）

行学会　演題　乗数理論と金融理論との
関連

講師　下村政策委員 3枚 1-1-17

？ 印刷物 有効需要の均衡 2p 1-1-18 謄写版印刷

一橋大学経済研究所附属
社会科学統計情報研究センター 1
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？ 印刷物 有効需要の均衡 2ｐ 1-1-19
1-1-18と同じ
謄写版印刷
書込みあり

？ 手稿（メモ） 金融正常化の現状と今後の対策 3枚 9-2-6 「大蔵省」の名入り罫紙

[1954？.9.1] 手稿（メモ） 二つの問題点 4枚 9-2-7
「大蔵省」の名入り罫紙、謄
写版の表3枚を含む

1955？ 印刷物 日本・アメリカ能率賃金指数 [大蔵省部内資料] 4枚 1-1-12
謄写版印刷
ステープラー

1955？ 印刷物 日本・アメリカ能率賃金指数 [大蔵省部内資料] 4枚 1-1-13
謄写版印刷
ステープラー
書込みあり

1955.3 印刷物 日本・アメリカ購買力平価指数
官房調査課外国調
査室

[大蔵省内部資料] 3枚 1-7-3 謄写版印刷

1955.3 印刷物 日本・アメリカ購買力平価指数
官房調査課外国調
査室

[大蔵省内部資料] 3枚 1-7-4 謄写版印刷

1955.8.22
手稿（メモ）、
印刷物

デフレの行方 17枚 9-2-4
「大蔵省」の名入り罫紙、謄
写版印刷1枚、タイプ印刷6枚
を含む

1955.8.24 タイプ原稿 当面の情勢について 下村稿 [大蔵省部内資料] 4枚 1-4-9
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1955.9.10 手稿（メモ） 当面の金融政策の問題点 3枚 9-2-5 「大蔵省」の名入り罫紙

1955.10.27 タイプ原稿 六カ年計画批判 下村稿 [大蔵省部内資料] 4枚 1-4-10
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1955.11.10 手稿（メモ） 1.当面の状況について 3枚 9-2-8
日本経済復興協会
「大蔵省」の名入り罫紙

1955.11.17 印刷物 金利低下について 下村稿 [大蔵省部内資料] 14ｐ 1-4-4 謄写版印刷　「極秘」印

1955.11.28 手稿（メモ） 当面の金融問題 5枚 9-2-9
□□地方会金融懇談会（□
は判読不能）
「大蔵省」の名入り罫紙

1955.12.1 手稿（メモ） 当面の金融問題を中心として 2枚 9-2-9
日付横に「研修」とあり
「大蔵省」の名入り罫紙

1955.12.6 手稿（メモ） 当面の金融情勢 6枚 9-2-10
経済調査協会
「大蔵省」の名入り罫紙、メモ
用紙2枚含む

1955.12.8 タイプ原稿 政府短期証券の日銀引受制度について 下村稿 [大蔵省部内資料] 5枚 1-1-7
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙、クリップ留め

1955.12.8 タイプ原稿 政府短期証券の日銀引受制度について 下村稿 [大蔵省部内資料] 5枚 1-1-8、1-1-9
1-1-7と同じ
ステープラー

1955.12.22 手稿（メモ） 金融正常化と今後の見通し 1枚 9-2-11
検査部講習
「大蔵省」の名入り罫紙

1956.1.12 印刷物 昭和31年度経済の基本動向について 下村稿 [大蔵省部内資料] 6枚 1-4-6-1
謄写版印刷、メモ1枚含む
「極秘」印、書込みあり

1956.1.12 手稿（メモ） 昭和31年の経済及び金融動向 13枚 9-2-12
財金研究会
「大蔵省」の名入り罫紙

1956.2.8 手稿（メモ） 昭和31年の日本経済見通し 8枚 9-2-13

産業研究協会
「大蔵省」の名入り罫紙、
1956.2.15　□□□□調査部
長会（□は判読不能）
1956.2.22　水曜会

1956.3.22 印刷物 31/上期中金利の動向見通し 4枚 9-2-13 謄写版印刷、「極秘」印あり

1956.3.22 印刷物 31年度資金需給見通し資産 [大蔵省部内資料] 1枚 1-4-6-2
謄写版印刷、「極秘」印、書込
みあり

1956.5.17 手稿（メモ） 金利問題を中心として 4枚 9-2-13-3
国際経済調査室
「大蔵省」の名入り罫紙

1956.5..24 手稿（メモ） 経済見透し 2枚 9-2-24
自主経済研
「大蔵省」の名入り罫紙

1956.6.10 タイプ原稿 当面の状況判断 下村稿 [大蔵省部内資料] 2枚 1-4-5
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1956.7.17 手稿（メモ） 当面の状況判断 2枚 9-2-26-1 「大蔵省」の名入り罫紙
1955.7.21 印刷物 表1戦前のわが国経済の成長率 外国調査室調 [大蔵省内部資料] 1枚 1-7-6 謄写版印刷
1956.9.6 手稿（メモ） 最近の金融情勢をどう考えるか 10枚 9-2-14 「大蔵省」の名入り罫紙
1956.9.17 手稿（メモ） 金融の動向　基調 6枚 9-2-14 「大蔵省」の名入り罫紙

1956.10.10 手稿（メモ） これからの金融動向 20枚 9-2-15
大和証券
「大蔵省」の名入り罫紙

1956.10.15 タイプ原稿 当面の経済情勢に関する所見 下村稿 [大蔵省部内資料] 8枚 1-6-31
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙、書込みあり

1956.12.24 印刷物
原材料輸入と輸入原材料在庫の現状及
びその動向について

下村稿 [大蔵省部内資料] 4丁 1-1-4 謄写版印刷

1957？ 印刷物 国民総生産増加の形態（1951～1956年） [大蔵省部内資料] 1枚 1-1-14 謄写版印刷

1957.1.17 手稿（メモ） 当面の状況と見通し 2枚 9-2-16
財金研
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.2.6 手稿（メモ） 1.当面の金融逼迫 3枚 9-2-17
地銀支部長会
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.2.13 手稿（メモ） 今後の金融政策はどうあるべきか 1枚 9-2-18
経団連
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.3.14 手稿（メモ） 32年度経済の見通 1枚 9-2-20
統計研究会
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.3.27 手稿（メモ） 経済基調について 1枚 9-2-19
世経調査会
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.4.8 手稿（メモ） 32年度経済の見透し 1枚 9-2-21
国民経済研究協会
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.4.23 タイプ原稿 当面の金融政策の考え方 [大蔵省部内資料] 2枚 1-4-2-1
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1957.5.16 手稿（メモ） 日本経済の見透し 2枚 9-2-23
産研
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.5.22 手稿（メモ） 公定歩合引上の効果と今後の見通し 2枚 9-2-22
経済再□（□は判読不能）
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.6 タイプ原稿

Table 7, Ratios of stocks of privately
owned plant and equipaent to the privately
produced gross natinal produet, 1910-56
ect.

85th Congress, 1st
Session Joint
Economic Print

[大蔵省部内資料] 6枚 1-5-8
タイプ複写、大蔵省の名入り
用紙
書込みあり

1957.6.14 タイプ原稿 法人企業統計による原材料在庫推計 下村稿 [大蔵省部内資料] 1枚 1-1-6-1

タイプ複写、「MINISTRY OF
FINANCE THE JAPNASE
GOVERNMENT」の名入り用
紙、クリップ留め

？ タイプ原稿 各種支出の輸入誘発率 [大蔵省部内資料] 4枚 1-1-6-2
1-1-6-1とクリップ留め、タイ
プ複写、「大蔵省」の名入り用

1957.6.27 手稿（メモ） 国際収支の基調について 1枚 9-2-25
砂糖部会
「大蔵省」の名入り罫紙

一橋大学経済研究所附属
社会科学統計情報研究センター 2
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1957.7.16 タイプ原稿 国際収支赤字と在庫輸入 下村稿 [大蔵省部内資料] 11枚 9-2-28
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙、書込みあり

1957.7.18 手稿（メモ） 当面の経済の問題点 1枚 9-2-27
財金研
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.9.27 手稿（メモ） 経済情勢所見 7枚 9-2-29
開銀
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.10.7 手稿（メモ）
金融政策の効果と限界—国際収支を中心
として

7枚 9-2-30
金融学会
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.10.17 手稿（メモ） 小康状態の背景と今後の見透し 2枚 9-2-31
経済成長研究会
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.10.31 手稿（メモ） 今後の経済動向 9枚 9-2-32
財政金融研究会
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.11.13 手稿（メモ） 二つの基本問題 3枚 9-2-33
財政金融事情研会
「大蔵省」の名入り罫紙

1957.11.21、22 手稿（メモ） 当面の経済基調 8枚 9-2-34
青山学院経済倶楽部
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.1.16 手稿（メモ） 日本経済の現状分析と今後の展望 8枚 9-2-35
経済発展協会
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.1.31 手稿（メモ） 日本経済の現況と見透し 17枚 9-2-36
世界経済調査会
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.3.13 手稿（メモ） 最近の経済動向と景気予測の問題 18枚 9-2-37
金融財政事情
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.3.18 タイプ原稿 景気問題所見 下村稿 [大蔵省部内資料] 14枚 1-4-3
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1958.3.18 印刷物 景気問題所見 下村稿 [大蔵省部内資料] 7枚 1-4-18
謄写版印刷
書込みあり

1958.3.18 印刷物 景気問題所見 下村稿 [大蔵省内部資料] 7枚 1-6-28
謄写版印刷
劣化によりページ分離

1958.3.18 印刷物 景気問題所見 下村稿 [大蔵省内部資料] 7枚 1-6-29 謄写版印刷
1958.3.18 印刷物 景気問題所見 下村稿 [大蔵省内部資料] 7枚 1-6-30 謄写版印刷

1958.3.27 手稿（メモ） 景気問題を中心として 3枚 9-2-38
□□（□は判読不能）
「33.4.3　財金研」の書込みも
あり

1958.3 タイプ原稿 国庫の主要資産負債表 [大蔵省部内資料] 2枚 1-4-2-2
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

？ タイプ原稿 24年度ないし32年度の賃金需給実績 [大蔵省部内資料] 1枚 1-4-2-3
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1958.4.23 手稿（メモ） 景気問題について 4枚 9-2-39
日本政治経済調査会
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.4.28 手稿（メモ） 景気動向について 13枚 9-2-40 「大蔵省」の名入り罫紙
1958.5.15 印刷物 景気の動向について 下村稿 [大蔵省部内資料] 15ｐ 1-4-1 謄写版印刷

［1958.5］ 印刷物 景気動向に関する私の解釈と見通し 下村治 [大蔵省部内資料] 18枚 1-3-10
謄写版印刷
書込みあり

1958.6.4 タイプ原稿 日英国際流動性比較 [大蔵省部内資料] 1枚 1-4-2-4
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1958.6.13 タイプ原稿 上昇転換の実現について 下村稿 [大蔵省部内資料] 5枚 1-4-13
タイプ複写、「大蔵省」の名入
り用紙

1958.6.13 タイプ原稿 上昇転換の実現について 下村稿 [大蔵省部内資料] 5枚
1-4-14～
1-4-16

1-4-13と同じ

1958.6.26 手稿（メモ） 当面の問題点について 4枚 9-2-41

信託協会
「33.6.27　化学工業協会」の
書込みもあり
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.7.9 印刷物 経済動向判断のための資料 [大蔵省部内資料] 22p 1-4-17 謄写版印刷

1958.7.17 手稿（メモ） 経済情勢に対する基本的な考え方 5枚 9-2-42
産業経済懇談会
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.7.22 手稿（メモ） 経済動向と経済成長実現について 6枚 9-2-43
産業経済懇談会
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.7.24 手稿（メモ） 経済動向と経済成長実現について 9枚 9-2-44-1
水田□□会（□は判読不能）
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.9.9 手稿（メモ） 景気転換の可能性 4枚 9-2-44-2
産経クラブ
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.9.16 手稿（メモ） 経済動向について 1枚 9-2-56
経済再建研
33.10.16　財会研究会
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.11.12、
12.20

手稿（メモ） 日本経済の現段階について 5枚 9-2-45
金融財政事情
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.12.12 手稿（メモ） 経済基調の動向分析 2枚 9-2-57
研修
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.12.17 手稿（メモ） 日本経済の成長余力 5枚 9-2-46
「未定稿」か
「大蔵省」の名入り罫紙

1958.12.23 手稿（メモ） 日本経済の成長条件吟味 12枚 9-2-47
経団連
「大蔵省」の名入り罫紙

1953？ タイプ原稿 基本的問題 5枚 9-2-85
「極秘」の印あり
「大蔵省」の名入り用紙

1959？ 手稿（メモ） 経済の基調と動向　景気の舵とり 5枚 9-2-48 「大蔵省」の名入り罫紙

1959.1.13 手稿（メモ） 日本経済の成長条件 5枚 9-2-49
住宅公団
「大蔵省」の名入り罫紙

1959.1.20 手稿（メモ） 経済見通し 5枚 9-2-51
金曜
「大蔵省」の名入り罫紙

1959.1.28 手稿（メモ）
設備投資と外貨収支を中心とする最近の
経済問題について

6枚 9-2-50
経済計画会議、経済再建
「大蔵省」の名入り罫紙

1959.2.3 手稿（メモ） 日本経済の成長力について 1枚 9-2-52
□ロータリ・クラブ（□は判読
不能）
「大蔵省」の名入り罫紙

1959.2.12 手稿（メモ） 金融の正常化 4枚 9-2-53 「大蔵省」の名入り罫紙

1959.2.19 手稿（メモ） 経済動向について 8枚 9-2-54
財政金融研究
「大蔵省」の名入り罫紙

1959.3.13 手稿（メモ） 日本の経済力に自信を持て 8枚 9-2-55

34.3.13　NHK政経論壇
34.3.20　□□研究調査会（□
は判読不能）
34.3.25　世界経済調査会
34.4.1　内外労研
「大蔵省」の名入り罫紙

1959.5.6 手稿（メモ） 我国経済力の再検討 2枚 9-3-34
□□研究会（□は判読不能）
「大蔵省」の名入り罫紙

？ 手稿（メモ）
1年で正常化とは—逆□□□論のゆきすぎ
（□は判読不能）

7枚 9-3-35
「大蔵省」の名入り罫紙
メモ用紙1枚を含む

1959.6.21 印刷物
最近における固定資産の帳簿価額と実質
額との関係

[大蔵省部内資料] 3枚 1-5-2 謄写版印刷

一橋大学経済研究所附属
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？ 手稿（メモ） [1.日本経済の成長力は非常に大きい] 5枚 9-3-28
「国民金融公庫」の名入り罫
紙2枚を含む

？ 手稿（メモ） 日本経済の成長力について 10枚 9-3-29 付箋貼付
？ 手稿（メモ） 日本経済の成長力 2枚 9-3-30
1959.7.9 手稿（メモ） 経済動向について 4枚 9-3-31

？ 手稿（メモ）
[1.33年度の動きについて—何がおこった
か]

10枚 9-3-32 「大蔵省」の名入り罫紙

？ 手稿（メモ） [1.現在の景気の位置] 1枚 9-3-33 「大蔵省」の名入り罫紙

1959.7.24 手稿（メモ） 日本経済の成長力について 11枚 9-3-27
京大アメリカ研究センター
「国際文化会議」か

1959.8.24 タイプ原稿 金融的警戒論の誤りについて 下村稿 5枚
1-4-11、9-3-
25

タイプ複写
9-3-25に書込み有

1959.9.1 手稿（メモ） 経済成長と財政問題 2枚 9-3-26 「大蔵省」の名入り罫紙
1959.9.2 手稿（メモ） [1.現状判断—警戒論の批判] 1枚 9-3-24 清話会
1959.9.22 手稿（メモ） 日本経済の成長力と所得倍増論 1枚 9-3-23 付箋貼付
1959.10.9 手稿（メモ） 金融的警戒は何をもたらすか 3枚 9-3-22 金融財政事情
？ 手稿（メモ） 物価変動の分析 1枚 9-3-19

？ 手稿（メモ） 経済動向 7枚 9-3-20
「国民金融公庫」の名入り罫
紙1枚含む

1959.10.13 手稿（メモ） 日本経済成長力の秘密 2枚 9-3-21
34.10.13　日本クラブ
34.11.20　経済クラブ

1959.11.19 手稿（メモ） 経済動向をどう見るか 3枚 9-3-18
34.11.19　財金
34.11.25　「長銀」か

1959.12.11 手稿（メモ） [問題の焦点は…] 8枚 9-3-17
NTVニューズデスク
「社団法人金融財政事情研
究会」の名入り原稿用紙

？ 手稿（メモ） 乗数理論と金融理論との関連 6枚 9-2-90 「大蔵省」の名入り罫紙
？ 手稿（メモ） 日本の国際収支概況 19枚 9-2-91 「大蔵省」の名入り罫紙

1960.1 タイプ原稿 主要国のGNPと固定投資　ほか
官房調査課外国調
査室　ほか

[大蔵省部内資料] 7枚 1-5-7
タイプ複写、大蔵省の名入り
用紙

1960.1.12 手稿（メモ） 35年経済の見透し. 動向. 5枚 9-3-15

35.1.12　清話会
35.1.14　経済発展
1.18　農業協同全□□（□は
判読不能）

？ 手稿（メモ） わが国における経済の安定と成長 7枚 9-3-16 防衛研修所

1960.3 印刷物 日本・アメリカ購買力平価
官房調査外国調査
室、為替局調査課

[大蔵省部内資料] 6p 1-1-10
謄写版印刷
ステープラー

1960.3 印刷物 日本・アメリカ能率賃金（製造業）平価
官房調査外国調査
室、為替局調査課

[大蔵省部内資料] 11p 1-1-11
謄写版印刷
ステープラー

？ 手稿（メモ） [1.過熱論のゆくえ] 2枚 9-3-14
？ 手稿（メモ） 自由化と経済成長 3枚 9-3-12
？ 手稿（メモ） 自由化と経済成長 3枚 9-3-11

1960.3.16 手稿（メモ）
[1.経済の大勢—これまで動きを示している
か]

7枚 9-3-10 参院公聴会

1960.4.15 手稿（メモ） 自由化と経済成長 8枚 9-3-13 宏池会
1960.4.15 手稿（メモ） 日本経済の成長力について 6枚 9-3-9 新入職員講座

1960.4.27 手稿（メモ）
日本経済はいかなる成長の可能性を持っ
ているか

3枚 9-3-8 支所長会議

？ 手稿（メモ） 日本経済の成長力—その可能性と条件 1枚 9-3-7
1960.6.3 手稿（メモ） [1.政策の目標] 2枚 9-3-6

？ 手稿（メモ）
経済成長概論—日本経済はなぜ高い成長
力を持つか

4枚 9-3-5

？ 手稿（メモ） 日本経済成長の可能性 7枚 9-3-4
1960.6.10 手稿（メモ） 自由化と日本産業 4枚 9-3-3 名古や生産性本部
？ 手稿（メモ） [1.経済成長の可能性] 2枚 9-3-1
1960.7.7 手稿（メモ） インフレなき時代へ 7枚 9-3-2 「清話会」か

1960.7.12 タイプ原稿 財政金融政策 2丁 4-3-4 タイプ複写

1960？ 印刷物 断簡（「第4　実施上の措置…） 1枚 4-3-6 謄写版印刷

？ 手稿（メモ） 問題の出発点　国際収支の・・・ 1枚 1-7-13 「大蔵省」の名入り罫紙

1961.5.21 印刷物
当面の経済情勢とこれに対処する基本的
態度

下村稿
37p、
12p

4-3-1
謄写版印刷
金融財政事情の原稿1-9-16

1961.5.21 印刷物 附録　経済成長と所得、物価、為替相場 12ｐ 4-3-2 謄写版印刷

1961.6.30 印刷物（コピー）下村氏の新論文について [日本銀行]調査局 24p 9-2-103 調内国資第10号

1961.8.24 手稿（コピー）、印刷物四半期別GNP見通し 10枚 9-2-58

青焼き複製5枚、新聞切り抜
き1枚、青焼き複製2枚、「大
蔵省」の名入り罫紙2枚
青焼きを含むため複製（9-2-
58-1）を使用すること

[1961.10.21] 印刷物

明年度経済の見通し（総合政策研究会）、
経団連景気見通し、36FY,37FY見通し（経
済企画庁）、四半期別GNP見通し
（36,10,21）（表）

1枚 9-6-26 裏に書込みあり

1961.11.4 手稿（メモ） 経済の高成長の意味するもの 5枚 9-2-59

1962? 手稿（メモ）
昭和32～37年度一般会計重要経費別予
算額調

3枚 9-6-14 「日本国政府」の名入り罫紙

[1962以降？] グラフ グラフ[縦軸：利潤率、横軸：稼働率] 1枚 9-6-25 グラフ用紙
[1962？] グラフ グラフ 4枚 9-6-37 グラフ用紙

1962.4.16 手稿（メモ） 景気の現状と経済政策の課題　宇佐美洵 4枚 9-6-33

「日本開発銀行」名入り罫紙
「財政金融事情」とあり
タイトルの論文は「週刊金融
財政事情」13巻16号(1962年4
月16日号)に掲載

1962.9.25 手稿（メモ） 経済動向判断 8枚 9-6-32

書込みあり
付属資料2枚（昭和36年度国
民総生産、経済見通し試算）
あり
青焼き複製のため閲覧は複
製（9-6-32-1）を使用すること

1962.12.12 印刷物
経済動向の判断とこれに対する態度（メ
モ）

11枚 9-2-60
謄写版印刷
書込み、花押あり

1963？ 印刷物
経済計画と経済パターンに関するヒヤリン
グ要旨

ヒアリング対象者：下
村治、内田忠夫、坂
本二郎、篠原三代平

[経済企画庁計画
課]？

52ｐ 2-11 謄写版印刷

一橋大学経済研究所附属
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1963？
コピー原稿、
手稿

断簡（表[設備投資、更新率など]）、グラフ
（産出係数=1.0と0.7の2種）

2枚 9-6-16

「大蔵省」の名入り罫紙の青
焼きコピー、グラフ用紙
青焼きを含むため、閲覧は複
製（9-6-16-1）を使用すること

1963？ 手稿（メモ）
第2部[1.物価問題—成長と物価]、貯蓄と
金利と消費者物価

7枚 9-6-22 「日本開発銀行」名入り罫紙

1963？ 手稿（メモ） 日本経済の正しい見方 4枚 9-6-29 「日本開発銀行」名入り罫紙

1963.1.21
印刷物（コ
ピー）

当面の金利政策について（一、） 18枚 9-2-61
青焼き複製のため複製（9-2-
61-1）を使用すること
「秘」印、書込みあり

1963.1.25 手稿（メモ） 日本経済の動向について 4枚 9-6-34 「日本開発銀行」名入り罫紙
1963.1.30 手稿（メモ） [1.経済の現況] 10枚 9-6-27 「日本開発銀行」名入り罫紙
1963.2.12 手稿（メモ） 第2部[1.物価問題再吟味] 13枚 9-6-23 「日本開発銀行」名入り罫紙

[1963.2.15] 手稿（メモ） [1.日本経済の成長—現在水準] 7枚 9-6-21

「日本開発銀行」名入り罫紙
生産性労働講座
1枚目には「28.2.15」とあり
「38.2.15」の誤記か
付属資料（切り抜き）3枚あり

1963.4.26 手稿（メモ） 当面の金融情勢 1枚 9-6-20 「日本開発銀行」名入り罫紙

1963.3.5 印刷物 金融正常化と低金利革命 27枚 9-2-62
謄写版印刷
書込み、花押あり

1963.5 印刷物 民間部門の流動性を回復せよ 下村治
日本経済新聞社
「研究室資料」（内
部資料）

12p 7-2-19
日本経済新聞社「研究室資
料」（内部資料）とあり

1963.5.15 コピー原稿
37、38、39年度経済見通し試算、38、39年
度国際収支見通し

官房調査課 [大蔵省内部資料] 2枚 9-6-6

「大蔵省」の名入り罫紙
「極秘」の印あり、書込みあり
青焼きのため閲覧は複製9-
6-6-1を使用すること

1963.5.21 手稿（メモ） 日本経済の成長と中小企業 1枚 9-6-13 「日本開発銀行」名入り罫紙
1963.5.24 手稿（メモ） 日本経済の新方向 5枚 9-6-12 「日本開発銀行」名入り罫紙

1963.6.6 タイプ原稿 経済情勢検討資料 12枚 9-6-3
書込みあり
青インク複写があるため閲覧
は複製9-6-3-1を使用するこ

1963.9.16 印刷物 CPIに関する下村論文について 調査局 [大蔵省部内資料] 28枚 4-5-68 謄写版印刷
？ タイプ原稿 消費者物価の問題点（メモ） 6枚 9-6-2 書込みあり

[1963以降？] グラフ
グラフ[縦軸：消費者物価水準、横軸：国民
1人当りGNP]

1枚 9-6-4 グラフ用紙

[1963以降？] グラフ 国民1人当りGNPとCPI（グラフ） 1枚 9-6-5 グラフ用紙

[1963.7以
降？]

印刷物 主要貿易為替指標 2枚 9-6-7

付属資料1枚「金利平衡税が
米国からの資本調達に及ぼ
す影響」（新聞切り抜き）を含
む

？ 手稿（メモ）
「公債論」　ほか断簡[1頭乳牛　20石…][1.
公債とインフレ]など

6枚 9-6-8 「日本開発銀行」名入り罫紙

[1963以降？] グラフ グラフ 1枚 9-6-9 グラフ用紙

？ コピー原稿

アメリカにおける規模別事業所数および従
業者数の変化、イギリスにおける規模別
事業所数および従業者数の変化、ドイツに
おける小経営、中経営、大経営（1939～
1950）

3枚 9-6-10
青焼きのため閲覧は複製（9-
6-10-1）を使用すること
「大蔵省」の名入り罫紙

？ 手稿（メモ） 日本経済に何がおこりつつあるか 3枚 9-6-11 「日本開発銀行」名入り罫紙
[1963以降？] 手稿（メモ） 断簡[昭和23～37年10～12月までの表等] 2枚 9-6-17 「日本開発銀行」名入り罫紙

？ 手稿（原稿コピー）
[I　なぜ民間設備投資を出発点とするか—
経済成長速度を決定するもの]

8枚 9-6-24
青焼きのため、閲覧は複製
（9-6-24-1）を使用すること

[1963以降？] 手稿（メモ） [1.経済→現在の水準位置] 8枚 9-6-28 「日本開発銀行」名入り罫紙

[1963以降？] 手稿（メモ） 日本経済の見通し 6枚 9-6-30
「日本開発銀行」名入り罫紙
付属資料白紙用紙1枚

[1962以降？] 手稿（メモ） われわれは、いま、どこにいるのか 12枚 9-6-31 「日本開発銀行」名入り罫紙
[1963以降？] 手稿（メモ） [1.η=1.5　GNPの伸び率] 4枚 9-6-35 「日本開発銀行」名入り罫紙
[1963？] 手稿（メモ） 情況判断I 6枚 9-6-36 「日本開発銀行」名入り罫紙
1964? タイプ原稿 資本輸入国から資本輸出国へ 7枚 9-2-87 書込みあり

1964?
手稿、手稿（コ
ピー）、タイプ
原稿、印刷物

物価問題 [ほか] 58枚 9-2-64

日付、タイトル不明のメモ多
数、「週刊金融財政事情」の
切り抜き、青焼き複製を含
む、「日本開発銀行」名入り
罫紙
閲覧は複製（9-2-64-1）を使
用すること

手稿（コピー） 成長の安定条件 （6枚） 青焼き複製
タイプ原稿 日本経済の可能性 （1枚） 書込みあり
手稿 物価問題 （3枚）
手稿 物価問題 （2枚）
手稿 日本経済の現状と見通し
手稿 成長経済の金融的定着について （7枚）
手稿 成長経済の安定力について （1枚）
手稿 成長とひずみ論

1964.1.17、1.28 手稿 経済現状と動向 6枚 9-2-63 「日本開発銀行」名入り罫紙
1964.3.21、7.25 手稿 パトリック氏の論点 [下村治] 5枚 7-1-55 「日本開発銀行」名入り罫紙
1964.7 印刷物（コピー）安定的な経済成長の可能性 下村治 5枚 9-2-76 書込みあり

1964.8.9 手稿 日本経済の成長力と安定力 19枚 9-2-65
「日本開発銀行」名入り罫紙
「週間卸売物価」「消費のふ
えている食品」切り抜き付属

1965? タイプ原稿 安定的な成長の可能性について 7枚 9-2-86 書込みあり

1965.2.2 手稿 日本経済の成長と安定 1枚 9-2-66
防衛研修所
「日本開発銀行」名入り罫紙

1965.3.24 手稿（メモ） 当面の状況について 2枚 9-2-71
「日本開発銀行」名入り罫紙
2枚目裏に「40.3.30」付けのメ
モあり

1965.4.6 手稿（メモ） 日本経済の現状をこう見る 3枚 9-2-72 「日本開発銀行」名入り罫紙
1965.4.9 手稿（メモ） 現状判断 2枚 9-2-73 「日本開発銀行」名入り罫紙

1965.8.5 印刷物 輸出依存に関する国際比較 6枚 4-3-3 謄写版印刷

1965.8.13 手稿（メモ） 當面の景気対策について 16枚 9-2-67
「日本開発銀行」名入り罫紙
うち1枚ホテルの名入り用紙

1965.9.1 手稿（メモ） 当面の経済情勢 5枚 9-2-68 「日本開発銀行」名入り罫紙
1965.9.1 手稿（メモ） 當面の経済見通し 3枚 9-2-69 「日本開発銀行」名入り罫紙

1965.9.7 手稿（メモ）
（本□経済）安定的成長の条件と可能性
（□は判読不能）

4枚 9-2-70 「日本開発銀行」名入り罫紙
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1965.11.4 手稿（メモ） 財政制度審議会の中間報告について 1枚 9-2-74 「日本開発銀行」名入り罫紙

1965.11.15 タイプ原稿 国債発行に関する基礎的諸問題 18枚
7-2-24、9-2-
95

書込み（7-2-24、9-2-95）

1965.12.1
1965.12.3

手稿（メモ）
経済の現況と政策態度
日本経済の診断

6枚 9-2-75 「日本開発銀行」名入り罫紙

1966.4.27 手稿（メモ）、印刷物（コピー）国際収支 9枚 9-2-76
「日本開発銀行」名入り罫
紙、印刷物コピー1枚を含む

1966.11.17 手稿（メモ） [1.人手不足] 13枚 9-2-77
「（九州生産性本部）」とあり
「日本開発銀行」名入り罫紙

1967.4.14 手稿（メモ） 土曜懇談会 4枚 9-2-78 「日本開発銀行」名入り罫紙
1967.6.10 手稿（メモ） われわれは、いま、いかなる位置にあるか 5枚 9-2-79 「日本開発銀行」名入り罫紙

1967.6.21 手稿（メモ） 荒廃から高度成長へ 2枚 9-2-80
NHK
「日本開発銀行」名入り罫紙

1967.8.4 手稿（メモ） 日本経済の可能性 17枚 9-2-81 「日本開発銀行」名入り罫紙
？ 手稿（メモ） 倍増計画について 1枚 9-2-92 「日本開発銀行」名入り罫紙

？ 手稿（メモ）
消費者物価問題　[1.問題の特徴—経済の
成長]

7枚 9-2-93 「日本開発銀行」名入り罫紙

？ 手稿（メモ） 金融正常化と低金利革命 3枚 9-2-94 「日本開発銀行」名入り罫紙
？ 手稿（メモ） [1.高速—何がおこったか] 4枚 9-2-96 「日本開発銀行」名入り罫紙
？ 手稿（メモ） 消費者物価問題　[1.CPIと卸売物価] 2枚 9-2-97 「日本開発銀行」名入り罫紙

？ 手稿（メモ）、コピー断簡　[・女性依存　29％…] 10枚 9-2-98
「就業人口の業種別構成」コ
ピー、他表題不明の断簡
「日本開発銀行」名入り罫紙

1968.12.11 タイプ原稿 日本経済の展望 26枚 9-2-82
コカコーラボトラーズ年次大
会

1969？ タイプ原稿 日本経済の現状と展望 9枚 9-2-99
冒頭部9-2-88と一致する箇
所あり

[1969.7.17] タイプ原稿 日本経済の現状と展望 下村治 2枚 9-2-88 8-3-74の原稿か
？ 手稿（メモ） 財政収支警戒論 2枚 9-2-89 「日本開発銀行」名入り罫紙

1969.10.23 タイプ原稿 新しい時代を迎えた日本経済 24枚 9-2-83
生命保険協会
書込みあり

？ タイプ原稿 “ひずみ”の是正か歴史の新展開か 3枚 9-2-84 書込みあり

[1970] 手稿（コピー）
1970年代海運業の行く方を探る—一般政
治・経済動向をふまえて（抜粋）

[川崎重工、下村
治]？

[川崎重工株式会
社]

13枚 3-1-1

青焼き複製
川崎重工株式会社の名入り
罫紙
インタビューの速記録か？

[1971.12？] 原稿（コピー） 経済大国日本の選択 下村治
[三菱信託銀行]講
演部

60p 9-2-104

三菱信託銀行本店での講演
記録
三菱信託銀行株式会社の名
入り罫紙
講演表題と同タイトルの著書
発行の翌月

1971.7 印刷物 Five-Year outlook for interest rates 下村治、小出厚之助
[日本開発銀行設
備投資研究所部内
資料]

25p 4-2-29 設研8-4-1　行内限とあり

[1971].10.22 手稿（原稿コピー）
70年代の日本経済の課題
（人事部依頼47年度大卒求人パンフレット
掲載論文）

11枚 3-1-3
電子複写複製版
原稿用紙

1972.9.25
手稿（原稿コ
ピー）

日本経済と近隣諸国 26枚 4-1-1

電子複写複製版
原稿用紙
「Mainichi Daily News
Sept.25.1972」と表紙にあり

1972.5.9 手稿（メモ） 日本経済の経験からみた韓国経済 14枚 5-1-1 「日本開発銀行」名入り罫紙
1972.5.10 手稿（メモ） 経済成長における金融政策の役割 9枚 5-1-2 「日本開発銀行」名入り罫紙
1972.5？ 手稿（メモ） 安承喆氏の所論について 4枚 5-1-7 「日本開発銀行」名入り罫紙
1973.4.12 手稿（メモ） 激動する国際経済のなかでゆくべき道 12枚 5-1-8 「日本開発銀行」名入り罫紙

1973.4.13 手稿（メモ）
経済拡大政策と物価安定　成長と安定は
両立するか

10枚 5-1-9 「日本開発銀行」名入り罫紙

1973.9 タイプ原稿
1970年代における設備投資の展望—日本
鉄鋼業を中心として

12枚 4-1-2
ISI,Annual Meeting &
Conference（4-4）の原稿？

1973.9 印刷物
1970年代における設備投資の展望—日本
鉄鋼業を中心として

8枚 8-3-46
第7回IISI総会における口演
素稿
書込みあり

1974.3.30 印刷物
下村治氏講演「占領期の物価・インフレー
ション等について」（要旨）

大蔵省財政史室編
[大蔵省内部資料］
財政史ニュース85
号

22p 4-11-1
「大蔵省」名入り封筒
1974.10.28付け寄稿依頼に同
封

1975.5.14 手稿（メモ） 日本経済の現状と課題 13枚 4-1-3
「日経連総会　50.5. 14」と表
紙にあり

1979？ 手稿（メモ） 日本経済の発展過程と韓国経済 6枚 5-1-10

1969～1976？ 手稿（メモ） 拓殖大学講義案メモ等 42枚 5-5
大学事務連絡、学生名簿等
含む

1986？
手稿（原稿コ
ピー）

石原周夫とケインズ 12枚 4-10-20

電子複写複製版
原稿用紙
石原周夫追悼集「石原周夫」
掲載の原稿のコピー
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