
灘魏灘雛鍵蕪鍵懇懇離離綴織藻懸

離離灘懇懇懸灘懇灘灘鍵蕪

雑綴1蕪雑騨i灘灘離離鑑難灘灘鰻蒙．



躍 迎

撃

詫

ジ

こ 疑

割

凝臥

馳、

，塾

灘・

 靖

或

ボ

ヒ 」

零頚

蒜

鋒二

年

  腰に心

懸㌦

娠

総藻購撚
 紀
   ア湿申
維蕪鋸

鎌轡

調

室

ご

鴇

灘
 漣

難、

灘難

摯

懇懇
    、    

車

さ邸離

調 ｝愚

』

ソ1藁

濫

昏

惑

鐵灘，

価

5

τ

せ》

謄

躍
麟．

・織
蹴

5贈6

購．

鱗f

慮

．鷲

書

￥｝

羅難

   ヨ薄月

窒 茶

汲

議

灘

詮

鑛灘灘
響

長

灘灘懇懇
   繕 冤

懲嬬

灘薪
 講強

  馬

鍛

        蔽

嚇¢隷階
      畳 4

v

 酵
武

纒
ア聯

想

灘購
  腎 馬

1 瀞

蝋 ㍉

灘螺，

     1葦撒鰯

離郷響
華

    鷺 選
      溝 裏 試

羅懸雛
型

ま h
陸

繊舞

鱗連
盟 呼

智 「

 蕎

蝉

難壁累～

 舗
 翠r
黙ド

で驚声

端
縫懸編

番

護

購健 青
 b 瀞

鰹冴

磁曽

購難
      翻

     ・灘講
’ 4

臨
鞭

函 藁

灘

へ

灘

鱒

欝灘鱗

、磯

軽黙輩

．羅

騨

曇

ホ

遡

ン

な

  糖
・澤

ム

ヨ

ノ

朱

 蕉唖聾

窒

賦獣
    罫
  総1

懸鵬
纐繍

欝
灘灘

f

、謳螺㌔華
    ヨ

騰撒

壇 摂

冷壱

～鍵箪

濯

竃

誘

再

鮮

  璽颪

織羅
       ♂｝w
       柴
       寒

灘

φ髭
訊

、

議

v

凄監

＆ 忍

長

 昏せ

雛1
      驚雛
     醗鰻．

鱗
 碍

無

～時鷺

 へ

蝋嵐

総懸

蝦
集

隻

難繍轍灘，

    1灘

誓

書

捧

読

ユ

風

灘
、灘糠
  ぞ

，

♂

f

鍵

盤
講鐡

、脹
♂

監

轡

羅・

   障

灘・
 懇・
 爬

羅難
叱慨

欝

暴

簿

豪

デ

♂

轍懲

『

、轟亨

燃燕
1置

童

輔騨
     舜

 ゆ
灘，

必糊気
拳

  噸

灘灘1

瓢簑1

κ

       購薬

      臨麹毫灘・
討書

藩

認

鐡灘
L

灘   黛磯

   黙脳

鰍鎌
継藻

頴

〃t

轟

↑

     繍郭

弾

輝主

霧
弐

難
 、

灘
窪

畢

毒

L

欝

欝

比獣・

曇 ，

灘
欝
籔

謡

講
ぐ

鰻

   ｛9

1灘
  

  亀

 総
懸鼠
ヂ

ゴ

羅麗
1

灘
鱗洋

  テ

 甑
    融

灘饗購

灘．

  騰

1購

窪

溜

謬嚇
が

轟“
閥

灘
瀦

氏

夢

難

5

雛
τ傭

灘藍蝋

酒ζ

駕

1懇懇

藻

号

泌

 し

縫
   ρ

撚

灘

繍

琵撃高鬼

鰯鱗
壽

懲

講
莚

叢識㌧
 絹瓢

難ヒ．

「熱磐
あ撚
 9

訣

昼

尺

融擁

鰹 鳶

盛 i
無

  ㈱
糠

ワ

8

易

繍
羅
漢

騰

～

  詮

鐡

裟
難

繋」

  轍｛

   e

欝

灘
塾灘

気

疑
鳶

講

鰹

   驚

灘鞭

盲

申

♂

灘1、

筍

く

難

爵撃

離
鵡．疋

勧掃
L

羅

忍

暗

灘1

 。懇
類墨

蠣鞭
腱灘

活

騒

乱

く獣

＼

～  露
 築

、

k儒

懸

琴

触

 耀澱

灘

灘

弓

欝麟
「騒

繊レ 7
露盤鞭



統計資料シリーズの発刊に際して

 日本経済統計文献センターは，1971年以来統計データの整備・加工・システム化につい

て新しい活動を開始した。この活動は，1800年代以降の日本経済に関する統計資料の発堀

所在調査を行い，統計原データを一定の基準において連続する系列として整理採録し，またこ

れらのデータを加工して経済分析上有用な統計量を推計し，さらにそれらをシステム化してデ

ータ・バンクとしての機能を発揮し，すべての研究者に情報を提供して共同利用の実を上げる

ことを目標としている。

 このようなセンターの活動にともなって，統計文献に関する調査や統計データの整備・開発

が行われるが，それらの成果を発表し，広く統計データ利用者の便宜に供することとした。こ

こに「統計資料シリーズ」として発表するものがそれである。

 上述のセンターの活動には，その対象によっては，きわめて長期間の作業を必要とするもの

もあるし，また比較的短期間にそれを完了することのできるものもあり，作業成果は必ずしも

定期的にえられるわけではない。したがって，このシリーズは定期的に刊行するわけではなく

センターの活動の進展にともない，成果のまとまった段階で随時発表する予定である。

1972年12月8日

日本経済統計文献センター長

      石  川    滋





は し が き

 本書は明治前期（明治元年一17年）の統計書の統計調査内容，資料の刊行および所在状況の調

査報告の「明治前期日本経済統計解題書誌 富国強兵篇 上」に引き続く「富国強兵篇 下」で

ある。下巻には農商務省，内務省によって刊行された「物産表」， 「農産表」をはじめ物産関係

総括統計書および軍用の観点から調査した物産，人ロ等の調査結果を含めた徴発物件調査に連る

陸軍の調査や陸海軍の発行した諸軍事統計書が収録されている。上巻と同様に書誌事項，所在状

況とともに統計書の統計内容の他，さらに解題を付して統計調査，統計書の成立事情および各統

計書の関連を明らかにすることを試みた。

 この機会に今回の作業に使用した多くの参考資料のなかで特に「法令全書」， 「法規分類大全」

について一言しておきたい。

 統計を利用する際，その統計調査の根拠法令，調査の沿革，調査目的，調査対象，調査事項，

調査機関，調査系統等の知識が，その統計のもつ性格を理解し，さちにデータの信頼度に関する

情報を得るために重要であることはいう迄もない。われわれはこの種の情報を統計調査マニュア

ルとよんでいるが，最近の統計書のばあいは巻頭や巻末‘ご調査マニュアルを調査の概要とか利用

上の注意等の名前で掲載してあるか，独立の調査マニュアルが刊行されているので統計の利用上

非常に便利となった。しかしこのような利用者に対する配慮は時代をさかのぼる程薄くなってい

る。とくにここでわれわれが扱った明治時代の統計書においては，この種の調査マニュアルは殆

ど統計書中になく，また独立の資料として刊行されていても発見が困難であり，かえって当時の調

査を指示した法規，通達のなかに詳細に記されている。 しかし，それらの資料は農林省関係の

もの（「明治2年以降農林省統計関係法規輯覧昭和7年目  これは「農林水産統計調査史編輯

資料」中に増補，再刷されている）を除いては，系統的に集められた事はなく， 「内閣統計局：

現行統計法規類抄 大正15年」， 「森 数樹：統計法規 上 昭和10年」にしても現時的なもの

であって遡及的に使用しうるものではない。この点では「法令全書」などの諸法規集をより活用

すべきであると考えるにいたった。また「法令全書」は主要な法令のみしか収録していないので

そのばあいは「海軍省布達全書」のような各省で編纂したものによってさらに詳細な調査マニュ

アルの情報をとることができる。

 とくに明治前期においては統計調査が表式調査として施行されたためその表式（雛形とよばれ

ているばあいが多い）が根拠法令の別冊という形式で発表されていることは注意しなければならな

い。

但し問題はこの表式が「法令全書」等の法令の編集書では別冊略という形でしばしば省略され

ていることである。しかし少くとも表式が別冊として法令の布達先に送られていることは明らか



であり，また府県のばあいは府県が中央の指令を若干変更した統計表式を作成し，これが府県で

編集した布達全書等で発見されるばあいもある。今後はこのような各省または府県段階の布達全

書を調査すると同時に・このような文書を多く所蔵していると思われる国立公文書館をはじめ，各

地の史料館，村役場等でこれを発掘することがつぎの課題となろう。

 また「法規分類大全」は中央官庁の職制や事務章程が収録されており，明治期における諸官庁

の機構の変遷を知る最も主要な資料であることはいう迄もない。われわれはその一部を本書に収

録したがこれ‘こよって統計調査機構の変遷をある程度知ることができよう。

 最後に「法令全書」や「法規分類大全」には統計そのものも収録されていることもあってこれ

を発見したこともひとつの収穫であった。その一例をあげれば明治12年の「法令全書」には明治

12年と17年の歳入出予算書が全文収録されている。また「陸軍省年報」に収録されていない毎年

の徴集人員表が「法令全書」にはある。また「法規分類大全第1編文書門記録志表」の統

計篇には「辛未二二」の全文が収録してある。

 本巻の主題についての調査も浅学のため取りあげるべき重要統計書で逸しているものも多いと

思われる。また所在調査の範囲も今回は極めて限定されたものであるための不備が多い。大方の

叱正をあおぎたい。

 本書成立に際し日本経済統計文献センター前センター長石川 滋教授，センター主任藤野正三郎

教授には出版について種々御配慮をいただいた。本書誌の計画時点から元センター主任（現センタ

ー長）梅村又次教授には貴重な御助言をいただいた。早稲田大学大学史編輯所石山昭次郎民京都

大学経済研究所前田昇三助手，東京大学経済学部図書室，一橋大学法学部法律資料室，同社会学

部社会地理学研究室には有力な御助言や資料の利用等の便宜を図っていただいた。新井恭子，佐

藤正彦，源 昌久の諸氏には資料収集，統計表の書き上げ，原稿の浄書等について協力を得た。

 資料の閲覧利用に種々の便宜を与えられた総理府統計局図書館，国立公文書館，内閣文庫，国

立国会図書館の諸機関にこの機会に厚く御礼を申上げたい。

 なお，本書の編集は本文献センターの開発部門の作業として行なわれ成稿にいたる迄に事務部

門の方々の多くの協力を得た。とりわげ高橋益代事務官には資料収集をはじめとして調査の細部

にわたって協力を得た。本下巻所収の「徴発物件一覧表」の解題は同氏の手によるものに全体の

統一のために加筆したものである。開発部門の松田芳郎助教授には昨秋着任以来調査の細部につ

いて多くの助言をいただいた。

 1974年3月                          細 谷 新 治

 印刷，用紙事情等の都合で，下巻にあたる本冊の方が先に上梓されることになった。そのため

利用者の便を考え，上巻のはしがきを別刷にして添付してある。
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凡 例

この「解題書誌」はつぎのような内容構成をもっている。

収録の範囲

 1 調査対象および期間

   明治元年より17年迄に刊行された統計資料の刊行状況および所在状況を明らかにしよう

   とつとめた。統計資料が17年以前を調査対象年としているときでも，その刊行年が17年

   以降のばあいは今回の調査からは省いた。

 2 所在調査の範囲

   所在調査の範囲は内閣文庫，総理府統計局図書館，国立国会図書館，一橋大学附属図書

   館，一橋大学経済研究所日本経済統計文献センターの5機関に所蔵されている原本に限

   定した。但し，以上の5機関が原本の完本を所蔵していないばあいは，5機関以外でも

   その所蔵機関名をあげた。

 3 統計資料の採録基準

   中央官庁の統計調査および業務統計の結果を収録した刊行統計書に重点をおいた颯 そ

   の未刊行原稿および草稿をも気のついた限り収録するようにつとめた。但し官庁の公文

   書類の系統的調査は今回は行なわなかった。この分野の調査は従来全く未開拓であって

   多くの貴重な統計資料が埋れていると思われるが，つぎの機会としたい。

   中央官庁の各部局で刊行された雑誌は採録しなかった。但し「統計集誌」は採録の対象

   とした。

本書の構成

 1 統計資料解題の構成

   統計資料の解題はつぎのような構成になっている。

   1）統計資料名

              2）個々の統計書の書誌事項記入

                      3）所蔵機関略称

              4）所蔵注記

              5）書誌注記

   6）統計内容注記

     調査対象年

                    v師



2

  内容細目

7）解 題

記載の形式

1）統計資料名

 i 統計資料の記載はつぎの順序によった。

   資料番号，統計資料名，最初の回次または年次，最初の編者名～明治17年迄の最

   終編者名，最初の刊年～17年以前の最終刊年

 碗 統計資料名が年次によって異なるばあいは通称資料名をとった。

 lil 回次と調査対象年の両方あるばあいは調査対象年をと？た。調査対象年のないば

   あいは回次をとった。

 lV 編者は最初と最後の編者のみをとり，途中の変遷は，個々の統計書名の記載にゆ

   ずり省略した。

2）個々の統計書の書誌事項記入

 i 統計書原本，草稿，再製本の配列の順序はつぎのとおりとした。

   1 定本刊本 年代順

   2 覆刻本（刊本原書をそのままの形で再製したもの）

    1 定本

    繭 草すい本

   3 翻刻本（原書を定本として再製したもの）

    i 定本

    樋 領すい本

    m 翻刻本の覆刻本

   4 模刻本（写本の原書をそのままの形で再製したもの）

   5 草稿（定本の自稿本またはその写本）

   6 草稿の一部

   7 草稿材料

 師 個々の統計書の記載の順序はつぎのとおりとした。

  書名 編者名 刊年 巻数または冊数 頁または丁数 各巻の内容細目 所蔵

  機関

iil 書名について

  書名は本文巻頭または目次首にあるものを正式書名とした。両方にない場合は表紙

               vl訴



   の外題をとり，そこにもないばあいは標題紙にあるものをとった。また目次首，

   外題，標題紙等に異書名があるばあいは，その書名を書誌注記の欄に記載した。

   書名の上にある割書，小書，角書や下にある割注等は書名の1部とみなしてそれぞ

   れ1字あけて書名の前後につけた。但し割書は1行に記入した。また年次または

   回次も書名の1部とみなして書名の前後に記載した。

 V 編者名が原書にないが，推定してつけ加えたばあいはそれを〔〕に入れて記載

   した。

 vi原書に三年の記載のないばあいは序文末，巻末等の年次をもって三年に替え〔序

   末〕， 〔巻末〕等の記載を附した。

3）所蔵機関名の略称はつぎのようにした。

  内閣文庫は（内），総理府統計局図書室は（総），国立国会図書館は（国），一橋大

  学附属図書館は（図），日本経済統計文献センターは（セ）。「マ」はマイクロ

  版（ロールまたはフィシュ）の記号である。

4），5）注記は所蔵注記，書誌注記の2種類とし，所蔵注記には④，⑤等の記号を使

  用し，書誌注記には①，②等の記号を使用した。

6）統計内容注記

 i 調査対象年次と内容細目に分けた。

   調査対象年次は年度とあるのは会計年度，年度と記載していないばあいは暦年を

   意味する。調査対象年が複数のばあいは主たる対象年を記載した。また調査対象

   年の代りに調査時点があるばあいは，○○年月日調というように調査年月日を記

   回した。

 闘 統計書の内容細目については，編者の主観を入れず収録されている統計表はすべ

   て旧名および表の内容を記載した。

 iv 統計表名は，明治初期のばあい本文の表名と目次の表名とが異なるものが多い

   が，そのばあいは両者を比較して詳しい方を採用するか，または合成した表名を作

   成した。また表名のないばあい，あるいは表名に本解題書誌の編者が字句を附加

   したばあいはその作成または追加した表名の字句を〔〕に入れて記載した。

 V 表名と表名の間は1字空きとし，ひとつの主題の下にいくつかの表がある場合は，

  最初の主題の次に：の記号を使用した。

 vl調査年月日が表名中にあるばあいは表名として扱い，説明の部分にあるばあいは

  統計表名の後に（）に入れて記載した。
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統計表の記載方式

   1．統計表が表頭，表側の構成をとっていないばあいは表のつぎに（）に入れて

     統計項目名を列記した。

   2 統計表が表頭，表側から構成されているばあいはつぎのとおりに記載した。

    a）統計表               記載方式

免     徴

役  慧
簿     名

人  葵
員     員

明

治
10

年

明

治
11

年

徴

兵

表

徴兵表（表頭 徴兵連名簿人員，

表側 明治10年，11年）

免役簿人員；

3 表頭，表側がさらに細分されているばあいは，第1次細分はく

 第3次細分は（ ）を使用した。第4次細分は省略した。

 b）統計表               記載方式

替為国外
！一一一A・一一、横

香パ ロ 浜
ン 銀
ド 貨

港 リ ン

最
由局

最

1

低

平

月

均

明

治
十

七
年

墓

泉
横
浜
物

価

〉レ第2次細分は〈〉

明治17年東京横浜物価（表頭 撰浜銀貨，外国

為替くロンドン，パリ，香港〉；表側 1月

く最高，最低，平均〉）

×



4 表頭，表側がつぎのようなばあいは，下の記載方式のようにした。

c）統計表

三年 二年 元年

男女
公用

男「用女

私

男女
留学

海
外
留

学
沓

貝
回

記載方式

海外留学人員表（三頭 元年～3年；表側 公

用・私用・留学〈男，女』〉）

d）統計表

5

6

7

8

9

10．

轄直未 轄 直

岩手 長崎 茨城 青森

府県

計 木 計 木 計 木 計 木
科目

官民
木数

反別

火災

被
害
府
県
別
表

 記載方式

 被害府県別表（表頭 府県：直轄〈青森・茨城く木，計》〉，未直轄く長崎・岩

 手く木，計》〉；表側火災く木数く官，民〉，反別〉）

科目名が明らかに分るばあい（地名等）は，科目名は省略した。

表頭，表側に明治5，6，7，8・…・14年等や1反，2反，3反……10．反等，連続

する数値のあるばあいは明治5～14年，1～10反等と～印を使用した。

表中の計，小計，合計等は省略した。但し比較，前年比，増減等は記入した。

統計表の表頭，表側が前年統計書の同名の統計表と同じばあいは，同前年と記入し

表頭，表側のみ同じばあいは，それぞれ表頭，表側の項に同前年と記木した。

表頭，表側の全部又は表頭，表側のみがすぐ前の統計表と同じばあいは8と同じく，

同前表と記入した。

年報の場合のように説明文と統計表の混在しているばあいの扱い方はつぎのように
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      した。

     説明文のみのばあいは，章節の名称の後に〔記事〕と記入した。また章節が，説明

     文と関連統計表とから成り立っているばあいは章節名のつぎに，：〔記事〕 甲表

      乙表…というように記載した。

     但し，明治初期の統計資料のばあいは記事のなかに統計数値があるばあいが多いの

     で注意をされたい。

解 題

   各統計書には解題を附して統計調査および業務統計の沿革，調査目的，調査対象，調査

   系列を記述してその統計の特徴や利用上の注意すべき諸点を明らかにした。調査の沿革

   の項では，さらにその統計書の17年以降の刊行状況および，その統計資料を統計データの

   内容において実質的に引きつぐ統計書についても，17年以降の刊行状況を明らかにするよ

   うにつとめた。

   調査目的の項では，それぞれの調査がどのような問題意識によって企画されたか，また

   その問題意識がどのような社会的経済的諸条件の下で生れたかを明らかにするようにっ

   とめた。調査対象の項では，調査対象年次，対象地域，対象品目についての大要の把握が

   可能なようにつとめた。調査系列の項では調査の実施機関の他，統計資料に収録されて

   いる統計データがどの段階で集計報告されたものにもとづいているかという報告単位

   （enumerah㎝unit）を明らかにするようにつとめた。但し，統計データの信頼度につい

   ては，今回は例外を除いては上記の方法によって間接に調査することに留め，データその

   ものの照合による調査は原則として行なっていない。

   根拠法の項では統計調査や業務統計の根拠となった法令を，主として「法令全書」にもと

   づき， 「法令全書」にないばあいは， 「法規分類大全」あるいは各省の「布達全書」等に

   よって列記した。この点の調査はなお不充分であり，今後さらに各省の文書や各府県段階

   の布達全書を調査する必要があると考えられる。

   なお，つぎに法令中にある2，3のむつかしい用語の解説をしておこう。

   輪廓附 明治6年太政官第393号達に「布告達書刷印発行候分永く遵守すべきものは輪廓

    を附し一時野心得ものは輪廓無之候此旨旨達候事」とあり，重要な法令には月日の下に

    「輪廓附」と記したのである。なお，この方式は16年に廃止された。

   預所ある諸藩 旧幕府下隷の土地を預かり，民政税務を託された諸藩

   沙 御沙汰

その他

X甜



1 使用漢字について

  明治初年においては難解な字句の使用が多いが，この解題ではつぎの方法をとり，読み

  易くすることを心掛けた。略字のあるばあいは略字を使用した。カタカナは平仮名に直

  し，濁点のない助詞には濁点をつけた。

2  〔〕記号について

  〔 〕印の記号は編者または刊年推定のばあい，統計表に本解題書誌の編者が字旬を追

  加したばあいの他，表中の難解な字句の説明および注記の際に使用した。
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第1章 物産総括統計総説

1 物産統計調査の大要

 明治前期の農業生産，工鉱業生産の諸統計は局部的な地域統計として部門別，品目別の検討がある

に留り，全国的規模での積み上げでは今迄の所・信頼するに足る検討資料は得られていないQ

 この「富国強兵篇 下巻」の物産総括統計は当時に夢けるもっとも代表的な全国的規模での生産統

計調査である「物産表」，「農産表」調査と，業務統計としてもっとも包括的な「内務省年報」， 「勧

農局年報」， 「山林局年報」の内容を詳記してある。この解題の目的は上記2種類の物産関係の総括

統計資料を中心として，明治前期に齢ける物産関係統計調査の大要を・明治政府の経済政策の変遷於

よび政策担当の行政官庁の機構の推移をたどることによって明らかにすることである。

 成立早々の維新政府はとりあえず旧租法を踏襲したが先ず旧来の租税体系および税収入の実態を

把握する目的で調査を行なった。才1にあげるべきは旧藩時代の書上げによ。て行なわれた石高調で

あり，「物産表」調査はこの石高調を引きついだものであり，漸次その雛形（統計表式）を整備して「

農産表」調査へと変遷してゆく。これがわが国に診ける最初の体系的生産統計となった。

 また税制改革との関連で物産調査と並んで実施された重要調査としては土地・山林調査と物価調査

がある。土地調査は明治6年の「地租改正条例」によって行なわれたもので検見規則に始まり徐々に

土地および山林の実測が実施されて全国の宅地，田畑・山林の面積・地価，所有関係が確定され・そ

の結果，作成された土地台帳がその後の土地統計の基礎をなしている。また麺調査は統一税制実施の

ためのものであると同時にまた当時の物価騰貴を押えるための基礎データを知るために行なわれたも

のである。このような統計調査の最後にくるものは17年に行なわれた前田正名の「興業意見」調査

であ。て，これは松方デフレによ。て窮乏のどん底におちこんだ地方産業の振興を目的として，その

実態を把握するために行なわれたものであった。

 以上の諸調査のうち， 「物産表」， 「農産表」調’査および「興業意見」調査はわが国に澄ける在来

産業の実態を把握するための資料であるのに対して，近代化洋式産業の実態を知るための統計資料が

殖産興業を合言葉に工部省，内務省，農商務省によって実施された事業の結果を収録した諸業務統計

である。そのうち工部省関係事業については鉄道，鉱山が主であり，これは別の機会でとりあげる予

定で省略し・ここでは内務省，農商務省によ。て刊行された業務統計である「内務省年報」， 「勧農

局年報」， 「山林局年報」の系列の資料をとりあげた。殖産興業に関連する軍事工業統計については

次章を参照されたい。

 以一ヒが明冶前期に於ける物産統計調査の諸系列の大要である。その特質を概括するとつぎのように

いえるであろう。

                     一1一
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 才1に当初，租税調査と分ち難く出発した生産物調査，±：地盛よび山林調査はその後次第に本来の

統計調査として独立し，租税統計の体系と農業生産統計の体系とに分化していった。

 才2に工業統計調査は明治前期においては成立せず，前期に診ける工業生産の全国的状況を知るた

めには各省の管轄下の事業体毎に零細な統計データを収集する以外に方法がないといえよう。

 才3に統計調査も業務統計も一口にいって生産物統計であって農業生産力，工業生産力を全体とし

て構造的に把握する視点はまだ確立されて齢らず，「興業意見」にいたって始めて農家そのものが調

査対象となり，農業の生産力を構造的にとらえる視点の萌芽が現れたといえる。

2 統一国家の形成と石高鯛（1）

 薩長を主力とした諸藩の連合政府に異ならなかった維新政府は明治2年6月17日の版籍奉還によ

って一応全国の土地支配者になった。しかし統一国家として全国の実情をすべて把握するためにはな

む早舞曲折を経なければならなかった。上巻で詳述した「藩制一覧表」はこの種の調査結果表のひと

つであり，これには後の「物産表」調査へと発展する石高調が含まれている。

 慶応3年12月27日に金穀出納所が置かれ，さらに会計事務課となり，財政行政の機構は漸次整備さ

れて行ったが，その存在の基盤はな詮封建的領有制にあって政府の収入は全国石高3，000万石のうち，

800万石にすぎず，また支出は家緑，賞典緑の支給，軍事費の増大，内外債の利子支払等によって慶

大な額に達し，太政官札のような不換紙幣を発行して急場をしのぐ有様であ。た。また開国以来の貿

易赤字の累積による正貨の流出と不換紙幣の濫発により通貨の信用は失なわれ，物価腰骨ははげしく

この面からも財政窮乏はさらに増大した。このようにして財政改革と幣制改革は維新政府の直面した

緊急課題であったが・創立早々の新政府は新税制改革の準備がととのわず，元年8月7日つぎのよう

な布達を発しているQ

 第612 8月7日（布）

 1 諸国税法之儀其土風を篤と不相弁新法相立候ては却て人情に戻り候間先一両年は旧貫に伍り可

申若苛法弊習又は無鹸儀事件等有之候はば一応会計官へ伺之上処置可有之事

 1 諸府県共役向諸事相田得候者一両人上京為致置彼此男望用相弁手解母国事

 1 租税平方諸府県諸藩御預所共金は会計官米は大阪会計官へ当解悟より上納可早事

 1 諸府県月給其癖諸入用凡積を以て租税之内にて金穀儲へ置夫々取計致し皆納之節会計官へ明細

勘定帳差出候様可望事

 同時に新政府は旧来の様々な貢租税の全国実態を知るための調査に全力をあげ，また「行政施政順

序」にも取り入れて指示していたことは3年末迄に出された多くの法令によって知ることができる。（2）

 これら調査依頼の内容は大別して2種類ある。オ1は藩の実体を知る資料である郷帳，大積明細帳，
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村鑑帳や絵図の収集であり，塘2は藩の実態を文書で新たに記載して送るようにとの調査依頼である、

但し中央へ集められた費料は殆んど散秩した現在，政府の命令がどの程度実行されたかの詳細は不明

である。

 宇2の種類のひとつの石高調査と称せられる調査はまさにこのような税制改革の準備作業を背景に

して出現した。 元年4月の太政官布告「諸国万石以上，以下私領並寺社領共是迄幕府へ差出候振合

を以村高帳相添急速民政役所へ可差出事．」が明治政府の最初の石高調の命令である．翌2年4月およ

び6月にはつぎのよう左指令が出ている。

  オ398 4月27日（会計官） 府県 預所ある諸藩

 出納の目的相立候に付管轄所平均租税其外回入費共別紙雛形の通取調美濃紙竪帳に仕立早々御差出

可有之旧事

 別紙雛形

 1 管轄高何程

  此噂

   但子より辰迄五ケ年平均

 1 諸運上冥加小物成

畷
  但前同断

1 右の三都て上納相成二品不洩様

  但前同断

  鱗

以下省略，最後に物産調についてっぎのようにいっている。

1 物産の事

 但村々にて一箇年分目当高を管轄中下下にして申立候事

右は別冊にいたし可申事

オ576 6月25日 達 （行政官） 知藩事

別紙之通被仰出侯事

（別紙）

1 従来支配地総高井現米総高取調可申出事

 但免は五ケ年平均を以て取調可申出事

1 諸産物及諸税数取調可申出事

才5776月25日 達  地所蔵米の諸家へ

                    一3一．



 1 従来支配地総高並現米総高取調可申出事

  但免は五ケ年平均を以て取調可申出事

 1 諸産物及諸税数取調可申出事

 この4月27日の達の前文に「出納の目的相立候に付」とあり・この調査が新政府の財政の基礎とな

る租税収入を把握するため府県および旧幕府の土地を預けて税務を担当させていた諸藩に管轄下の租

税収入のデータを求めたものであることは明らかである。また別紙雛形（報告様式）に管轄高何程，

此取米，永，但子より辰迄5ケ年平均とあるので元治元年より明治元年迄の5年間の物納高（米），

代金納（永）額，および諸運上，冥加，小物成等の封建的貢納を報告するようになっていることは新

政府が封建的税制をとりあえず引きつがなければならないことの表現であった。

 上記の4月の達の最後に物産調査の依頼があり，内容は「1箇年分目当高を管轄中二二にして申立

候事」とあるように品目区分もなく年間の概数のみの報告を求めている簡単なものであるが，これが

わが国における全国的物産調査の萌芽であるといってよい。6月ゐ日の調査依頼も調査内容は上に見

るとおりほぼ同様であり，物産調査については前回同様品目区分はない。これに対する報告結果の収

録である「藩制一覧表」では各藩の石高および戸口，人口はくわしく記載されているが物産を報告し

た藩は非常に少ないため，その全国数値を知ることは不可能である。いずれにしてもこれが明治に澄

ける最初の全国的な物産調査の結果表であるといえよう。

3 民部省，大蔵省の成立と物産調査

 D 政治権力と行政機構

 上巻で詳述したように業務統計の刊行体系は官制の変遷，所轄官庁の変遷と表裏一体である。とこ

ろで・当時の官制自体が政治権力の闘争の結果・改変されていたといえる。明治政府が最終目標とし

た統一的近代国家における行政の一元化はかならずしも単純に実現したわけではないのである。その

経過をここで簡単にたどってみよう。

 明治2年7月8日の官制改革で2官6省制が布かれ，民部省，大蔵省が成立し会計官の業務は大蔵

省に引きつがれたが翌8月，両省は組織は独立したまま役職を兼任という形で合併された。

この合併された両省に木戸，大隈，伊藤らの開明派官僚が結集し・大蔵と民部の両省の大輔を兼任し

た大隈が両者の実状を把握して強大な行政権限を独占し，大隈の大蔵省時代を築くこととなった。大

隈財政は要するに由利財政下の商法司（日本全国の物産方）を受けついだ通商司とその下で運営され

た為替会社，通商会社によって全国の商品流通機構を整備し，貿易を管理し・また鉄道，電信を中

心として殖産興業政策を展開しようとしたものであ。た。

 これに対して当時，大久保は岩倉とともに保守派を形成していたが・大隈の独占体制に対して反撃を
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開始し，3年7月民蔵は分断されて，大久保は±：木，鉱山，通商司，鉄道，電信等の殖産興業担当の

部局を大蔵省より奪取して民部省へ移管し同省の権限を把握した。（3）

 2）情報把握のための調査活動

 発足早々の明治政府の行政機構の不統一は，調査活動の重複となって現われ，当時各省が勝手に地

方の現況把握のための調査を行なっていた。民部省，大蔵省の調査の重複状況は，両省の調査担当部

局の事務章程をみることによって明らかとなる。

 民部省の調査活動の専管は地理司であ。て「物産表」調査は同司の所管であった。いま地理司の事

務内容をみればつぎのとおりである。

 3年10月民部省「地理司事務章程」

 才1章 本司は民部省の所轄にして全国地理戸籍人員地方石高社寺物産調の事を掌管す其事務を執

行処分するは渾て本省の決裁に従ふを則とす

 矛2章 全国の経緯山川江湖海岸島填の位置を詳にし府藩県管轄地の経界州郡村市制置を審にし周

囲広麦を測り四方寒温を検し面積を精算し実測の図籍を製するは測量掛の掌る事とす

 才3章 従前の地図に麓正を加え精細ならしめ披閲に便にし海岸島喚の測量等実測図に照考して校

正し以て実地の用に供し諸官省要用ある時は此を模写して与へ及び山川江湖海湾田畑原野道路堤塘等

或は変換し或は開墾に由り府藩県の申牒あるときは渾て其図を模し纂輯して検案に備え全国一村毎の

地図を合輯編成し山勢水利上地の肥清民の貧富田畑の多少荒蕪の有無を詳にし地誌を編集することは

図籍掛の掌ることとす

 オ4章 全国戸数人口を明駁にし及生死嫁嬰脱籍復籍棄児の申牒を受けて例に準じ其処分を考案し

決裁の上之を簿冊に記し或は帰農の印章を与へ叉は府藩県人員東京出入の申牒を受付し及び各地方の

物産人民所有の田畑山林其他所有品を精案して之を表出し国の均力を算勘するは戸籍掛の掌ることと

す但歳末に至り其表を作り太政官へ開申すべし

 才5章地方石高を精算するは府藩県実際の現石を信とし之を天保の郷帳に照考して其差謬違説ある

は夷地に検し村落の割合名称の変易ある如き其実を推し新に明治の郷帳を製し新田高入及開墾鍬下の

年限潰地流田等を案し及び社寺領地の石高を検し増損変易とも歳表を作り太政官へ開申すべし

 才6章 府藩県の添削せし土地の村別租税高及社寺領の貢額六ケ年平均の実数を申告せしめ其数を

算して厘米を以て支給するの目途を立つべし但此条処置結局せし後は除くべし

 オ7章 官林樹木の簿記を詳にし凡土木の事あ。て照会あるときは其工作に応じ其用度を検査して

之に支給し其数を記すべし

 以下略

 これに対して大蔵省の調査活動の専管は租税司であった。租税司の事務内容はつぎのとおりである。
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 3年9月3日の「租税司職制」より抄録。

 才1章 此司は大蔵省の所轄にして一一切租税貢調の事務を掌管す但其事務を執行処分するは都て本

省の決裁に従ふを則とす

 オ2章各地方官又は各局にて可掌する凡そ郡村の地租雑税及び海関の諸税又は商工の物品職業に

賦征する諸税其他運上冥加と称する類と云とも都て既定の成規に従て本省に申憎し其指令を乞ふに当

り此司に於て之を点検野合して其処分を審議し法案を作りて之を省議に附し以て其事を確定するを則

とす

 矛3章新たに税則を立て又は従前の法則を更んとするは各地方官又は各局の建議或は本省の立論

とを問はず皆此司に於て之を審案細議して後其処分を確定すべし但各地方官又は各局の建議は豫め其

処分の法案を作りて本省に申平すると則とす

 オ4章 収税の方法旧制を更め新守を中る又は慣行のことと云とも此司に於て法案を作り決を本省

に取るに当り其処置に伍て大に民情に関係することあれば民部省に廻議して其処分を決することある

べし

 才10章 全国の歳入前年収得の総額を年の六月に至り之を概算して豫め其全数を量知し以て本年会

計の目途に供し其年末に至りて更に前年歳出の額を集計して歳入出の総計表を作りて覧閲に便にす

但出納司と共に撃て計算を明にすべし

 オ13章 各地方米穀の相場を詳知す

 才14章 全国の石高各地方官管轄の区分を詳知す

 才15章 各地方租税の五箇年平均を詳知す

 才17章 諸府県の歳入出及び常費常備金の類を検査して年々比較の総計表を作る

 才18章諸府県準備又は蓄積する金穀出入の計算を照合す但1718両章は出納司の任たりと難

も当期の関係多端なれば野司合議して糖計表を作り計算を照合すべし

 3年9月3日の「租税司処務条例」より抄録。

 才17章 全国の石高を詳にし各地方管轄の区分を詳にし年々収得の租税及び費用を計算し一地方毎

に其割合を算出し之を集成して地方の歳入歳費を総計表出すべし

 オ18章 各地方収得の租税五箇年の平均を計較して石高と正租税の差別を明にすべし

 才21章 凡そ収得の租税は何地下局の乱丁を論ぜず帰営にて之を検査照合して年々全国歳入の額を

総計して表出すべし

 a）民部省の諸調査

 民部省の調査としてオ1にあげるべきものは物産調査である。

 民部省から才623（9月24日）で， 「別紙之通太政官より御達有之候処人口取調之儀は先般当省に
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於て相達置候に付取調中に可有之就ては産物の儀も別紙雛形之通り一同取調日数三十日を限り可差出

事」として，各府県に指令が発せられた。

 この時点で「政典の急務」として何を本来の調査目的と想定したかについては，国内での実消費額

の生産・流通量の把握，課税対象額の把握，輸出可能商品名と数量の把握等，議論は分れている。

ここでは，別紙の様式を再録し何を調査対象と考えていたかを示し，原政司が指摘していた様に「外

観は統計的様相をと。てはいるが，…一報告までの期間がわずか30日間というかぎられたもので

あるから，既存資料の報告以上のものではありえない」という精度に関する限定を記すに留める。ω

 （別紙）

 土地物産之多寡を検厳致候は政典の急務にして国力の厚薄貧富を詳細する処に候就ては山川海陸の

物産並人工に係り候品類とも其管内取調不洩様記載可致事

情物産表

 米（何回二千何百石 已下之に働い其総額を記すべきこと），雑穀，藍類 油類二二，茶葉，砂

糖，菓糖，紙類・漆，蝋・木綿，麻綜，蚕卵紙，生糸，羽毛皮，革類，海産，魚類，草頚漆器，鉄

器，磁器，織物，金石類染草，木材，薬品，雑品

 但以上に漏脱するものは此に記すべきこと

 右物品の下に凡平均一歳の総額を記し雑穀其他金石器品等の如きは宜しく其種を分類し名目を記す

べし且其員数を記しがたきは有無のみを記載すべき事

 この3年9月の「物産表」調査がわが国における表式調査の始まりといわれているが，この「物産

表」調査がその後，殖産興業政策の一環としての「農産表．」調査へ発展してゆぐのである。

 つぎにこの当時，「物産表」調査と並ぶ注目すべき調査として米価調査と検見をあげなければなら

ない。米価調査は明治2年11月の民部省によって府県に指令された米相場調がもっとも早いが，その

後3年1月全国21地域の5ケ年平均米価調査になり，同年2月には米以外の物産に調査が拡大され∫

4年12月には大蔵省の毎月米価調へと発展していった。

 物価調’査は才1に政府が貢米を現金化する為に米相場を知ることが必要であったこと，才2に石代

金納制の適切な運用のため主要農産物の市価を知らねばならなかったため開始されたものであったが，

地租改正事業の開始とともに地価評価算定の際の基準価格を知るための重要な調査とな。てゆく。

 b）大蔵省と検見規則の設定，

 大蔵省の業務統計については，上巻で詳記したけれども，民部省の調査との関係では検見規則の設

定について略述して澄こう。

 旧租による物納制は旧藩領内で税法が異なるため課税に甚だしい不公平が生じ，またこれと並んで

重税に対する不満が農民の間に生じ，課税の公正と減免，貢米制より代金納制を要求する農民一鍍が
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各地に頻発し，3年から4年にかけて物納制は実質的に石代金納制へ移行し，旧税法はこの面から事

実上崩壊していった。これに対して政府は定免制の維持が不可能であることを認め・3年「検見規則

」（大蔵省 才505明治3年7月）を制定して検見を実施することとした。

 この検見法は，従。て農民の減免一要求に対して旧税法の範囲内で実態を調査し，減税の不公平を是

正するということであ。て，あく迄もつぎの地租改正による検地（土地調査）のための過渡的措置で

あったが，そこで作成された「内見帳」，「坪刈帳」は地租改正事業の資料として利用された。

 ここに至る迄の各地の租税賦課可能額については上記の様に民部省でも種々調査を行なっていた。

（根拠法 明治3年の法令 才235・380，381注（2）参照） ただこれらの調査結果の行方につい

ては詳らかにしない。

 4 殖産興業政策と行政改革

1）工部省の創設と大蔵省の行政一元化

 大久保による大蔵省から民部省への権限移管に対して，大隈は工部省の設置を提案し，民部省より

鉱山と鉄道という初期殖産興業政策のも。とも重要な部門を担当した両司を大蔵省から奪取して3年

10月工部省を設立し大隈派の後藤象二郎を工部大輔として送わこんだ。これによって大久保は大隈を

中心とした開明派官僚に再び殖産興業政策の指導権を奪われたことになった。（5）

 これに対して大久保は明治4年7月民部省を廃止し，同省のすべての事務を大蔵省へ移管し，一元

化された大蔵省に大蔵卿として就任した。（ただ土木司だけは工部省へ移管された。）

 7月27日の大蔵省の寮司制はすでに設立された統計司を含めてつぎのようになった。民部省の地理

司は租税寮中の1掛となった。

 造幣寮 租税寮 戸籍司 出納司 営繕司 紙幣司 統計司 駅逓司 勧業司 度量衝改正掛

 4年8月10日新たに寮司が定められた。それによると以下のようである。

 1等寮 造幣 租税

 2等寮 戸籍 営繕 紙幣 出納 統計 検査

 3等寮 記録 駅逓 勧業

 1等司 正算

 ここで付記すべきことは4年7月設置された大蔵省の統計司（同年8月統計寮と改称された）であ

って，これは日本に齢ける統計という名前のついた最初の官庁の部局であった。

8月19日の「事務章程」をみると事務内容は経済統計の殆んどの部分にわた。ていて統計寮の規模は

当時の統計の主務官庁であbた正院の政表課よりはるかに大きいといわざるを得ない。（明治初期統

計に冷ける大蔵省の重要性については「上巻」で詳述したので参照されたい。）
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 4年8月23日勧業寮は勧農寮と改称された。5年10月9日勧農寮は廃され，その事務は租税寮に移

管された。（6）

 したがって，近代工業の創設に伴う諸統計調査は，大蔵省の手を離れる事になる。この殖産興業政

策に伴う近代工業にかんする諸統計については別の機会に検討する予定であるが，本巻の収録でいう

ならば，内務省管轄の諸工場が含まれているに留まり，極めて断片的であるといわざるを得ない。

2）内務省の成立

 明治4年11月大久保が欧米視察へ出発するとともに大威大輔の井上 馨によって大久保派官僚は大

蔵省から排除され，井上派の大蔵省が形成される。しかし井上は各省の予算の削減をめぐって司法卿

江藤新平，文部卿大木喬任，工部卿山尾庸三らと対立し，5年6月辞職，大隈が後任と左つた。

 6年5月外遊より帰朝した大久保はヨーロッパ諸国の資本主義の現状に深刻なシ。ヅクを受け，本

格的に殖産興業政策を推進する決意を固め，その推進官庁として内務省を設立し，同時にその頃から

大久保に接近しつつあった大隈をして大蔵省の実権を掌握させた。これによって大久保は内務省を中

心として工部省，大蔵省を両翼とした官僚機構を結集，さらに地租改正事業の推進官庁として8年に

新たに設置した地租改正事務局の総裁の地位をも占め，これに大隈を御用掛として据え，ここに大久

保政権が完成した。

 大久保をリーダーとする内務省の殖産興業政策は貿易赤字による財政危機を克服する手段として在

来産業を振興しようとしたものである。そのため生糸，茶等の輸出産業の近代化に特に力を注ぎ，模

範官営事業方式によってこμら産業の上からの育成をはかったQ「物産表」，「農産表」調査は，わ

が国の食糧にかんする情報を得るための普通農産物調査であるとともにそのような政策の基礎資料を

とるために全国の在来産業の現状を特有農産物調査という形で押えようとしたものに他なら左い。

3）内務省の調査機構

 7年1月に開設した内務省は大蔵省租税寮の勧業課と地誌課，戸籍寮，土木寮，駅逓寮，司法省の

警保寮，工部省の測量司の所管事務を移管して，

 勧業寮 警保寮（以上1等寮） 戸籍寮 駅逓寮 土木寮 地理寮（以上2等寮）診よび測量司（

1等司）

 の6寮1司の講成であった。

 つまり大蔵省の殖産関係の事業担当部局と司法省の行政警察権を中核として出発したわけである。

 8年11月新に図書寮が設置され，9年5弓勧業寮の所管事務のうち商業貿易関係を分離して勧商局

が設けられた。同局は11年12月に廃止さ】h，，その所管事務は大蔵省に移管された。9年から10年にか

けて寮制は局制と変り，10年1月には，つぎのと捨り14局課の構成となった。

 内局 勧農局 駅逓局 警視局 勧商局 地理局 戸籍局 社寺局 土木局 衛生局 図書局
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    博物局 会計局 庶務局 往復課

 12年5月に地理局山林課が山林局に昇格し，7月に監獄局が新設された。

以上の部局のうち，物産統計にもっとも関係の深い勧業寮の事務機構については後に述べる。

 地理寮は7年1月の「地理寮事務章程」によると

 第1条地理寮は全国州郡村里の経界山林原野沼池河海区別の事務を掌る処なり

 とあり，地籍，地誌，山棉会計，諸務の5課於よび文書掛をも。て構成された。（7｝

 4）地積調査としての地租改正

 山林局の調査では山林面積等の統計が収録されているが，これに対応する地積の全面的統計調査は

地租改正事業の中核の事業として実施されたものである・土地調査については別の機会に土地統計と

して独立して扱う予定であるので詳細は省略するが，その内容は田，畑，宅地，山林等の地種の決定

および面積の調査，官民有区分，境界の更正，地価の決定である。その結果生れた土地台帳はわが国

に澄ける基礎的な土地に関する統計である。

 この地租改正事業の要点は旧貢租が土地の石高を規準にして課せられたのに対して新地租は地価を

課税標準とすること，税率を3％とし豊凶にかかわらず固定したこと，納税を金納にして地券を交付

された土地所有者に課する，というものであ。たといえる。

 この地租改正を必要としたものは租税制度の近代化を迫られた国内事情である。すなわち廃藩置県

によって政府は統一的土地所有権者とな。たが，その後も旧租による徴集を続けざるを得なかった。㈲

 そのため旧租の不統一による負担の不公平に不満をもち減免を要求する農民一揆は依然として各地

に頻発した。また4年5月の「新貨条例」により金本位制の採用にふみ切ったが，依然として幣制の

混乱は続いた。一方政府の貢租収入は貢米の現金化の過程で米相場に左右されるため収入は定まらず，

減少化の傾向をたど。た。

 このような矛盾を克服し政府の財政的基盤の安定化をはかるために近代的租税体系による税制改革

が不可避の課題とな。てきた。また政府はまず2年の身分制廃止，緑制改革の後を受けて，4年藩札

処分，6年に秩緑処分を実施して封建領主制の遺制の解体の措置を進めたため，巨額の家緑支出を負

担することとなった。このような状況のなかで徴税の中核となる地租改正が6年から開始されること

となる。

5）殖産興業政策の転回と農商務省の成立

 明治10年1月に勃発した西南戦争をきっかけとして起った不換紙幣の濫発によるインフレーション

と輸入超過のための正貨の流出による国家財政の危機は13年に頂点に達した。他方，内務省による殖

産興業政策は巨大な資本投下にもかかわらず所期の効果があがらず次第に各種官営事業の欠損が累積

する有様で，ここに従来の勧業政策の転換がせまられる事になった。この局面打開の具体策の現われ
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が14年の農商務省の設置である。13年11月に提出された農商務省設置のための「参議大隈重信参議伊

藤博文建議」は，この事情を明らかにしている。（g）

 この「建議」の結論は「各省分任の事務中農商に関する事務を一省に集合する」事であり，その理

由は・これによる農商勧奨の行政機構の一元化とそれによる経費の節約であるが，そのもうひとつ奥

には従来の勧業政策を「稻々奨励保護の区域を輸越して自ら事業を興起し若くは資金を貸与して直に

農商の営業に干渉し僅々数名の農商を庇保し其成績を以て他の模範と為すに因り其間識らず一般の農

商と利益を競争するの二三すべき状態あるを免かれず」と批判し，続けて「宜しく此主義を顛倒一変

して農商管理の事務を主と為すべきなり」とあるように模範官営工場方式による勧業政策を中心にし

た内務省の政策の全面的批判があったのである。

 この「建議」により14年4月農商務省が設置され，内務省の殖産興業政策業務は殆んど農商務省に移

管され・内務省には治安関係業務のみが残って，ここに戦前の内務省の原型ができ上。た。

 14年4月7日の「農商務省事務章程1によると事務分掌はつぎのとおりである。

 書記局 農務局 商務局 工務局 山林局 駅逓局 博物局 会計局 農商工上等会議

 また所管事務はつぎのと於りである。

 第3条農務局は勧農・漁猟・開墾・地質調査，農学校，農業上の建造物，農業上の統計に関す

る交書の採集，及び農業議会に関する事務を調理す

 才4条 商務局は勧商，会社，度量衡，商船，海員，商業上の統計に関する文書の採集，及び商法

会議所に関する事務を調理す

 才5条工務局は勧工，発明品の専売免許，商標，工学校，工作上の建造物，工作上の統計に関す

る文書の採集，及び工作技術の議会に関する事務を調理す

 オ6条 山林局は官有私有山林の保証栽培伐木等山林に関する一切の事務を調理す

6）勧農局および山林局事務機構の変遷

 つぎに殖産興業政策の中心部局であった勧業寮澄よび山林局の機構の変遷については以下，内務省

澄よび農商務省毎に別記せずここでまとめておぐことにする。

a）勧農局

 明治7年1月，内務省が成立した当時，大蔵省租税寮の勧業課の所管事務を引きついだ同省勧業寮

の所管事務を7年3月の「勧業寮事務章程」によ。てみると

 オ1条勧業寮は全国農工商の二業を勧奨確実盛大ならしむる事務を三管する所なり

 才2条 凡勧業の当務は農工商従来の諸業を倍々勧励し精功盛大蕃殖牢実を尽さしめ未曾有の業は

其実地の効験を開示し是れが法則を設け国民衣食済生の器財金穀二二物産都て時勢の沿革に随い適宜

の融通を得各自をして其業を専治せしめん為に諸会社を勧誘し益全国天造人造の諸物産を拡充するを
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図るべし

 とあり，新局の構成は，農務課，工務課，商務課，編纂課の4課むよび，受付，往復，庶務，浄書

の4掛及び寮頭付書認から成っている。

 統計調査については第19条に，

 「毎年農工商天造人造諸物品の多寡及其運転海関輸入出物品の員数代価等一切の合算彼此較計詳明

にし来年勧業の目途と為すべし」とある。

 8年9月職制が改正され，庶務担当の才一課より博覧会担当の才十課迄の10課が設けられた。9年

1月12日附の「勧業寮職制及事務章程」によると，統計調査澄よび業務統計作成に関する条文は，つ

ぎのと澄りである。

 才12条 各地生産の物価を報告する事

 オ13条 開港場貿易の盛衰を通知し物品の輸出入を較量し各業を保護する事

 才23条 毎歳各地方物産の員数及其価格を統計し一覧表を編製する事

 才24条 本丁所属の物品諸払代の類一切の収入金を調査し二五部類を詳明にし毎月毎歳一覧表を編

製する事

 オ25条 本丁所属禽獣の出産死亡を詳明にし各其種類を分ち毎月毎歳一覧表を編製する事

 10年1月寮を廃し，勧農局が設置された。同年12月の「勧農局処務仮条例」によれば，各課の構成

は以下のようである。

 動植課（種芸 牧畜 農具 開墾 水産） 製造課（養蚕 製縄 製茶 機織） 農学課（学校

分析 農業 博物） 報告課（修成 通報 翻訳 製表 回書） 庶務課（雑務 算査 受付 往復

浄書） 局長書記 下総牧羊：場 富岡製営所 干住製絨所 新町紡績所 新宿試験場 三田育種場

取香種畜場

 13年3月の機構改革により，さらにつぎのように変り，その後は農商務省へ引きつぐ迄変更は左い。

本務課（議案掛 視察掛）

報告課（通信掛 編輯劉 統計掛 簿冊掛）

陸産課（樹丁掛 牧畜掛 開墾掛 農具掛 綿務掛 糖務掛）

水産課

製造課（蚕糸掛 製茶掛 各種製造掛）

地質課（地質掛 地形掛 土性掛 分析掛 製図掛 庶務掛 会計掛）

下弓課

庶務掛（雑務科 受付科）

局長付書記    ．    ．．       一    ．、             ＿＿．．＿

一12一



農学校（学事掛 植物防害掛 家畜療病掛 農業博物掛 試製掛 分析掛）

下総種畜場 三田育種場

臨時事業 富岡製綜場 干住製絨所 新町紡績所 愛知紡績所 広島紡績所 三田農具製作所

 以上の勧農局の業務機構の変遷によって，同局の所管する統計調査於よび業務統計の規模を大よそ

知ることができよう。統計調査については左む「勧農局年報」の解題を参照されたい。

b）山林局

 内務省開設以前の山林行政の主務官庁は政府の林業政策方針が定まらないため転々と移動があった。

維新当初は民部省の所管であったが，4年民部省の廃止とともに大蔵省に移管され，勧業寮の所管と

なった。さらに大蔵省より殖産興業行政が内務省に移管された7年1月当時は地租改正の重要な一環

としての林野の官民有区分が進行し，恒久的な林業政策を樹立することが政府によ。て考えられてい

た時期にあた。ている。設立当初の同省の山林事務は地理寮の主管となった。10月1日に寮が廃止さ

れ局制となるとともに同局に山林課が設けられ，11年6月官林作業課が新設され，植樹，伐木，運材，

出納の4掛が齢かれた。同年12月東京府の北豊島郡滝野川村西ケ原に樹木試験場が開設された。これ

がわが国の国立林業試験場の前身である。その後政府の官林経営が積極化するとともに12年5月山林

局が地理局から独立した。12年6月の「課務条令」によると本課 官林 文書 計算 殖樹 伐木

運材 運船 出納の9課で構成されている。13年6月 殖樹 伐木 運材 運船 出納の5課は廃さ

れ，担当事務は官林課（出納課は計算課）へ引きつがれた。

 14年4月農商務省が設立され・山林局は同省へ移管された。同省「事務章程」によると山林局は「

官有の山林を管理し其保畜栽培伐木に係る事務を総理し私有の山林保蓄伐木の方を監督す」となって

いる。14年6月の同省「各局処務規程」によると

 才13条 山林局は事務章程才6条に依り官有私有山林の保畜栽培伐木等山林に関する一切の事務を

調理する所なり其分課を定むる左の如し」

とあり，つぎの5課より成。ている。

林制課 山林の制規及山林原野官民の区別所有権等に関する事務を掌理す

学務課 山林学術試験及著書翻訳等に関する事務を掌理す

官林課 官林の保護栽培伐木官有原野地並に其雑産の処分及部分林等に関する事務を掌理す

統計課 山林統計及び木材保畜発売等に関する事務を掌理す

庶務課 公文信書の受付図書印章の保存局員の進退及他課の主管の属せざる事務を掌理す

 つぎに地方における山林行政機関の推移をみよう。明治11年に内務省に官林作業課が新設され・同

省が官林経営に積極的にのり出す以前は国有林野の管理は地方庁に委ねられていた。そこで同省は先

ず官林行政組織を整備する全国の管理を内務省直轄とし，4県の官林を府県の管理から本省の直轄林
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 とし，それぞれに地理局出張所を詮いて管理させた。また全国を6大林区，48中林区，216・」・林区に分

 け，6大林区に林区出張所を設けて各回区内の直轄官林の管理に当らせた。12年5月に山林局が設置

 されるとともにさらに8県と順次直轄林を増やし，明治22年に北海道， 沖縄を除く全国の官林が農商

 務省の直轄下に入った。13年6月大中小林区制は廃止され，直轄官林の所在の各県に山林局出張所

 1（後の農商務省山林事務所）がおかれた。19年6月に大小林区署の官制が布かれ全国に2大林区，27

 小林区署，67派出所が設けられ，国有林を管理することとなり将来の官林経営の基礎体制がここにでき

 上った。但し官有山林原野は30年迄は依然として地方庁の所管であった。

5 明治前期物産統計の精度の問題

 以上，明治前期に診ける物産統計調査の成立の背景を行政機構の変遷を通じて明らかにしょうと試

みた。

 最後に明治前期物産統計の精度に関して考慮すべきいくつかの問題点を指摘して第1章のしめくくり

としたい。

 1）度量衡の問題

 統計調査に於ける度量衡の問題とは調査対象の数量化のための共通の表章単位の問題である。明治前

期に語いては中央集権国家の成立による貨幣経済の急速な発展によ。て貨幣単位による表章，すなわち

価額表章は可能になった。しかし4年5月の「新貨条例」によって一応金本位を採用したとはいえ，

当時は銀貨も流通しており，幣制は完全に統一されてはいなかったのであるから，その価額表章がすべ

て金円単位であるとは限らない。この点，利用者は注意すべきであろう。

 表章単位の才2は数量単位による表章である。明治前期にあっては地方によ。て物量単位はまちまち

であるため数量の統一的表章は極めて困難であ。た。しかし「物産表」から「農産表」へと統計調査が

毎年繰返される過程において統計担当者がこの問題について努力したことは後に「物産表」の解題に述

べるとおりであるが，その結果は大体失敗に終。たとい。てよい。

  従って「物産表」，「農産表」等によって物産の全国集計を行なうためには地方毎の度量衡の統一

 換算表がなければならない。この問題の解決は明治前期物産統計の利用のために不可欠の作業であろ

 う。

 2）実地調査

  つぎに統計データの精度にかかわる才2の問題である実地調査について述べよう。

  統計調査の調査系列に澄いて末端調査機構はデータの信頼度に大きな関係がある。「物産表」，「

 農産表」の末端調査がどこ迄降りていたかについては後の個別解題で述べたが，その全面的な解明は，

 なお・今後の資料発掘にまたなければならないであろう。明治期に於ける農業生産統計の末端調査機

 構については原・児島の論文（参照文献3・5）にゆずり・ここでは物産調査に関連して農事通信制
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度に触れて齢こう。この制陵は10年11月の「府県通信仮規則」にもとづいて翌11年から全国の府県庁

に農事に精通した通信委員を置いて実施された制度であって物産高調査を側面から補強する意味をも

っていたっその結果は「農産表」そのものには具体的には現れてはいないが，この制度によ。て任命

された通信員は地方に澄ける自作地主である篤農家が多か。たと思われるが，官制上の末端機構であ

る戸長（これも地主）と協力して表式調査の精度の向上に協力したと思われる。この制度は「仮規則

」が度々の改正を経て16年の「農商務通信規則」として制定されると，この「通信規則」のなかで統

計調査委員設置規定として制度化され，わが国における農業統計調査における末端機構の原型がここ

にでき上るのである。

3）統計行政の一元化と統計の精度

 統計データの精度にかかわる要因として，最後に統計行政の整備の問題に触れておこう。

 明治前期における中央官にむける統計調査の重複については先に民部省，大蔵省の場合について述

べたが，大蔵省統計寮が整備されるに伴って齢きた問題は当時，統計の中央機関であった太政官政表

課および内務省の締計調査との重複の問題であ。た。この問題の詳細は上巻にゆずるが，結局明治9

年12乱政表課は全国一般統計，大蔵省は財政統計・貿易統計，内務省は物産統計を担当するという

形で解決した。また，この年の6月から正院第五科政表掛にむいて杉 享二の提唱によって政表会議が

発足，各省の統計調査の調整が行なわれることになった。従って明治9年をも。てわが国における統

計行政の一元化の画期といってよいであろう。

 この政表会議が当時の官庁統計の批判に果した役割は大きかσた。

 一例として内務省の「物産表」調査に関する同会議の記録を引用してみよう。先ず「物産表」の調

査目的については，9年から10年の会議の全体を通じて食物調査が主目的であ。たことが明らかにさ

れるが，調査結果については9年11月21日の会議で杉の「物産表」に対する報告が少し酷評すぎると

いう発言があり，それに対して彼はつぎのようにいっている。

「其理大に然り然れども敢て勧業寮の調を識刺するに非ず元来勧業寮の調は物産の多寡を知り其土地

の肥瘡：人事の勤惰を察し誘液督励を行うの目的にして政表とは其主意を異にす此の如き雑駁頂細なる

物品は政表に掲章し難し是れ政表の用に適せざる者の多しと云う所以なり且つ障子襖の数守宮の黒焼

の類を調査すとも必寛何の用をか為すべき是の如くにては事磧末に渉り遂に全体の通観を間くに至ら

ん然れども此文は猶腕曲に改むるを可とせん。」㈹

 さらに10年2月の会議では政表係の南麻のつぎのよう左発言がある。

 「私先日或人に面会し（近在にて戸長を勤むる人なり）勧業寮物産調のこと及び此度穀物調のこと

を問いしに其人日く連も勧業寮の物産調の如く箇条数多にては正実なる者を得ること能わず若し箇条

を少くし丁寧に調べなば随分正実なる者を得べしと云えり」ql｝
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 また「物産表」統計データの精度にかんする批判の一例としては10年2月6日の会議における杉の

つぎの発言をあげて語こう。

 「勧農局物産表に載する所の茶の高は輸出の高と同じ然るときは内国人の用ふる茶は更に無き者の

如きなり故に其調疑うべし」α2｝

 以上の「物産表」調査にかんする政表会議の記録によって統計行政の一元化が統計調査の重複の調

整や調査方法の改善・従。て結果としての統計データの精度の向上に重要な役割を果していることを

見ることができよう。

注

α｝統計史的事実については参考文献の｛1》｝（5｝を参照されたい。殖産興業政策をめぐる各省の官庁機

  構の変遷については参考文献㈲が有益であった。

（2｝明治元年から3年迄の関連法令をあげるとつぎのような多数にのぼる。

明治元年4月7日 達（諸国私領寺社領諸藩預所井代官支配所等より村高帳其他帳簿を進致せしむ

法規分類大全 第1篇 租税門 徴収諸規帳簿付 帳簿1）

明治元年9月14日 会計局達 関東諸県（旧旗下知行卯年収納仕訳書進致 法規分類大全 第1篇

同上）

明治元年10月  会計局第858 関東諸県（関東諸県をして村鑑帳を進致せしむ 法令全書 自慶

応3年10月至明治元年12月）

明治元年11月9日 会計官第944関東諸県（関東諸県をして取箇目録を進致せしむ 法令全書 自

慶応3年10月至明治元年12月）

明治元年12月18日 会計官第llOO号関東諸県（取回三井村方渡米金取調帳様式を定む 法令全書

自慶応3年10月至明治元年12月 別紙共）

明治2年2月5日 行政官第117（府県施政順序を定む噛法令全書明治2年）

明治2年2月15日 沙第161府県（府県歳入の員数並管轄中中下大夫上士社寺領の租額を録上せし

む 法令全書 明治2年 別紙共）

明治2年2月15日 沙第162中下大夫上士（中下大夫上士をして領地歳入を録上せしむ 法令全書

明治2年）

明治2年2月15日 気山163諸藩（諸藩をして領地歳入を録上せしむ法令全書明治2年別紙

共）

明治2年2月23日 会計官第198（郷帳大積明細富村鍾二等を進致せしむ 法令全書 明治2年）

明治2年3月4日 達 官堂上井地下諸官人等（官堂上丼地下諸官人に知行歳入5箇年平均額を録上

せしむ 法規分類大全 第1篇 同上 別紙は2年2月15日達と同じ）

明治2年4月㌘日 会計官第398 府県 預所ある諸藩（府県及預所ある諸藩をして平均租税額並
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諸費用等を録上せしむ 法令全書 明治2年）

明治2年6月12日 会計官第530 韮i山県 関八州諸県（関八州諸県郷村高帳去辰米金納払明細帳

を進致せしむ 法令全書 明治2年）

明治2年6月13日 行政官第532 府県（府県管轄の中下大夫上士領地歳入五ケ年平均を録上せし

む 法令全書 明治2年）

明治2年6月13日 民部官第533 中下大夫上士（中下大夫上士をして領地歳入を明細に申出しむ

法令全書 明治2年）

明治2年6月13日 民部官第534（社寺領五ヶ年歳入平均を録上せしむ 法令全書 明治2年）

明治2年6月25日 行政官達第576知旧事（諸藩をして細米総額諸産物公理費用井職員兵員地図等

を録上せしむ 法令全書 明治2年）

明治2年6月25日 達第577地所蔵米の諸家へ（地所蔵米の諸家をして現米総額諸産物藩士兵員地

図等を録上せしむ 法令全書 明治2年）

明治2年6月25日 達第578蔵米の諸家へ（蔵米の諸家をして藩士兵卒家人等を録上せしむ 法令

全書 明治2年）

明治2年8月24日 大蔵省第798府県 預所ある諸藩（租税納払明細帳様式 法令全書 明治2年

別紙共）

明治2年8月28日 民部省大蔵省第828府県（租税大積明細帳様式に付再達 法令全書 明治2年）

明治2年9月8日 民部省達（御取口郷帳を進致せしむ 法規分類大全 第1篇 同上）

明治2年9月23日 民部省第924府県（府県御取箇帳差出期限を定む 法令全書明治2年）

明治2年9月24日 民部省第927前橋藩以下26藩（諸藩転封村替にて上地の代地五ケ年平均収納額

を録上せしむ 法令全書 明治2年 別紙侠す）

明治2年9月   民部省大蔵省第951（府県収支の帳簿及正租目録大積明細帳進致期限を定む 法

令全書 明治2年）

明治2年9月   民部省第954（府県郡村取調様式を頒つ 法令全書 明治2年）

明治2年9月   民部大蔵両省達（諸上納諸払帳進達期限 法規分類大全 第1篇 同上）

明治2年10月24日 民部省第1011 府県（諸国高郡村取調書様式を府県に預つ 法令全書 明治2

年 別紙共）

明治2年10月24日 民部省第1012諸藩（諸国高郡村取調書様式を諸藩に頒つ 法令全書 明治2

年 別紙共）

明治2年10年29日 民部省第1019府県 預所ある諸藩（府県井預所ある諸藩をして郷帳村鑑帳御

林帳高国郡村名帳高反別取米永一村限帳を進致せしむ 法令全書 明治2年 別紙共）

明治2年11月17日 民部省第1061 府県 預所ある諸藩（御取箇帳様式を定む 法令全書 明治2

年 別紙共）

明治2年11月22日 民部省第1075（御取箇帳差出方を督促す 法令全書 明治2年）
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明治2年12月22日 民部省第1180府県（御取箇帳進致期限を定む 法令全書 明治2年 別紙共

明治3年2月29日 兵部省第15・0 諸藩（諸藩版籍調書之内石高人口兵員等は至急開申せしむ 法

令全書 明治3年 別紙共）

明治3年3月7日 民部大蔵両省第179府県 預所ある諸藩（勘定帳記載方を定む 法令全書 明

治3年 別冊共）

明治3年3月25日 民部省第235（荒地及起返取下場総寄仕訳書様式を頒ち査点録上せしむ 法令

全書 明治3年）

明治3年3月25日 民部省第236 府県 預所ある諸藩（辰年租税勘定帳に対照の書類を進致せし

む 法令全書 明治3年）

明治3年3月   民部省第253（府県管轄士族並旧旗下上地天保度村高書付に対照査点差出さ

しむ 法令全書 明治3年）

明治3年胡9日民部省第346東京府以下10府県（三府堺をして管内地方人民嘱する収税

帳簿を進致せしむ 法令全書 明治3年）

明治3年5月30日 民部省第380（郷帳案を定む 法令全書 明治3年 別冊共）

明治3年5月   民部省第381（各府県管内村々収納平均を録上せしむ 法令全書 明治3年）

明治3年5月   民部省第383 府県（府県石高戸口を録上せしむ 法令全書 明治3年 別紙

第384の雛形に同じ）

明治3年5月   民部省第384 諸藩（諸藩石高戸口を録上せしむ 法令全書 明治3年 雛形

共）

明治3年6月   民部省第430（御国絵図改正に付府藩県をして地図を進致せしむ 法令全書

明治3年 別紙略す）

明治3年6月   民部省第431（御国絵図改正に付各藩支配地の内飛地をも査点せしむ 法令全

書 明治3年）

明治3年8月24日 大蔵省第542 東京府以下9府県（巳年以来諸運上冥加取調書様式を定む

法令全書 明治3年 別紙共）

明治3年8月   民部省第549 諸藩（各藩支配地収納六ケ年平均額を録上せしむ 法令全書

明治3年）

明治3年9月12日 大蔵省第587 府県 預所ある諸藩（府県歳入歳出差引表編制例則分類略解を

頒つ 法令全書 明治3年 別紙共）

明治3年9月24日 大蔵省第624 府県 預所ある諸藩（租税に属ずる諸帳簿並に伺届書進致期限

を定む 法令全書 明治3年）

明治3年9月29日 民部省沙第637 （府県高帳自今太政官より下付す 法令全書 明治3年）

明治3年9月晦日 太政官布第641（諸藩参事在京判任瓢陽の開申及石高称呼の方を定む 法令全書

明治3年）
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明治3年10月4日 大蔵省第655（諸藩及士族卒旧旗下其外上地高姓名等を録上せしむ 法令全書

明治3年雛形共）

明治3年10月9日 太政官布巾659諸藩へ（諸藩に歳入歳出明細書及歳入歳出差引総計表編制例則

分類略解を頒つ 法令全書 明治3年 別冊共）

明治3年閣10月10日 民部省第732（各藩支配地収納六箇年平均調は十二月を限り進致せしむ 法令

全書 明治3年）

明治3年11月28日 太政官布第879（府藩県社寺領現収六箇年平均を録上せしむ 法令全書 明治

3年 別冊共）

（3）発足当初の民部省は地理，土木，駅逓の3司をもち，大蔵省は造幣寮診よび出納，用度，租税，

 監督，通商，鉱山，営繕の7司からなる。

 8月9日の布告による両省の所管寮司は，

 民部省

  地理司 土木司 駅逓司 鉱山司 庶務司 聴訟掛 社寺掛 鉄道掛 伝信機掛燈明台掛

  横須賀製鉄所掛

 大蔵省

  造幣寮 租税司 出納司 用度司 営繕司 監督司 度量衡改正掛 通商司（当分管轄）

 であり，事務の区分はつぎのようであった。

 民部省事務条件

  全国の経緯山川江湖海岸島填の位置を詳明にする事 府藩県管轄地の経界州郡村市制置の事 戸

  籍人員の事 地方石高の事 社寺の事 物産の事 工芸の事 駅逓の事 道路橋梁の事 諸港津

  の事 燈明台及船路標の事 水利提防の事 開墾の事 種芸牧畜の事 諸鉱砿の事 飼鳥の事

  府藩県中小学の事 済貧血窮の事 山林原野の事

 大蔵省事務条件

  歳入歳費の事 一切用度の事 租税傭の事 一切貨幣の事 度量衡の事 蓄積の事 通商の事

  廻漕の事 献納品を離断する事 諸営繕の峯 一切倉庫の事 金穀にて附与する賞典の事 諸官

  緑園緑支給する事 諸費用を供給する事 国債の事 済貧憧窮の費用を給し及金穀を貸附る事

（4）原 政司：参考文献｛21

〔5｝3年10月成立した工部省の分課はつぎのとむりである。

 「掌褒勧百工及管鉱山製鉄燈明台鉄道伝信機等：右四鼠壁垂心農事」

 4年8月14日の布告によると同省の機構はつぎのような10寮1司制である。

 才1等寮 工事 勧工 鉱山 鉄道

 才2等寮 土木 燈台 造船 電信 製鉄 製作

 才1等司 測量
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4年10月土木寮は大蔵省へ移管され，5年10月造船，製鉄2寮を廃し，6年11月勧工寮を廃し，7

年7月1日内務省の設立に伴。て測量司は同省へ移管された。

5年1月24日の「工部省職制章程」によるとつぎのと於りであるQ

 工部は工業に関する一切の事務を総管す其綱領左の如し。

1

1

1

1

1

1

1．

工学を開明する事

百工を褒零し工産を繁富せしむる事

二十一切の判物を主宰す故に諸砿山を管轄する事

鉄道電信燈台礁二等を建築修繕する事

船艦を製造修理する裏

諸般の製作に供する思置鉛類を錬製鋳造し及び各種の器械を製作する事

海陸を測量する事

 これによって工部省は鉄道，電信，鉱山等の官営事業を掌握し・外国技術を導入して勢力的に初期

殖産興業政策を遂行した。

 8年11月現在の事務機構はつぎのとおりである。鉱山，鉄道（1等寮），燈台，電信，製作，営繕

工学（2等寮）の7寮。10年1月に寮制が廃され、つぎの10局の分局制となった。鉄道，鉱山，電信，

工作，灯台，営繕，書記，会計，検査，倉庫

（6｝ 7年1月の内務省の設立に伴って，戸籍，土木，駅逓の3寮および租税直中の地理，勧農の所管

 事務が同省へ移管され，大蔵省はつぎの8寮の構成となった。

 1等寮 租税・造幣 2等寮 紙幣，出納，統計，検査，国債・記録

（7｝ 「日本地誌提要」の編者であり， 「皇国地誌」の提唱者であ。た塚本明毅は沼津兵学校教官から

 太政官地誌課長を経てこの地理寮地誌課に転じている。塚本を中心とした地理寮の調査事業につい

 ては上巻を見られたい。

（8】明治4年7月24日の布告に「今般藩を廃し県を被置候に付ては租税の儀一般の法則に可引直の処

 因襲の驚き一時に引直々ては却て民情に綴り候儀も可有之に付落未年は悉皆旧貫に伍り可申尤是迄

 取扱来り候方法並雑税の名義区別等詳細取調来る申年三月中迄に可伺出候事」とある。

（9｝ 「大蔵省記録局篇：類纂農商務省沿革略誌 明治22年」（土屋喬雄編：維新産業建設史資料 第

 1巻 工業資料刊行会 昭和18年」 所収

q① 「政表会議記創 「総理府統計局編：総理府統計局百年史資料集成 第1巻 総記上 太政官夢

 よび内閣時代の1」所収 P．482

q1）全上p．510

〔働鞍上P．534
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 参考文献

明治前期統計史関係

 （1｝相原：茂；鮫島龍行編：統計日本経済一経済発展を通してみた日本統計史一筑摩書房，昭和46年

 ②原 政司：農業統計の成立とその発展一明治年間を中心として 「農業発達史調査会編：日本農

  業発達史一明治以降における一9 中央公論社 昭和31年1所収

 （3源 政司：農業統計発達史 農林省統計調査部 昭和43年

 （4｝児島俊弘：明治期農業統計の問題意識 「農業総合研究」 12ω （昭和33年10月）

 （5｝児島俊弘：日本農林水産統計史の概略その1明治期の農水産統計アジア経済研究所昭和42年

  また明治前期の経済史については多くの研究があるが，ここではこの解題に直接関連する文献と

 してとりあえずつぎの書物のみをあげておく。

 （6｝石塚裕道：日本資本主義成立史研究一明治国家と殖産興業政策一 吉川弘文館 昭和48年
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第2章 物産総括統計解題

1 内務省年報 第1回～第5回 内務省 編 明治3年一13年

一 （1｝内務省第一回年報内務省編明治9年2，624p①   （総）（セ）
12）内務省第一回年報 東京 丸善株式会社 昭和19年覆刻本（維新産業建設史資料

  第2巻。土屋喬雄：「内務省第一回年報」解題 P・3下35）

（3）内務省第一回年報 東京 明治文献資料刊行会 昭和42年、2冊 覆刻本（明治前
  期産業発達史資料 別冊（26）～q｝；（2））

（4）内務省第二回年報内務省編明治10年2，912，5P・②    （総）
（5）内務省第二回年報 東京 明治文献資料刊行会 昭和42年 3冊 覆刻本（明治前期
  産業発達史資料 別冊 （26）～（3）；（5））              （図）

（6）内務卿第三回年報内務省編明治11年58． o．③     （内）（セ）
r7）内務卿第三回年報 東京 明治文献資料刊行会 昭和42年覆刻本（明治前期産業発
  達史資料 別冊 （26）～（5））所収

（8）内務卿第四回年報内務省編明治12年33P．④   （内）（総）（図）
働内務卿第四回年報 東京 明治文献資料刊行会 昭和42年覆刻本（明治前期産業発1

  達史資料 別冊（26）～（5））所収

（1ω内務卿第五回年報内務省編明治13年250P・⑥  （内）（総）（図）

（ω内務卿第五回年報 東京 明治文献資料刊行会 昭和42年忌刻本（明治前期産業発

  達史資料 別冊（26）～（5））所収

書 誌 注 記

 ①外題には「内務省第一回年報 全」とあり。②外題には「内務省第二回年報全」

 とあり。③外題には「内務卿第三回年報 附録四冊略之」とあり。附録4冊とは，勧

 農局，駅逓局勧商局，戸籍局の4局の局長の報告書である。④外題には「内務卿第
 四回年報 附録四冊略之」とあり．附録4冊は③と同様である。

統計内容注記

 （P内務省第1回年報

 調査対象年 明治8年度（8年7月～9年6月）
 内容細目 1 内局 沿革の概略 官記辞令下付の

  数：本周年下付官記辞令増減比較表（目頭 7月～翌

  年6月；表側 新任，昇給等） 全省官員の増減

   〔記事〕 明治9年内務省官員及傭増減比較表

  （表頭 本省く内局，戸籍局等〉，各戴く勧業寮，

  駅逓寮，土木寮，地理寮〉，他官庁より兼任，他

  官庁へ兼任；表側 勅任〈1～3等〉，奏任＜4

  ～7等〉，判任〈8～15等〉，等外≦ 1～4
  等〉，土木芸員〈7～15級〉，地理芸広く大技
  目巾，中技師等〉，御用掛く拝芝，准速道〉，諸山

  く月給，日給，外国人〉） 本局官員の増減一覧

  表（表頭 勅任〈1等，3等〉，奏任＜4等，5
  等〉，判任〈8、15等〉，等外〈3等，4等〉；
  表側 本周年，前周年） 事務の繁閑：本周年回

  議文書件数増減比較表（表頭 正院の命令に係る

  ものく決裁，指令，諸説〉，卿輔の決判を乞ひし

  もの・局長の専決を乞ひしものく専決、指令，諸

  達，往復〉；表側 7月～翌年6月）

  2会計課沿革の概略二〔記事〕 郵便切手支消の

 増減：本周年郵便切手遣払比較表（表頭 地理寮，

駅逓日日，比較；表側 後半年，前半年） 全省出

納の比較：本周年諸収入増減比較表（洋銀は朱記す）

（表頭 官録税，郵便税等 ；表側 本省，勧業寮，

駅逓寮，土木寮，地埋寮） 本局歳諸経費比較表
（洋銀は朱記す） （表頭 定額常費く給与く官員

月給，等外月給等13科目〉，庁中費く需用費，運

送費，刊行費，接待費，続牛費，郵便電信，探偵

費，雑費〉，厩傾く以下細目省略〉，営繕費，物

品購求費，外国人諸費，商業試験費，内国生徒費，
農業試験場，原紙売捌費，製糸費，患者費，工業

試験費，牧羊費，牧畜費，信書配達費，飛信切手製

造費，郵便切手端書製造費，小計，三菱会社助成金，

三菱会社私学建設補助金，標柱取建費，苗木購求費，

小計，西城草取費，通計，額外常費く給与，庁中費，

外国人諸費，営繕費，信書配達費〉，臨時費く給与，

庁中費，厩費，営繕費，外国人諸費，’ �D船会社
所有物買上代，大有号修繕費焼失金，逓計，総計，

比較；表側 本省，勧業寮，駅逓寮，地理寮）

官員の増滅＝本周年宮員増減比較表（表頭 奏任

〈4～7等〉，判任〈8～15等〉，等外＜1～4
等〉，御用掛く准奏任，准判任，准等外〉，諸雇
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＜月給雇，日給雇，写字生，総計，前年比較；表

側 本署歳，前周壁） 事務の繁閑1本周年回議

文書件数比較表（表頭 正院命令に係るものく決

裁，指令，諸達〉，卿輔の決裂を乞ひしものく決

判，指令，諸達，往復，供覧〉；表側 7月目翌

年6月）

3 往復課 沿革の概略：〔記事〕郵便電信及通

運の度数：郵便電信及通運度数増減表（表罫 府

県庁名別，比較；表側 前半年・後半年〈郵使，

電信，通運便〉） 全省事務の繁閑：全省回議文

書件数増減比較表（表頭 前半年・後半年く本省

く内局，戸籍局等〉，各重く勧業寮，駅逓寮，土

木寮，地理寮》》；表側 正院の命令に係るもの

く決議，指令，諸藩〉，卿輔の決判を乞いしもの

く決判，指令，脚達，往復，供覧〉，頭重の専決

を経しものく専決，指令，諸達，往復，供覧〉）

本課事務の繁閑：本周年回議文書件数増減比較表

（酷暑 卿輔の決判を籍せしものく決判，指令，

諸種，往復，供覧〉，丞の専決を即しもの〈専決，

指令，諸達，往復，供覧〉；表側 7月～翌年6月）

 官員の増減：官員増減比較一覧表（馬頭 判任

〈8－15等〉，等外〈1～4等〉，諸雇〈月給雇，
日給雇〉，比較；表側 本周年，前周年）

4 翻訳課沿革の概略：〔記事〕 翻訳文書の数

：本周年翻訳文書枚数比較表（表頭本省く内局，

戸籍局，警保局，図書局，庶務局〉，各寮く勧業寮，

駅逓寮，土木寮，地理寮〉，前年比較；表側 書

籍，書翰類，新聞類，報告類） 官員の増減：官

員増減比較一覧表（湖頭 奏任〈5～7等〉，判

任〈14－15等〉，御用掛〈准判任〉，諸響く御

雇〉，比較；表側 本周年，前周年） 事務の繁

閑：本周年会議件数増減比較表（表頭 卿輔の決

判を乞ひしものく決判，指令，往復，供覧〉，課

長の専決を乞ひしもの〈専決，指令，往復，供覧〉

；表側 7月一翌年6月）

5 戸籍局沿革の概略1〔記事〕戸籍増減二〔記

事〕 明治7年1月1日調全国戸口増減比較表
（表頭 府県別；表側 戸ロ，寄留戸数，社数，

寺数，前年比較，皇族，士族，卒，僧，尼，旧神

官，平民，合計〈男，女〉，総計，前年比較）

生死及年齢〔記事〕 棄児：本周年各府県棄児人

員表（潮頭 府県別；表側 前半年・後半年く人

員，男，女，死亡，男，女〉） 相続〔記事〕

婚姻〔記事〕 区画及区戸長〔記事〕 地方民会：

 〔記事〕 地方民会表 事務の繁閑：明治8年

7月より同9年6月に至る本周歳回議件数増減比
較表（4月 翻訳課の同名の比較表に同じ） 官

員増減比較一覧表（表頭 奏任〈4～7等〉，判

任〈8～15等〉，等外出仕〈1～3等〉，諸雇
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〈雇，諸雇，写字生〉；表側 本周年，前周年）

6 警保局 沿革の概略〔記事〕 警察軍及官吏

：本周歳警察所及官吏増減比較表（表頭 府県卿

名別；表側  〔警察所〕〈庁，署，分署，出張所

屯所，分屯所〉， 〔官吏〕〈警視，奏任出仕，警

部，判任出仕，巡査，等外，諸叩く内国人，外国

人〉＞） 警察上賞与吊祭扶助療治料：本周歳警

察上賞興活量比較表（表頭 賞与・吊祭・扶助・

療治く人員，金員〉，7年比較；表側 警察官吏，

一般人民） 賊難比較：本屋歳賊難比較表（表郷

 庁府県別；表側 強盗く押込みに遇ふ戸，放火

に遇ふ戸，殺されし人，追剥追落に遇ふ人，傷を

受けし人，奪われしく金，穀，衣服，雑品，家畜

〉〉，窃盗く盗に遇ふ戸，淘模に遇ふ人，盗まれ

しく金，穀，衣服，雑品，家畜》〉） 7年比較
（強盗・窃盗く増・悪く戸，人，金，穀，衣服，

雑品，家畜〉〉） 事故及実効：第1表 警視庁

本周歳事故実効表（表頭 戸に係る者く火災に遇ふ

戸，戸締乾物油断〉，人に係る者く迷子，棄児く

生，死〉等〉，獣畜に係る者〈家畜死，放れ牛馬

迷畜〉，物品に係る者く難破船，車馬の困難，遺

失物く金，品〉；表側 事故〔件数〕，実効〈消

止，心付，救等〉） 第2表 本腰歳自1月至
6月半年度事故実効表（表題 全前表；表側 府

県畏く事故，実効〉） 違註犯0〔記事〕 警視

庁本周年違註犯人比較表（黒頭 種目：犯人，留

金，実決；表側 員数，7年比較） 本去歳自1月

立6月半年度違註犯罪表（表頭 府県別；表側

犯人，履金，実決） 罪犯捕掌’警視庁本周年罪

犯捕重表（表頭 強盗く持兇器，不持兇器〉，窃

盗，放火者等，7年比較）本周歳自1月至6月半
年度罪犯捕皇表（表頭 府県別；強盗く持兇器，

不持兇器〉，窃盗等） 囚獄及懲役：〔記事〕 警

察費二本周歳自7月至12月半年度警察費比較表
（表頭 庁府県別〈元，払〉，前半年度比較；表

側 官費，民費及税金） 官員の増減：官員増減

比較表（全前5 戸籍局古律） 事務の繁閑：本

周歳回議文書件数比較表

7 図書局 沿革の概略：

及其理由：〔記事〕

類：神祇，音楽等，比較；表側

〈著述，編輯，翻訳，反刻〉）

事〕 新聞紙〔記事〕

増減比較表（樹頭

            〔記事〕 納本の増減

          納本増減比較表（表頭 部

              本周年・前周年

              版権免許料〔記

          全国各社新聞類発行員数
         府県亡く新聞類：東京日日新

聞，郵便報知新聞等く前周年，本周年〉，総計，1

日平均高，人口比例万人付〉；表側 周年発売高，

比較） 園書保存：〔記事〕 本周年保存図書部

数増減比較表（表頭 引継，納本，献本，購求，

騰写，比較；表側 前半年・後半年く国書，漢書，



洋書，絵図〉） 公文編集：〔記事〕 本周年編

纂回議件数増減表（立頭 本省く内局，戸籍局等

〉，．各署〈勧業寮，駅逓寮，土木寮，地理寮〉，

比較；表側 前半年，後半年） 焼亡文書取調の

景況及其入費の梗概〔記事〕 頒暦：〔記事〕

頒暦部数両年比較表（表頭 本年・前年く本暦，

略暦，一枚暦〉；表側 員数，戸数比例10戸に

付，比較） 刊行費：〔記事〕 本周年刊行費仕

払比較表（心頭 本省各局く本省，内局等〉，各

寮く勧業寮，駅逓寮，土木寮，地理寮〉，比較；

表側 前半年，後半年） 官員の増減：官員増減

比較一覧表 事務の繁閑1本周年回議文書件数増

減表

8 衛生局 沿革の概略〔記事〕 第1 医務取

締の事：〔記事〕 府県医務取締人員表（表頭

府県別；表側 人員，給料）第2 医務処分の事

：〔記事〕 本周年医師員数表（筆頭 府県別；

表側 試験免許，漢．洋，漢洋，和，和漢，和洋，

和漢洋，流派未詳） 第3 薬舗の事：〔記事：〕

本周年薬舗員数表（月頭府県別；表側試験免
許） 弟4 病院処分の事：〔記事〕 府県病院現

員一覧表（表頭 府県別；表側 明治9年く病院

・梅毒病院・貧病院く新，旧〉＞，明治8往く病

院，梅毒病院，貧病院，二院〉） 第5 薬品取

締の事1〔記事〕 3府司薬場検査薬品表（明治

8年7月～全9年6月）（喉頭 司薬場別；東京，
京都，大阪，比較；表側 前半年・後半年く瓶数，

許薬用，禁薬用，不適薬用〉） 第6 売薬の事

 〔記事〕 本周年売薬検査増減表（表頭 府県

別；表側 前半年・後半年く出願人員く総数，既

済，未済〉，出願方眠く総数，許，禁，再調，未

済〉〉） 第7 製薬の事：〔記事〕第8 鉱泉
の事：府県鉱泉並試験箇所一覧表（表頭 府県別

；表側 温泉，冷泉，温試験済，冷試験済） 第

9 死亡表の事：〔記事：〕 3府死亡衣（明治9

年前半年）東京府，京都府，大阪府別（表頭 病

名；表側 初生以上・15以上。50以上く男，女〉，

各病耳蝉） 第10二更検査の事1〔記事〕 東
京医学校附属病院施療患者中徽毒表（明治8年1

月一斑12月）（表頭 病症；表側 患者の数，入

院男・入院女〈治，半治，不治，死〉，外来く男，

女〉） 第ll流行病予防の事：〔記事〕 流行

病患者表（明治8年7月～明治9年6月） （表頭
府県別；表側 患者の数，天然痘・痢病是く治，

死〉，派出医員，救助費） 第12種痢の事：

〔記事〕 明治8年種痘員数表（表頭 府県別；

表側 前半年・後半年く善感，不善感，再3種，

以上合員，人口比較，種痘医〉） 第13 事務の

繁閑：明治8年7月より同9年6月に至る本周歳
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回議件数増減比較表 第14 官員の増減＝官員増

減比較一覧表

9 勧商局 沿革の概略＝〔記事〕 米国の商務

〔記事〕 本色茶の輸出〔記事〕 起立工商会社

の保護〔記事〕 仏郵船に減価葉込の約定〔記事〕

英国の商務〔記事） 広業商会の保護〔記事〕

官員の増減：〔記事〕 本周年6月30日官員現数

表 事務の繁閑：明治9年回議文書件数表

10樽物陰 沿革の概略：〔記事〕 天産に属する

物品：〔記事〕 本周年動植鉱3品員数比較表

（表頭 引継品，献納品，採集品，購求品；表側

動物類，植物類，鉱物類，前年比較） 考証に供

する物品：〔記事〕 本周年考証物品増減比較表

（表頭 図書く文書具〉，儀式く礼器〉等，計，

増減差引；表側 引継品，献納品，購求品，官造

品，計，前年比較） 工業に関する物品〔記事〕

 本周年工業物品増減比較表（表頭 鉱石類，銅

鉄類等；表側 日本語・舶来品〈献納，引継，買

求〉，計，前年比較） 本館へ出品の数〔記事〕

：本周年本館へ出品表（叩頭 官府より，華族よ

り．士族より，平民より，外国人より；表側 天

産物，古器物，工業物，計．前年比較） 本館より

貸品の数：〔記事〕 各府県博覧会及本館より貸

与物品表（表目 府県別：表側 博覧会，天産物，

古器物，工業物） 浅草文庫の景況1〔記事〕

本周年浅草文庫図書増減比較表（表頭 引継品，

献納品，購求品，官北品；表側 図書，漢書，洋

書，書画法帖，書画器物田本，繕写本） 上野公

園地修繕の事由〔記事体上野公園地地図〕 本館

資本金積立の事由：〔記事〕 本周年諸収入増減

比較表（表頭 縦引切手代，書籍借覧料，比較；

表側 本周年，前周年） 事務の繁閑：本周年回

議件数増減比較表 官員の増減：官員増減比較一

覧表

ll 庶務局 沿革の概略〔記事〕 府県営繕：

〔記事〕 府県営繕費支出比較表（表頭本周年・

前周年く庁舎，警察所等費目，計，前年比較〉；表

側定額常費，額外常費，臨時費）府県官舎入額：

r記事〕府県官舎入額比較表（表頭 官舎払下代，．

官舎貸渡料，官員官宅目代，外国人官尊宿代；表側

本周年，前周年，前年比較） 褒詞賞与：〔記事〕

 墨壷 庁府県金賞明細表（表頭 庁府県別く賞

金，男，女〉；表側 孝子，義僕等） 乙表 庁

府県盃賞明細表（表頭 庁府県別〈出金，盃価，

人員〉；表側 警察所費，学校病院諸費，府県区
会区務所費，河港道路橋梁堤防費，｛血救，雑部）

 済貧価窮：〔記事〕 府県，佃窮朔細表（表頭

府県別〈救助，貸下，人員〉，計，前年比較；表

側 水災，火災，風災，窮厄，雑災，特殊） 府



県税及民費〔記事〕 銃砲弾薬：〔記事〕 全国

銃砲総計表（表頭 軍銃，猟銃；表働 国内全額

・免許商人売高・免許商人買高く和，斥〉，輸入

・輸出く洋〉，献納銃・鋳潰銃く和，庫〉） 全

国弾薬売買輸入出表（表口 火薬，弾丸；表側

免許商人売高，免許商人買高，輸入，輸出） 陸

海軍扶助退隠料：陸軍下士官以下祭藥扶助料表

（目頭 金員，人数；表側 祭楽料，扶助料，佐

賀台湾扶助料） 海軍下士官以下扶助殿位退隠料

費（表頭 金員，人数；表側 扶助料，賑憶料

退隠料〉雇入外国人：〔記事〕自明治7年7月乃

至同9年6月公私雇入外国人明細表（表頭 半年
分く費用・人員く官田，私雇〉〉，本周年く甲乙

合計く官二丁額，官払人員》〉，前年比較く二一

人員〉；表側 半ケ年以下支給高） 官員増減：

〔記事〕 6月30日官員現在増減比較表 官員月

給比較表（表頭 奏任〈5～7等〉，判任〈8～
15等〉，等外〈1等〉，諸傭く月給，日給〉；表

側 本周年，前周年） 事務の繁閑；〔記事〕

回議文書件数増減比較表

12 勧業寮 沿革の概略二〔記事〕植物の件：

〔記事〕 植物田園一覧表 菓樹園（表頭 葡萄，

革二等酒田別，前年比較；表側 本周年・前周年

く種類く内，外》，株数〉） 田野接梧（全前表）

二曲植物見本園（表頭 製茶科，山科等，前年比
較；表側 本周年・前周年く種類く内，外〉〉）

各用植物園（全前表） 牧草見本園（表頭 禾本

科，草本科，前年比較；表側 全前表） 牧草園

（全前表） 薬草園（表頭 菊科，毛莫科等，前

年比較；表側 全前表） 用材見本園（眉頭 松
柏科，． ﾓ桃二等，前年比較；表側 本周年・前周

年く種類く内，外》，株数〉） 外因用材苗木

（表頭エウカ1ハフチス，アカシヤ，雑科；表

側 本周年・前周年く種類，株数〉） 穀采園

（表頭 稲，早稲等；衣側 本周年・前周年く内，

外〉） 輸入種子（表頭 外国名別；表側 本周

年・前周年く種チ＜用材，牧草等》，稲数数量
単位〉） 稲田（表頭 早稲，晩稲等；表側 本

周年く種類く内，外〉＞）輸入植物（表町 外国

別；表側 品目，種類，株数） 植物田園反別増

減比較表（表頭 菓樹園，冒用植物見本園等，計，

前年比較；表側 本周年・前周年く反別〉） 内

外植物頒布増減比較表 その1 前周年（目頭

府県別，計，前年比較；表側 穀菜・三生・用材・

日用・牧草く数量，称数〉） その2 本周年

（全前表） 牧畜の件1〔記事〕 牧畜動物増滅

比較表曳表顕 牛・馬く和，外〉・騒く捕．国〉・

羊く外く牡，牝》〉計，前年比較；表仙 本周年

・前周年く支庁収養，嶺岡牧，取香牧，嶺岡村預，
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売払，賜〉） 貸与動物増減比較表（巨頭 県別

く牝，牡〉，計，前年比較；表側 本周年・前周年

く牛．犠i，馬，騙，羊〉） 農具の件：〔記事〕

 内外農具員数増減比較表（初頭 本周年，前周

年；表側 農業博物館陳列，支庁動植物使用，牧

羊場使用，取香牧使用，計，前年比較） 内外農具

貸与増減比較表（骨頭 本周年，前周年；表側

府県別．計，前年比較） 鐸卵試験の部：〔記事〕

購卵試験表（明治9年3月） 養蚕の件：〔記事〕

 春夏の両蚕紙2寸4方の卵粒を大気流通せる箱
と密耕せる箱に収め遠地に運搬して其孚化の多少

を量る表 明治9年清冷育試験表（上州金生種）

明治9年四温育試験表（長野県青白種） 明治9
年盛熟甫試験表（奥州今昔種） 明治9年湿媛育

試験表（上州金生田）明治9年乾寒育試験表（清国

三化生四種） 明治9年四極育試験表（奥州今昔

種） 〔内国博物館並支庁農業博物館に陳列する蚕

事関係の物品表〕 （番号，物名） 蚕種紙の件：

 〔記事〕 蚕卵紙増減比較表（表頭 蚕卵紙，内

国用，海外輸出，販売剰余，焼却，夏蚕難事国用，

計，前年比較；表側 本周年，前周年く数量，通
価〉） 内藤新宿支庁製糸試験の件：〔記事〕

本周年製糸高及工人表（羊頭 購求繭，手操糸，

生緕製造，劉買損屑糸，撚糸製造，各県糸試験，

見習生徒・職工〈男，女〉；表側 数量） 製茶

の件：〔記事〕 支那方煎茶試製増減比較表（田

頭 生葉茶，製茶，計，前年比較；表側 本周年・

前周年く数量，通価〉） 日本製茶品価一覧表

（表頭 国名並番号；表側 検査人，葉並，茶色，

茶味，品位，価位，合衆国に畏怖， 工業試験の

件：〔記事〕 本周年各府県製品試験表 石油分

析表 石膏型並圷土顔料焼試験表 本周年塗物試

製表（表頭 化粧台，卓等；表側 数量） 本周

年木具出来高一覧表（埠頭 戸棚，化粧台等；表

側 数量，通価） 本周年眼鏡出来高一覧表（中

頭 眼鏡アルミ縁鉄帽，同洋銀縁；表側 数量，

西京出品数） 農学の件〔記事／ 農業博物館の

件：農業博物館内外物品陳列表（表頭 模造柿，

同仁等；表側 数量） 分析の件：〔記事〕 青

黛試製の説：〔記事〕 再製青黛分析表 蓼藍試

製表（蓼藍，元種，製量） 年頃試験の説：〔記
事：〕  〔試験一覧表〕 乾糞試製表（人糞：1荷，

水，乾） 下総国印幡郡開墾地土質分析表 内藤

新宿支庁桑樹園瘡1地土質分析表 会社の件：〔記

事〕 会社増誠比較表（表頭 府県別；表側 本

周年・前周年く准充，地方官聞届，人民相対，位

置・筏号，性質，資金，年限〉） 鳥獣猟取締の

件：〔記事〕 明治8年獣猟鑑札授与並税金一覧
表（表頭 府県別；表側 職猟・遊猟く鑑札数・



税金，人員く華族，士族，平民》〉）博覧会の件

 ：〔記事〕皇族，本周年府県博覧会開場一覧表掻

頭 府県別；表側 会場地名，開場年月日，閉場

年月日，．願出の分，届出の分） 豪州メルボルン

博覧会の件〔記事〕 報告の件：〔記事〕 勧業

報告印刷表（教頭 年：7～9解く月《号（目次）

〉〉：表側 刊行） 新聞社に投付せし録事の数

 （本周年） 図書編述反訳の件：〔記事〕 図書

編述反訳表（聖主 書名；表側 刊行，脱稿，訳

者，校者） 物産概表の件：〔記事〕 明治7年

物産概表（木頭 米，陸稲等種別；表側 通価）

 下総国牧羊場の件：〔記事｝ 総州牧羊場一覧

表 その1（一頭 反別く開墾，未開墾〉，畜産

く農場，牧馬等〉，農具〈黎，歯鋤等〉，建築〈

本庁，分局等〉，人員く官員，御雇等〉；表側

第1区～第5区，矢作牧） その2 金額（牧羊
費，生徒費） 上州富岡製孫場の件：〔記事〕

本周年富岡製糸増減比較表（表頭 製糸：1等，

2等等；表側 本周年く数称，数量単位，通貨く
金．弗〉〉，前周年く数量単位，通価〉） 同器

械概略（蒸気馬力，経水鉄磐，繰糸器械等） 泉

州堺紡績場の件：〔記餐〕 本周年堺紡綿綜増減

比較表（表頭 輝輝：7月～翌年6月，計，前年
比較；表側 本周年・前周年く数量，通貨〉）

上州新町駅屑縣繭紡績所の件；〔記事） 築造一

覧表（表頭 建築地盛土，水路櫃柵等；表側 坪

数，工数，経費金額） 事務繁閑：〔記事〕 本

周年回議文書件数増減比較表 官員の増減：〔記

事〕 本周年官員増減比較表 出納の比較：〔記

事〕 本選年盛収入増減比較表（官録税，不用葬

車下等計，前年比較）本周年本極諸経費増減比
較表（定額常費く給与く官員月給，等外月給等〉，

庁中費く宿代，需用費等〉，外国人諸費く傭月給，

宿料〉，商業試験費く需用費，物品負上，運送費

〉＞；計，一嵩常費く給与く外国旅費，恩賞〉，庁

中費《接待費，．運送費，郵便〉，外国人諸費く雑

費〉＞，計，前年比較） 同年内藤新宿支庁諸経

費増減比較表（定額常費く給与く細目略以下同》，

庁中費，営繕費，外国人諸費，農業試験費，内国

生徒費Σ額外常費く営繕費，外国人諸費〉，

計，前年比較） 同年米国博覧会事務局諸経費

増減比較表（定額常費く給与，雪中費，営繕費

〉） 同年深谷原紙売捌所諸経費増減比較表（

定額常費く給与，庁中畑，営繕費，原紙売捌口

〉，計，前年比較） 同年上田原紙売捌所諸経費
増減比較表（全前表） 同年福島原紙売捌所諸経

費増減比較表（全前表） 同年富岡製糸場諸経費

増減比較表（定額常費く給与，庁中費，営繕費，

外国人諸費，製糸費，厩費，患者費〉，計，額外常
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費く営繕費〉，通計，前年比較） 同年堺製糸場諸

粋費増滅比較表（定額常費く給与，庁中皿，営繕

費，製糸賞〉，計，前年比較） 同年房州三岡牧

場諸経費増減比較表（定額常費く給与，糾弾費，

営繕費，牧畜費〉，計，前年比較） 同年総州香

取牧場諸経費増減比較表（全前表） 同年内藤新

宿支庁農業習学所諸経費表（定額常費く給与，庁

中墨，営繕費’〉） 同年内山下町試験場諸経費

（定額常費く給与，庁中質，営繕費，外国人諸費，

製糸費，内国生徒費〉，計，閣外常費く営繕費〉．）

 同年屑糸紡績所諸経費表（定額常費〈給与，田

中費，営繕費，外国人諸費，製糸費〉） 同年下総

牧羊場諸経費表（定額常費く給与，居中費，営繕

費，外国人諸費，牧羊費，内国生徒費，患者費〉，

計額外常費く営繕費〉，通計，総計，前年比較）

13 駅逓寮「駅逓軍陣5次年報」〔全文，内容省略〕

14土木寮〔沿革の概略〕：〔記事〕 水位の徴候：

〔記事〕 本周年水位平均表（饅頭河流別，地名

別く国，郡，村〉，水位；表側7月～翌年6月）

水害の事略：〔記事〕 流域水害損亡代価表（自

明治8年1，月1目皿同年ユ2月31日） （表頭 河

川曰く府県別く国別》〉；表側 洪水月日，損亡

代価）工事の景況1〔記事〕 工費の計量：〔記事〕

 自8年7月至9年6月1周歳土木工費表
（表頭 管轄別く河，古筆〉三表側 官費，民費）

 官員の増減：本周年官員増減比較表 事務の繁

閑：本周年回議文書件数増減比較表 出納の比較

 本周年諸収入増減比較表（表題 官禄税，違約

金等，計，前年比較；表側 本周年，前周年）

本周年諸経費増減比較表（朱字は洋銀） （表頭
定額常費く給与く官員月給，等外日給等〉，庁中

基く需用費，運送費等〉，営繕費く新詩，修繕〉，

外国人諸費く雇．月給，内国旅費，五代〉，西城草

取費〉，額外常費く庁中費く接待費〉，外国人諸

費く帰国旅費〉≧総計，前年比較；表側 本周年）

15 地理寮 沿革の枇略 土地に関する法例の変

正 地所名称 官省甘地及土地買上 学校用地及

伝習所病院 社寺 地所払下 河海溝渠及借料

開墾地潰素養悪水磐越 検地 土地の変革〔以上

記事〕 村市の分合及改称新称：第1号〔村市分

合表〕 （網頭 府県別；表側 合併〈1日村数，新

村数〉，改称村数，新集村数，分割〈旧忌数，新

村数〉） 土地官用：〔記事〕 第2号〔官用土

地表〕 （表頭 府県別；表側 箇所，反別，塊数，

需用著名） 弟3号〔返付官用土地表〕 （表頭

尉県別；表側 箇所，反別．地坪，需用庁） 第

4号〔公用の為買上たる土地及其代価表〕 （表

頭 府県別；表側 反別，地坪，代価） 公園及

名所旧跡墓地の撰定：〔記事〕 第5号〔公園及



名所旧跡墓地撰定表， （表頭 府県別；表側 公

園・名所旧跡・墓地く箇所．反別，地坪〉） 第

6号〔火葬場箇所反別表〕 （表頭 府県別；表側

 火葬場く箇所，反別〉） 民有地の増減：〔記

事1 第7号〔増の部〕 （表頭 府県別；表側

反別，坪，地価） 第8号〔無代一ド付土地反別〕

 （全前表） 第9号〔減の部〕 （全前表） 熟地

反別の増減：第10号〔本周年熟地反別表〕 （全前

表） 第11表〔本周年潰地反別表〕 （全前表）

寄附の土地：第12号〔本周年神社へ寄附〕 （表頭

 府県別；表側 反別） 第13号〔本周年学校へ

寄附〕 （冒頭 府県別；表側 反別，地坪） 病

院の敷地：第14号〔本周年官有地の病院敷地表〕

 （全前表） 官地の貸渡：第15号〔本周年官地貸

賭弓〕 （表頭 府県別；表側 反別，地坪，借地

料） 第16号〔返付宮地表〕 （中頭 府県別；表

側 反別，地別） 第17号〔外国人へ貸渡したる

土地〕 （表側 府県別；表側 地坪，借地料）

社寺境内外の麓正：〔記事｝ 第18号〔本周年箇

正による社寺境内土地表〕 （表頭 府県別；表側

 反別，地坪） 第19号〔本周年麓正による境外
土地〕 （全前表） 第20号〔民有社地境内〕 （全

前表） 量地及地籍の概要〔記事〕 地籍編纂：

第21号〔宮城県地籍表〕 （表頭 官有地豆種く国

幣中社，県社等〉，官有地2種〈陸軍省，工部省

等〉，官有地8叩く硫黄借区，水源麹肩山等〉，

官有地弟4細く寺院敷地，師範学校等〉，民有地

1種く田，畑等〉，民有地2種く田，畑等〉，民
有地3種〈郷社，村社等〉，官民研有未定地く山，

親等〉；表側 陸前国，盤城国全管♪ 量地の功

程：〔記事〕 第22号1関東8州3角測量経費！

（中頭旅費，外国人旅費等経費目；表側 8年

5～6月・8年7月～9年6月〈金額〉） 第23
号〔西京3角測量経費〕 （3角測 7年8月始業

8年10月卒業聯測 9年1月始業6月5分3卒業）
（表側 諸三盛，旅費等費目；表側 7年8月～

8年6月，8年7月一ll月，9年1月～6月）
第24号〔兵庫神戸3角測量経費〕 （9年2月～6

月〉 （諸雇給，旅費等） 第25号〔新潟3角測量

経費〕 （9年4月～6月） （杢前表） 第26号

〔長崎3角測量経費〕 （明治9年4月～6月）

（全前表） 第27号〔横浜3角測量経費〕 （7年

12月～8年6，月， 8年7月～12月）（全前表）

第28号〔大阪3角測量経費〕 （7年7月～8年6

月，8年7月～9年6月）（杢前表） 第29号
〔東京3角測量経費〕 （7年11月～8年6月，8

年7月～12月，9年3月～6月） （全前表） 第
30号〔神奈川底線測量経費〕 （全前表） 森林の

保護：〔記事〕 第31号〔官用の為伐採せし木数
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 代価〕 （謹選 府県別；表側 木数，代価） 第

 32号〔民用の為払下せし階数代価〕 （全前表）

 第33号〔民用の撃払下せし竹数代価〕 （表頭 府

 県別；衣側 忌数，代価） 第34号〔焼木調査〕

 （表頭 府県別く箇所〉；表側 反別，木数）

 第35号〔官林監守人の数及給料〕 （表頭 県剥；

 表側 人員，給料） 第36号〔苗木植付及其仕立

 箇所〕 （表頭 府県別；表側 苗木植付箇所・

 苗木仕立箇所く反別〉） 第訂号〔植栽苗木数及

 蒔付樹実数〕 （組頭 府県別；表側 苗木数，代

 価植付費，樹実費，代価，蒔付費， 土石の検
 査：〔記事ユ 第38号〔土石検査表1 （表頭 府

 県別；表側 土石種類，編纂小冊数，旅費，雑費）

  第39号⊂土石借当室ユ （表目 府県別く種類〉

 ；表側 反別，土石料） 第40号1払下土表〕（表

 頭 府県別；表側 土数，代価，石数，代価）

 官員の増減：〔記事〕 第41号し官員増減比較表〕

  事務の繁閑：〔習事〕 第42号〔本周年回議文

 書件数増減表〕 出納の比較：〔記事｝ 第43号

 〔本周年諸収入増減比較表， （官田 土地払代，

 立田日払代等；表側 本周年，前周年） 第44号

  本周年諸経費表（全14 土木寮全州）

凶内務省第2回年報

調査対象年 明治9年度（9年7月～10年6月）
内容細目 1 沿革の概略〔記事〕 2 勧農

 こ 「勧農局第2年報」の全文収録〔但し，
 事務繁閑と官員増減の項目は省略〕。後出の「勧

 農局年報」を見よ。

 3「駅逓局第6次年報」の全文収録〔内容省略〕

 4 警視：警察署及び官吏：〔記事〕 本田歳警

 察署及官吏増減比較表（全前年） 警察上賞与吊

 祭扶助療治料：〔記事〕 本周歳警察上賞与吊祭

 扶助療治櫛比十型 その1（表出 庁博く人員，

 金員〉；表側 賞金・吊祭・扶助・療治く官吏，

 人民〉） 賊難：〔記事〕 本周歳賊難比較表

 （全前年） 乱筆捕掌 本節山羊犯捕掌比較表

 （表頭 庁別；表側 挨盗〈持兇器，不持兇器〉㍉

 窃盗，放火者，殺人者，傷を負せし者，貨幣贋造

 者，破牢人，博変人，雑犯人） 事故及び実効：

 〔記事〕 本周歳事故実効比較表（全前年） 違

 玉筆犯：本周歳違註罪犯比較表（全前年） 警察

 費前周年の精算：自明治8年7月至全9年6月警
 察費精算比較（表頭 庁別；表側 官費，民費，

 残金） 警察費本周年の現計：本周歳自7月至12

 月半年度警察費比較表（全前年） 銃砲弾薬＝本

 周歳私有銃砲総計表（表頭 皇族，警視，府県別

 ；表側 軍銃・猟銃〈和，洋〉） 本周歳銃砲弾

 薬売買表；その1（表頭 軍銃，猟銃；表側 免

 許商人売高く和，洋〉，輸出・輸入く洋〉，献銃



・廃銃く和，洋〉 ♪ その2（草頭 弾薬，火

薬；表側 免許商人売高，免許商人買高，輸出，

監事） 本県歳回議文書件数増滅比較表（全前年）

5 勧商：輸出品物の景：況：〔記事〕 生糸（叩

頭 生糸く斤，円）；表側 6～9年） 蚕卵紙
（口頭 蚕卵紙く枚，円〉；表側 6～9年）婁

斗糸屑糸等（表側 慰斗糸・屑糸・真綿・蝋・屑

蠕・殻蝋〈斤，円〉；表側 6～9年） 茶（表
頭 茶・番茶く斤，円〉；表側 6～9年） 〔米

輸出額増減〕 （6～9年く円，増減〉） 〔昨1周

年米輸出先国名及量額｝ （表頭 国別；表側 量，

価） 〔石炭輸出額増減〕（6～9年く斤・円く増減

〉 ）  〔昨1周年間石炭輸出先国及巨額〕 （草

頭 国名；表側 童，価） 陸軍輸出額増減（6

～9畏く円，増減〉） 輸入品物の景況〔記要〕

 海外試売品の景況〔記事〕 米商会所〔米商会

所設置許可表〕 （表頭 府県別く会所名〉；表側

 設立場所，准允年月，資本金） 本部：〔記事〕

 官員の強訴；本年6月30日官員現数表 前年6

月30日官員現数表 事務の繁閑：明治9年7月よ

り同10年6月迄1周年回議文書件数表
6 地理：困郡町村市経界麓正気分合の事：〔記

葺〕 村市分合改称新設表（全前年） 地籍編纂

の事：岐阜梨管内美濃国地籍表（骨頭 地種；富

有地第1種目寒地〉，官有第2種〈官用地〉，官

有地第3響く丘陵，山等〉，官有地第4種〈寺院
敷地，師範学校敷地〉，民有地第1種く宅地，田

等〉，民有地第2窪く寺院敷地，堂宇敷地等〉，

官民未定く山，宝輪〉，国界，未定；表側 筆数，

方積，方積内外書く地種，内，地種，外〉） 山

形県管内羽前国置賜郡之内地右表（蝿頭全前表；

表側 筆数，反別，坪，反別坪内外書く地種，内，

地種，外〉）皇宮地の事：皇宮地撰定反別（東京

府，京都府） 官用地の事：官用地に定たる反別

表（表頭 府県別，前年比較；表側 反別） 官

用地不用返付表（全前表） 御陵墓地の事〔記事〕

 官民有地増減の事1〔記事〕 〔民有学校敷地返

付反別表〕 （表頭 符県別；表側 反別，代価）

 献納地表（羊頭 府県別；表側 反別） 上地

なりたる反別表（全前表） 官有地実測増歩反別

（全前表） 民有墓地上地反別（全前表） 官民

有未定堆の官地と贈りたる表（全前表） 払下地

所表（表頭府県別，前周年総計，比較：表側 反

別，地価） 無代下渡地所表（蝿頭 府県別，前

周年総計，比較；表側 反別） 官地実測減歩反

別（表頭 府県別；表側 反別） 上地取消反別

（杢前表） 払下地取消表（表頭 府県別；表側

反別，地価） 無代下渡地取消表（表頭 府県別

；表側 反別） 水面埋立地反別表（全前表）
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官民有未定地の民有地と定りたる表（全前表）

民地実測増歩表（全前表） 民有地実測減歩表

 （全前表） 地種井所用変換：〔記事〕 地種並

所用変換表（日車 官地の覗く事故：授業場に定

めたる土地，同弾車用地返付等〉，民地の部く事

故：堤敷に定む，溜池敷に定む等〉；表側 反別）

 学校敷地の．事〔記事〕 公立学校地表（表頭

府県別；表側 反別） 公立学校車返付表（全前

表） 官立学校敷地撰定表（全前表） 官立学
校敷地返付表（全前表） 病院敷地の事：宮立病院

敷地に定めたる反別（全前表） 民立病院敷地に

定めたる反別（全前表） 官立病院敷地不用返付

反別（全前表） 鉄道敷地の事：鉄道線路に定め

たる反別（全前表） 同関係地に定めたる反別

（全前表） 同附属地に定めたる反別（全前表）

 名所旧跡の事：名所旧跡に定めたる反別表（全

前表） 公園地の事：公園地固定井返付取消実測

減歩表（固頭 撰定の部く府県別，比較〉，返付

の部・取消及実測減歩の部〈府県別〉） 外国人

居留地の事；外国人居留地貸渡表（飛車 東京，

大阪等地名別；表側 地坪，借地料） 社寺境内

外麓正の事：官有社寺境内に定めたる反別表（中

頭 府県別，比較；表側 反別） 官有社寺境外

に定めたる反別表（全前表） 民有社寺境内に定

めたる反別表（全前表） 社寺上地反別表（表頭

 府県別；表側 反別） 民有社寺堂宇境外と定

めたる反別表（全前表） 官地貸渡の事：〔記事〕

 内国人民へ官地中渡表（駅頭 府県別，前年比
較；表側反別，地料）内国人民より世渡地堺付表

（塾頭 府県別；表側 反別） 外国人へ官地貸

馬反別（全前表） 外国人より貸渡地返付反別

（表出 長崎県；表側 反別） 諸官庁へ官地貸

出反別（弾頭府県別；表側反別） 量地功程の
事：〔記事〕 長崎測量経費表（表頭 玉出給，

被服費等費目別；表側 金員） 新潟測量経費表

（全前表） 関八州測量：経費表（全前表） 兵庫

測量経費表（全前表） 西京測量経費表（全前表）

 神奈川外国人遊歩規程測量経費表（全前表）

東京測量経費表（全前表） 国界測量経費表（全

前表） 入会稼場測量経費表（全前表） 石点位

置変換費表（全前表） 気象観測の事：〔記事〕

官林の事：〔記事〕 官用の為伐採木数表（表頭

 府県別，比較；表側 本数，代価，需用庁）

民用の旧聞下木竹表（挿頭 府県別，比較；表側

 日数，代価，竹数，代価） 官林石．守人表（全

前年第35号） 官林焼失箇所木竹表（全前年第34

号，但し表頭に比較入る） 官林調査表（表頭

府県別；表側 官林箇所数，官林帳簿数） 苗木
植付’表（表頭 府県別〈植ヂ・1『箇1舜〉，比較；表測



 反別，苗木，代価，植付及培養費） 樹却却付

表（表頭 府県別く蒔付箇所〉，比較；表側 反

別，樹実数，代価，蒔付及培養費） 人民へ無代

下渡木三二（表頭 府県別；表側 刷出，竹数）

民有の木竹買上の数（表頭 府県別；表側 木田，

代価，音数，代価） 宮林盗伐木竹追微酔表（表

頭 木の部・竹の即く府県別〉；表側 本数，追

徴金員） 本年度前払下だる木竹取消表（表頭

高前表；表側 本数，代価） 土石検査の事：土

石検査表（全前年第38号） 官用の臨め払下だる

土石（表口 岡山県；表側 石数，代価，需用庁）

 民用の弘め払下土石面（表頭 府県別；表側

土数，代価，石数，代価） 土石借区表（表頭

府県別く種類〉，比較；表側 反別，土石料）

7 戸籍：戸口調査：〔記事〕戸数〔記事〕 人

L1〔記事〕 人口蕃殖の概景〔記事｝ 戸主：

 〔記事〕 戸主一覧表（表頭 族籍別く男，女〉

；表側 5～9年） 家族一覧表（全前表） 1

戸主携帯する家族の割合（表組 族籍別；表側

5～9年） 出生：〔記事〕 自明治6年至明治．

9年出生の実況（表頭 6－9年．；表側 人員，

男，女） 死亡；〔記事：〕 自明治5年至6年死

亡の実況（全前表） 欧州各邦死亡概表（蚊頭

 瑞典，英吉利等外国別；表側  〔平均死亡率〕，

 〔調査対象年〕） 年令：〔記事〕 年令区分表

 （表頭 5～9即く男・幽く歳次，人員，総人口百

人に比較》〉，自明治5年至明治9年5ケ年平均
比較拙く男・女く歳次，人員増減，総人日百人に比

較》〉；表側 15才以下，15～21，21～40，40

～60，60～80，80才以上） 明治9年1月1日調
全国戸ロ増識比較表（口頭 社数，虚数，戸数，

寄留戸数，前年比較，皇族・華族等族籍別・神官

く戸主・家族く男，女〉〉，僧く住職，弟子，家

族く男，女》〉，尼〈弟子〉，前年比較；表側

府県別）自9年7月至10年6月各府県棄児畠田表

（山頭府県別，前年比較；表側 収養・死亡〈人

員，男，女〉） 欧州各国棄児統計表（表頭 外

国別；表側 歳次，棄児の生数，出生総計，出生

総員と棄児の比較） 地方民会：〔記奮〕 民会

開設県名表（区県会両立の県，県会のみ設立の県，

区会のみ設立の県）

8 社寺：沿革の概略：〔記事〕 神社現数井増誠

〔記事〕 第1号 本周年神社現数聖誕略表（自

賠 前半年・後半年く神宮，官幣大社等社名〉；

表側 国別） 神社の更正：〔記事〕 第2号

明治10年臼1月至6月神社更生表（冒頭 社号改

称・社格史定・社地移転く官社，府県社以ド〉；

表側 庁名） 櫛宮の員数：〔記事〕 第3号

明治10年伸宮現数井増減表（表頭 前半年・後半

29

年く祭主，大邦正権宮司等官名〉；表側 一別，

比較） 寺院現数井増減：〔記事〕 第4号 本

周年寺院現数井増減表（表頭 前半年。後半年

く天台，真言等宗名〉；表側 国別，比較） 寺

院の更正：第5号 明治10年自1月至6月寺院更
正表（表記 寺号改称、寺地移転；表側 府県別）

社寺樹木の保護：〔記事〕 第6号 社寺木竹伐

数表 明治10年従1月至6月（表頭 官社・府県

社以下・寺院く木，竹〉；表側 府県別） 第7

号 官社伐木比較表（国頭 前半年，後半年；表

側 府県別．比較） 教導職国教院講社の員数：

 〔記事〕 第8号本周年神仏教導職現数並増減

表（表面 前半年・後半年く神道・天台等宗名別

《男，女》’〉；表側 大教正，権大教正等等語別，

比較） 第9号 本周年教団講社現数並増減表

 （巨頭 前半年・後半固く神道・天台等階名別

く教院，講社〉＞；表側 使府県庁別，比較）

陵墓の守護井員数：〔記事〕 第10号 本周年陵

墓及掌丁現数井増減表（贈主 前半年。後半年

く御陵，御火葬所等〉，前半年・後半年く陵掌，

陵二等〉；表側 府県別，比較） 官社井陵墓の

営繕及増費：〔記事〕 第11号 明治10年1月11

日来6月30日迄営繕井増費表（太政官の命令に係

るものは其月日，本省指令月日，府県名，費目，

件名）第12号 営繕井田費数件表（白頭 前半年

・後半置く営繕，増費〉；表側 府県別，比較）

9 土木：水位の徴候；〔記事〕 本周年水位平

均表（月頭 川名く管轄名く国別・皇別・村止別

く時検（水位）》〉；表側 ．1周才最昇最高及平

均） 水害の三略；〔記事｝ 流域限水害損亡代価

表（自明治9年1月1日至同年12月31日）（全前
年） 工事の員数：〔記事） 本周年土木工事新

築変更箇所表（三頭 管轄名：直轄，府県名等｝

表側 河川．港湾等） 土木．工面新築変更箇所比

較表（表頭／全前表，比較；表側 本周年・前周

年く全前表〉） 工費の計査〔記事〕：明治自8

年7月至9年6月前周年土木工費決算表（表連

管虚名：直轄府県名等く河，港等〉；表側官
費，民田） 本周年の現計：明治自9年7月至10

年6月本周年土木工費現計表（表頭 管轄名；表

側 土木工費内官金仮渡）

10衛生〔記事：〕；死亡：〔記事〕 第1表明

治8年度後半期死亡人員表（表頭 病名＜15年以

下，45年以ド，46年以上，年令不詳〉，人口，人

口百分比例；表側 府県別く男，女〉，死亡百分

各病比例） 流行病：〔記事〕第2表 甲号 本周

年流行病表（表頭 病名，派遣医員，救助費；表

側 府県別，患者百分各病比例） 乙号 本周年

流行病患者表（表蹟 病名く15年以下・45年以下



・46年以上く男．女〉，年令及男女不詳，治，死

〉；表側 府県別） 病院患者：〔記事｝ 第3

表 病院患者人員表（表頭 病名；表側 明治9

年7月～同10年6月・9年1月～12月・9年7月
晶12月目府県鋤く病院名別》〉，患者百分各病比

例） 府県管内患者表（塾頭 病名，人口，人口

百分患者比例；表側 明治9年7月～10年6月・

9年11月～10年6月・9年1月～12幽く府県別〉，

百分比例） 種痘：〔記事〕 第4表 前周年後

半期種痘人員表（冒頭 使府県別，接種百分感否

比例，前半期員数，前半期比較；表側 語種・歯

種く善感，不善感〉，人日，人口百分比例，種痘

医，種痘所） 梅毒検査：〔記事〕 第5表 本

周年梅毒検査人員表  （表出 兵庫く病院・姫路

病院〉・栃木く病院く検査人員，有患者〉〉；表

側 前半年〈7～12月〉，後半年〈1～6月〉，
人員患者百分比例） 兵庫県下梅毒病院患者表

（立頭 症名；表側 人員，百分比例） 病院

 〔記事〕：第6表 本周年病院員数表（表頭 府

県即く官立，公立，私立〉，前周年員数，前年比較

；表側 病院・梅毒病院・貧病院く本院，分院〉）

薬品検査：〔記事〕第7表 甲 本周年罰則内外

薬品検査総計表（立頭 東京司薬場・京都劇薬場

当曲名く許薬用，禁薬用，不適薬用〉，前周年員数，

前年比較；表側 前半期＜7～12月，検査総数百

分比例〉，後半期＜1～6月，検査総数百分比例

〉）第7表乙 本周年罰則内薬品検査明細表の1

（鬼頭 罰則内薬名く東京，京都，大阪〉；表

側 7～12月く許，禁〉，許可百分比例）その2
（表頭 全前表；表側 1～6月〈許，禁〉，許

可百分比例） 製煉薬：〔記事〕 外国人出願物

品試験表（冒頭 横浜〈10年5月，10年6月〉，

大阪〈10年6月〉；表側 分析品数，手数料収入）

 第8表 本周年製煉薬品免許人員表（潮頭 薬

名；表側 笹目県別） 鉱泉試験：〔記事〕 第

9表 本周年鉱泉員数表（咽頭 使府県別，前周

年員数，前年比較；表側 温・冷〈試験既済，試

験未済〉） 医務取締：〔記事〕 第10表 本周

年府県医務取締人員表（史論 府県別；表側 人

員） 医師：〔記事〕 第11表 本周年医師人員

表（表頭府県別，前周年員数，前年比較；表側

試験免許，漢，洋，雑，人口，人日千分比例）

薬舗：〔記事〕 第12表 本周年薬舗人員表（表

頭府県別，前周年員数，前年比較；表側試験
免許，和，漢，洋，雑，人ロ，人ロ千分比例）

売薬検査：〔記事〕 第13表甲 本周年検査売薬

員数表（同前年 本周年売薬検査増減表）第13表

乙 請売免許表（表頭 使府県別；表側 4～6
月く人員，方数，下附鑑札〉）第13表丙 行商免

一 30

許表（鴨頭府県別；表側 人員，方数，下側鑑札）

11 図書：〔記事｝ 納本の増減及其事由：納本

増減比較的〔全前年） 版権免許料〔記事〕 新

聞紙：第1 各社発売新聞員数比較表（全前年）

 第2 各地買受新聞員数及人口比例表（表頭

国別；表側 人ロ，周年買受高，1日平均高，1
日’F均高を以て人口に比例し万人に付） 図書保

存：〔記事〕 保存図書部数増減比較表（全前年）

公文編集：〔記事〕 編纂回議件数比較表（三頭

 内局，勧農局等各局別，比較，主任へ返付の件

数，間中へ留置の件数；表側 前周年，本周年）

 焼亡文書取調の景況及其入費の梗概：焼亡文書

取調件数及金額仕払表 その1（表頭 院省同盟

局より蒐集文書，庁藩府県再進公文等種目；表側

 前周年，本周年） その2（本費総額，本周年
大蔵省へ返付したる金額，見積金額） 頒暦：

 〔記事〕 頒暦部数増減表（口頭 明治10年目9

細く本暦，略暦，一枚暦〉；表側 員数，比較）

 刊行費：〔記事〕 刊行費仕払金額増誠比較表

（表頭 内局，勧農局等各局別，比較；表側 本

周年，前周年， 刊行書目井部数（表頭 書名；

表側 部数） 翻訳文書の数：翻訳文書増減比較

表（堅頭 内局，勧農局量各局別，前周年高，前

年比較；表側 書籍類，書翰類，新聞類，報告類）

12 博物：天産部の列品：〔記事〕 本周年天産

部物品増減比較表（国頭 引継品，献納品，採集

品，購求品，交換品；表側 動物類，植物類，鉱

物類，前年比較） 農業山林部の列品：〔記事〕

 本周年農業山林部物品増減比較表（網頭 献納

品，採集品，購求品；表側 農業上の植物，農業

器具，前年比較） 工芸部の列品：〔記．事〕本周

年工芸部物品増減比較表（全前年工業物品増減比

較表） 芸術部の列品：〔記事〕 本周年芸術部

物品増減比較表（聖訓 彫刻類，楽器類等の種類

；表側 全前表） 史伝部の列品：〔記事〕 本

周年史伝部物品増減比較表（表頭 図書く文書類

〉，儀式・（礼呑〉，金石く金器，実貨等〉等；表

側 引継品，献納品，購求品，酒造品，前年比較）

教育部の列品：〔記事〕 法教部の列品：本周年法

教部物品増減比較表（表頭 仏体，経巻，伽藍具，

僧具；表側 引継品献納品，購求品，官造品，

前年比較） 陸海軍部の列品：本周年陸海軍部物

品増減比較表（表頭 甲冑，弓銃等；表側 全前

表） 浅草文庫の景況〔記事〕 本周年浅草文庫

図書増減比較表（表頭 国書，漢書等；表側 引

継，献納，購求，官造，前年比較） 本館へ出品

の数：〔記事〕 本周年本館へ出品増減比較表

（表頭 全前年；表側 天産部，農業部，工芸部，

芸術部，史伝部，前年比較， 府県博覧会へ貸品



の数：こ記事」 各地方縛覧会へ貸与物品増減比

較表（表頭 府県別；表側 博覧会，天産物，古

器物，工業物） 上野公園地の景況〔記事」 仏
国博覧会出品採集の誓由〔記事〕 本館物品及び

浅草文庫書籍来館人の数：〔記事〕 本周年本館

物品及び浅草文庫書籍来観人増減比較表（表頭

博物館来観人，浅草文庫書籍来館人〈公，私〉；

表側 7月～翌年6月，前年比較）資本金積立の

事由：こ記事二本周年資本金収入比較表（全前年

 本周年諸収入増減比較表） 庶務：府県営繕：

前周年決算：〔記事〕 府県営繕現量支出並決算

比較表（蝿頭 前周年現在支出高・前周年積算高

〈庁舎，警察所等〉；表側 定額常費，紅筆常費，

臨時費） 本周年の現計：〔記妻〕 府県営繕費

支出比較表（表頭 本周年・前周年く全前表〉；

表側 全前表） 府県官舎入費：〔記事〕 府県

官舎入額比較表（全前年） 褒詞費典 甲 庁府

県金賞明細表（全前年） 乙 庁府県盃賞明細表

（全前年） 済貧血窮：〔記事〕 府県血救明細

表（全前年） 府県税及民団〔記事〕 陸海軍扶

助退隠料 陸軍下士官以下祭粂扶助料表（全前年）

 海軍ド士官以．ド扶助賑血退院料表（全前年）

佐賀台湾両役死亡陸軍将校家族扶助料表（表頭

金員，人員；表側 扶助料） 官員粗織：こ記事〕

 6月30日官員現在増減比較表（全前年） 事務

繁閑：〔記事〕 回議文書件数増減比較表 全省

官員の増減：本周年内務省観覧当量増減比較表

（守則 局課別；表側 勅任．く1～3等｝，奏任

〈4～7等〉，判任〈8～17等〉，等外＜1～4
等〉，衛生局試薬師〈6～10等，生徒〉，御用掛

く勅任，別業等〉，諸員〈月給，日給等〉） 全

車事務の繁閑：〔記事〕 内栃省回議文書件数増

減表 全省出納の比較；第1表 諸収入の増減比

較：〔記事〕 本周年諸収入増減比較表（表頭

官録税，郵便税等，前年比較；表側 局住） 第

2表 本省及各局経費の比較：〔記事〕 本省及

各局経費増減比較表（表頭 定額常費く俸給く勅

任月給，奏任月給等》，給与く諸俸給，恩賞等〉

等〉，五目常費く給与く恩賞，雑費》，内国旅費

等〉，臨時費く給与く諸雇給，雑費》，庁中費く

接待費、需用軍陣〉〉，未決算額く定額常費，額

外常費等〉，前年比較；表伽 全前表） 本周年

3費（土木費府県警察費府県営繕費）支出表（表

帯 府県別；表側 土木費，府県営繕費，府県警

 察費）

⑥内務卿第3回年報

調査対象年 明治10年度qO年7月～11年6月）
内容細目 勧農事務：9年度作業費概表 第1 興

 業費支出表（表頭 費目：俸給，給与等  ；表側

  勧農局所置く下総牧羊場．取香種畜場，新町紡

 眼中，関口製絨所〉）第2 営業費損益表（表頭

  費目：俸給，給与等，収入く収入高，未収入高

 〉，損益比較〈益，損〉；表側 勧農局所管く富

 岡細目所，堺紡績所，細岡種畜場） 駅逓事務：

 〔記事〕警視事務：〔記事〕 勧商事務：〔記事〕

  欧米諸国貿易分頭額〕 （表頭 外国名く人口

 調査の年．人口，輸出入調査の年；表側 輸出・

 輸入・貿易く全額，分頭恥く外国貨，我貨》〉）

 地理事務：〔記事〕 戸籍事務：〔記事ユ 社寺
 事務：〔記事〕 土木事務：〔記事〕 衛生事務：

 〔病類別死亡増減比較〕（軽羅  病名；表側9年

 度，8年度，9年度の増減） 〔記事1図書事務；
 〔新聞紙発行の景況（有名なもの数種）〕（表頭 東

 京新聞の内く東京日々新聞，郵便報知新聞等〉，地

 方新聞の内く西東京新聞，大阪新聞等〉；表側 9

 年度，10年度，増減） 〔全国各邦中10000人につき1

 日20枚以上の新聞を購読するもの〕（智頭 国別
 く人口〈9年度，10年度〉〉；表側 1周年買受高，

 1日平均高，1日平均高をもって人口に比例し
 10000人に付） 博物事務：〔記要〕 庶務：「褒

 賞明細表〕 第1表（表頭 孝子，義僕，貞婦等

 ；表側 人員，寄附金額，寄附者への賞盃代価）

 〔済貧佃救明細表〕 （表頭 水災，火災等；表側

  救助せし金額） 会計事務：第1 10年度諸臣

 入金額増減比較表（表頭 本庁，勧農局等局別；

 表側 諸税，税外収入） 第2 10年度諸経費金

 額増減比較表（表頭 全前表；表側 定額常費，

 顎外常費，臨時費）

・8）内務卿第4回年報

調査対象年 明治ll年度（ll年7月～12年6，月）

内容細目 勧農事務  〔記事〕 駅逓事務  〔記事〕

  警視事務  〔記事〕 地理事務  〔記事〕 戸

 籍磯目〔記事〕 社寺事務〔記事〕 土木事務，

 衛生事務，図書事務，博物事務，会計事務，庶務

 事務，山林事務（以上記事〕

㈹内務卿第5回年報

調査対象年 明治12年度（12年7月～13年6月）
内容細目 目次は第4回｝こ同じ（全て記事）

解 題

「内務省統計書 上巻」の解題と一括してあるのでそこを見られたい。
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2 内務省統計書

一
1＝巻 内務省統計課 編 明治16年  6，392R

             （内）  （セ）

統計内容注記

 調査対象年 明治7年～14年
 内容細目 内局 第1 本省の沿革〔記事〕 第2

  全省の職員（町頭 7～14年；表側 勅任，奏任，

  准奏任，判任，准判任，等外，准等外，芸員，試

  薬師，雇） 第3 局課の職員（表頭 局課〈本

  省内局，警保局等〉：表側 勅任及奏任・判任以

  下〈7．～14年〉）

  警保局 第4 全国警察署及警察官の数（文頭

  9～15年；表側 警察署く署，分署〉，警察宮

 ぐ警視，警部，巡査〉） 第5 府県警察署の数
  （表頭 使府県，別；表側 署・分署〈10～14年〉）

  第6 府県警察署の数（表目 使府県別：表側

   警部・巡査〈10～14年〉） 第7 全園盗難に

 遭ひし戸数及人員（表頭 〈8～14年目；表側
  強盗に遭ひし家，窃盗に遭ひし人，追剥に遭ひし

  人，陶模誕騙等に遭ひし人，殺されし人，負傷及

  殺されんとせし人） 第8 全国盗難に遭ひし戸

  数の月別（表頭 〈1～12月〉；表側 強盗に遭

  ひし家，窃盗に遭ひし家〈8～14年〉） 第9

  全国盗難に遭ひし人員の月別（表側 1～12月：

 表側 追剥に遭ひし人・淘模寺田等に遭ひし人

 〈8～14年〉） 第10 全国盗賊に殺傷せられし

  人員の月別（表頭 1～12月；表側 殺されし人

  。傷つけられし人〈8～14年〉） 第11 府県盗

 難に遭ひし戸数（語頭 使府県別；表側 強盗に

 遭ひし家・窃盗に遭ひし家〈1（ト14年〉） 第12

  府県盗難に遭ひし人員（露頭 使府県別；表側

  追剥に遭ひし人，淘模誰騙等に遭ひし人＜10～

 14年〉）

 第13 全島盗賊に殺傷せられし人員の類別（表頭

  類別：殺されし人・殺されんとせし人く刀物に

 て，経られて等〉，傷つけられし人〈刃物にて，

 混融類にて等〉：表側 11～14年目男，女〉）

  第14 府県盗賊に殺傷せられし人員（表頭 使府

 県別；表側 殺されし人・殺されんとせし人・傷

 つけられし人〈11～14年〉） 第15全国盗難に
 罹りし財産（表頭 8～14年；表側 貨幣・穀類
  ・衣類。雑品・家畜く盗まれし数，原主に還りし

 数〉） 第16 全国変死及自殺の人員（表頭 11

 ～14年；表側 変死く変死せし人・負傷及変死せ

 んとせし人く男，女〉〉，自殺く自殺せし人・負

 傷及r1殺せんとせし人く男，女》〉） 第17 全

 国自殺人員の類別（衷頭 自殺せし人，自殺せん

  とせし人〈刃物にて，織られて〉；表側 11～14

 年く男，女〉） 第18 府県自殺及自殺せんとせ

し人員の類別（何頭 使府県別：表側 13年・14

年〈刃物，艦，河海等に投溺，銃砲火薬類，其他〉）

 第19 全国変死傷及変死せんとせし人員（湿田

変死せし人・変死せんとせし賢く殺されし人，誤

り殺されし人〉，負傷せし人〈傷せられし人，誤

り過せられし人〉；表側 11～14年く男，女〉）

第20 全国変死傷及変死せんとせし人員の類別

（巨頭 殺されし人・誤り殺されし人〈刃物，糀

られて等〉；表側 11㌻14年〈男，女〉） 第21

全国災害に罹り救護を得たる人員（表敬11～14

年：表側変事にて死傷及び死せんとせし総人員，

救護人員・変事にて死傷及び死せんとせし総人員

と百分比例く総人員，警察吏，人民，吏民協力〉）

第22 府県災害に罹り救護を得たる人員（表頭

使府県別；表側 11～14善く変事にて死傷墜死せ
んとせし人目，「救護を得たる人員〉） 第23

全国棄児の数（表頭9～14年；表側 男，女，生

存，死亡） 第拠 全国棄児拾挙げの月別（表頭

1～12月，平均〉：表側 9～14年） 第25 府

県棄児の数（筆頭 使府県別：表側 11～14年

〈男，女〉） 第26 全国火災に罹りし戸数（表

頭 9～14年：表側 失火せし家，放火せられし

家，失火及放火にて類焼せし家） 第27 全国火

災に罹りし戸数の月別（塾頭 1～12月；失火せ

し家・放火せられし家・失火及放火にて類焼せし

家〈9～14年〉） 第28 府県火災に罹りし戸数

（表書 使府県別；表側 失火せし家・放火せら

れし家・失火及び放火にて類焼せし家＜IO～14年

〉）第29東京府下火災の原由（柱頭 原由：放火，

藁灰等〉；表側 8～14年，7年間平均）
第30 全国捕に就きし罪犯の数（表頭 犯罪種類

：戸婚律を犯せし者，盗賊律を犯せし者等；表側

11～14年〈男，女〉） 第31 全国捕に就きし罪

犯の類別（表頭 犯罪種類：同前表，但し細分あ

り：表側 11～14強く男，女〉） 第32 府県捕

に就きし罪犯の数（表頭 使府県別：表側 11～

14年く男，女〉） 第33 全国違警罪犯処分の類

別〔．表頭 9～14年；表側 科料・拘留・呵責く

男，女〉） 第34 府県捕に就きし違警罪犯の数

（表頭 使府県別；表側 11～14年く男，女〉）

第35 違警罪犯の類別（表頭 類別：裸体又は祖

撰して醜体をなす者，屯馬の通行留を犯す者等：

表側 東京府・京都府・大阪府・神奈川県・兵庫
夢護 ● 長崎り甚 ・ 親津鳥些、三〈11～14年〉）

第36 諸国遊芸営業者の数（15年6月調） （表頭

国別；表側 遊芸師匠・遊芸稼人〈男，女〉，相
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撲，俳優〈男，女〉，需間，芸妓） 第37 府県

遊芸営業者の数（表頭 使府県別：表側 同前表）

第38 遊里の数（14年12月調） （脈動 使府県別

：表側 従前許可地，維新後許可地） 第39 全

国娼妓及貸座敷引手茶屋の数（表頭 業名：娼妓，

貸座敷 引手茶屋：表側 年末の現在・1年聞の

冠鳩●1．年間の廃業〈12～14年〉） 第40 府県

娼妓及貸座敷の数（12月31日現在） （表頭 使府

県別〈地名〉；表側 娼妓・貸座敷〈12～14年〉）

第41 府県引手茶屋の数（表頭 使府県別〈地名〉

：表側 年末現在・周年譲渡・同譲受・同開業・

同廃業〈12～且年〉） 第42の1．賦金月率（貸

座敷及娼妓） （表頭 一口県別〈地名〉：表側

 貸座敷〈等級別または畳数別〉，娼妓く等級肌

歩合等〉） 第42の2 賦金月率（引手茶屋） （

（表頭 東京府。神奈川県く地名〉；表側 引手

茶屋）第43．全国賦金の収入及支出（国頭 科目

：収入〈貸座敷，娼妓等〉，支出く警察及監獄費，

検徽諸費等〉：表側 12～14年度） 第覗 府県

賦金の収入及支出（表頭 府県別：表側 収入・

支出〈12～14年度〉）

地理局 第45 全国及本地諸島の位置（表頭 土

地く全国，本地等〉；表側 方位，経度，地名，

方位，緯度，地名径亘里程く東西，南北〉）第46

 諸国の位置（表頭 国別：表側 方位，経度，

地名，方位，緯度，地名） 第47府県の位置
（表頭 使府県別；表側 同前表） 第48 全国

及本地諸島の周囲面積（表頭 土地〈全国，本地

等〉：表側 本地・住民ある属島・住民なき属島

く周囲，面積〉） 第49 諸国本地の周囲面積

（表頭 国別：表側 周囲，面積，全国面積の百

分比例） 第50 諸国属島の周囲面積（表頭 国

別；表側 住民ある島・住民なき島 く島，周囲，

面積〉） 第51 諸国面積と人［］の比例（人口は

14年1．月1日前） （画素 国別こ表側 面積，・ド

均1方里の人［］） 第52の1 気象の1（長崎）

（潮頭 11～14年，平均；表側 空気温度の平均

（寒暖計摂氏）・空気温度最高の極・空気温度最

低の白くその1，その2＞・雨量の総計・雨量の

最大・風の方位（4方位1ケ月総計を百とす），

風の最多方位〈1～12．月〉） 第52の2 気象の

2（ 和歌山） （同前表） 第52の3 気象の3

（広島） （同前表） 第52の4 気象の4（東京）

（同前表） 第53 各地気象の比較（14年） （駅

頭地名〈長崎，和歌山等10地名〉；表側同
前表） 附 天気日数（表頭 府県別；表側

・雪・電の1・電の2・需・晴・曇の1・曇の2
〈1～12月〉） 各測候所位置「記事：

第駁 行政区画の沿革（明治4年11月1日～同11
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年12月31日） 〔記事〕

第55 府県郡区町村の数（14年12月調） （表頭

府県別；表側 郡区役所の数，郡数，区数，町数，

丁数，耕宅地反別） 第56 郡区役所の位置及所

轄町村数（14年12，月調） （表頭 府県〈郡区〉：

表側 役所の位置，町数，冊数，耕宅地反別）

第57 全国官有地の地種地目（14年12月調） （表

頭 地目〈第1．～第4赴く地目細分》〉；表側

段別） 第58 全国民有有税地の段別及地価（14

年6月調） （表頭 地目：田，畑，山林，宅地；

表側 段別，地価） 第59 諸国民有有税地の反

別（14年6月調） （堅頭 国別：表側 田，畑，

宅地，山林原野，雑種地） 第60 諸国民有有税

地の地価（14年6月調） （同前表）第61 府県民

有有税地の反別（14年6月替） （表頭 府県別；

表側 同前表） 第62 府県民有有税地の地価

（14年6月調） （同前表） 第63 外国人居留地

（14年12月調） （冒頭 府県及地名：表側 借料

を収むる地，借料を免ずる地，明地） 第64 外

国人居留地外の居住地（14年12月調） （表頭 府

県別；表側 借料を収むる地，借料を免ずる地，

借料未定地）

戸籍局 第65 全国及本地諸島の人員（表頭

全国，本地，九州等：表側 5～14年） 第66

全国及本地諸島男女別の人員（表頭 全国，本地，

九州温く男，女〉；表側 5～旧年） 第67、諸

国の人員（表頭 国別；表側 5～雄年） 第68

 諸国男女別の人員（表頭 国別く男，女〉；衷

側 5～14年） 第69 府県の人員（表頭 田畑

県別：表側 5～14年） 第70 府県現住の人員

〔府県出入寄留調書に因り算出〕 （表頭 使府県

別：表側 5～12年） 第71 全国戸主家族の人
員（表頭 5～14年；表側 戸主・家族〈男，女〉）

 附 戸主家族の詳らかならざる人員 第72 諸

国戸主家族の人員（表頭 国別く戸主，家族〉；

表側 6～14年） 第73 全国族籍別の人員（一

頭 族籍く皇室及び皇族，華族等〉；表側 6～

14年） 第74 諸国族籍別の人員（表頭 国別

〈華族，士族，平民〉；表側 6～14年目 第75

全国年令別の人員（前頭 13年・14年〈男，女〉

；表側 7．年未満，7．年以上，20年以上，50年以

上，80年以上，年令不詳） 第76 諸国年令別の

人員（三頭 国別〈13年，14年〉；表側 男・女

〈7年未満，7年以上，20年以L50年以上，80
年以上〉） 附 年令不詳の人員 第77 諸国夫

婦の数（表頑 国別：表側  8年・9年〈夫婦の

数，人口石に付夫婦の数〉） 第78 全国出生の

人員（長頭 6～14年；表側 ．鳴，女，比例〈人

日百ノ・に対する出生，出生．男白痴こ対する女〉）



第79 諸国出生の人員（表頭 国別：表側 6～
14年） 第80 諸国出生男女別の人員（国頭 国

別〈男，女〉；表側 6～14年）第81 全国死亡

の人員（表目 6～14年：表側 男，女，比例＜

＜人日百人に対する死亡，死亡者百人に対する女

〉） 第82 諸国死亡の人員（表頭 国別；表側

6～14年） 第83 諸国死亡男女別の人員

（黒頭 国別く男，女〉；表側 6～14年遅 第

84 全国人員の増加（表頭 6～14年；表側 男，

女） 第85 諸国人員の増減（田頭 国別；表側

6～9年・自10年至13年・14年く増，減〉） 第

86 諸国養育せる棄児の数（表出 国別；表側

8～14年く男，女〉）

解 題

1 沿 革
 殖産興業政策の強力な推進機関としての内務省の成立，および同省を拠点とする大久保政権の誕生については

第1章において述べた。このような内務省の成立を経済政策の立案および実施のための基礎作業である統計調査

という観点から見ると当時の重要な統計調査は殆んど内務省に集中することになった。ナなわち人ロ調査は戸籍

局，物産調査は勧農局，全国土地調査と地籍の整備は地理局の所管事項となり，地理局はさらに全国地誌（皇国

地誌）の編纂を担当，また15年に統計課が設置されると従来大蔵省の所管事項であった府県統計書関係事務をも

掌握するにいたる。これと同時に殖産興業政策のそれぞれの部門を担当する部局から業務の遂行過程において業

務統計が作成されており，これを部局毎にあげてみると，勧農局は農林業・軽工業統計，駅逓局は郵便・海運統計，

警視局は警察統計・人□統計，国国局は貿易統計，地理局は土地統計・人口統計，戸籍局は人口統計，土木局は

土木統計，衛生局は人口統計，図書局は出版統計というように発足当時の内務省所管の業務統計のカバレジは現

在の官庁機構でいえば，総理府統計局，農林省，通産省，郵政省，警視庁，労働省，厚生省，自治省，建設省に及

ぶ広大な分野にわたっている。

 これらの業務統計はそれぞれの局の年報に発表されたものが多いが，必ずしもその全部が発表されたわけでは

なく部内資料として作成され，発表されないまま散博したものも多い。また局の年報自身も刊行されたものの全

部が発見されているわけではない。従って発足当初の内務省所管事項の彪大な統計資料は今後の発掘調査によっ

て発見される可能性はまだ十分あると考えてよいであろう。

 このような調査統計および業務統計を作成した各局の業務内容および機構の変遷については第1章を見られた

い。つぎにこれらの統計調査および業務統計を編成して刊行された「内務省年報」自身の沿革について述べよう。

 「内務省年報」は「大日本帝国内務省統計報告」の前身であり，「内務省第1回年報」は明治9年に刊行された。

巻頭の内務卿大久保利通より太政大臣三条実美に宛てた進呈の辞に「明治8年7月より同9年6月に至る当課第

一回年報書を綜合進呈す翼くば奏上あらん事を」とある。内務省は7年1月に開設されたが，阿故8年7月より

9年6月までを第1回年報としたかという点については，土屋は恐らく内務省か8年7月3日火災に罹り，その
書蔵文書の大半が灰侭に帰したためであろうといっている。（維新産業建設史資料 第2巻 内務省第1回年報

 解題 土屋喬雄）この火災によって焼失した文書類は「年報」によると8年7月3日現在同省所蔵の公文
42，274件，附属書類4，882件，その他帳簿50，050冊，絵図2，546枚のうち，正副両本の焼失29，908件，正副

のうち1本の焼失12，366件，附属書類は全部焼失，その他，帳簿7，9〔ヲ冊，書籍11，707冊，絵図580枚を焼

失という甚大な損害であった。しかし内務省はその後あらゆる方法で焼失資料の再収集につとめた結果，公文は

殆んど謄写によって復元することができた。従ってこの年報は事実上は開設以来の同省の報告書といってよい。

「第2回内務省年報」は明治9年度を対象とし，引続き大久保利通によって完成された。11年5月14日に大久保

が暗殺され翌日伊藤博文が内務卿となった。この前後から生じた殖産興業政策の矛盾による政局の転回について

は第1章で述べたが，このような事態は「年報」の性格にも当然反映してくる。大久保の後を継いだ内務卿伊藤

博文によって太政大臣三条実美に進呈された「内務卿第3回年報」は書名下の小書に「附録4胆略之」とあり，

巻頭に「今や各局の年報に拠り明治十年七月より明治十一年六月に司る十年度間に於て施行せし省務の梗概を統

記し．以て其景況と成述を報告する事左の如し」とあるように本報告は著るしく縮少して約60P．の小冊子となり詳

細は各局の年報にゆ拶られた。第4回も第5回も同様の方針で刊行されている。第5回以降の刊行状況は明らか

でないが，総理府統計局図書館に「明治17年報告」と趙した内務省刊行の図書がある。内容は地方行政事務から

会計事務迄，同省各部局の事務報告を記述したもので統計表は少なく，数字は記述の間にあげられており，それ

も殆んど17年10月頃迄の数字であるか，一応この書物は17年暦年を対象とした「内務省年報」といってよいであ
ろう。

 15年1月同省に統計課が設置され同課の編集になる「内務統計書」の刊行が翌16年から開始された。この書物
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は「年報」とは編集担当部局も編集方針も異なり純然たる統計書で，しかも累年統計書であるという点に特色が

ある。しかし「年報」は第6回以降発行されていないので，これが事実上「年報」を引きついだ出版物といってよ

いであろう。上巻は内局，警保局，地理局，戸籍局の4局を扱い同年11月に刊行された。中巻は社寺，土木，衛

生，図書の4局を収録し18年に刊行された。下巻は会計，庶務，監獄の3局を収録すると上巻の例言にはあるが，

現在迄の調査では現物を発見できなかった。引続き「大日本帝国内務省第1回統計報告」が17年と18年を調査対

象年として20年に刊行され，昭和19年刊行の第52回をもって終刊となっている。なお内務省の勧業政策を継承し

た農商務省は「農商務卿第1回報告 明治14年」を15年に刊行している。勧業政策という観点から見れば「内務

省年報」の第5回以降は，これによって知ることができるから，「農商務卿年報」が「内務省年報」を引きついでい

るといってもよい。この「農商務卿報告」は第5回より「農商務省報告」と改題して32年度を対象とする第19回

を34年に刊行して廃刊とな．ている。

2～3 調査目的 調査対象

 「内務省年報」は大久保利通の建言によって明治7年1月開設された内務省の所管事項の報告を目的とした年

報であるが，同年報の全5回分が対象とした7年から13年迄は，開設から14年4月目農商務省が設置される迄の
期間にあたり，大久保の指導の下に同省の殖産興業政策がもっとも強烈．に推進された時期である。特に第1回分

第2回の年報は大久保が直接指揮をとっていた時期に刊行されたものであって，所轄の各局で行なわれた統計調

査の結果表と業務統計が大量に収録され，当時の殖産興業政策研究資料として第一級の価値をもっている。

 しかし，先に述べたように「内務省年報」は第3回以降くわしい統計は各局の年報にゆずっており，「第1回」

と「第2回」のばあいも「駅逓寮」のばあいのように，同寮の年報をそのまま再録しているばあいを除き，局の

年報の方が詳細なデータがとれることは注意を要する。何れにしても「内務省年報」の含む統計調査，業務統計

は広範囲にわたっているが，この解題書誌の構成上，ここでは本巻に関係する部分のみをとりあげざるを得ない。

先ず殖産興業政策担当の中心部局は勧農局であるが， 「勧農局年報」と「内務省年報」の勧業の項目は殆んど同

じであるので勧農局所轄の勧農関係事業については「勧農局年報」にゆずり，ここでは上巻に詳記した戸籍局，

地理局について簡単に触れておく程度に留める。

 戸籍行政の中央官庁は明治2年以来民部省であったが，4年に民部省の大蔵省への合併の際大蔵省に移管され，

さらに内務省の設置に伴って同省へ移管されて戸籍寮となった。9年4月の機構改正によってさらに戸籍局とな

った。7年1月13日の「戸籍寮職制」によると，その事務章程の第1条に「戸籍寮は全国社寺戸籍人員身分上に
関する事務を管理し褒賞負事の施設に関与する処なり」とあり，戸籍事務のほかに，社寺，褒賞，救済等の民政

一般をも含む広汎な地方行政事務を所管していた。そのうち社寺関係は後に社寺局となって独立した。戸籍寮の

特筆すべき事業は4年4月24日頃で民部省から公布された改正戸籍法により整備された「壬申戸籍簿」にもとづ

いて施行された明治5年現在の戸口調査で，この結果が明治7年刊行の「日本全国戸籍表 明治5年調」であり，

以後毎年の総人口はこの戸籍人□に毎年の増減を加除して押さえるという方法で調査されており，その担当部局

が戸籍局であったから内務省は人口統計の主務官庁であったといえよう。その17年迄の詳細は8年から刊行さ

れた「戸籍局年報」によって知ることができ，「内務省年報」はその抜すいである。詳細は上巻の人日統計で述

べたので，ここでは省略する。また警保局および衛生局関係統計も同じく人皇統計で扱われているので省略する。

 地理局は明治3年7月民部省の地理司にはじまり4年7月に大蔵省に移管され租税寮地理課となり，さらに内

務省の創設に当って同省の地理寮となった。7年1月9日の「地理寮職制」には，第1条に「地理寮は全国州郡
村区の境界山林原野沼地河海区別の事務を掌る処なり」とあり，分掌事務の主なものは府県区填の画定と分合離

合併，全国地誌（皇国地誌）の編纂，土地の測量と地図の作成，地籍の編成，地券授与であった。

 10年1月の改正によって地理寮は地理局となり12年5月に山林課は廃止されて新たに山林局が設けられ山林行

政は同局に移管された。以上の地理局の所管事項に関する統計については山林統計は後出の「山林局年報」の所

で扱い，その他は上巻にゆずり，ここでは省略する。

 同様に勧商局所管の貿易統計，土木局所管の土木統計，図書局所管の出版統計等の各局の所管に属する統計調

査および業務統計類も将来，本解題書誌のそれぞれの項で扱う予定である。

4 調査系列

 内務省の所管事項の各種統計調査，業務調査は広範囲にわたっているから，ここでそれらすべての調査の調査

系列を一括して扱わず，調査対象や業務統計の内容によってその結果を報告した統計書の解題のところで触れる

つもりである。例えば物産調査については本篇の「物産表」で取りあげ，人口調査の調査系列については上巻で

扱っている。従ってここでは「内務省年報」の編纂機構について記述ずることにしたい。
 内務省が年報を編纂する計画をたてたのは明治8年後半である。8年以前には各寮各局の日誌月報のみが編纂
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されており，その翼務は第2局（記録）の［．｝誌月報係の所管であった，8年9月28L：1新しく引割寮が設置される

とともに第2局および出版事務を所管していた準当局が廃止され，その所管事項が同寮へ移管された。それと同

時に年報編集も同寮の所管に新たに加えられ，諸務課日誌年報掛の担当となった。9年1月12L1の「図書寮事務章

程及職制」によると同寮は編集課，出版課，粥状課の3課で構成され，第17条に「本省の日誌政表を編製する事」

とあり，4月13口の「図書寮諸勝雄処務順序」によると「本課は寮中の一部分にして日誌年報判行受付計算の各

掛りを綜結し事務の分掌左の如し」とある、・年報編纂の関係条文は次のとおりである。「第1条 日誌年報及布達

全畠：を例規に照し編纂する事を掌る。第6条 年報は毎年9月15日各寮局館より送致する事務報告書を綜合し吏

に卿の年報書を作為し成規の手順を尽して往復掛へ送附し正院へ上申す 但年報編製の事に付各寮母館より疑問

あらば考案を草し頭助の決を取て回答すべし」。なお，これ迄第2局（記録）の担当していた政表事務も8年10月

より2局が廃1ヒされ，図書寮の所管要項となった，、しかし12年8月7日仮定の「庶務局処務順序」によると，第

3款 編輯掛の第14条に「報告科は太政官に於て政表会議開設に障り政表掛委員と叶議時々議会に臨み其手表課

の照会を承くる時は該．暇告書の縮製に引すべし」とあり，図書局より庶務局へ移管されたらしい。10年2月12日，

課を廃し，編纂掛，出版掛，翻訳掛，庶務掛保存掛の5掛となり，年報の編纂は庶務掛の担当となった。15年

3月10Ei，図書局分課が再び改正され以上の5掛がそれぞれ課と改称，以上の5課のうちの禰纂課に年報の編纂

が移った。3月10日の「図書帰臥纂課処務順序」によると「第18条 毎年各局の．要務を類別編製して内務卿年報

及本局年報を製し而て各局の年報書を訂正し之を船軍して内務卿年報附録となすべし。第19条 以上の諸書全く

編纂しrらば様式を一一にして編即し局長若くは卿輔の覧閲に供し布達全書の如きは成規の手順を以て刊行すべし。

第20条 年報書は卿輔の覧閲に供し而後成規の手順を以て太政官へ上申すべし 但内務卿年報及本局年報は刊行一

するものとす」とある．なお「内務省年報」の報告様式については8年8月2日附の太政官達無下で各省め報告

書様式を定めたいので原案（報告書編輯例則案）を9月中に出すように各省に達しがあり，その要目としてつき

の5点があげられている。1官員の数 1国外国人並其職務職工等 1事務の要領 1諸般の経費 1報告書編

輯の年度は会計年度に昭輸し甲年7月より乙津6月迄を以て1期と定むべし。
 その結果同年12月18i｛附で太政官より内務省宛に，9年7月以降の分より報告書を別紙園圃の通り編輯するよ

う達しが出された，、但し報告書編輯例則は「法令全書」には別紙略すとなっていて見ることはできない。各局の

年，報作成の編集機構については「勧農局年報」，「山林局年報」の項を参照されたい。これより先・i5年1月20

口本省に統計課が設置され，これによって同年2月から5月中かけて工務局，商務局の統計課は報告課と改称，

山林局統計課は掌計課と改称された。その所管事項は「内務省統計課処務規定」によるとっきのようである．

 本省主管の事物に関する統計表を整頓する事

 統計表に拠て塩物の結果を証明する．事

 各局課制定の統計表様式を審査し若しくは之を改良する事

 内務省統計全書及各局課」三管に属せざる事物の統計表を編製する事

 統計事項改良等の為め各局課主任の官吏を集め会議を開くを得る事

 行政上の参考と為るべき古来の統計事実を調査する事

また15年H月16日附の達によって「緬計に係る事件は総て統計課へ合議せしむ」ることとなった。

 以上のうちで内務省統計全書については，12年5月8日附の「統計課事務」という文書でその編集につき「右
は各局創設以来収集したる統計事実を網羅し累年表を製して一部の書と為し其増減変巨細に付証明ずべき態徴あ

るものは之を附記し行政上の参考に供し度候 但次回編製すべき統計全書の体裁は追て経伺の上相定むべし」と

いう伺を出しているが，この第1巻が16年11月に出版された「内務省統計書上」である。「内務省年報」の編纂

は引続き図書局の所管であったが，17年10月2日内局第2課目報告課へ移った。但し年報そのものは5回をもっ

て終り，以降は刊行されなかった。

 統計課の着手した第2の仕要は府県統計書様式の作成である。府県統計書は従来大蔵省統計寮の所管要項であ

って，9年10月23日附の「大蔵省達第87号 地方統計表書志井解」という布達によって，従来不統一であったそ

の様式が一応定められ，この様式によって毎年の調査を行ない，翌年6月迄に大蔵省へ差出すよう達している・

 ところが同年11月22日附で内務省は「内務省建議」という文書で，正院の儀表課と大蔵省統計寮による従来の二

元的統計行政を批判し，全国統計事務は政表課，内外物産統計は内務省の所管とし，大蔵省は財政統計のみを所

管すべしという意見を発表，政表課も以前から同様の主張を唱えていたので，この建議が採用され，翌10年1月

121」に大蔵省統計寮は廃止され，その結果，同省所管の全国統計関係は政表課へ，また府県統計書関係餐務は内

務省に移管された。先にあげた15年5月8日の内務省の「統計課事務」によると， 「第1 府県治提要或は府

県統計一覧等と云ふ」という項で府県統計書様式が従来不統…のため各県の治績の比較に不便であるので，前年
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大蔵省で作成した統計表様式と各府県より進達した表のうち，最も完備したものとを参考として新たに府県統計

書様式を作成中であると述べている。この様式作成作業が完成して17年9月3日附の「内務省達乙第36号 府県

（函館沖縄札幌根室の4県を除く） 府県統計書様式を定む」によって府県に府県統計書様式が送付された。

この詳細は上巻にゆずる。

 つぎに「統計課処務規定」にある各局課制定の統計表様式の改良については，先の統計課事務と題する5月8日附

の文書の「一 各局統計表様式等の改良」の項に「右は府県治提要様式制定の後着手すべし」とあるので，内務

省が殖産興業政策関係の統計調査を全面的に掌握していた14年以前には，後出の「陸軍省年報」における「陸軍

省報告規則」のような全省の統計報告の様式を一括して編集した様式集は編成されなかったのであろう。

5 根拠法

 明治9年8月2日 太政官達無号 院省使並地租改正事務局（各庁報告書編輯例則案を差出さしむ 法令全書
明治9年）

 明治9年12月28日 太政官達無号 各通内務省大蔵省（内務大蔵両省報告書編輯例則法令全書明治g年
別紙略）

 「内務省年報」に収録されている個々の統計調査の根拠法は，その調査結果を収録しているそれぞれの統計書
．1）解題であげてある。
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3蝉旧勧業寮第1回年報撮要勧農局年報第2回～第4回 内務省勧農局 編 明治10年～14年

置1）旧勧業寮第壱回年報撮要  〔内務省〕勧農局 編 明治憩0年  80P．    （内）

（2｝旧勧業寮第壱回年報撮要 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前期

   産業発達史資料 別冊働～G））所収

（3｝勧農事理二回年報 〔内務省〕勧農局 編 明治ll年  4，201P．①  （内）（国）

（4｝勧農局第二回年報 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前期産業発

   達史資料 別冊⑫～（1））所収

（5）勧農局第三回年報 〔内務省〕勧農局 編 明治12年  174P・②    （内）

（61勧農局限三回年報 東京 明治文献資料刊行会 昭和43年 覆刻本（明治前期産業発

   達史資料 別冊個～ω）（4））所収

．7）勧農田野四回年報 〔内務省〕勧農局 編 明治14年刊『goR ③  （匡 （セ）

18）勧農局第四回年報 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前期産業発

   達史資料 別冊働～‘D）所収

書 誌 注 記

 ①表紙外題には「第二回年報

 ②表紙外題には「第三回年報

 ③表紙外題には「第四回年報

明治十年」とあり。

自明治十年七月至全十一年六月」とあり。

自明治十一年七月至全十二年六月」とあり。

統計内容注記

 lDl日勧業寮第1回年報撮要

 調査対象年 明治8年度（8年7月～9年6月）
 内容細目

  沿革〔記事〕 植物：本周年植物田園一覧表：稲

  田（表頭 早稲，中稲1晩稲；表側 内種） 穀

  菜園（表頭 穀類，葉用翠霞，曲用疏菜，菓用疏
  菜，香辛疏菜．前年比較；表側 内種，外種）

  菓木園（表頭 葡萄，平菓等，前年比較；表側

  全前表） 各用植物園（表頭 茶料，染料等，前

  年比較；表側 全前表） 牧草園（表頭 禾本科，

  草本科，前年比較；表側 全前表） 薬草園（表

  頭菊科，毛蓑科等，前年比較；表側全前表）
   用材園（表頭 松柏科，胡桃此等；表側 甲種）

   植物見本園一覧表：穀菜園（表頭 早稲，麦等

  ；表側 内種ナ外種） 各用植物園（表頭 茶料，

  染料等，前年比較；表側 全前表） 牧草園（表

  頭禾木科，草本科；表側全前表）用材園
  （表頭 松柏科，胡桃科等；表側 全前表） 本

  周年外産植物購求一覧表（白頭 亜米利加，甲乙

  等国名；表側 植苗〈品目，種類，株数〉，種子

  く品目，種類，数量〉） 本周年種子苗木類頒布

  表（表頭 府県藩名別；表側 穀菜・菓樹・用材

  ・牧草〈種類，数量〉） 牧畜：〔記事〕 本周

  年牧畜頭数表（咽頭 牛・馬・羊・誼く内・外＜

  ＜牝，牡〉＞；表側 新宿支庁畜養，房州嶺岡種

  畜所，総州取香種畜所，嶺丘村預）本周年動物貸

  与表（表頭 全前表；表側 鹿児島，高知等11県名

  別） 下総国牧羊場一覧表（表頭 反別く開墾，未

開墾〉，畜産〈農馬，陽子，乗馬，牛，羊，豚〉

；表側 第1弱く両国沖，牧の入高堀，高田入
〉，第2区〈山室入，新土手内，全外〉，第3区

〈猪の頭〉，第4区く金山，大孔，袋込〉，第5

区く獅子穴沖，久熊前，葉山入〉，矢作牧）
 金額 （牧羊費， 生徒費．） 農具：〔記事〕

 鐸卵試験〔記事〕 農学校〔記事〕 農業博物

館〔記事〕 分析：〔記事〕 再製青黛分析表

蓼藍試製表 乾糞：〔糞中諸元素分析表〕 乾糞

試製表 下総国印幡郡開墾地土質分析表 内藤新

宿支庁桑樹園瘡地土質分析表 養蚕：〔記事〕

春夏の両蚕種紙2寸4方の卵粒を大気流通せる筐
と密塞せる筐に納め遠地に運搬して其孚化の多少

を量る表 明治9年清冷育〔試験表，以下同〕

（上州金生種） 明治9年清温育（長野県青白種）

 明治9年清温育（上州金碧種）明治9年盛熱育

（奥州今昔種） 明治9年乾寒育（清国三化生復

種） 明治9年湿寒育（奥州今昔種） 蚕種紙：

〔記事〕 蚕卵紙増減比較表（表頭 蚕卵紙，内

国用，海外輸出，販売剰余，夏蚕種内国用，前年

比較；表側 本周年・前周年く数量，通価〉）

製糸試験［記事〕 上野国富岡崎判子〔記事〕

上野国新町駅屑糸鯨蝋績所〔詑事〕 和泉国堺紡

績場〔記事〕 製茶：〔記事〕 日本製茶品価一

覧表（田頭 職名並番号：第1号折物，第2号玉
露等；表側 検査人，葉並，茶色，茶味，品位，

価位毎1ポ．ント，合衆国に適否） 工業試験；

〔記事〕 石紬分析表（表頭 県別く国別く郡別

（村別）〉〉；表側 比重，揮発油，濁油，軽ハ
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ラヒン油，重ハラヒン油，津，1日出題） 会社
〔記事〕 鳥獣猟取締：明治8年獣心擬木L授与並

税金一覧表（表頭 府県別；表側 風景・遊猟

く鑑札数，税金，人員く華族，士族，平民〉〉）

 物産表〔記事〕 博覧会：本周年府県博覧会開

場一覧表（表頭 府県名別，会場地名；表側 年

月日） 豪州麦府（メルボルン）博覧会〔記事〕

③勧農局第2回年報

調査対象年 明治9年度（9年7月～10年6月）
内容細目 植物試験場の景況：本周年植物田園一覧

 表：稲田（早稲，中稲，晩稲，前年比較） 穀菜

 幽（全前年）〔記事〕 果木園（全前年） 各用植

 物園（全前年） 牧草園（全前年） 薬草園（全

 前年） 用材園（全前年） 植物見本園一覧表：

 穀菜園（全前年） 運用植物園（全前年） 牧草

 園（全前年） 用材園（全前年） 茶園（翼翼

 第1～15号；表側 段別，種類） 駆虫草木園k円頭

 馬酔木，黄母樹等；表側 株数） 本田年内種植

 物を海外へ輸出するもの（表頭 メノレボルン，墨

 西寄等；表側 品目，種類，数量） 本周年外郭
 植物購求一覧表（表頭 米国；表側 品目，種類，

 株数） 本周年外懐種子購求一覧表（全前年）

 内外植物頒布増減比較表（国頭 府県別；表側

 穀菜，果樹，用材，各用，牧草，数量） 小麦栽

 培の景況：〔記事） 恭菜栽培砂糖製造の景況：

 植土生根の分析表 蓼藍草栽培井製造の景況：蓼

 藍栽培製造計表 q段歩生藍収穫，栽培費用，

 常製品，常製費用，精製品，精製費用） 落花生
 栽培搾油の景況：七落花生栽培並製造計表〕 （表

 頭 本年試験計算，平年収穫概算；表側 1段歩

 収穫，搾油，通貨．1斗搾量，1升価） 農産物
 製造の景況；〔農産物製造計表1 （桃砂糖漬，李

 砂糖漬等） 人造菌培育の件〔記事〕 草綿栽培

 の景況〔記事〕 牧畜の件：本周年牧畜頭数表

 （側頭 新宿試験場畜養：牛，馬，羊，山羊，支

 那羊，ミュール；表側 外種く牝，牡〉） 本周年

 飼養家禽表（表頭 鶏，7面鳥等；表側 数く雌，

 雄〉） 動物貸与の件：本周年貸与動物蹟数表

 （全前年） 本周年貸与外動物分娩蜷死頭数表

 （弾頭 府県別；表側 分娩・田荘く牛，馬，羊，

 験〉） 疫病の件：本周年疫牛撲殺頭数表（府県

 別） 農具の件：農具購求井模造表（豪国より購

 求，米国より購求，新宿試験場に於て模造せるも

 の） 農具貸与表（県別，博物局） 窮価：本辞

 年小屋掛井農具料貸与表（表頭 府県別；表側

 小屋掛料・農具料〈金額〉） 本周年貢租夫食種

 籾井勧業資本貸与表（表頭 府県別；表側 事由

 く貢租差支，勧業資本等〉，金額） 人口鐸卵の
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件：〔記事〕 鐸卵試験表蜜蜂の件：〔本周年分巣

する処のもの〕 （表頭 米国カリホルニや興産，内

国紀州産；表側 元箱，分巣） 人口育魚の件〔記

事〕 養蚕の部：〔記事〕 夏秋蚕養育比較表 螢

蛆検査の説〔記事〕 〔明治10年養蚕試験法〕1〔記

事〕 明治10年勧農局試験場養蚕比較一覧表 病蚕

治育〔記事〕 養蚕室の修補〔記事〕 牛糞温度の

略説〔記事〕 桑樹栽培記〔記事〕 野蚕育〔記事〕

 自毛蚕〔記事〕 蚕種紙の件：〔記事｝ 本周年

蚕卵紙増減比較表（表頭 全前年；表側 枚数，通

塞） 生糸の件〔記事〕 内藤新宿試験場製糸所：

〔記事〕 1号 本周年新宿試験場生糸製造表（元

繭，製糸，屑糸） 2号 本周年新宿試験場生糸撚

製表（元糸，撚製糸） 3号 本周年府県教師派出

表（表頭 県別；表側 年月，派出く工男，工女〉）

 4号 本周年生糸試験請求表（表頭 府県名；表

側 生綜，製造所） 5号 製糸試験表（明治10年

3月28日着島根県下石見国鹿足郡森村製） 6号
本周年繭試験表 製茶の件〔記事〕 農学校の件

〔記事〕 分析の件：本周年駒場野乾燥土壌分析表

 駒場野培養用硝石分析表 駒場野培養に施用する

石灰分析表 駒場野培養用食塩分析表 近江国産石

鹸分析表 3番町9番地用水分析表 本周年内藤新
宿試験場桑園各種桑葉分析表 本周年高知県青黛分

析表 本周年鹿児島県下大島山藍分析表 農業博物

館〔記事〕 鳥獣猟：本周年鳥獣猟鑑札増減表（全

前年の嘲弄鑑札授与井税金一覧表） 本周年外国人

鳥獣猟免状交付表（表目 府県別；表側 免状数，

税金，人員） 農書編輯〔記事｝ 虫害〔記事〕

物産の件：明治8年府県物産金額増減比較表（府県

物産表明治8年度を見よ） 全全国物産種類金額総

計表（府県物産表明治8年度を見よ） 下総国牧羊

場1〔記事） 本周年下総国牧羊場一覧表 その1
（表革 段別〈開墾地，未開墾地〉，畜産く農馬，

乗馬，蕃殖用牝馬，洋種牝馬，綿羊，豚；表側 全

前年） その2（金額く牧羊費，生徒費〉） 羅沙

製造〔記事〕 下総国取香種畜所：本周年総州苗田

種畜所出馬頭数表（表頭 牛く外〉，融く外，内〉，

発馬く外〉，前年比較；表側 在来，買入，産殖）

 本周年下総国取香種畜所植物収穫表（表装 開墾

〈段別，役夫，馬数，胴揚〉，播種く内国種，外国

種〉，播種より収穫までく役夫，里数，数量，品位，

価格〉，損害く段別〉，経費，収穫価格諸経費比較

く損，益〉；表側 大麦の部，小麦の部，碗豆の部，

燕麦の部，全乾草の部） 房州嶺岡種畜所：本周年

房州嶺岡種畜所牧畜頭数表（表頭 牛く雑種く牝

牡》〉，馬く内く牝，牡〉〉，駈馬く外く牝，牡》

〉，前年比較；表側 在来，産殖） 上州富岡製糸

所：〔記事〕 本周年上州富岡製糸増減比較表（表



 頭 製糸：1等，2等，准2等等，前年比較，諸
 経費，前年比較，本年益金；表側 数量，展望＜

 ＜金，洋銀〉） 泉州堺紡績場：本周年泉州堺防

 績増減比較表（ 表頭 製糸に用．・し繰綿，製糸

 等；表側 斤数，通価） 上州新町屑糸紡績所：

  〔記事〕 全国10人以上器械製糸所一覧表（12年

 6月調査） （表頭 府県暖く国別〉；表側 製糸

 所，繰鍋10人取以上，持主，開業年暦く慶応元年
 ～明治12年〉，力源く水力，汽力，手力，足力〉，

 1ケ年製糸巨額，職工男女計，男，女） 事務繁

 閑；本周年回議文書件数増減比較表（表頭 正院

 の命令に係るものく決裁，指令，妻達〉，卿輔の

 決判を乞いしものく決判，指令等〉，本局の専決

 を黒しものく専決，指令等〉；表側．前年7月～

 本年6，月） 官員増減：本周年官員増減比較表

 （官級別）

⑤勧農局第3回年報

調査対象年 明治10年度（10年7月～11年6月）
内容細目 新宿試験場植物の景況：本周年内外植物

 各府県頒布表（表頭 府県別；表側 穀菜・各

 用・牧草・薬草く種類，数量〉） 米国赤小麦に

 各種肥料の試験：米国赤小麦各肥料試験表 懊国

 小麦機械蒔と畦蒔との比較：襖国小麦1坪比較表

  果樹芽接こ記事〕 葡萄樹接木〔記事〕 オリ

 ーブ経木〔記事〕 エラスチカゴム樹傷木〔記事：〕

  エラスチカゴム働礎木〔記事〕 山東菜の試植

 〔記事〕 蓋栗の件〔記事〕 全製糖法〔記事〕

  根株抜抽器械〔記事〕 螺施臼井精米器の略図

 及試験表；〔記事〕 螺施臼試験表 暗水車し記

 纂〕 ストバス，オトマチ・ソク，ウインドミル図

 解〔記’葺〕 伊太利蜜蜂養育： ［記事｝  〔各地

 預布〕 （開拓使，熊本県，和歌LIJ県，愛住県）

 人ロ孚卵：本周年孚卵試験表 小笠原島回構液の

 試験〔記事！ 全製法〔記飼  桑苧製造法；

 〔記甥  薬品井分量 米国拝塵綿栽培〔記臆
  養蚕試験〔記事〕 第4号濡熱育：1記事）

 第3号濡熱育直腸破裂症〔記事〕 内藤新宿試験

 天蚕試育景況一覧表 釣糸製法〔記拐  冥途
 ．哉培試験：〔記事〕 桑苗各肥料試験表 本瑚年

 試験場桑園発芽比較表 本周年試験場墓園の桑樹

 1畝歩の収穫表 明治ll年下種高一覧表（表頭

 室名；第1～7号〈種名〉；表側 種繭の臨く雌
 蛾の数，雄蛾の数〉，出蛆の数，種紙の数） 蚕

 種紙の件：〔記事〕 本周年蚕卵紙増減比較表

 （全前年） 製茶試験〔記要〕 撚茶器機試験

 〔記ヨ耳〕 青黛試製〔記旬  青黛製造法〔記「飼

  青黛再製法〔記要う 魚肉貯蔵製法〔記朝
 葡貯蔵製法〔記事ユ松箕貯蔵法〔記』糊  糖煮桃

 壬井李子貯蔵法〔記事〕
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ブランデー製法1記事」 牧菌及び牛馬貸与の件

 本周年各府県動物貸与頭数表（表土 種別：純

枠乗馬・貨車用馬脚く牝，牡〉；表側 府県別）

 本周年各府県貸与動物分娩井艶語頭数表（表頭

 府県別；表側 分娩・蜷死く験馬・続・牛・弱

く牝，牡〉＞） 内藤新宿試験場牛馬頭数表（表

頭 醜く牝，牡〉；表側 亜羅比青馬，7分県種

馬等種類） 疫牛の件：本周年疫牛馬撲殺及蜷月

頭数表（表頭 府県別；表側 撲殺牛，蜷死牛，

驚死馬） 群馬〔記事〕 農具の件：農具貸与表

（全前年） 本周年農具払下一覧衣（府県別，駒

場農学校等） 救国：本周年貢租夫食種籾井勧業

資金貸与表（全前年，但し勧業資金は勧業資本）

 本周年小屋掛井農具料貸与表（全前年） 製茶

の件：〔記事〕 各国評価表（表頭 白毫，砕白

毫等茶名；表側 英園，．L海等国名） 人工堅魚

の件〔記事〕 駒場農学校の件：〔記事〕  〔植

播種の暑寒の類及び之に供用せる肥料の数量〕

（表頭 第1～5号く種類：葎草，英国白小麦等

〉；表側 反別，肥料名，数量）  〔昨10年12月

購求の農馬綿羊等の本年6月迄に分娩或は病に罹

り蜷死するの頭数〕 （極楽 種類：正続，牝響

く産地別〉；表側 蕃殖頭数，蛯死頭数）  〔荒

蕪地開墾を試業科生徒授業園となして播種培養せ

し結果表〕 （車頭 反別；表側 播種く種類，月

日〉，肥料名，数量） 〔全稲苗植付結果表〕 （目

頭 1番より23番まで，20番より36番まで，37番

より64番まで；表側 稲田反別，肥料名，数量）

 〔専門科生徒教授用及参考書籍購入表〕 （表頭

 書名；表側 数量） 〔器械物品購求表〕（表頭

 器械物品名；表側 数量） 分析の件：〔記事〕

 〔器具購求表〕 （盲判 フラチナ増，フラチナ

乾等等種類；表側 数量） 農業博物室：蒐集品

目表（表頭 内外国雑品，芒種狙撃頭；表側 数）

〔本周年鳥獣猟免状増減比較表（全前年） 本周

年外国人鳥獣猟免状増減比較表（全前年） 報告

 〔記事〕 勧農局農事月報各府県へ配賦高井臨

時月報員数一覧表（表顕 府県別；表側 本局月

報配賦高く第1号，弟2号〉，府県通信〈臨時報，

月報〉） 府県通信安員及管内通信委員現員一覧

表（表頭 府県別；表側 府県通信委員，全管内

通信委員） 農書修成：〔本局修訂農書一L刻表〕

（表頭 書名；表側 全部冊数，刊行） 農産表

編成の件〔記事〕 虫害〔記事〕 下総国恥許場

〔記事〕 同牧地開墾の景況：〔記事1 〔本場経

験する所の馬耕と人耕との損益比較表〕 （表蹟

耕地1荒起し，圃地起返し；表側 1日の馬耕
く唄数，反別，農夫，入費〉，1日の人耕く農夫，

反別，入費〉，比例く馬耕く益反別》，令｛＝殴別



 人力を似て開墾するときは左の入費を要す〉）

 本周年下檎国牧羊場一覧表（杢前年） 二二製絨

 所〔記事〕 下総国取香種畜所：〔記事：〕 本周

 年総州取香種畜所牛馬頭数増減比較表（表頭 牛

 く短角種・デボン二等く牝，牡》・〉，凹く乗用・

 農用等く牝，牡〉〉；表側 現存く在来，蕃殖，

 購求〉，減耗く献納，各所引継，売却，艶死）

 房州嶺岡種畜場牛馬払下の件〔記勃  富岡製縣

 所〔記事〕 泉州堺紡績場〔記事〕 L州新町屑

 綜紡績所〔記事〕 三田育種場：〔記事〕  〔本

 周年間動植物売買統計表〕 （表頭 内国穀菜其他

 種物，外国二丁其他種物等；表側 二二・出数

 〈種類，石数〉）  〔栽培植物種類表〕 （第1大

 区：内外穀菜果樹用材及各日植物く内地穀菜・全

 果樹等く種類，本数》〉，第2大区：内外果樹用
 二二需用驚く内地葡萄・全果樹く種類，本数〉〉

 第3大目：内外果樹及用材く内地穀菜・山葡萄等

 く種類，本数》〉，第4大言：植付用材＜3種，

 種類》〉） 小笠原へ植物試植こ記事〕 事務繁

 閑：本周年回議文書件数増減比較表（全前年）

 官員の増減＝本周年官員増減比較表（全前年）

 作業費損益の比較：〔記事〕 ’9年度作業費損益

 比較表 第1表 興業費（表頭 俸給，給与二二

 二三表側 下総牧羊場，取香種畜所，新町紡績所，

 関「］製絨所） 第2表 営業費（三頭 俸給，給

 与等営業費費目，収入恐く収入高，未収入高〉．

 損益比較；表側 富岡製糸所，堺紡績所，崩二種
 畜場）    本周年下総凶取香種畜所植物収獲

 並損益比較表（表頭 開墾く反別，役夫，工数，

 二幅〉，播種く内国種，外国種〉等区別；表側

 大麦の部，同論二等種類） 二葉6種試験表 本

 周年獣医農学科井田科化学生徒毎週井定期試験点

 数表 明治10年試験場養蚕8回表 養蚕費用及収

 繭比較表；温暖育：その1 餐桑（表頭 蚕齢：

 1二割～5齢中；表側 餐減量）その2 人夫
 （表頭 蚕者，手伝人，桑摘男，同一；表側 邑

 数，貴金） その3 粧品（表頭 炭，稗糖等；

 表側 数，代価） その4 収納の部（表頭 繭

 名：上繭，連接繭，F二言；表側 升量，代金♪

 清冷育 その1 餐桑 その2 人夫 その3
 雑品その4 収納の部（以上全前表温暖育）明治

 10年各地成繭試験明細表（勧農局試験場） 明治

 11年清涼育（黄竜種） 明治ll年濡熱育（陣中巣

 種） 明治11年濡雲門（白大二種） 明治12年清

 温育（川中巣種） 明治11年清涼育（鬼質種）

 （以土試験比較表）

（7）勧農局第4回年報

調査対象年 明治11年度（11年7月～12年6月）
内容細目 沿革：〔記事〕 養蚕：1記旨ガ  4化蚕
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諸験表 秋蚕試験比較表 製綜試験：甲武信3
州の繭試験表 各地生綿試験品等比較表 罐詰試

験：〔経験概表〕 農具〔記事〕 人工雪卵：

〔孚卵成果表〕 （表頭 二化に供せしものく孚化

せざるものにして払下しもの，死或は傷ふもの，

孚化〉；表側 驚，十四等）植物苗種頒賦：〔記

事〕 本周年植物苗齢頒布表（表口 内国種，外

国種；表側 穀菜・各拭く種子〉，果樹く苗木〉，

用材〈苗木，種子〉，牧草く種子〉） 人工養魚

 〔記事〕 本周年鮭鱒院卵仔分輸表（町頭 本

局・県民く県別く国別’（郡別村別）〉＞；表側

鮭卵・羽黒・続卵〈川守〉，分国卵数，魚苗放流，

蕾養） 明治10年鮭鱒卵仔日収表（常陸く那珂
川く鮭卵，鱒卵〉〉） 明治10年鮭魚卵三縄表

（表頭 国別く放流〔河川名〕〉；表側 畜養，

 卵数） 製茶：〔記事〕  〔紅茶輸出価格表〕

（表頭 白毫，小種聞茶名；表側 静岡県伝習所

製・福岡県伝習所製・鹿児島夢．伝習所望＜1傍に

付価格〉） 動物貸与；本周年動物貸収分娩井野

死頭数表（表頭 牛・馬・羊〈府県別〉；表側

新貸与・規則により上納更に貸与・分娩・喫驚暖
く牝，牡〉） 救貸；本周年小屋掛農具料夫食種

籾代至近表（南頭 府県別；表側 小屋掛及農具

料く小屋掛料，農具料〉，夫食種籾井資本金貸与

く事由，金額〉） 鳥獣猟免状：本周年鳥獣猟免

状増減比較表（目前・年） 農学校：〔記事〕 教

授用予備品：第1 植物 第2 肥料及i二巴 第

3 農事に関する各種模形及農家田圃雛形 第4

 動物 第5 器具 第6 懸凹田額面 第7
列品筐及土塚 第8 植物園草木類 通信：本局
農事月報配賦高並府県通信員数及通信委員一覧表

（中頭府県別；表側月報配賦高く第3号，第4号
〉，府県通信く臨時報，月報，年報〉，府県通信委

員，管内通信委員） 全町製糸及牛馬統計：全国繭

及生糸3ケ年産額比較表（鴨頭 繭唄・生糸＜8～
10年〉；表側 産額，通価，3ケ年’1え均産額）

全科牛頭数表（10年調） （表頭 現存く分姉，費

用，食用，乳用〉，減耗く屠殺，発出，疫牛く撲

殺，艶死〉；表側 牝牛，牡牛） 3府3港屠牛
一覧表UO年調） （表頭 府県別；表側 1年，

1昂 1F二D  全日畜馬頭数表（10年詣D （三蹟

 入民畜馬〈力用，分娩〉，官庁一一く力網〉；
表狽U  現‘戸● 発タピ〈牛ヒ， 牡〉）   ．：三［H育種圭易 ：本

周年植物莇種出入統計表（表頭 内国干菜拝種物，

外国全上，内国果樹菌，外国全上，内国各用物；

表側 補類，本場収納，種類，入数，種類，出数）

 本周年動物拍売頭数表（粒馬・験） 取香種
畜場：｛記朝  本周年動物蕃殖増減比較表いてト



解 題

1 沿 革
 内務省の「勧農局年報」全4冊が対象としている明治8年から11年は同省が大久保の指導の下に殖産興業政策

に全力をあげてとりくんだ時期であり，その政策実施の中心部局が勧農局であった。その結果，同局は当時のも

っとも大きな統計調査のひとつである物産調査をはじめ，山林調査，農事通信等の統計調査業務を所管し，また

農業，林業，軽工業統計等の業務統計の大部分が同局によって作成されることとなった。このことは，第1章に

述べた同局の機構変遷によって明らかである。

 「勧農局年報」は，そのような同局の所管事項の業務統計を編集して毎年刊行されたものである。以下その沿

革を述べる。

 「旧勧業心酔1回年報撮要」は内務省勧農局によって明治10年7月に刊行された。第2回以降「勧農局年報」

と改題され， 「第2回年報」は11年に， 「第3回年報」は12年に，最後の「第4回年報」は，農商務省が開設

される直前の14年1月に刊行されている。「内務省年報」と「勧農局年報」との関係について述べると，「内務

省第1回年報」の「勧業寮」の項目と「旧勧業寮第1回年報撮要」は，大体同一の内容をもっているが，全く同

一ではない。あるばあいは「内務省年報」の方がくわしく，あるばあいは「旧勧業寮年報」の方がくわしい。

また同一の表題の統計表でも統計表の構成が異なるばあいもある。従ってこの下巻では内容の重複をいとわず，

両者の統計内容細目を全部記載することにした。「内務省第2回年報」の勧農の項は「勧農局第2回年報」を全

文そのまま転記しているので， 「内務省年報」の内容細目では記載を省略した。「内務省第3回年報」以降は先

に述べたように，くわしい記述はすべて「勧農局年報」によっており，「内務省年報」ではその大略を記述して

いるのみである。

 「勧農局年報」は4回で終っているが，勧農局の事業は農商務省の農務局によって引きつがれているから同局

によって刊行された「農商務省農務局年報」が「勧農局年報」の後継者であるといえよう。但し「農務局年報」

は16年度を対象とする第1回（18年刊行）が内閣文庫にあるのみで「明治前期勧農事蹟輯録 上」の第8款資料

類の第6類の（49）の 「勧業寮以降刊行書目録」にも第2回以降の発行の記録がないので・その後は刊行されな

かったのではないかと思われる。

2～3 調査目的 調査対象
 第1章で述べた勧農局の事務機構変遷によって知られるように勧業寮の政策目標は「民産の厚殖と民業の振興」

（殖産興業）である。勧業寮はその政策目標の達成のために多くの事業を実施したが，これを大別して，第1に

勧農部門，第2に牧畜部門，第3に農産物の加工業である軽工業部門という3つの部門に分けられよう。第1の

勧農部門では先ず各種の農事試験場の経営を行なった。その主力は内藤新宿試験場で，これは明治5年に大蔵省

によって今の新宿御苑の地に設けられた施設であったが，大久保が内務卿となると同時に，この試験場は急速に

拡張され，果樹・甜菜の栽培，養蚕，製茶等各種の技術改良試験が行なわれ，その成果は各府県に頒布されて日

本における農業の改良に大きな成果をあげた。その実情は，各回の「年報」の「本周年植物田園一覧表」， 「植

物見本図一覧表」， 「本周年外産植物購求一覧表」，「本周年種子苗木数頒布表」等の統計表によって見ること

ができる。また明治10年度の「第3回年報」でな，各種果樹の接木，蜜蜂養育，青黛（インディゴ）の試験，農

産物加工の試験に関する統計表が見られる。

 この試験場は12年5月に廃止され，その事業はその後，それぞれの機関に移管され，また試験場の土地は12年

5月に宮内省に移管され植物御苑となった。この事情は「第4回年報」にくわしい。

 10年9月に三田育種場が，その年の3月帰国した前田正名の意見を大久保が採用して彼の持ち帰った多数の種

苗の育成を目的として三田四国町の旧薩摩藩邸跡に前田を場長として開設された。新宿試験場が廃止された後は

この育種場が中核的な試験場となり，ぶどう，いちご等の果樹や，小麦，玉ねぎ，馬鈴薯等の穀菜，木材の良種

の栽培試験を行なった。また種苗を全国に頒布する他，農産会市，種苗交換恒等を開き，これが全国各地に普及

して農業改良に大きな影響を与えた。

 この農場に付属して三田農具製作所が設置され農具の改良にも貢献した。以上の事情についても，「勧農局年

報」の記述および統計表によって知ることができる。大久保は農業技術者の育成にも力を注ぎ，外人教師を招待

して農学校を開いた。この学校が東京農林学校となり，さらに東京帝国大学農科大学となった。

 牧畜部門では，内藤新宿試験場で，牛，馬，羊の飼育を行なう他，房総に嶺岡種畜所，下総牧羊場と取香種畜

所の3ケ所の官営種畜所を設置して種畜の改良増殖を計画した。そのうち取香種畜所は，下総牧羊場と合併して

下総種畜場となった。しかし概して牧畜部門は成果があがらず多額の欠損を出している。

 勧農局の所管した第3の事業は軽工業の育成である。維新政府による工業育成政策は主として重工業，化学工
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業を工部省が担当し，内務省は農産物の加工を主とする，軽工業部門を担当したといってよいであろう。その育

成方式は，政府自ら工場を経営して民間に模範を垂れるという官営模範工場方式であった。内務省所轄のこれら

の模範工場のうちでもっとも有名な工場は，明治5年に富岡に設立され，7年大蔵省から同省に移管された富岡

製綜場である。この工場は政府のこの種の事業のうちで，もっとも成功したもののひとつで，第1回，第2回，

第4回にある収支決算，製糸生産量等の関係記事は，明治初期における繊維産業史の貴重な統計であろう。

 紡績関係では，さらに絹糸紡績の官営工場として上州に新町屑糸紡績所が10年10月に開設された。また薩摩藩

によって明治3年開設され，5年に大蔵省の所轄となり，7年に内務省へ移管された泉州堺の堺紡績所が富岡製

縣場と並んでわが国最初の模範紡績工場として，日本の紡績産業に大きな貢献をした。その他，毛織物の模範工

場であった千住製絨所も大久保の発案によるものであるが，開設は彼の死後の12年9月であった。この工場は
後に農商務省を経て21年に陸軍省の所轄となり，軍用の絨の生産をすることになった。

4 調査系列
 勧業寮の統計関係事務は7年3月の職制では編纂課の所管であり，事務章程によると「第23条 本寮一切の事

務前件之を集録して毎月毎三月毎一年と之を区分し其事務の部類を分て詳明なる実務の考課状及計表を作り之を

卿に呈す」とある。8年9月の職制改正で編纂，報告，製表担当の第三課の所管となり，9年1月12日の「事務

章程」によると第32条に「寮中一切の事務各部類を分ち月報年報を製する事」とある。 9年3月の改正で第三課
は編纂課と改称された。

 9年9月30日の改正では編纂課は編纂，報告，照査，製表の4掛で構成され，「処務仮条令」より統計関係の記

1ポを抜いてみるとつぎのようである。
1 農工試験場於て確実の経験を得たる事物の景況或は在外国公使の信報及府県申牒等の中より勧業上要用の件

 々を紗録して勧業報告書を編輯し頭の検閲を経て之を各地方に頒布すべし

1 臨時の編輯及海外の往復文書を掌るべし
1 各地方の風土地質山川河海道路運輸の便繰越は荒蕪原野及戸［］の多寡等藩主掌の寮局へ照会し或は地方に質

 寵し漸次之を詳明に編輯して勧業上の参考に便ならしむべし

1 毎歳各府県より進達せる所の物産調書を精密に点検し各種品を類別し其数量通価を付し全国一般の物産表を

 完成し之を図書局に送り刊行して和製洋製綴の冊子となし正院及本省へ上呈し外務大蔵両省を．始め各府県井海

 外在留公使領事及我国在留各国の公使領事等へ領賦し慰書眸の請願に任せ発売を許す等の手続をなすべし

t 寮中官員公勤の多少経費の増減回議文書の員数等を漸次比較して各自統計表を製すべし

1 本寮所轄官有地及官員族籍井動植物の員数製作物品及売払の総計其他一切の種類を掲載し政表を編製して毎

 歳三月目正院政表土へ進達の手続をなすべし 但種類取調方法協議の為め担当の者毎月二次正院第五課へ参会

 すべし

1 寮中一切の事務各論分類を分ち年報を編成すべし 但書式の如きは明治九年三月太政官公達雛形に拠るべし

1 毎歳各地方物産表中より牛馬羊豚及製糸製茶の数を摘抜して其増減を前年と比較し之が表を製して参考の為

 め頭に呈すべし

1 隠忍各課の需に応じ一切の表を編曲すべし
 10年1月，寮を廃し勧農局が置かれた。10年12月の「勧農局処務仮条例」によると報告課の事務分課は修成，

通報，翻訳，製表，簿書の5係である。「処務仮条令」によるとその所管事務のうち，統計に関係するものはつ

ぎのようである。

1 動植物産の景況試験の成跡より在外国公使の信州若しくは外国の雑誌新聞及府県申牒等の中より勧農上要用

 の件を紗録して勧農報告書を編輯し局長の検閲を経て之を各地方に頒布すべし

1 回船県下の通信往復の手続は猛て通信仮規則に従ひ凡そ得失経験あるものは細大となく互に相報知し或は水

 早風面牛馬疾疫等臨時問題を掲て鮮かに之を申報せしめ勉めて全国農要の気脈を1併註せしむることを謀るべし

1 全局事務の門跡若しくは乱脈の景況等各課の申報に由て其要旨を冷汗し年報を編製し局長の一覧を経て卿に

 呈すべし

1 政表編製取調方法協議の為め担当の者毎月二次太政官第五科へ参会し糖類細目緩急順序等熟議商量すべし

1 毎歳各府県より進達せる所の農産調査を集成して刊行上呈の手続きを為し外務大蔵両省を始め各府県へ頒布

 すべし

1 各課の需に応じ一切の表を編製すべし

 これによってみると，通報，製表の2掛が農事通信，「勧農局年報」の作成，太政宮第五係の所管である政表

の作成のための連絡， 「全国農産表」の作成等をはじめ局全体に係る統計関係事務を担当していた。
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 17年3月5日の改⊥Eでは報告課は通信，編輯，統計，簿冊の4掛となった。その所管事務は同日の「処務条例」

によるとつぎのようでである。

 第23条 報告課は中外農事の景況を紗録し月報年報を編製して其利害得失を報告する所とす其事務を分て通信

編輯統計簿冊の四掛とす

 通信掛

1 農事の得失物産の盛衰各地試験の成績其他内外の信報雑誌新聞及び府県の申牒等に就き広く農事の要件を抄

 録して農事月報年報を作り編輯掛の修成を経て局長の決を取り之を各地方に頒布すべし

1 農事の実験あるものは細大となく各地方と互に報道し或は水旱風電及禽畜の悪疫又は虫害の景況等臨時問題

 を掲て詳かに之を申報せしむる等都て通信仮規則に照して履行すべし

1 物産の蕃殖及び改良等の為に資本金を貸与したるものは著手の景況より得失成敗に至るまで府県の申報に由

 り其要旨を摘抜して年報を作り編輯掛の修成を経て之を局長に呈すべし

1 諸新聞雑誌中言の農事に渉るものは之を摘録して他日の参考に備ふべし

1 外国新聞雑誌及び報告書等より農事上有益の件を撰び其横文を翻訳すべし

 編輯掛
1

1

1

1

1

内外の諸達に拠り農事の参考となるべき書を類纂編輯すべし

全局事務の成跡又は臨時事業の景況等各掛及各所場の申牒に由て要旨を摘抜して事務年報を編製すべし

刊行頒布及新聞紙等へ掲載広告すべき文書を訂正し能く字句をして妥当ならしめ且上梓の手続を為すべし

局中に於て要する所の書籍を図書局に照会して受授返付の葺を掌り或は其書籍を管守すべし

刊行すべき文書及翻訳を要するものは其事項に関係ある各課に脇議するを例とすべし

統計掛

1 各府県より進達せる農産表を集成し其増減を明瞭にし表を製して例規に拠り頒布すべし

1 各種の物産を統計するが集め緩急順序を追ひ府県をして漸次其物産を祠査統計せしむることを掌るべし

1 農産物の轟轟及田畠或は荒蕪原野反別等戸口に比例するの類各種の統計比例をなし又は其盛衰を内外に比較

 し之が表を製して参考に供すべし

簿暑湿

1 全局の諸簿冊を類別編製し之を総括保存して異日の考証に備ふべし

1 個中施行の諸文書図書局謄写の上受付和1より送付めらば収入簿に記載し順次類纂整頓すべし

1 各局より合議の書冊は受付科より送るに従て之を謄写せしめ速に其原書を返し写は保存して他日の参考に備

ふべし
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4 山林局年報 第1回～第5回 内務省山林局～農商務省山林局 編 明治12～17年

（1）山林局第一回年報

②山林局第二回年報
（3）山林局第三回年報

（4）山林局量四回年報

（5）山林局第五回年報

  1090E⑤

（内務省）IL淋局編明治12年25 P．① （内）（国）（セ）

〔内務省〕山林局編明治13年23P・②（内）（国）（総Xセ）
〔農商務省〕［L筆墨 編 明治15年 3，2，3，314P・4表③（内）（国）

〔農商務省〕山林局 編明治16年297，213P．④（和）個）蘇）図）（セ）

〔農商務省〕山林局 編 明治17年 乾 637P．坤 638～

                      （内）（国）（総）（図）

書 誌 注 記

 ①巻頭に明治12年12月付で山林局長内務権大書記桜井 勉より内務卿伊藤博文への

 謹呈の辞あり。

 ②巻頭に明治13年9月越で山林局長心得内務小聖品川彌ニミr≦より内務卿松方正義へ

 の進呈の辞あり。

 ③巻頭に明治15年12月付で山林局長農商務大書記官武井守IEより農商務卿西郷従道

 への呈との辞あり。

 ④巻頭に明治16年12月付で山林局長農商務大書記官武井守IEより農商務卿西郷従道

 への呈hの辞あり。
 ⑤巻頭π明治．17年12月付で山林局疑心得農商務大輔子爵晶1［禰二郎より農商務卿伯

 爵西郷従道への奏呈の辞あり。

統計内容注記

 （1）山林局第1回年報

 調査対象年 明治9年～11年
 内容細目 沿革：，林務，林区，諸収入，官員増減の

  項に分けて，山林局の明治ll年における事務の
  大要を報告した年報である。収録統計表はつぎの

  とおり。大中小林区名r表頭 第1林区～第6林
  区，以下大林区と略称〈中林区名〉；表側 小林

  区名，西ケ原試験場播種々類表（空頭 地名〈内

  地，沖縄県等〉；表側 本年度・10年度〈村長

  針葉，同潤葉，内長〉，10年度比較） 西ケ原
  試験場播種量数量（表頭 地名く内地，沖縄県等

  〉；表側 同前表） 官林調査表の1（表頭 大

  林区；表側 国・郡名） 官林調査表の2（表頭
   等級〈1等林，2等林等〉；表側 面積） 播

  実表（表頭 大林区；表側 苗圃播実量数・林地

  実櫃量数〈針葉，瀾葉〉） 苗植移植表（同前表；

  ；表側 苗植本数・移植木叢〈針葉，潤葉〉）部

  分木葉（表頭 大林区；表側 面債，針葉，観葉，

  内長） 官林増樹表（陣頭 大林区；表側 苗植

  移植，部分木，官有地より編入，献木，払下取消，

  実査増） 播実比較表（表側 大林区；表側 本

  年度，10年度，9年度，10年度比較， 9年度比

  較） 苗埴移植比較表（表頭 大林区；表側 同

  前表） 官林減樹表（表頭 大林区；表側 1，2，

  3等伐木，払下，無代ド渡，盗伐，焼亡木，実査

  減，官有地編入減，各種減） 減樹比較表（表頭

   大林区：表側 本年度， 10年i度，9年度，10

 年度比較，9年度比較） 樹木増減比較表（堅頭

  大林区；表側 同前表） 官有財産増減表（表

 頭 官林樹木数，部分木数，官林反別，官林賃貸

 反別，官林無賃貸反別，土石採取坪数，土石試掘

 坪数，宮地賃貸反別，官地無賃貸反別，宮地払下

 反別；表側 本年度の増減，10年度の増減， 9

 年度の増減， 10年度比較，9年度比較） 官有

 財産収入表（明旦 官林賃貸，官林払下，官林に

 属する主産物収入，官林に属する副産物収入，官

 地賃貸，官地払下，官地に属する諸物産払下及各

 種収入，米豆を金に換え合計したる金額；表側

 本年度金米大豆，10年度金米大豆， 9年度金米

 大豆，10年度比較，9年度比較）官員増減表（
 表頭 奏任，御用掛，判任，御用掛，等外，御用

 掛，諸省，同剛ヒ；表側 等級，本年度，10年比

 較）

（2）山林局第2回年報

調査対象年 明治12年度（12年7月目13年6月）

内容細目 沿革，林務，林区，西ケ原試験場，官林

 調査，官林保護，官林増樹，官林減樹，富林下債，

 官林およひ原野の賃貸，土石採取及試掘，各種財

 産の増減，諸収入，定額常費，官員増減事務繁閑

 の項に分げて明治12年度の事務の大要を報告し
 た年報である。収録統計表はつぎのとおり。西ケ

 原試験場播種々類（表頭 地名；表側 本年度く

 同第1回〉， 11年度く本年度に同じ〉，ll年度

 比較）西ケ原試験場播種量数表（表頭 地名く内

 地，印度等〉；表側 本年度〈同前表〉，11年度・
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 ll年度比較）宮林調査表の1（同第1回） 官
 林調査表の2（表頭 同第1回；表側 本年度面

 積，11年度面積，10年度面積，11年度比較，

 10年度比較）播実表（同第1回） 植樹表（同
 第1回） 播実比較表（同第1回） 植樹比較表

 （同断1回目 官林増減表（割出1回） 増樹比

 較表（同区1回目 樹木増滅差引比較表（同心1
 回）官林財産増減表（．同訓1回） 官林財産収入

 表（同訓1回） 定額常費増減表（表出 俸給く

 奏任月給，判任月給，等外月給等〉，給与く諸省

 給，満年賜金等〉，旅費，庁中置く需用費，運送

 費等〉，山林費く諸省給，運送費等〉，樹木試験

 場く樹実苗買上代，諸省給等〉，営繕費；表側

 本年度） 官費増減比較表（表頭 等級；表側

 本日年度，II年度，差引比較） 公文増減表〔

 表頭 種目；表側 本周年度，11年度，比較）

（3）山林風音3回年報．

調査対象年 明治13年度（13年7月～14年6月）

内容細目 第1門  沿革〔記事〕 第2門 官
 林 1類 官林全般 1箱 箇所反別下垂 第1
 表 箇所反別木竹総数表（府県40計） （巨頭

 越高，増く編入，実査，払下取消，土地，献植，

 新値〉，広く払下，無代下付，除却，実査，盗伐，

 焼失，流失，雑種〉，現在高；表側 1等～3等
 ・員外・禁伐・風致・未定く箇所，反別，立木，

 立竹〉，未定，比較く前年度，増減〉）箇所反別

 木竹府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別く同前

 表〉；表側 同前表） 2類 官林調査 2節
 実査箇所反別樹木：実査箇所反別樹木総数表（表

 頭 府県計〈国，郡〉，比較〈前年度，増減〉；

 表側 箇所，反別，木数） 実査箇所反別樹木府

 県別表（巨頭 直轄・未直轄府県別く国別，側柏＞

 1表側 同前表） 3範 実査境界箇所：実査境
 界箇所総数表（府県計，国計，郡計，箇所） 実

 査境界箇所府県別表（直轄・未直轄嘔県別く国別，

 郡別〉，箇所） 3類 官林播種 4範 播実：

 播実総数表（表目 府県計，比較〈前年度，増減〉

 ；表側 箇所，反別，石数く針葉樹，澗葉樹〉）

 遅日府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別1表側

  同前表） 5簡 植樹：植樹総数表（表頭 府

 県計，比較〈前年度，増減〉；表側 箇所，反別，

 品数く針葉樹，澗葉樹〉）植樹府県別表（圭頭

 直轄・未直轄府県別；表側 同前表） 4類 官

 林貸地 6節 有料貸地：有料貸地総数表（表頭

  府県計く田，畑，宅地等33同目〉，比較く前

 年度，増減〉；表側 越高・増・減・現在高く反別，

 料金〉） 有料貸地府県別表（表頭 直轄・未直

 轄府県別く田畑，宅地等〉；表側同前表） 7節

  無料貸地：無料貸地総数表（表頭 府県計く倉
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庫敷，物置場，等10科目〉，比較く前年度，増

減〉；表側 越高・増・減・現在高く反別〉）

無料貸地府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別〈

牧場，溜池敷等〉；表側 同前表） 5類 土石

掘採 8節 土石開坑：開坑総数表（表頭 府県

計〈花剛石，白石，等16科目〉，比較く前年度，

増減〉；表側 越高。増・減・現在高〈坪数，料

金〉） 開坑府県別表（表頭 直轄・未直轄府県

馴く石灰石，粘土等〉；表側 同前表） 9節

土石試掘：試掘総数表（表頭 府県計〈真砂土，

雑種〉；表側 越高・増・減・現在高〈坪数〉）

 試掘府県別表（表頭 未直轄府県別く雑種，真

砂土〉；表側 同前表） 6類 官林寸心下 10

節 地所払下：地所払下総数表（表頭 府県計く

畑，宅地，等ll弱目〉，比較〈前年度，増減〉；

表側 反別，代金） 地所払下府県別表（田頭

直轄・未直轄府県別〈堰敷，学校付属地等〉；表

側 反別，代金） ll節 樹木払下：樹木払下
総数表（表頭 39府県計，比較く前年度，増減〉；

表側 生木，代金，仁木，代金） 樹木払ド府県

別表（表頭 直轄・未直轄府県別：表側 同前表）

12節 滑津下：日払下総数表（表頭 29府県
計，比較〈前年度，増減〉；表側 生竹，代金，

損竹，代金） 耳払下府県別表（表頭 直轄・未

直轄府県別；表側 同前表） 13節雑産物臨時

払下：雑産物臨時払下総数表（表山38府県計
く柴，枝条，等26科目〉，比較く前年度，増減〉；

表側 員数，代金） 雑産物臨時払下府県別表（

網頭 直轄・未直轄府県別〈柴，枝扇等〉；表側

同前表） 14節雑産物年季払下：雑産物年期
払下総数表（表頭 32府県周く柴，木皮等13
科目〉，比較く前年度，増減〉；表側 越高・増

・減・現在高〈反別，料金〉） 雑産物年期払下

府県別表（表頭 直轄・未直轄府県引く柴，木皮

等〉；表側 同前表） 15節 盗誤伐採田田下；

盗誤伐採品評下総数表（表出 府県幽く立木，立

竹，等19血目〉，比較く前年度，増減〉；表側

 員数，代金） 盗誤伐採耳払下府県別表（出頭

 直轄・未薩下府県別〈立木，群竹等〉；表側

同前表） 7類 官林損害徴償金 16節 損害
徴償金：損害徴償金総数表（纒頭 府県計〈木，

竹，等15科目〉；表側員数，代金） 損害徴
償金府県別表（全科 直轄・未直轄府県別〈木，

薪等〉；表側 同前表） 第3門 部分木 8類

部分木全数  17節 箇所反別樹木：箇所反別樹

木総数表（表頭 8府県計〈越高，増，減，現在
高〉，比較く前年度，増減；〉；表側 箇所，反別，

官属・民属く立木，立竹〉） 箇所反別樹木府県

別表（表頭 直轄・未直轄府県別く越高，増，減，



現在高〉；表側 同前年）：18節 部分木払下：

部分木払下総数表（表頭 府県轟く官属，民属〉

；表側 生立・枯損・盗伐く箇数，代金〉） 部

分木払下府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別く

官属，民属〉；表側 同前表） 第4門 9類
山野貸地 19節有料貸渡：有料貸地総数表（兀

頭 府県計く田，畑，等32科目〉， 比較〈前年

度，増減〉；表側 越高・増・減・現在高〈反別，

料金〉） 有料貸地府県別表（巨頭 府県別〈田，

出前〉；表側 同前表） 20節 無料貸渡：無料

貸地総数表（表頭 17府県計〈試作田，試作畑，

等14同目〉，比較く前年度，増減〉；表側 越

高・増・減。現在高〈反別〉） 無料貸地府県別

表（表頭 府県別く物置場，開墾品等〉；表側

同前表） 10類 土石掘採 21節 土石開坑：

開坑総数表（表頭 府県計〈石灰石，花蕊岩等9

品目〉，比較く前年度，増減〉；表側 越高・増

・減・現在高く坪数，料金〉） 開坑府県別表

（表頭 府県別〈石灰石，花嵩石等〉；表側 同

前表） 22節 土石試掘：試掘総数表（表頭府

県計〈粘土，雑堰〉，比較〈前年度，増減〉；表

側越高・増・減・現在高く坪数〉） 試掘府県
別表（口頭 府県別〈粘土，雑種〉；表側 同前

表） ll類 山野諸払下 23節 地所払下＝地
所払下総数表（表頭 府県計〈田，畑，宅地等〉

；表側 反別，代金） 地所払下府県別表（表頭

 府県く田，畑，宅地等〉；表側 同前表） 24

節 樹木払下：樹木払下総数表（表頭 府県計；

表側 生木，代金，面木，代金）樹木払下府県別

表（表頭 府県計；表側 同前表）25節竹払下
：竹払下総数表（表在 5府県計；表側 生竹，

代金，損竹，代金） 竹払下府県別表（表出 府

県別；表側 同前表） 26節 雑産物臨時払下：

雑産物臨時払下総数表（表頭 府県計く逐条，木

実，等13科目〉；表側 員数，代金）雑産物臨

時払下府県別表（温位 府県旧く枝条，木実等〉．；

表側 同前表） 27節 雑産物年季払下：雑産
物年季払下総数表（表頭 府県計〈柴，木二等〉，

比較〈前年度，増減〉；表側 越高・増・減。現

在高く反別，料金〉） 雑産物年季払下府県別表

（口頭 府県別〈柴，木葉等〉；表側 同前表）

28節 年賦徴収地所木竹払下：年賦徴収地所払

下総数表（表頭 府県計；表側 許可高〈反別，

代金〉，本年度徴収金） 年賦徴収地所払下府県

別表（表頭府県別；表側 同前表） 年賦徴収木

竹払下総数表（表頭 府県計，表側 許可高〈木

数，代金〉，本年度徴収金，許可高く竹数，代金

〉，本年度徴収金） 年賦徴収木竹払下府県別表

（表頭 府県別；表側 同前表） 29節盗誤伐
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阿品払下：盗誤伐採品払下総数表（表頭 府県計

1表側 立木。同条く員数，代金〉） 心誤伐採

品払下府県別表（表頭 府県別；表側 同前表）

12類山野地無代下附 30節 地所無代下附：地
所無代下附総数表（冠頭 府県計；表側 萱生，

山，芝生，薮，草生，林，原野，比較く前年度，

増減〉） 地所無代蓋附府県別表（表口 府県別

；表側 同前表） 第5門 民林 13類 民林全

数 31節 箇所反別地価：箇所反別地価総数表

（立頭 府県計；表側 箇所，反別，地価） 聞

所反別地価府県別表（嘉月 府県別＝表側 同前

表） 第14類 播種 32節 播種：播種総数表（

出頭 府県計，比較く前年度，増減〉；表側 箇

所，坪数，一実，茜憂く針葉樹，潤葉樹〉） 播

種府県別表（目頭 直轄・未直轄府県別；表側

同前表） 15類 床換 33節 床換：二二総数表

（表頭 府県計；表側 箇所，坪数，忠直く針葉

樹，潤葉樹〉） 床換府県別表（表頭 同前々表

；表側 同前表） 7門 西ケ原樹木試験場
 16類 樹実 34節 樹実以付：樹実蒔付語数
表（表頭 産地：内国，外国，比較〈前年度，増

減〉；表側 針葉樹・欄葉樹く種類，石数〉）

樹二二付産地別表（表頭 産地＝内国く東京，埼

玉，群馬，等15産地〉， 外国く伊国，英国，英

領印度〉；表側 同前表） 35節 樹実発生1

樹実発生総数表（舷頭 産地：内国，外国，比較

〈前年度，増減〉；表側 同前表） 樹木発生産

地別表（駅頭 内国〈東京，埼玉，等10産地〉，

外国〈伊国，英国，英領印度〉；表側 針葉樹・

閣葉樹〈種類，木数〉） 36節 樹実購入：樹

実購入総数表（表頭 内国計，外国計，比較く前年

度，増減〉；表側針葉樹・潤葉樹〈種類，石数〉）

樹実購入産地別表（山頭 内国く東京，埼玉等13

産地〉，外国く出国，英国，英領印度〉ラ表側

同前表）37節 樹実交付1樹実交付総数表（表

頭 内国計，外国計；表側 同前表） 樹実交付

箇所別表（表頭 内国〈開拓便，京都等，32箇所

〉，外国く襖国〉；表側 同前表） 17類苗木

38節 苗木交付：苗木交付総数表（表頭箇所計，

比較く前年度，増減〉；表側 針葉樹・澗葉樹〈

種類，木下〉） 苗木交付箇所別表（表頭 外務

省，博物局，勧農局地質課，各地有先者；表側

同前表） 第8門 貯材 18類 貯材全数 39
節 木材保蓄：木材保蓄総数表（表頭 貯木所計

二表側 元高・増減・現在高く員数，材債〉）

木材保蓄箇所別表（表頭 貯木所く深川，大阪
等10箇所〉；表側 同前表） 貯材発売総数表

（表頭 貯木所計；表側 木材〈員数，材債〉，

代金） 貯材発売箇所別表（表頭 貯木所く深川，



 大阪等10箇所；表側 同前表） 第9門 雑件

  19類 公文全般 41節 公文：公文員数表
 （表音 指令，諸達，往復，供覧，比較〈前年度，

 増減〉；表側 太政官の命令に係るもの，卿輔の

 決判を如しもの，局長の専決せしもの） 20類

 職員 42節 局員：局員総数表（瀬頭 宮等；表

 側 越高・増・減。現在高〈専務，兼務〉，比較

 〈前年度・増《専務，兼搬＞＞） 在局及各地在

 勤別表（表罫 箇所く本局，秋田等17箇所〉；表

 側 官等級別，等外，儲） 各地派出表（巨頭

 官等〈判任，月給雇〉；表側 宮材調査，官唐朝

 樹，官材伐採，雑） 43節 府県山林掛員：府

 県山林掛員総数表（表頭 府県計〈越高，増，減，

 現在高〉；表側 判任，准判任，等外，傭〈月給，

 日給，巡視，監守〉） 山林掛員府県別表（表頭

  府県別〈越高，増，減，現在高〉；表側 同前

 表） 21類 44節 径費；径費総数表（表頭

 俸給，給与，等10項目；表側 内務省管理（13

 娠7月～14年3月計），農商務省管理（14年4
 月～同f君6月言f）， 比較く前郵三度， 立曽減〉） 経

 費科目別表（樹頭 俸給く書記官俸給，属官俸給，

 等外俸給，御用掛俸給ウ閣員俸給〉，雑給く旅費，

 満年賜金．勉励賜金，傭給，諸手当，諸手数料，

 賞：典，死傷手当，被服費，雑費〉，庁画く備品，

 器械費，消耗、矯印刷費，郵便税，電信料，運搬

 費，賄費，雑費〉，営繕費，樹林費く傭給，雑品

 費，運搬費〉，新植費く増給，菓購買，樹実購買，

 雑品費，運搬費，雑費〉，樹木試験場く傭給，菓

 種物購買，雑品費，運搬費，土地購買，郵便税，

 各所国営修繕，賄費〉，探偵費，雑件く博覧会娼
 占占費〉 ； 表側  内務省管理〈 13を「7月～ 14｛1三 3

 月〉，農商務省管理〈14年4月～同年6月計〉）

経費箇所別表（表頭 本局，直轄・未直轄府県別

 ；表側 俸給，雑給，庁費，営繕費，樹木費，新

 植費，試験費，雑件） 22類 諸収入 45節 諸

 収入：諸収入総数表（表頭  U科目計，比較く

 前年度，増減〉；表側 官林，山野，雑） 買収

 入科目別表（表頭 貸地料，土石借区官等11科
 目；表側 貞轄山林，未直轄山林，山野，雑）

  附録 第1表 官民林及耕宅地反別比較（表頭

  府県別；表側 官林，民林，計，耕宅地比較，

 増減，歩合） 第2表 官民林反別人口比較（表

 頭 府県別；表側 官林，民林，計，人口，官林

 1人当，民林1人当，官民林1人当） 第3表
 官民林立木入口比較（表頭 府県別；表側 官林，

 民林，計，人口，官林1人当，民林1人当，官民

 林1人当） 第4表 全国官民林比較図
4）ll．1林局第4回年報

調査対象年 明治14年（14年7月～12月）

内容細目 第1門 沿革〔記事〕 第2門 官林
 1類 宮林全：数 1節 箇所反別木竹：箇所反別

 川竹総数表（同国3回） 箇所反別木曜府県別表

 （同第3回） 2類 官林調査〔記事〕 3類
 宮林播植 2節 播実：播実総数表（表頭 府県

 計；表側 箇所，反別，石数〈澗葉樹〉） 播実

 府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別；表側 同

 前表） 3節植樹：植樹総数表（同旨3回）
 植樹府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別；表側

  同前表） 4類 官林貸地 4節 有料貸地：

 有料貸地総数表（同義3回） 有料貸地府県別表

 （同法3回） 5節 無料貸地：無料貸地総数表

 （同第3回） 無料貸地府県別表（同第3回）

 6節 無料使用：無料使用総数表（表頭 府県計

 〈神杜付属地，学校品等7項目〉；表側 越高・

 増・減・現在高〈反別〉） 無料使用府県

 別表（豪酒 直轄・未直轄府県別く学校敷，溜池

 敷等〉；表側同前表） 5類 官林土石掘採 7
 節 開坑：開坑総数表（同第3回） 開坑府県別

 表（同点3回） 8節試掘＝試掘総数表（油鼠
 3回） 試掘府県別表（同誌3回） 9節 無代
 下附；無代下田総数表（表頭 府県固く砂利，土〉

 ；表側 坪数） 無代下品府県別表（表頭 未払

 轄府県別〈砂利，土〉；表側 坪数） 6類 官林諸払

 下  10節 地所払下：地所払下総数表（同第3

 回） 地所払下府県別表（同第3回）12節 竹
 払下：竹払下総数表（同第3回）竹払下府県

 別表（同第3回） 13節 雑産物臨時払下
 ：雑産物臨時払下総数表（同門3回） 雑産
 物臨時払下府県別表（同論3回） 14節雑
 産物年期払下：雑産物年期払下総数表（同心3回）

  雑産物年期払下府県別表（同第3回） 15節

 盗誤伐採品払下：盗誤伐採品払下総数表（同論3

 回） 盗誤伐採払下府県別表（同訓3回） 7類

 官林諸払下取消 16節 諸払下取消：諸払下取

 消総数表（出頭 府県旧く地所，木，品等＞1表

 側 本半．周年払下に係る分・本半周年次前払下に

 係る分く員数，代金〉） 諸払下取消府県別表（

 （表頭 直轄府県別〈木，丸太蹴転＞3表側 同

 前表） 8類 官民有未定地処分  17節  官民

 有未定地処分：官民有未定地処分総数表（表頭

 府県〈山林〉；表側 反別く官属，民属〉）官民

 有未定地処分府県別表（蝿頭 未直轄府県く山

 林〉；表側 同前表） 9類 官林被害 18節
 被害：被害総数表（表頭 府県計〈木，竹〉；表側

  火災。風災・雪害。盗誤伐・侵墾く本数，反
 別〉） 被害府県別表（表頭 直轄・未直轄府県

 別く木，竹〉；表側 同前表） IQ類 官林損
 寄賠騰金：損害賠償金総数表（届第3回） 損害
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賠償金府県別表（同第3回） 第3門 部分引引

 11類 部分木竹全数 20節 箇所反別新島：
箇所木竹総数表（同職3回） 箇所反別木竹府県

別表（同第3回） 12類 部分実行 21節 部
分木払下：部分木払下総数表（同第3回） 部分

木払下府県別表（同第3回）  2節 部分賦払
下：部分竹払下総数表．（心頭 府県計〈官属，民

属〉；表側 生立く本数，代金〉） 部分竹葦下

府県別表（表頭 未直轄〈官，民〉；表側 同前

表） 13類  部品実行取消 23節 払下取．消：

払下取消総数表（表顕 府県計く本〉；表側 本

半周年以前払下に係る暴く官属・民属く員数，

代金＞〉＞） 払下取消府県別（馬頭 未直轄府県

〈木〉；表側 同前年） 14類 部分木被害

24節 被害：被害総数（表頭 府県憂く木〉；

表側 火災・風災・盗誤伐く木数く官属，民属》，

反別〉） 被害府県別表（表頭 直轄・未直轄府

県別く木〉；表側同前表） 15類 部分木損害

賠償金 25節 損害賠償金：損害賠償上総数表
（表頭 府県繁く木〉；表側 官属・民属く員数，

代金〉）損害賠償金府県別表（表頭 直轄・未直

轄府県別〈木〉；表側 同前表） 4門 官有山

野 16類 山野増減 26節 反別木星 ：反別

木筆総数表（表頭 府県計く増《編入，払下取
消》，減＜＜払下，無代下附，除却，曝露下戻，盗

誤伐，枯損〉＞＞；表側 山林・秣場・柴生・草生

・萱生・薮地・野地〈反別，立本 立竹〉） 反

別木竹府県別表（表頭 府県辛く同前表〉；表側

 同前表） 17類 L［1野貸地  27節 有料貸地：

有料貸地総数表（同第3回） 有料貸地府県別表

（同第3回） 28節 無料貸地：無料貸地総数

表（同第3回） 無料貸地府県別表（同第3回）

29節無料使用：無料使用総数表（表頭 5府
県少く学校敷，溜池敷，井戸敷，風潮除〉；表側

 越高・増・減・現在高〈反別〉） 無料使用府

県別表（側頭 府県辛く学校敷，溜池等〉＝表側

同前表） 18類 山野土石掘採 30節 開坑：

開坑総数表（同第3回） 開坑府県別表（同県3
回） 31笛試掘：試掘総数表（同第3回） 試掘

府県別表（同国3回）19類 山野諸士．ド32節 地

所払下：地所払下総数表（同第3回）地所払下府

県別表（同第3回） 33節 樹木払下：樹木払ド総

数表（同第3回） 樹木払下府県別表（奉持3［・D

 34節 竹払F：竹払下総数表（表頭 府県計：

表側 生竹，代金） 竹払下府県別表（表頭 府

県別；表側 同前表） 35節 雑産物臨時払ド
：雑産物臨時払下総数表（表頭 府県計く柴，枝

条等12科目〉；表側 員数，代金） 雑産物1編時

払下府県別表（表頭 府県別く柴，竹等〉；表lil1
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 代金） 36節 雑産物年期払ド：雑産物年期払

下総数表（表帯 府県計く柴，木皮等〉；表側

越金・増・減・現在高く反別，代金〉） 雑産物

年期払下府県別表（網頭 府県別〈草，柴等〉；

表側 同前表）    37節年賦追払下：
年瞑地所払F総数表（表頑 府県計；表側 元高

く反別，代金〉，本半周年に係る金額） 年賦地

所払下府県別表（弾頭 府県別5表側 同前表）

年賦木竹田下総数表（草頭 府県計；表側 元高
く木数，代金〉，本半周年に該る金額，元高く竹葦，

代金〉，本半周年に駆る金額） 38節 盗誤伐
採自室下：盗誤伐採品払．ド総数表（路頭 府県計

〈木〉；表側 員数，代金） 盗誤伐採品払下
府県別表（表頭 府県別〈立木〉；表側 同前表）

20類 山野諸払下取消 39節 諸払下取消：諸
払下取消総数表（表構 府県計〈地所，立木〉；

表側 本半周年以前払下π係る分〈員数，代金〉）

諸払下取消府県別表（竜頭府県別く地所，立木〉

；表側 同前表） 21類 山野損害賠償金 40

節 損害賠瞥：損害賠陰金総数表（表頭 府県計

〈木〉；表側 員数，代金） 損害賠償金府県別

表（表頭府県別く木〉；表側 同前表）第15
門 民林 22類 民林全数 41節 箇所反別地

価：箇所反別地価総数表（同第3圓） 箇所反別

地価府県別表（同第3回） 第6門 苗圃 23
類 苗圃増減 42節 箇所坪数：箇所坪数総数
表（表頭 府県計；表側 残高・増。減・現在高

く箇所，坪数〉） 箇所坪数府県別表（表頭

直轄・未直轄府県別；表側 同前表） 24類苗

圃播実 43節 確実：播実総数表（側頭 府県

；表側 同前表） 第7門 西ケ原樹木試験場

25類 樹実 44節 樹実蒔付：樹実理付総数表

（同第3回） 樹実弾付産地別表（同量3回）

樹実購入総数表（同第3回） 結実購入産地別表

（同等3圃） 46節 樹実益収：七賢割田総数表

（表頭 産地計；表側 針葉樹・簡葉樹〈種類，

石数〉） 樹実三橋産地別表（表頭 産地別〈西

ケ原〉；表側 同前表） 47節 三筆交付：樹
実交付総数表（同第3回） 樹実交付箇所別表（

（同第3回） 26類 苗木 48節 苗木交付：
苗木交付総数表（同罪3回） 苗木交付府県別表

（同齢3回） 第8門 貯材 幻類画材 49節
木材保蓄：木材保蓄総数表（表頭 貯木所〈横材

作業の為伐木せし分，皇居御造営用材の為特に伐

木せし分＞i表側 越高・増・減・現在高く員数，

材積〉） 木材保蓄箇所別表（表頭 貯木所く官

林作業の為伐木せし分くく深川，桑名》，皇居御造

営用右オの為特に伐木せし分く＜桑名，白鳥＞＞＞；表

側 同前表） 50節 貯材発売：貯材発売総数表



（同第3回） 貯材発売箇所別表（同第3回）

第9門 雑件 28類 公文全数 51節 公文：

公文員数表（同塵3回） 29類 職員52節
局．員：局員総数表（同職3回） 在局及各地在勤

別表（同調3回） 各地派出表（同第3回）53
節府県山林掛員＝府県山林掛員総数表（同第3

回） 山林掛員府県別表（同罪3回） 30類雑
種収入 54節雑種収入：雑種収入総数表（表
頭 箇所計く立木，苗本場，角材，杭，侵墾に
係る追徴，雑件に係る追徴；表側 員数，代金）

雑収入箇所別表（雛妓 府県別箇所〈同前表〉；

表側 同前表） 31類 諸収入．55節諸収入
：諸収入総数表（同第3回） 諸収入科目別表

（同第3回）

附録 第1表 各年官林比較表（表価 箇所，反別，

立木，立竹；表側 M年12月調，歩合，14年6

月調，歩合，13年6月調，歩合，12年6月調，

歩合，ll年6月調，歩合，14年12月調と比較）
（附 箇所比例 反別比例図表 立木比例 立竹

比例〔以hパイ図表〕〉 第2表 官林木種総数

表（明治ll年6月現在）（表頭 国別；表側
松，杉，桧，樫，椹，雑）（附  〔国別木種比較

図〕 〔所線図表〕 〔木巨歩合図〕 〔パイ図表〕）

第3表官林地積樹木比較表（表頭府県別く林
種：用材，禁伐〉；表側 反別，立木． 1反歩の

立木）（附 1反歩の立木比較図〔折線図表〕）

第4表 官民林比較表（14年末現在）（表国府県

別く反別，立木〉；表側 官林，民林，官林民林

比較多少，歩合）（附 官民林比較図〔折線及棒

図表〕） 第5表 内外森林比較表（表頭 日本，

外国別；表側 全国面積，森林面濱，森林歩合，

内国へ歩合比較多少，平均へ歩合比較多少）（附

 各国全地積図〈森林地，森林地の他〉〔パイ図

表〕 ） 第6表 木材輸出入総数表（大蔵省関税

局明治14年調）（表更 4港計く輸出・輸入く＜桧

材，松材等》，対較過数〉；表側 員数，原価）

木材輸出入港別表（表頭 港別く輸出＜〈黒柿材，

銀杏材等＞＞，輸入《感材，槻材等＞＞，対較世数〉

；表側 員数，原価） 第7表 森林諸産物輸出

入年次比較表（表頭 輸出〈木材，竹田等，14

年比較〉，輸入〈篤実，茸類等〉，14年と比較；

表側 14年～元年く数量：，原価〉） 第8表

各地木材相場表（表頭 桧・松。椹・杉・栂・縦

・槻・栗〈東京・大阪・名吉屋《丸太・角（2～

4間）〉＞＞：表側 1月～12月，平均）第9表
東京府下薪炭輸入表（表頭 明治元年～13年ち
表側 薪〈松材，松束，堅木，雑木〉，炭〈堅炭，

土竈炭，長尺炭，松楽田炭〉） 東京府薪炭相場

表（表頭 薪く下総・下野《堅木大束・雑木大束

 （1二，中，下）＞＞，常陸くく堅木3本2〆・堅木12

 本〆。松2本〆・松中才。松小才・松5本〆（」二，

 中，下）〉＞〉，炭く常陸下野く＜樫堅炭・椚堅炭・

 楢堅炭（ヒ，中，下）〉＞，下総＜＜樫土竈炭・目土

 霊廟・雑木土竈炭・松楽屋炭（h，中，下）》〉

 弓表側 6年～13年）第10表 各府県薪炭産
 雲表（表頭 府県別〈国別〉；表側 薪・塞く松

 ・樫・楢。櫟・栗・雑《量，金＞＞＞）（附各府

 県薪炭産出比較図〔棒図表〕） 第11表 各府県

 諸製造場薪炭需用表（同前表）（附 各府県薪炭

 禰出比較図〔棒図表〕）第12表  各府県薪炭輸

 出表（同前表）（附 各府県薪炭輸出比較図〔棒

 図表〕 第13表 各府県薪炭輸入表（同前表）

 （附 各府県薪炭輸入比較図〔棒図表〕） 第3

  年報正誤

⑤山林局第5回年報
調査対象年 明治15年1月～12月
内容細目 乾之巻 第1門 沿革〔記事〕 第2門

 官林 1類 官林全数 1節 官林箇所反別木竹

 二官林箇所段別木竹総数表（同盟4回〉 官林箇
 所段別木竹府県別表（同国4回） 2類 官林調

 査 2節 官林実査箇所：官林実査箇所総数表
 （府県計，国計，郡計，箇所計） 官林実査箇所

 府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別〈郡別〉；

 表側 箇所） 3節 官林植樹：官林植樹総数表

 第1表（表頭 府県計〈林位：1～3等，禁伐，

 未定〉；表側 箇所反別） 同日2表（表頭 府
 県計〈林位：1～3等・禁伐・未定《木種：．桧，

 松浦》〉；表側 木数） 官林植樹府県別表 第

 1表（堅頭 直轄・未直轄府県漸く林位：1～
 3等，禁伐，未定 〉；表側 箇所，反別） 同

 第2表（田頭 直轄・未直轄府県別〈林位：1～

 3等・禁伐・未定《木種1桧，松等》〉；表側

 里数） 3類 官林貸地 4節 官林有料貸地：

 官林有料貸地総数表（表頭 府県潔く越・増・減

 ・現在高く職位：1～3等星員外・禁伐・風致・未

 定〔以下林位の細目省略〕（耕地，家屋敷等）》

 〉；表側 箇所，反別，料金，人員） 官林有料

 貸地府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別く同前

 麦〉；表側 同前表） 5節 官林無料貸地：官

 林無料貸地総数表（岩頭 府県計く鉢位《樹木栽

 培，用水敷等》〉；表側 越高。増・減・現在高

 く箇所，反別，人員〉） 官林無料貸地府県別表

 （表頭 直轄・未直轄府県別〈同前表〉；表側

 同前表） 6節 官林無料使用：官林無料使用総

 数表（表頭 府県計く林位くく神社附属地，墳墓地

 等》〉；表側 同前表） 官林無料使用府県別

 表（表頭 直轄・未直轄府県別〈同前表〉；表側

  同前表） 7節 宮林立木貸渡；官林立木貸渡
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総数表（創製 府県計く越高・増・減・現在高

《林位》〉，所用；表側 木種，本数，料金，人

員） 官林立木貸渡府県別表（表頭 直轄府県〈

同前麦〉；麦側 同前表）4類 官林土石掘採

8節 官林開坑：官林開坑総数表（冒頭 府県計

く越高・増・減・現在高＜〈林位（花剛石，石灰石

等）》〉；表側 箇所，坪数，掘採高，料金，入

員） 官林開坑府県別表（陣頭 直轄・未直轄府

県別く同前表〉；表側 同前表） 9節官林試
掘：官林試掘総数表（表目 府県計く贈位《雑種，

臼土等》〉；表側 越高・増・減・現在高く箇所，

坪数，人員〉） 官林試掘府県別表（蓬頭 直轄

・未直轄府県別〈同前表〉；表側 同前表） 5

類官林払ド 10節 官林地所払下：官林地所払
下総数表（表頭 府県計く臥位：＜＜社：寺地，還禄

者授産等＞〉＞：表側 反別，代金） 官林地所払

下府県別表（筆頭 直轄・未直轄府県別く同前表

〉；表側 同前表） 11節 官林生木払下：官
林生木払下総数表（剃頭 府県計く林位く＜用材・

薪・炭・雑用（原種：桧，椹等）》＞i表側 木

数，材積，代金） 官林生木払下府県別表（表頭

 直轄・未直轄府県別〈同前表〉；表側 同前表）

12節 官林損木払下：官林郡上払下総数表（表
頭 府県耀く林幸く使用：用材・薪炭等（桧，平

等11》〉；表側 本数，材積，代金）官林損料払

F府県別（関頭 直轄・未直轄府県別〈同前表〉

；表側 同前表） 13節 官林生竹払F：官林

生竹払下総数表（麦頭 府県届く林位《竹種：老

竹，雑竹等＞＞＞；表側 本数，代金） 官林生竹

払下府県別表（表地 直轄・未直轄府県別〈同前

表〉；表側同前表） 14節官林損竹払下：
官林損竹払F総数表（前13節第1表に同じ）官
林損竹払ド府県別表（前13節第2表に同じ）
15節 官林雑産物臨時払下：官林雑産物臨時払下

総数表（表頭 府県計〈林位く小柴，枝三等〉＞

；表側 員数，代金） 官林雑産物臨時払下府県

別表（表頭 直轄・未直轄府県煙く同前表＞5表

側同前表） 16節官林雑産物年期払下：官
林雑産物年期払F総数表（櫓脚 府県計く越高・

増・減・現在高＜＜林位（柴，草等）》〉；表側

箇所，反別，員数，料金，人員） 官林雑産物年

期払下府県別表（表頭 直轄・未直轄府県薄く同

前表〉；表側 同前表）

坤之巻 17節 官林盗誤伐木払一Fl官林盗誤伐
払下総数表（表頑 府県計く林位《使用：薪炭・

雑用用材（木種：松，栗等）＞〉＞∋表側 木数，

材積，代金） 官林盗誤伐木払下府県別表（表頭

直轄・未直轄府県別く同前表〉；表側 同前表）

18節 官林盗誤伐竹払下：官林盗誤伐竹払下総数
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表（表頭 府県計〈林位《竹種：苦竹，雑竹群》

〉；長上 本数，代金） 官林盗誤伐竹払下府県

別表（表頭 直轄・未直轄府県別く同前表〉；表

側 同前表）19節 官林国恥採取品払下：官林
盗誤採取品払下総数表（表頑 府県計 〈林位《

角材，丸太等〉＞＞；表側 員数，代金） 官林盗

誤採取宿払下府県別表（表頭 直轄。未直轄府県

刷く同前表〉；表側 同前表） 6類 官林払下

取消 20節 官林地所払下取消：官林地所本年
中に係る払下取消総数表（龍頭 府県臨く林位くく

科目1回禄者授産；表側 反別，代金） 官林地

所本年中に係る払下取消府県別表（表側 直轄県

〈同前表〉；表側 同前表） 官林地所前年中に

係る払下取消総数表（同前々表） 官林地所前年

中に係る払下取消総数表（同前々表） 21節宮
林生木払下取消：官林生木本年中に係る払下取消

総数表（表頭 府県計く四位く使用：用材・薪炭・

雑用（松，杉等）〉＞；表側 本数，材積，代金）

官林生木本年中に係る払下取消府県別表（表頭

直轄・未直轄府県博く同前表〉；表側 同前表）

官林生木前年中に係る払下取消総数表（同前郵程）

22節 官林生木前年中に係る払下取消府県別表

（同前々表） 官林損木上F取消：官林損木本年

中に係る払下取肩総数表（前21節第1表に同じ）

官林損木本年中に係る払下取消府県別表（前21節

2表に同じ） 官林損木前年中疋係る払ド取消総

数表（前21節第1表に同じ） 官林損木前年中
に係る払下取消府県別表（前21節第2表に同じ）二）

23節 官林生竹払下取消：官林生竹前年中に係
る払下取財源数表（髪頭 府県計く単位く＜竹種》

〉；麦側 本数，代金） 官林生竹前年中に係る

払下取消府県別表（表碩 未直轄府県別〈同前表

〉；表側 同前表） 24節 官林雑産物臨時払
下取消：官林雑産物本年中疋係る払一ド取消総数表

（源頭 府県計く林位《科目：草，耳蝉＞＞＞；長

側 員数，代金） 官林雑産物本年中に係る払下

取消府県別表（表頭 直轄・未直轄府県明く同前

表〉；表側 同前表） 官林雑産物前年中に係る

払下取消総数表（同前製表） 官林雑産物前年中

に係る払下取消府県別表（同前々表） 25節官
林盗誤採取品払下取消：官林盗誤採取品本年中に

係る払下取消総数表（表頭 府県計く林輝く＜科目：

角材，丸太等＞〉＞；表側 員数，代金） 官林盗

誤採取品本年中疋係る払F取消府県別表（表頭

直轄府県ぐ同前表〉；表側 同前表） 7類 官

林無代．F付 26節 官林地所無代ド付：官林地

所無代F付総数表（表頭 府県計く林位／ぐ科目：

懸証，学校敷等》〉；表側 反別） 官杯地所無

代F付府県別表（表頭 直轄・未直轄府県別く、同



前表〉；表側 同前表） 27節  官林生木無代

下付：官林生木無代下付総数表（表町 府県計く

林位《科目：円陣，縁故等（木匠：松，杉等）＞＞

＞；表側 本数） 官林生木無代下付府県別表

（筆頭 直轄・未直轄府県別く同前表〉；表側

同前表） 28節官林生竹無代下付：官林生竹無
代下付総数表（表頭 府県計く一位《科目：悪難，

（竹園）＞＞＞；麦側 本数） 官林生竹無代下付

府県別表（浸頭 未直轄府県く同前表〉；表側

同前表） 29節官林雑産物年期無代下付：官
林雑産物年期無代下付総数表（表頭 府県計く越

高・増・減・現在高《林位（科目：草）》〉；表

側 箇所，反別，員数，人員） 官林雑産物年期

無代下付府県別表（表組 未直轄府県く同前表〉

；表側 同前表） 8類 官林被害 30節 官
林被害：官林被害総数表（表頭 府県厚く林位く＜

科目：火災，風災等＞＞；表側 反別，立木，立竹，

雑種） 官林被害府県別表（表碩 直轄。未直轄

府県輝く同前表〉；表側 同前表） 9類 官林

損害賠償金 31節 官林木筆損害賠償金 官林木

鼠損害賠償金総数表（表頭 府県計く林厚く木種

：檜，薬毒》〉；表側 本数，材積，金員）

官材木竹損害賠償金府県別表（表頭 直轄・未

直轄府県別〈同前表〉；表側 同前表） 32
節 官林雑産物損害賠償金：官林雑産物損害賠

償金総数表（表頭 府県計く顎位く科目：小柴，

封目等 〉＞；表側 員数，金員）官林雑産物損

害賠償金府県別表（筆頭 直轄・未直轄府県別

〈同前表〉；表側 同前表） 10類官林損
害賠償金取消 33節 官林雑産物損害賠償金
取消：官林雑産物本年中に係る損害賠償金取消

総数表（表頭 府県計く林賢く科目〉＞；表側

 員数，金員） 官林雑産物本年中に係る損害賠

償金取消府県別表（表頭 未直轄府県く同前表〉；

表側 同前表） 11類 官林棄損 34節 官林
棄損：官林棄損総数表（表頭 府県計く林位＜＜科

目：盗伐木賠償金，角材等＞〉＞；表側 員数，金

員） 官株棄損府県別表（表頭 未直轄府県く同

前表〉罫表側 同前表） 第3門 部分林12類
 部分林全数 35節 部分林箇所反別憶測：部
分林箇所反別立木総数表（表側 府県計く〔官・

民部合別〕：2〔対〕1， 6〔対〕4， 5．対〕

5，4〔対〕6，3・5〔対〕6・5 〔以一ド
細目省略〕〉；麦側 越高・増。減・現在高く簡

所，反別，本数〉） 部分林箇所反別立木府県別

表（表頭 直轄・未直轄府県別く同前表〉；表側

 同前表） 部分林箇所反別立竹総数表（同前々表

〔但し，本数は東数と変る〕 ） 部分林箇所反別

α竹府県別表（同前々表） 36節  償行部分林
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箇所立木：慣行部分株箇所立木総数表（表頭 府

県臨く（官・民部合別〕；表側 越高・増・減・

現在高〈箇所，本数〉） 慣行部分林箇所立木府

県別表（表裏 未直轄府県別く同前々表〉；表

側 同前々表） 13類 部分木禎付37節部分
木植付：部分木順付総数表 その1（堅頭 府県

計く〔官・民部合別〕；表側 箇所，反別） そ

の2（麦頭 府県計＜ζ官・民部合別〕《木種：

桧，松等〉＞；表側 本数） 部分木値付府県別表

その1（麦頭 直轄・未直轄府県別く同前々表そ

の1＞；表側 同前々表その1） その2（麦頭
 直轄・未直轄府県別〈同前々表 その2＞；表
側 同前々表 その2） 14類 部分実行 38節

 部分官収木：部分官事木総数表（表頭 府県計

く〔富・民部合別〕《木肌：杉，松等》〉；掌側

 木数〈官，民〉） 部分官収木府県別表（筆頭

 未直轄府県広く同前表〉；表側 同前表） 39

節 部分木官回金：部分木官収金隈数表（表頭 府

県響く〔富・民部合別〕＜＜木種：桧，梶等》〉；

授側 本凱 材贋，代金く官，民〉）部分木賊収

金府県別表（騒騒 直轄・未直轄府県別〈同前表

〉；表側 同前表） 40節 部分竹屋収金：部

分竹官収金総数表（表頭 府県軽く（官・民部合
別〕＜＜車種：江南竹，雑竹〉）；表側 本数，材積，

代金く官，民〉） 部分竹官収金府県別表（麦頭

 直轄府県く同前表〉；表側 同前表） 41節

慣行部分木官収金：慣行部分木回収金剛数表（台

頭 府県計〈〔官・民部合別）《木種＞〉＞；表側

 本数，材債，代金く官，・民〉） 慣行部分警官

収金府県別表（表頭 未車糖府県く同前表〉；表

側 同前表） 42節 部分林雑産物官収金：部

分林雑産物官収金賞数表（表頭 府県計く〔官・

民部合別〕＜〈科目：小柴，枝条等〉＞＞；麦側 員

数，代金・官・民〉） 部分林雑産物回収金府県

別表（麦頭 直轄府県別く同前表〉；麦側 同前

表） 43節 盗誤伐木部分官収金1盗誤伐木部分
割収金屋数表（与頭 府県計＜〔官・民部合別〕

《木口〉＞；表側 本数，材債，代金〈官，民〉

盗誤伐木部分収金府県別表（表口 未直轄府県く

同前表〉；表側 同前表） 44節  盗誤採取品

部分官収金：盗誤採取品部分宮掛金総数表（表題

 府県計〈〔官・民部合別〕《科目＝角材，丸太等

＞〉〉；表側 員数，代金く官，民〉） 盗誤採取

品部分官収金府県別表（表頭 未心轄府県く同前
表〉；表…側 同前表） 45節  部分民収木伐採

：部分民収木伐採総数表（表頭 府県計く〔官・

民部合別〕〈木種》〉；表側 本数・材積く官，民

〉） 部分民収木伐採府県別表（表頭 未直轄府

県別〈同前表〉；表側 同前表） 15類 部分



実行取消 46節 部分木官収金取消：部分本年
中に係る官収金取消総数表（蒼頭 府県幽く〔官

・民部合別〕くく木種＞＞〉；表側 本数，材贋，代

金〈官，民〉） 部分本：年中に係る官曲金取消府

県別表（麦頭 直轄・未直轄府県別〈同前表〉；

表側 同前表）47節 盗賊伐木部分官収金取消：

盗誤伐木部分本年に係る官収金取消総数表（同前

46節第1表）盗誤伐木部分本年に係る総収金取
消府県別表（同前46節第2表） 16類 部分林廃止

48節部分林廃止：部分林廃止総数表 その1
（麦頭 府県計〈〔官・民部合別〕〉；表側 箇所，

反別） その2（表頭 府県計く〔官・民部合別〕＜

木隠》〉；表側 本数） 部分林廃止府県別表 そ

の1（表頭 直轄・未直轄府県別く同前表その1＞

；表側 同前表その1） その2（柱頭 直轄。未

直轄府県堅く同前表その2＞；表側 同前表その

2） 17類部分林被害 49節 部分林被害：部分

林被害総数表（表頭府県研ぐ官・民部合別〕〈

科目：火災＞＞＞亀表側 反別，立木） 部分林被

害府県別表（立頭 未直轄府県く同前表＞i授側

 同前表） 18類  部分林損害賠償官収金 50

節 部分木損害賠償官献金：部分木損害賠償宮献

金総数表（表頭 府県計く〔官・民部合引〕〈二種

＞＞〉；麦側 本数，材債，金員〈官，民〉） 部

分林損害賠償官収金府県別表（兀頭 直轄・未1亘

轄府県無く同前表〉二麦側 同前表） 51節部
分雑産物損害賠償官収金：部分雑産物損害賠償官

収金総数表（国頭 府県計く〔官・民部合別〕＜〈科

目＞〉〉；長泣 員数，金員く官，民〉） 部分雑

産物損害賠償官収金府県別表（麦頭 未直轄府県
く同前表〉；表：側  同前表）  第4門  19類 山

野増減 52節 山野反別木竹：山野反別木竹総
数表（同第4回） 山野反別木竹府県別表（同齢
4回 ）  20類 1⊥薯野貸地  53節   ［1」里チ有料貸地

：山野有料貸地総数表（巨頭 府県計く越高・増

・減・現在高く＜地目：林・竹林等〔以F細目省略〕

（科目：耕地，家屋敷等）＞＞＞；表側 箇所，反

別，料金，人員） 山野有料貸地府県別表（表頭

 府県別く同前表〉；表側 同前表） 54節山
野無料貸地：山野無料貸地総数表（同第4回〉

［！野無料貸地府県別表（同第4．回） 55節 山野

無料使用：山野無料使用総数表（表頭府県計く

地目く科目：学校敷，溜池等》〉；表側 越高

・増・減・現在高く箇所，反別，人員〉） 山

野反別無料使用府県別表（表頭 府県別く同前
表〉書麦側 同前表） 21類 山野．と石掘採

56節 山野開坑：山野開坑総数表（浅頭 府県

計く越r蒔・増・減・現在高く＜地目（科目：臼土，

雑種等）＞＞〉；表側 箇所，坪数，掘採高，料金，

一． T3一一

人員） 山野開坑府県別表（表頭 府県別〈同前

表〉；麦側 同前表） 57節 山野試掘；山野
試掘総数表（長頭 府県計く地目《科目：雑種＞＞

＞；口音 箇所，坪数，人員） 山野試掘府県別

表（麦頭 府県別く同前表〉；表側 同前表）

22類 山野払下 58節 山野地所払下 ：山野
地所払下総数表（田頭 府県計〈地目（（科目；社

寺地，学校付属地等》〉う表側 反別，代金）

山野地所払下府県別表（表頭 府県別〈同前表〉

；表側 同前麦） 59節山野生木上下：山野生
木払下総数麦（目頭 府県計く地目＜＜使用；用材7

薪炭等（木種）》〉；麦側 本数，材積，代金）

山野生木払下府県別表（筆頭 府県別く同前表〉

；表側 同前表） 60節 山野直木払下：山野

中木払下総数表（同前59節第1表）山野富木払
下府県別表（同前59節第2表） 61節 山野生
竹払下：山野生竹払下総数表（麦頭 府県計く地

目《同種〉〉〉；表側 本数，代金） 山野生竹払

下府県別表（麦頭 府県別く同前表〉；表側 同

前表） 62節 山野損竹払下：山野損日払下総
数表（同前61節第1表） 山野損劇道下府県別表

（同前61節第2表） 63節 山野雑産物臨時払
下：山野雑産物臨時払下総数表（表頭 府県計ぐ

地目《科目二小柴，枝勲等》〉；長側 員数，代

金） 山野雑産物臨時払下府県別表（麦頭 府県

別〈同前麦〉；浸側 同前表） 64節  山野雑

産物年期払下：山野上産物年期払下総数表（表頭

 府県計〈越高・増・減・現在高《地目（科目：

小柴，玉条等）＞〉〉；表側 箇所，反別，員数，

料金，人員） 山野雑童物年期払下府県別表（表

頭 府県即く同前表〉竃表側 同前表） 65節

山野地所年賦払下：山野地所年賦払下総数表（表

頭 吋県計〈地目〉；麦側 許可高く反別，代金

〉，本年徴収金） 山野地所年賦払下府県別表

（表頭 府県旧く同前表〉；麦側 同前表） 66

節 山野木竹年賦払下：山野木竹年賦払下総数表

（組頭 府県計く地目〉；麦田 許可高く口数，

代金〉，本年度徴収金，許可高く臨戦，代金〉，

本年度徴収金） 山野木竹年賦払下府県別表（麦

頭府県別く同前表〉；麦側同前表）67節
山野盗誤伐木払ド：山野盗誤伐木払下総数表（表
頭 府県計〈地目く使用：薪炭，雑用等（木種）》・

〉；浸側 本数，旧債，代金） 山野盗誤伐木払

ド府県別表（表頭 府県別く同前表〉；表側 同

前表） 68節 山野盗誤伐竹払下：山野盗誤伐
竹払F総数表（麦頭 府県計〈地目くく竹種＞＞〉；

表側 竹種，本数） 山野盗誤伐竹払下府県別表

（長頭 府県別く同前表〉；表側 同前表） 69

節 山野盗誤採取晶払下：山野盗誤採取品払F総



数表（湖頭 府県計〈地目《科目：丸太，板等》

〉；表側 員数，代金） 山野山回採取品払下府

県別表（長頭 府県別〈同前表〉；表側 同前表）

23類山野払下取消 70節 山野地所払下取消：
山野地所前年中に係る払下取消総数表（智頭 府

県眠く地目《科目：還禄者授産，雑種等》〉；麦

側 反別，代金） 山野地所前年中に係る払下取

消府県別表（国頭 府県別〈同前表〉；表側〈同

前麦〉） 71節山野生木払下取消：山野生木

払下取消総数表（組頭 府県計く地目《使用：雑

用（木前）》〉；麦側 本数，材贋，代金） 山

野生木払下取消府県別表（表頑 府県即く同前表

〉；麦側 同前表）72節山野生竹田下取消：山

野生竹本年中に係る払下取白総数表（麦頭 府県
計く地目く竹種〉＞；表側 本数，代金） 山野生

竹本年中に係る払下取消府県別表（表頭 府県別

く同前表〉；麦側 同前表） 山野生竹前年中に

係る払下取聖堂数表（同前々表） 第4節 山野

生竹前年中に係る払下取消府県別表（同前々表）

73節 山野損竹払下取消：山野損竹前年中に係る

払下取消総数表（同 72節第1表）山野損竹前
年中に係る払下取消府県別表（同 72節第2表）

74節 山野雑産物臨時払下取消：山野乱僧物前

年中に係る臨時払下取消総数表（麦頭 府県計〈

地目《科目（小柴）》〉；麦側 員数，代金）

山野碁手物前年中に係る臨時払下取消府県別表

（回田 府県別〈同前表〉；疫側 同前表） 24

類 山野無代下附
75節 山野地所無代下田：山野地所無代下附総数表

（表頭 府県短く地目《科目：悪証，学校敷等》

〉；麦価 反別） 山野地所無代下津府県別表

（王立 府県別〈同前表〉；麦側 同前麦＞76

節山野生木無代下描：山野生木無代下顎総数表
（麦頭 府県計〈地目《科目：悪証，用材等（木

種）》＞5麦側 本数） 山野生木無代下調府県

別表（表頭 府県別く同前表〉；麦側 同前麦）

77節  山野石木無代下竜：山野三木無代下附総

数表（同 76節第1表，但し府県は1県） 山
野損木無代下上府県別表（同 76節第2表，但

し府県は沖縄） 78節 山野生竹無代下附：山
野生竹無代下附総数表（田頭 府県計く地目《科

目：雑種（竹種）》〉；表側 本数） 山野生竹

無代下底府県別表（表頭 府県別く同前表〉；表

側 同前表） 79節 山野雑産物無代下附：山
野雑産物無代下附総数表（表頑 府県計〈地目《

科目：苗木，土等》〉；表側 員数） 山野雑産

物無代下附府県別表（表頭 府県別〈同前表〉；

表側 同前表） 25類 山野被害 80節  山
野被害：山野被害総数表（表頭 府県計く地目くく

一54一

科目：火災》〉；表側 反別，立木，雑種） 山

野被害府県別表（多頭 府県別く同前表〉；表側

 同前表） 26類 山野損害賠償金 81節 山
野木竹損害賠償金：山野木偏損害賠償金総数表

（表頭 府県計く地目《科目：桧，松等＞＞＞；表

側 本数，材積，金員） 山野木竹損害賠償金府

県別表（蚊頭 府県別〈同前表〉；表側 同前表）

82節 山野雑産物損害賠償金：山野雑産物損害

賠償金総数表（表頭 府県計く地目《科目：木葉，

転石等》〉；表側 員数，金員） 山野雑産物損

害賠償金府県別表（咽頭 府県別〈同前表〉；表

側 同前表） 27類 山野棄損 83節 山野棄
損：山野棄損総数表（田頭 府県計〈地目《科臼

：地所払下代》〉；表側 員数，金員） 山野棄

損府県別表（表頭 府県別〈同前表〉；表側 同

前表） 第5門 官民有未定地処分 28類 官
民有未定地処分 84節官民有未定地処分：官
民有未定地処分総数表（表頭 府県計く地目〉；

表側 反別〈官，民〉）官民有未定地処分府県別

表（表頭 府県別〈同前表〉；表側 同前表）

第6門 民林 29類 民部全数87節民林
箇所反別地価：昊林箇所反別地価総数表（同苗4

回） 民林箇所反別地価府県別表（同日4回）

30類民有停止林 86節民有停止林伐木：
民有停止林伐木総数表（国頭 府県計；表側 箇

所，反別，木種，本数） 民有停止林伐木府県別

表（表頭 府県別；表側 同前表） 第7門 苗

圃 31類 苗圃全数 87節 苗圃箇所反別樹
木：苗圃箇所反別樹木総数表（田頭 府県計；表

側 越高・増・減・現在高く箇所，反別，加数〉）

苗圃箇所反別樹木府県別表（湖頭 直轄・未直轄

府県別；表側 同前表） 32類苗圃播実  88

節 苗圃播実：苗圃秘境総数表（表価 府県計〈

木種〉；表側 石数） 苗圃播実府県別表（表頭

未直轄府県別〈木種〉；表側 石数） 33類

苗圃床換 89節 苗圃床山：苗圃床換総数表
（同前々表） 苗圃床換府県別表（同前々表）

第8門 貯材 34類 貯材 90節  木材保蓄
：木材保蓄総数表（目頭 貯木所：官林作業の為

伐木せし分，皇居御造営用材の為特に伐木せし分

；表側越高・増・減・現在高〈員数，材積〉）

木材保蓄箇所別表（船頭 貯木所：同前表〈地名

別〉）；表側 同前表） 91節 貯材発売：貯
材発売総数表（表頭 貯木所計；表側 員数，材

積，代金） 貯材発売箇所別表（表頭 貯木所別

；表側 同前表） 第9門 山林学校 35類
山林学校 ’92節 学科：学科表〔記事〕 93節

教員及生徒：教員及生徒人員表（表頭 官等：奏

任〈校長，教授〉，判任く幹事，幹事心得，助教



〉，准判任，御用掛，傭員，合格生；表側 校務，

授業，生徒く入校，不入校〉）36類樹木試験

94節 樹実蒔付：樹実蒔付総数表（冒頭 産地
：内国，外国；表側 針葉樹・澗葉樹く種類，石

数〉） 土目蒔付産地別表（心頭 産地二内国〈

東京，京都等〉，外国〈英国，英領印度＞1表側

 同前表） 95節 樹苗交付：心置交付総数表
（表頭 箇所：内国，外国；表側 針葉樹・欄葉

樹・内長部く種類，本数〉） 樹苗交付箇所別表

（表町 箇所：内国〈東京府，地理仁心7箇所〉，

外国；表側同前表》 第10門 山林共進会
37類 山林共進会 96節 出品：出品総数表
（表頭 府県計；表側 反別，書類，人員） 出

品府県別表（表頭 府県別；表側 同前表）97

節褒賞：褒賞総数表（肘頭府県計；表側特
別賞，1～7等） 褒賞府県別表（表頭府県別

；表側同前表） 第11門雑件38類 公文
：公文総数表（表頭 科目：太政官伺に係るもの，

卿輔決判に係るもの，局長専決に係るもの；表側

 指令，諸愚往復，供覧） 公文箇所別表（表
頭 科目：府県・山林事務局く府県別〉，貯木所

く桑名，白鳥，深川〉，錦織綱場，各地出張員，

本省各局課掛，各局合評，人民直願，発議；表側

 同前表） 39類職員 99節 局員：局員総

数表（同町4回） 下局及各地在勤別表（同門4
回） 各地派出表（下心 奏任，准奏任，判任，

准判任，月給雇；表側 官林調査，官林植樹，雑）

100節 府県山林掛員：山林掛員総数表（同第4

回） 山林掛員府県別表（同第4回） 40類雑
種収入 101節 雑種収入：雑種収入総数表（表

項 箇所計く科目：官林貸地料前年分・山野貸地

料前年分等《科目：雑，下等〉＞＞；表側．員数，

代金） 雑種収入箇所別表（表頭 箇所〈同前表

〉；表側 同前表） 41類 諸収入102節諸
収入：諸収入総数表（官林，部分林，山野，雑）

諸収入科目別表（表頭 科目：地所貸渡料，立木

貸二二等17科目；表側 官林・部分林〈直轄・未

直轄〉，山野，雑） 42類経費 103節 経
費：経費総数表（三頭 科目：俸給く書記官俸給，

属官俸給等〉，雑給く旅費，満年賜金等〉，庁議

〈備品，消耗品等〉，営業費〈各所新営修繕，試

験場長屋新営等〉，樹林費く雇給，雑品費等〉，

新植費〈雇給，雑品等〉，樹木試験費〈雇給，雑

品費等〉；表側 金員） 経費箇所別表（表頭

直轄・未直轄府県別；表側 俸給，雑給，出費，

営繕費，樹林費，新植費，樹木試験費） 第4回

年報正誤

解 題

1，沿革

 林業統計は調査内容から林野面積調査，森林蓄積調査，林産物調査，林業経営調査等に，また所有の観点から

国有林調査と民有林調査に分けることができるが， 「山林局年報」に代表される明治初期の林業統計調査は国有

林の林野面積調査を中心において展開されたといえよう。民有林をも含む林業の全面的統計が得られるのは30年

代後半からである。従ってこの点は農業統計に比較して体系化がかなり遅れているといわなければならない。以

下，林業統計調査の沿革を辿ってみよう。

 明治2年6月の版籍奉還，3年12月の社寺上地処分により旧藩主と社寺の領地がすべて維新政府に引きつが

れた。政府は旧藩営林を官林と称し，2年7月民部省は府県に官林の総段別の録上を命じた。翌3年3月に同省

はさらに御竃帳と称する山林調査様式を府県に配布して営林の統一管理のための基礎調査を開始し，これによっ

て登録洩になった林野を「官有山野」と称して区別した。その後，山林行政が大蔵省の所管に移ると大蔵省より

5年2月の達第19号をもってその催促を行なっている。以上がわが国における林野面積調査の始まりである。

 一方明治政府は国家財政の財源としての地租収入を確保する目的で土地所有権の確認を急速に実施するため5

年7．月地租改正局を設けて翌6年7月から地租改正事業に着手した。7年11月7．日の太政官布告第120号の「地

所名称区別」の改訂によって土地官民有区分は本格的段階に達し，これによって調査された，いわゆる「地租図」

は明治10年頃に耕地宅地の分についてはほぼ整理を完了した。

 しかし林野については農地と異なってその所有観念が未成熟であり，領主直轄林や部分的私的な占有林野の他

は大部分入会林野か無主地の林野であり，土地調査のように自主申告を基本方針とする調査では林野の所有権法

認によって所有の帰属を確定できない。そこで行なわれた調査方法が「官民有区分」という方式である。

 新政府は優良山林については上に述べた御林帳による調査によって政府の管理下においたが，それ以外の一般

官有林野については整理をする方針をとった。そのため明治4年8月の大蔵省第39号の「荒蕪不毛地の払下」の

達により林野を払ドげ，これによる直接財政収入の増加を狙うとともに，開墾を奨励して耕地の増加を計り将来

の地租の増収を期待した。翌5年6月の大蔵省達第76号では官林に対する払下をも認めた。

 ところがその結果，地主や新興政商の払下落札者による農林入会地への侵略がはげしくなり一般農民とのまさ
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つが起り，また燃料用，建設資材用の需要増加による濫伐が全国の山林を急速に荒廃させる危険がでてきたので

遂に政府は6年7月の太政官布告第257号により原則として払下を打切ることとなった。そして6年9，月大蔵省
第134号によって官林。）うち払Fの「故障之有個所」と「故障無之個所」を別紙雛形により調査するよう命じた。

 別紙には「存置官林箇所取調帳」と「払ド官林箇所取調帳」の雛形があり；何れもその箇所，反別，木数等の

調査項目が記してある。この調査は官林存廃区別調査といわれているものである。翌7年1月に内務省から督促

があり，同年3月に同省の達乙第19号によって官林存廃区別の標準を指示し，翌8年4月の達乙第47号によって

存置官林を1等官林，払下見込の山林を2等山林，存廃未完の山林を3等山林と定めた。さらに8年6月の地租

改正事務局達乙第3号の「山林原野池何等官民有区別更定謂方」，同年7月8日同局議定「地所処分仮規則」，

同年12，月24日同局達乙第11号等により山林原野池沼などの官民有区分の査定の標準がくわしく定められた。

 この官民有区分事業の最終的な仕上調査ともいうべきものが山林行政史上いわゆる「地租改正処分」といわれ

ている9年1月29日の地租改正事務局の議定第67号の「山林原野等官民所有区分処分方法」による実地調査であ
った。

 官民有区分の進行とともに国有林野についても政府は積極的な林業経営を行なって困庫収入増大を計ることと

なり，そのためには先ず基礎調査が必要となったので，9年3月5日に内務省は「官林調査仮条令」を制定して
官員を派遣し実地調査を行なうこととなった。以上の調査は明治15年にほぼ完rし官有地は官林台帳に登記され，

これによって政府が国有林経営のための基礎資料を把握することができた。民有地として確認された林野は全国

の市町村役場の土地台帳に登記され所有林確認のための重要公文書となった。

 以上の「官民有区分」方式による調査の全体を通じていえることは調査の規準は漸次げん密になて、てはいるも

のの，地方官か本省の出張官の自由採量による余地が多く，また当時は地方人民に私有権意識が低かったことと

相まって多くの入会林野が強引に官有林野に編入されたことである。この現象をイギリスの囲込み運動にならっ

て官林の囲込みとし，国家独占資本主義の基礎的条件の完成とみなす論者もいるが，何れにしてもこれは後年多

くの入会地をめぐる論争の種をまく原因となったといえよう。

 以上は林野面積調査の沿革であるが，つぎに林業生産高調査の沿革について述べよう。

 わが園における林業生産高調査は明治3年の最初の「物産表」調査の28調査品目のひとつに木材が含まれてい

ることから始まる。この「物産表」調査は5年にさらに品目が拡大され，林産物では木材の他に薪炭，竹，こう

ぞが追加された。7年目「物産表」調査では調査品目が当時の全生産品目におよび林産物は竹木曾，薪炭類，桶

樽類，戸障子箱指物類が含まれ，三木三の内訳は「柱（桧杉縦松等の区別を以下倣之），桁，貫，丸太，角物，

板，屋根板，櫓木，竹大小，篠竹，二二妓に掲げざる幅木類」と細かく規定している。

 しかし10年以降調査の改正により工産品は品目から除かれ，農産物のみとなり林産物も楮皮，漆汁，紙類，

椎茸と特殊なもののみとなった。要するに「物産表」，「農産表」系統にあらわれた林業生産物調査は林業政策

を背景とした林業統計として一貫した性格をもったものとはいえない。林産物統計はr山林局年報」において官

林に属する生産物収入，同上副産物収入という項目にはじめて現われるが，全民有林も含む林裳生産物の統計は

明治30年代以降でなければ得られない。

 最後に「山林局年報」の沿革について述べるとつぎのようである。 「山林1、」凶報第1回忌は明治10年度を対象

として，11年に刊行され，第3回以降は農商務省山林局に引きつがれ継続臼］行された、，第12［rl］以降は「山林局統計

年報」と改題されて29年を対象とする第19回を31年に出版して中ll二となっている、，

 国有林に関する業務統計書として「山林局統計年報」は，30年代に人林区署統計の整備によって「大林区署統
計書」として引きつがれる。但し「大林区署統計年報」の刊行は各区署によってまちまちであり，もっとも早い

「第1．回広島大林区署統計書」は明治37年に刊行されたが， 「青森大林区署統計書」は41年を対象とする第1回

が大正2年に刊行されているという有様である。大正13年以降は，これらの「山林区署統計占」は官制改革によ

って「営林局統計書」となり，大1E 9年からこれらを統合した「国有林野一班」に引きつがれた、，

2～3 調査目的 調査対象
 「山林局年報」は山林局の所管事務の概要を報告した業務年報であって明治初期の林業政策が国有林（官林）

の経済確立に重点がおかれていたため，内容はもっぱら官林経営の成績報告であって民有林についての報含は含

まれていない。 「第1．回年報」は22P。の小冊．fであるが，ここには報告記」μとともにかなりの数の山林局の業

務統計が含まれ，わが国における最初の体系的な林裳統計占＝といえよう、，

 これらの業務統計作成に際して中心的な指針となったものは明治9年3月の内務省決議による「宮林調査仮条

例」である。この「仮条令」は同年1月の地租改正’拝務局の議定第67号の「山林原野等官民所有区分処分方法」と

並んで国有林野の整備にひとつの画期をなしたものである。後者の「処分方法」については統計調査ではないの
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で，ここでは省略し，前者について紹介しよう。

 この「仮条例」の持色は従来の官林調査の集大成であるばかりでなく，政府の積極的な官林経営姿勢を反映し

て官林経営のために必要なくわしい諸規程をもり込んであることである。ここでは，全31ケ条の中から統計調査

に関する規程のみをひろってみるとつぎのようである。

 先ず第2条で「山林の保護培養を要するもの」を規定し，第3條，第4條で山林絵図面，官林帳を別紙雛形の

とおり作成するよう規定し，第5條，第6峰で「一国を一魚区となし大毒の如きは其山川の形成に因り同区とな

すことにあるべし」とはじめて林区制を布き，第8條で官林の等級を1等から3等まで，樹齢および木種等によ
り区別し，これ迄の等級制より著るしく詳しくした。

 調査対象としては従来の官林面積の他，絵図面には樹木の等級，河流の源，針葉潤葉の種別，道路，電線，境

界線を色分で記入させ（第3條）， 「山林より生ずる許多の物産遺漏なく取調」べるよう命じ（第17條）， 「従

前人民に杉苗木を植付け又は其他の縁故に因り官民の割合を定めたる山林は先ず此迄の達据置官民の割合並伐採

の年度等」を調査（第22條）するよう命じている。

 これは部分林に関する規定で，部分林というのは官有地富山に人民が植栽を願い出て，成林成木の際に立木ま

たは金銭を官民間に分収する制度であり，徳川時代から認められていたものである。この規定はそのような部分

林に閑する慣行を調査することを定めたもので，その結果は同年の「地租改正処分」により確認された。

 なお内務省は11年3月の布達第4号「部分木仕付條例」を発して積極的に人民が官林にみずから造林すること

を奨励する政策をとっている。その他事，木挽，日雇人足賃銭等の山林労働調査，材木山元値段，地方区買相場，

材木伐出受負入費等の価格面の調査（第27條），山林の利害に関係する動物の調査（第28條）等，調査の範囲は

広範にわたっている。またこれに加えて人民の官林利用の管理を厳しくして官収入の増加を直る目的のための調

査（第20條，22條，23條〉の要項もあり，こ0）面からも政府による積極的林業経営の姿勢をうかがうことができ

る。また調査単位の規定としては，’第15條の段別および本数にかんする規定の他，製表凡例に樹木の間，地形，

地質等に関する規定がある。

 以1二のような「仮貼例」における詳細な調査規定にも係わらず実際には地方の府県庁では，これに応えた実地

調査は思うように進捗せず，調査結果も極めて不正確であった。そのため農商務省は15年3月7日「官林境界線

実測及製図順序」（農商務省決議），17年10月14日「官林境界調査心得」 （農商務省外第340号達）等を発して調

査に厳密を期したが，これらの官林の実測調査が本格的に施行されるようになったのは，19年4月に大小林区署

制度が発足し，林業調査が府県庁より大小林区署に委管され，24年の農商務省訓令第16号により各大林区署に

「官林事項報告書別冊の通改定候條本年分より該書式により上申すべし」と命じた年以降である。23年4月から

15年の長期計画により山林原野調査事業が開始された。さらに第3次は32年から行われている。

 また従来地方庁に管理を委ねていた官林以外の官有山野の調査については記載方式が府県により色々であった

ので15年2月農商務省は達第1号をもって府県に「官林の森林及び山野の員数に関する」調査を15年2月より別
紙書式によって進達するよう命じている。別紙の雛形にはつぎのような統計表がある。

 「立木紅、F表，立竹払下表，副産物払1ド表，地所払ド表，部分木々下表，部分木植樹表，地所貸渡表，副産物

年季払ド表，．上石掘採表，上石試掘表，森林編入表，地所組替表，森林被害表，盗誤伐木造材払下表，盗誤材木

賠償金表」である。

 「山林局年報」の第1回は明治10年度を対象としており，統計表としては西ケ原試験場播種々類表および量数
表，官林面積調査表，播実表，苗植移植表，部分木表，官林増樹表，播実比較表，苗植移植比較表，官林金匠表，

減樹比較表，樹木増減比較表，宮有財産増誠表，官有財産収入表，官員増減表を収録している。 r第2回年報」

は12年度を対象とし，統計表の内容については第1回と殆んど変っていない。

 「第3回年報」は山林局が農商務省へ移管されて後に同省から発表されたもので明治13年度を対象としている

から政府の国有林行政を反映して内容が大幅に増強され，官林調査，官林貸地，土石採掘，官林払下，山野貸地，

山野払下，民林，貯材等の部門に分れて多数の統計表が収録され，また各統計表に府県別が増えた。附録には府

県別の官民林及耕宅地反別比較表，官民林下別人1］比較表，官民林立木人口比較表がある。 「第4回年報」は明

治14年の7月から12月迄の半年間を対象としている。これは15年以降の報告が暦年によることになったための処

置である。統計表は「第3回年報」の内容に加え附録に官林比較表等の各種官林統計の他，特に木材始め各種林

産物輸出入統計，薪炭に関ずる諸統計が多数収録されている。「第5回年報」の調査対象年は明治15年暦年であ

る。統計表は全体としてさらにくわしくな一、ている他に新しくつけりi」えた分野はない。

4 調査系列
 山林局による林業統計調査は19年以前においては府県を通じて実施されていた。19年大：林区署官制が実施さ
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れて以降は，国有林に関する統計調査は大林区署の所管となったが，官有山林原野は依然として地方庁の所管で

あったため，この年以降，統計調査系列は2本立となった。

 なお国有林野面積統計調査についてはしばしば実地調査を行っているのでこの点について一寸触れておこう。

 明治9年の「宮林調査仮条例」による調査の特色は明治9年3月の内務省達丙第9号にあるように内務省地理

局から各地に派遣された局員が現地の地方庁の吏員と立会調査をしたことである。ところが実際は調査員に適当

に測量方法を選択させたため，ともすれば実地調査を省略して旧来の絵図，文書によるか地元の地方庁の係官の

説明のみですませるばあいが多く，官民層の境界が不明なまま強引に国有林に編入される結果となり，このよう

な現状に対して民間側に不満がおこり，民有引戻を廻って紛争が絶えなかった。

 しかしその後，、西南戦争後の戦費調達および戦後インフレーションにより林業経営事業が縮少されたため，実

地調査は延期された。その再開は12年5月新たに設置された山林局によって行なわれることとなり，同局および地

理局所員が各府県庁の吏員と実地立会調査を行なっている。このことは14年2月の内務省達目送6号および同年

5月の農商務省達乙第3号で業務促進方を府県に布達しているので明らかである。すなわち14年5月の農商務省

達乙第3号では「本年内務省乙第6号を以相違候従来官有地にして実地林相を為し官林へ編入すべき個所の儀は

追々詳細の反別木種木数及四至の境界調査の上図面等調整可致筈に占得共差向参照の都合も有之候条先以其箇所

及概略の木種木数等調査の上至急編入早昼出置而後漸次詳細の調査に着手候様可致此旨相達候事」とある。これ
によると実地立会調査を地方庁に催促してはいるが差当り大体の所でよいから至急報告せよということであるので

本格的実施調査はこの時点においても行われなかったことが察せられる。

 なお当時の地方における立会調査の実情については，「農林行政史」 （参考文献3）に当時の古文書による秋

田県の実情のくわしい紹介があり，地方の末端における調査の状況を知ることができる。

 山林局の統計関係の事務機構をつぎにみよう。12年5月山林局が地理局から独立した直後の分課は先述のよう

に9課構成であるが，そのうち統計に関する各課の事務を同年6月目「課務条例」によって見るとっきのようで
ある。

 論難林制掛 第5 山林副産物輸出入月年表編制の事  第6 官民林箇所反別樹数増減統計の事

 官林回心区掛 第2 官林の経界を正し及之を保護する事  第3 月々官林の盛衰官木増減を調査報告する

事  第18 各出張先の木材相場を調査報告すること

 文書課図書掛第2 林区の官林原野箇所反別及主副産物の増減を細記し日月年表を作る事  第6 山林局
別報編纂の事

 文書課報告掛 第1 各課の日月年表を蒐朝し全局の報告を調整する事  第2 図書掛より送致する官林箇

所反別樹木の増減表及各課丁掛より報告する諸表を精査し及之を統計する事
 計算課 税外収入掛 第4 各払下代金貸地料の日月年表を作る事

 運材課  第7 各貯木所木材増減日月年表を作る事  第8 各所木材相場月年表を作り及び之を報告する
事

 また総則に「日表は即日月表は翌月2日限年表は翌月10日限に之を報告掛に出し報告係は日表は即日月表は翌

月5日年表は翌月20限局長に差出す者とす」とある。

 14年4月山林局が農商務省へ移管された当時の分課は5課より成りそのうちの統計課の所管事務は同年7．月の
「山林局各課事務条項」によると次のようであった。

 「第1 山林の統計に関する事 第2 貯木所存廃に関する事 第3 木材の保蓄及之が販売に関する事 第

4 木材運般に関する事 第5．木材相場調査の事」

 15年10月，同省に統計課が新設されたため，山林局統計課は．翌年2月早計課と改称されたが，所管事務の内容

には変化はない。

5 根拠法

 明治2年7月10日 民部省第637号 府県（府県官林総段別を録上せしむ 法令全書 明治2年）

 明治2年10月29日 民部省達第1019号 府県 預所あ諸藩（府県預所ある諸藩をして郷長村鑑帳御代割高国
郡村名帳高反別取米永一村限帳を進致せしむ 法令全書 明治2年）

 明治3年3月 民部省達第254号（御林帳様式を領ち録上せしむ法令全書明治3年別紙雛形共）
 明治4年7月 民部省第22号（官林規則を設く 法令全書明治4年）
 明治4年8月 大蔵省第39号（荒蕪不毛地払下に付一般に入札せしむ1法令全書 明治4年）

 明治5年2月13日 大蔵省第19号（御林帳雛形を定め新置府県より進致せしむ 法令全書 明治5年 別紙雛
形共）
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 明治5年4月12日 大蔵省第53号（荒蕪地除地払下に付名所古蹟等を破壊伐木せざるよう注意せしむ法令全
書 明治5年）

 明治5年6月15日 大蔵省第76号（伐木を留る官林総て入札を以て払下規則を定む法令全書明治5年）
 明治6年3：月25日 太政官布第114号 府県（地券発行に付地所の名称区別共更正 法令全書 明治6年）

 明治6年7月20日 太政宮布第257号府県（荒蕪地不毛地並に官林等入札払差止法令全書明治6年）
 明治6年9月20日 大蔵省第134号府県官林存置払下箇所共故障有無を取調申立しむ法令全書 明治6年
別紙雛形共）

 明治7年1月14日 内務省達乙第3号府県（官林存置並売下の見込書至急進発せしむ 法令全書 明治7年）

 明治7年3月7目 内務省達乙第19号府県（官林廃存区別心得方法令全書明治7．年）
 明治7年置l月7日 輪廓付 太政官布告第120号（地所名称区別改定 法令全書 明治7年）
 明治7年11月7．日 太政官達第143号府県（官有地民有地取調雛形 法令全書 明治7年 別紙雛形共）

 明治8年4月8日 内務省達丙第13号京都府以下22府県（払下官林斑斑出方督促 法令全書 明治8年）
 明治8年4月18日 輪廓付 内務省達乙第47号 府県（官林存置払下調に付123等官林区分心得方 法令全書
明治8年）

 明治8年6月15日 内務省達乙第78号府県（官林樹木伐払跡植付苗木仕立及費用取調方 法令全書 明治8年）

 明治8年6月22日 地租改正事務局達乙第3号府県（山林原野池溝等官有民有区別更口調方法令全書 明治
8年）

 明治8年6月28日 内務省達乙第83号府県（政府需用の見込なき地所一個入即断一ドの内官林に限り払下を止む

法令全書 明治8年）

 明治8年7月8日 地租改正局事務局議定（地所処分仮規則）

 明治8年10月9日 輪廓付 太政官布告第154号（地所名称区別中民有地第3種へ追加 法令全書 明治8年）

 明治8年12月24日 輪廓付 地租改正事務局達乙第11号 府県（山林原野池沼等官有民有定方達以前改正済
の分も更に取調高目でしむ 法令全書 明治8年）

 明治8年12月幻．日 地租改正事務局達乙第14号 府県（山林原野等も耕地改正済引続調査せしむ 法令全書

明治8年）

 明治9年1月29日 地租改正事務局議定第67．号示達（山林原野等官民所有区別処分方法）

 明治9年2月24日 内務省達丙第8号 愛媛県以下8県（官林苗木仕立植付方並に費額 法令全書 明治9年）

 明治9年3月5日 内務省正妻第9号 大阪府以下23県（官林調査のため地理寮官員出張 法令全書 明治9
年）

 明治9年3月5日 内務省達丙第10号 宮崎県以下15県（官林調査のため地理寮官員出張 法令全書 明治9
年）

 明治9年10月30日 内務省球団第125号 輪廓附（官地拝借料其目上納期限及仕訳帳進達期限改正 法令全書
明治9年）

 明治11年3月14日 内務省達甲第4号 輪廓附（部分木仕付條例 法令全書 明治11年）

 明治11年6月3日 内務省達甲第14号 輪廓附（部分木皿付目例出願者心得條件 法令全書 明治ll年）

 明治n年6月29日 内務省達甲第20号 輪廓附（部分木仕付條例第4條中加除 法令全書 明治11年目

 明治12年9月18日 内務省達丙第50号 輪廓附 茨城県以下12県（院省使にて官林中に就き官用地撰定の節取

計方 法令全書 明治12年）．

 明治12年10月8日 内務省達丙第51号 大阪府以下2府23県（官林保護の為め山林局吏員出張 法令全書 明
治12年）

 明治14年2月2日 内務省達乙第6号 輪廓附 府県沖縄県を除く （地方山林官林に編入すべき箇所取調伺
法令全書 明治14年）

 明治14年2月26日 内務省達乙第11号 輪廓附 府県  （官地貸下げ料及払Fげ代徴収並上納期限更正 法令

全書 明治14年 森林収入統計表 宮有地収入統計表 官地貸下料収入総計表雛形共）

 明治14年5月9日 農商務省達乙第3号 府県沖縄県を除く（官有地内官林へ編入すべき箇所及概略の反別木
種木数等調査に着手 法令全書 明治14年）

 明治14年5月9日 農商務省達乙第4号 府県沖縄県を除く（民林の反別地価雛形に照準取調差出 法令全書
明治14年）

明治15年2，月9日 農商務省達第1号 輪廓附 府県（官有の森林LL野の員数に関する諸申牒書式 法令全書
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明治15年 別紙書式附）

 明治15年 農商務省達第10号 府県（第1号達中盗誤伐木造材’払ド表及盗誤伐木賠償金表改正 法令全書 明

治15年 別表共）

 明治17年5月16日 農商務省達第12号 府県沖縄県函館県札幌県根室県を除く（官有地内官林へ編入すべき反

別立木取調及書式 法令全書 明治17年 書二式共）

 明治17年9月26．日 農商務省達第28号 府県（明治15年第1号及第10号官有林森林山野の員数に関する申牒進
達方達但書式改正 法令全書 明治17年）．

 明治17年11月1日 農商務省達第32号 府県（明治15年第1号及第10号官有森林LI」野の員数に関する申牒進達

方達中追加 法令全書 明治17年）

6 参考文献

 1）農林省統計調査部編：林業統計史 農林統計研究会 昭和45年

 2）安藤嘉友：林業統計発展史1～2「林業経済」Nq 229～230（昭和42年11月～12月）

 3）農林省：農林行政史第1～第5巻 農林協会 昭和32年～38年
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5 府県物産表 明治6年～8年 内務省勧業寮～内務省勧農局 編 明治8年～〔10年〕

（1）明治六年中尋物鞍〔内務省〕勧業寮編明治8年738P．   （内）
（2）明治六年府県物産表 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 2冊 覆刻本（明治
  前期産業発達史資料別冊（6）：（7））

（3）明治六年物産 二瀬五十四県 米 大麦 小麦 茶 萸 大豆 酒 醤油 油  （太

  政官） 編写 〔明治6年以降〕 12丁①      （総） （セ覆）
（4）明治七年府県物産表 府三県六十 〔内務省〕勧農局 編 明治8年 830，9P．

                                   （内）
（5＞明治七年府県物産表 東京 明治文献資料刊行会 昭和34年 830P．翻刻本（明

  治前期産業発達史資料 第1集 飯塚重威：解題 P。1～6）（新版 昭和41年

  2冊第1集 1；2）
16）明治七年物産 三園六十県 米 大麦 小麦 編者未詳 写 〔明治7年以降〕

  7］一②                    （総） （セ覆）
（7）明治八年府県物産金額増減比較表；全全国物産種類金額総計表（内務省勧農弄瓦 勧

  農局第二回年報 明治11年 齢よび内務省編 内務省第二回年報 明 明治10年）

  所収

（8）一使二府三＋一県特有物産表こ内務省勧農局〕編写明治12年 147丁③

                          （総） （セ覆）

書誌注’記
①外題は「明治六年二府五十四県吻産 米 大麦 小麦 茶

 油」とあり。②外題は「明治七年三府六＋県物産 米 大麦

 は「明治十年開拓使本庁管内特有物産表」とあり。

黄 大豆 酒 醤油

小麦」とあり。③外題

統計内容注記

 （1）明治6年府県物産表

 調査対象年 明治6年

 内容細目 2府55県の府県別表に分かれ，各府県
  の統計表の内容はつぎのとおりである。（表頭 生

  産品名；表側 数量，通価）生産品名の内訳は府

  県疋より異同があるか，例えば冒頭の京都府の統

  計表のばあいをあげれは，つぎのとおり。各類の

  品名は頭から2品名のみをとった。穀類く米，麦

  等12昴名〉， 米穀質並粉類〈蚕豆，腕豆等23

  晶名〉，醸造物類く清酒，銘酒等13品名〉， 園

  疏類く大根，尾張大根等43晶名〉， 種子並果実

  類く菜種，胡麻等33品名〉，菌茸悪く松茸，湿田

  等2品名〉，薬種並製薬即く里没，嘲塊，公副本

  酒等30品名〉，油蝋類く油，白水油等3品名〉，

  禽獣類〈牛，洋牛等ll品名〉，虫魚興味類く蚕卵

  紙，年魚等？品名〉，飲料及食物類く茶生，製茶

  上等69品名〉， 煙草類〈煙草，刻煙草等2品名

  〉，金銀銅鉄類く本金箔紙，金箔紙等23品名〉，

  玉石礪十類く臼川石，簸石等16品名〉，糸綿麻類

  く繭，生糸等42晶名〉，縫織物類〈金欄，紋金欄

  等135品名〉，紙類〈．紙，塵紙等20品名〉、 文
  具類く墨上，墨中等30品名〉，饒席類く雛・ 蒲

  籏等4帰名〉，諸機械及農具L具鉄銅具類く織物

 機械，糸繰ゼンマイ等lI8鹸名〉，金銀珠至及金

 属細工類く金茶道具，銀瓶等125品名〉，染具塗
 具及絵具類〈：梅汁，柿渋等14品目〉， 化粧具類

 〈煉油，筆付独等20品名〉， 漆器類〈「菓子器，

 小箪．チ等84品名〉， 陶器類文錦手茶碗，錦手急

 須等110晶名〉，藤竹藤器類く叩込，旧蹟46品
 名〉，桶樽類く飯櫃，桶等ll晶名〉， 戸障子箱

 指物及木地恥く戸，障子等45品名〉， 竹岡及皮

 葉尽く竹，杉丸太等29晶名〉， 羽毛皮盆細工類

 〈莫入，鰍等9品名〉，網縄類く魚網，水縄等6

 品名〉，薪炭類〈薪，炭団4品名〉，扇団扇蓑笠

 油衣傘及諸類く晴傘，雨傘等22品名〉， 雑貨玩

 物類く風折鳥帽子，揉鳥目チ等36品名〉，船舶類

 く船大小， 1品名〉，肥料及飼料類く油粕， 1品

  名〉

［3明治6年物産2府騎県

調査対象年 明治6年

内容細目 明治6年府県米麦取調高（表頭 府県別

 ＝表側 米・大麦・小麦〈．生産高，価〉） ミ明

 治6年府県茶煙草取調高〕 表頭府県別；表側
 茶・煙草く生産高，価〉） 馴治6年府県大豆酒

 醤油～由取調高（表頭 府県網；表側 大豆・酒・

 醤油。油く生産高，価〉）
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‘4）明治7年府県物産表

調査対象年 明治7年
内容細目 3府60県の府県別表に分かれ， 各府県

 の統計表内容はつぎのとむり。第1表（表頭 生

 産品名；表側類量，通価）生産品名の内訳は府県

 疋よって異同があるか，例えば東京府の統計表の

 ばあいをあげれば，つぎのとおり。各類の品名は

 頭から2品名のみをとった。穀類〈現米上中下，

 大麦上下等13品名〉， 穀質並澱粉類〈米粉，麺

 二等6品名〉，園琵類附生乾〈荏萄，胡薩萄等43

 品名〉，種子並果実類四生乾く菜子，荏等15品名

 〉，海藻類附生乾〈海苔，漉布海苔等3品名〉，

 薬種並製薬類附生乾く紅花1品名〉，醸造物描く

 清酒上下，焼酎ヒ中下等10品目〉， 油蝋類く蝋

 燭，荏帰帆5品名〉，禽獣画く牛，鶏等6品名〉，

 虫魚甲山類附生乾塩〈鰻，牡蛎等15品名〉， 飲

 晋山食物内国生乾塩く製茶，牛酪等13品名〉，煙

 草類く刻煙草〉，金銀郭通類附金属地金〈銅延板，
 真鍮板等3品名〉，金属箔聴く金銀銅錫箔〉，諸

 機械幽幽農工具及金属細工く目利安機械，蒸気機

 械等39品名〉，船舶類〈船各種〉，継綿麻類く

 生綜，木綿等3品名〉，縫繊物恥附幽囚細工く絹

 織物，絹綿織物等21品名〉， 化粧棚類附髪飾〈

 紅，血粉等16品名〉，，染料顔料及膠漆類附生乾

 〈四葉〉，文房具類く筆，墨等〉，漆器類く箪笥，

 重箱等14品名〉，陶器類く煉化石，瓦等5品名
 〉，焼席幽く鐘，ユトン等3品名〉，戸障子指物

 類附木地及晩物〈戸，障子等23品名〉，藤竹葭器

 類附草藁藤細工〈椅子，提籠等20品名〉，桶樽

 類附曲物〈諸桶，盟等9品名〉，竹木類洞植物及

 皮置く屋根板，竹大小等18品名〉，紙類附細工

 〈和唐紙，漉返紙等16品名〉，網縄傾く打網，

 手繰網等6品名〉，薪炭類〈薪，炭〉，肥料及飼

 料類く獣骨，乾草等4品名〉，履物各種及鼻緒類

 く木履下駄，草履等6品名〉，雑貨玩具類〈象牙

 細工各衝角細工各種等34晶名〉。第2表 類
 別合計表（表札 類別合計；表側 数量，通貨〔

 金額〕）

｛6｝明治7年物産3府60県米大麦小麦
調査対象年 明治7年
内容細目 明治7年府県（表頭 府県別，前年比較

 〔府県別〕；表側米・麦・小麦く石数，金額〉
 〔巻末に，元書の合計に合はず張紙の如く違あり

 て調べがたし，とあり〕

（7）明治8年府県物産表

調査対象年 明治8年
内容細目 第1表 明治8年府県物産金額増減比較
 長（表頭 府県別；表側 金額，前年比較く増，

 減〉） 第2表 同全国物産種類金額総計表（表

 頭穀類く米，儒二等12品名〉，粉顛〈麺粉，
 蕎麦粉等3品名〉，疏菜臨く薩萄，胡瓜萄等5品

目名〉，種子混く菜子，麻子，等6品名〉，
 果実類く葡萄，蜜柑等8品名〉，菌類く凹目，椎

 草〉・海藻類く昆布，若和布等4品名〉，薬種
 類〈人参，大黄〉，製薬く各種〉，醸造類〈酒，

 焼酎等6品名〉，油同類く菜子油，石炭油等6品
 名〉，鳥類〈鶏，鶏卵等7品名〉，獣類く牝牛，

 洋種牝牛等14品名〉，虫類〈各種〉，魚類〈鯛，

 鯨等16品名〉，甲貝類〈蝦，驚等5品名〉， 飲
 食類く製茶類，姻優等12品名〉， 金銀胆気類く

 金，銀等7．品名〉，玉石砿土類〈石，珊瑚珠等7．品

 名〉，神器仏具類く各種〉，農具類く鋤，鍬等4品

 名〉，工具類〈鋸，鉄等3品名〉，器械類〈糸繰

 器械，紡績器械等8品名〉，金属製造類く金器各

 種，銀器各種等7品名〉，舟車類〈舟，車等3品

 名〉，糸類〈蚕卵紙，繭等4品名〉，綿置く真綿，

 草綿〉，麻趣く麻〉，製糸類〈絹糸，木綿糸等3

 品名〉，織物類く翁子織，長客等24品名〉， 縫

 物類く縫物模様，各種〉，染物煙く各種〉，化粧

 具類〈各種〉，染具類く藍玉，紅花〉，絵具類く

 藍蝋，各種〉，膠漆類〈漆，各種〉，文房具類〈

 筆，墨等3品名〉，図書類〈各種〉，漆器類く各

 種〉，陶器類〈各種〉，塵毛席機〈畳，畳表等3品

 名〉，建具類〈各種〉，指物類〈各種〉，挽物類

 く各種〉，藤竹製造溶く各種〉，藁草置く各種〉

 桶樽類〈各種〉，曲物溶く各種〉，竹木良く器材，

 杉材等10品名〉，植物置く杉苗，松苗等4品名

 〉，引伸類く葉茶，茶姻草等6品名〉，紙類く美

 濃紙，半紙等7品名〉，皮革羽毛類く牛皮，馬皮

 等4品名〉，履物早く靴，各種〉，網縄類〈各種

 〉，薪炭類〈石炭，木炭等4品名〉，破璃類く各

 種〉，肥培飼料歩く糟粕各種，干鰯等3品名〉，

 玩物類く各種〉，雑肥〈傘，団扇等4品名〉；表

 側 金額，前年比く増，減〉）

励1使2府31工特有物附表

調査対象年 明治9年～12年
内容細目 開拓使（札幌本庁，函館支庁，根室支庁、

 東京府以下2府30県，新潟県の2国10郡の郡別
 特有物産表を合漏したもので，各鳴県の統計表の

 表式はすべて同一である。例えば東京府のばあい

 をあげれば，つぎのとおり。東京府特有物産表

 （明治11年 主任御用掛八巻敬造）（表頭
 品名：鼻緒，蠣蟷傘 等27品目；表側 産地，
 作者種族く士族，平民〉，産高，売路，金額，盛

 衰及因由）
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解 題

1 沿 革

 物産表調査が旧幕藩時代の石高調を継承した，維新政府の財政基盤確立のための調査事業のひとつであったこ

とは第1章に述べた。物産表と名付けた物産調査は明治3年9月24日附で民部省から府県にあてられた達第6
23号によるものが最初である。本文には人口調査の依頼に引続いて「産物の儀も別紙雛形之通り一同取調日

数三十日を限り可差出事」とあり，別紙に「土地物産之多寡を検目近候は政典の急務にして国力の厚薄貧富を詳
明する処に候爵ては山川海陸の物産並人工に係り綿雪類とも其管内取調不乱様記載可致事」と前文があり，「何

府警県物産表」として簡単な様式がしめされた。そこにあげられた品目は米．雑穀以下薬品．雑品にいたる農産物，

水産物，畜産物，工産物29品目で，以上に漏れたものを記入することをも命じ， 「右物品のFに凡平均一歳の

総額を記し雑穀其他金石器品等の如きは宣しく其種を分類し名目を記すべし且其員数を記しがたきものは有無の

みを記載すべき事」といっている。この達が日本における表式調査の原型であるといわれているが，その調査結

果については知られていない。報告日数が30日以内という短期間では，既存統計による報告以上のものではな

く、何れにしろ信頼すべき報告は期待できなかったであろう。明治4年民部省が廃止され同省の取扱事務は大蔵

省に移管，物産表は大蔵省の所管となり，3年の民部省達は5年3月13日附の大蔵省第37号で次のように改
められた。 「府県管内物産取調の儀庚午九月故域部省より旧府県へ相達置詩趣も有之候処右は取消以来別紙雛形の

通年々産出の総計取調翌正月限可差出事 但右は国内出産の総数取調候儀にて収税等に拘り候儀には無之候間下

々に於て疑惑不離候様説諭可前事」。つぎに「産物表雛形」がしめされ調査品目は米，麦以．F44品目となった・

ここで注目すべきことはこの物産調査が徴税と関係のないことをとくに述べていることであってさきの民部省調

査が徴税を恐れた国民の疑惑によって成功しなかったことを想像させる。

 明治7年1月，内務省勧業寮は大蔵省の物産調査事業を引きつぎ先ず先の5年の大威省第37号による調査結

果の編集を行ない「明治6年府県物産展」として刊行した。並行して7年7月17日附の次のような布達を府県
に発した。 「府県管内物産取調の儀大蔵省壬申第三十七号並六年第百八十七号を以て布達置候処物産の数量並元価明

瞭ならざる廉も有之候に付最前布達置候内自用費消他国輸出の区分は相廃止右に拘はらず其地生産物品多寡元価

等追加書式雛形の田無遺漏取調年々翌三月限差出墓詣各府県に於ても管轄限り物産表を製し年々の増減瞭然思様

可罰此旨布達当事」。そして勤業寮権頭であった河瀬秀治の名による強硬な申入をしている。「抑物産の多寡を

詳にし人口の増減を明にして以て地方の盛衰を量り盛なるものは之を賛成し衰ふるものは之を挽回し適宜の処分

ロ」致は素より当然の要務に候処右物産取調の趣旨或は貫徹致さず却て税額の増減にも関渉致すべきやと無謂忌疑

を抱き取調方自然不都合を醸し候向も有之哉に相聞へ以の外の儀にて如此上下手数を費し候は第一皇国物産の全

量を表し漸次富焼の更を験し二には各地方の盛衰を詳にし三には年々歳々各府県物産の多寡を比較し人民の勉否

を照考し四には各地諸物の有無を通知し貿易の標目迄総て一目瞭然の表式を編成し歳次公告相成るべきの要具に

候得ぱ各肘県に於ても右等の趣旨を以て管内限り各郡各区を分ち適宜の物産表を編製年々盛衰の比較を詳明御告

示相成区内各戸互に不相劣競て生産の増殖を勉め候様厚御説諭実際取調行届き産物価格共布達の通年々遅滞なく

差出相成候様致し度此段更に申入候也」。この7年7月の内務省布達による調査結果を編集して公刊したものが

「明治7年府県物産表」である。明治8年府県物産表にっいては， 「旧勧業寮第一回年報撮要 明治9年」の物

産表の項に「昨八年の表の如きは梢整頓に帰すと難も末だ完全ならざるもの多し尚来歳を待って之を評悉す可し

其表の如きは別に付するを以て斯に掲けず」とあり・翌年の「内務省第2回年報」の物産の件の項に「明治8年

府県物産金額増減比較表」と「全全国物産種類金額穂計表」だけが掲載されている。この原書の存在については今

の所発見できないが「円務省第2回年報 明治10年」の刊行書目井部致の項に府県物産表25部とあり，明治

9年度（9年7月～10年6月）に刊行されたことは明日である。しかし完行部飲からいって活版印刷かどうか
も分らないし．何れにしても現在これを発見することはかなり困短であろう。この公刊されたと思われる「8年

物産表」め内容は， 「7年府県物産表」と同じ詳しさをもったものか，上に掲げた2表のみか，たしかめること

はできない。なお朋治9年以降については「勧農局第2回年報」に「本局に於て編集せる全国物産表は品目煩

雑に渉り従らに地方の労費を増すに過さざれば更に其品類を節減し務めて緊要の農産を摘録し漸次之を精蝦なら

しめんとし従前の物産表を廃止せり」とあるように明治10年2月12日附の内務省の通知によって廃止され，

同年8月11日附の内務省達2第72号によって「農産表」に引きつがれた。

2～3 調査目的 調査対象
 物産表の調査目的は当初は維新改革の徴枕を目的とした石高調を継承した農産物の実態調査であったが，5年・

7年の達に見られるように，維新政府の殖産興業政策が整備されるにつれ，それと関連して次第に調査内容が拡

充されていったといえよう。これを達書の推移および刊行された「府県物産表」について見ると，5年の大蔵省
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選第37号では品目が米，麦，雑穀以F農産物，水産物，畜産物，工産物44閑庭に拡大され，各品目について

貞納，庁中諸費，日用諸費，他国輸出を区別して爵出すことを要求している。「明治6年府県物産表」は主とし

て5年の大蔵省達の雛形によった精果を編集したものであって農水産物，工産物を類別して府県別に数量および

金額を掲げたものであり，国別郡別の数値はない。調査対象地域は当時の全国3府60県のうち，2府55県を

カバーし，1肘5県の調査を欠いている。また，この物産表の大きな欠陥は55県のうち，後述の内務省甲第1
8号の布達によったものが6県含まれていることである。何故なら，その凡例に「明治六年分府県管内物産取調

苫は専ら壬申年中大蔵省第三十七号布達の雛形に依ると雌も其中昨七年中当省甲第十八号布達の旨に遵ひ候もの間

々有之其六年分雛形に依るものは往々元価記載無之七年分雛形に従うものは他国輸出自用費消等を記さず其他取

調方の精粗一様ならざるに付之を整頓して一議の概表を製し難しと雌も姑く七年分布達の雛形に倣ひ凡品類を分

ち金額比較の書式を記載し以て肘県物産概表と名付之を頒布す」とあるように，2つの布達の間には，輸出用お

よび自家消費を含むか含まないかという調査内容の不統一があり．「調査の内実に関する徹底的な検討を加える

ことなしに漫然とこれを利用するのははなはだ危険である」（後出参考文献 梅村  14 ））からである。さら

にこの「物産表」は， 「往々元価記載無之」といっているように，1府10県を除いては元価の記載は殆んどな
く．数量についても計量の単位が地方により不統一である等・府県により調査内容の精粗の差が甚だしい。

以上の理由により今の所，これを全国集計値として利用することは無理であるというのが研究者の定説である。

「明治7年府県物産表」は7年7月の内務省布達甲第18号によったものであるが，この布達によって調査内容
は大幅に拡充整備された。これによると（11品目については穀類，米穀月並に澱粉類，醸造物類等38部類に分け

て農産物，水産物，畜産物，工産物，等あらゆる品目をもう羅しょうとしている。②数駐については「都て数称

に拘はるものは各地方現今実際の称数を以て記載し仮令ば一斤増量何百目又は一団此量幾箇或は幾貫目山州と言
ふ類の如く必ず量数を附記」させ，さらに旧称の例をあげ・「以上掲ぐる如く其品物に因り個数称を異にすると

難も一般普通定数の称あるの外は物品中各々数量を詳に記載するを恒例とす」るよう指示している。｛31価格に

ついては「元価は総て金貨に瑛算し記軌すべし」，また「各物価の価は毎月時働を調べ之を一ケ月に平均して記
載すべし」と詳細に循示している。（4＞品質については，「物品中品位の精粗良悪に因て価格大に違うものは1司品

中之を二三等に区分し其品位に従て元価の適当を得統計類纂に便ならしむるを要す」という指示がある。

1明治7．年府県物産表」は8年に刊行された。調査地域は北海道，沖縄を除ぐ全国のすべての府県（3府60県）

をカバーし，府県別の生産物数量および金額が収載されている。国別郡別の数値はないが，滋賀県，．鹿児島県を

除いては金額欄はすべて記入されている。しかしながら府県による調査内容の精粗の差は依然として甚だしく，

召」達によるくわしい帽示にもかかわらず数量単位は一定せず，換算の基礎についても記載を欠いている。また数

字についても明らかな計算ミスも多く，この統計表の利用については，相当の注意を要する。

 そのような欠点にもかかわらずこの物産表は明治前期の全国生産物の全貌を知ることのできる貴：重な資料であ

ってこれを使用した多くの研究がある。そのような文献により利用者の立場から見たこの統計書の意義や利用の

限界を知ることができる。 「明旧8年府県物繧表」は，沿革の所で述べたように原書の存在については，不明で

あるか，「内務省第2回年報」に収載された2っの軌計表について見ると，「明治8年府県物産金額増減比較表」

では3府59県別の生産金韻総合計および前年比較数値があげられ， 「全全国物産種類金額総計表」では，ほぼ

7年円理省布達の雛形による生産初部類に従った分類別の生産物数量および金額統計があげられているのみで個

々の品目の総額はなく，また府県別の生産物数量および価額数値も得ることはできないg

4 調査系列
 この物産調査は一定の様式により中央→府県→郡区へと調査を命じて生産物量および金額を報告させる，いわ

ゆる表式調査の典型である。この物産調査がどの程度迄信頼し得るかは，ひとつにはその調査系列がどこ迄降り

ているかにかかっているが・野村兼太郎の「村明細帳の研究」は武蔵国と．F自国のいくつかの村においてド記

のように「物産書．ヒ」が残存していることを明らかにし，その全文を収録している。（後出参考文献 野村3））

武蔵国埼玉郡大枝村「物産菩．ヒ帳」（明治3年10月），同村「物産産出総計調」（6年）、同村「物産取調書」

（8年3月）．武威国荏原郡占市場村「米雑穀産物書上帳」（7年1月），同国同町矢口村「米雑穀生物書上帳」

（7年1月），武威国横5己郡a：川新田「産物取調苔］（6年3月，7年11月．8年1月），ド野国都賀郡」＝
泉村「昨壬申年物産取調書」。また古島は昭相26年，桐生郊外の大間々町桐原の郷倉所蔵文陛からr明洋16
年産物取調菖上帳」， 「明治7年雌物取調帳」． 「明治8年物産取調表」およびig戸分の作物別生産数｛蚕1と価

格を両で示したものと，5戸分の作物別数杖を記録したものを発見している。この戸別調査について古島は， 「

明治政府が円を貨幣計算の単位としたものは4年5月の新貨条合の公布以後であるので，前者は3年9月に始一）

た民部省時代の府県物産表の基礎調査と推測せられるのである。幕藩体制時代にあっては広汎なr卜物膿凸1：調’「
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などは特例であるので，村々の総収量調査が命ぜられれば戸別調査結果の収計を必要としたと思われ，それがこ

のように史科として残ったと考えられるのである」といっている。（後出参考文献 古島 4） ） この戸別調

査は3年物産表のための調査であるが，このような史料が発見されたということは，5年以降の府県物産表調査

についても村段階の調査が個別農家の報告にもとづいて行なわれたという推定を可能にするひとつの重要な手揖

であろう。その後も村段階の史科については時折発見されている。

 原 政司の指摘によると，5年大威省達による調査では「地租改正関係農村史料集，昭相28」にある神奈川

県中郡高部屋村粕屋の山口家文書によれば，明治5年2月に百姓代，副戸長，戸長の連著により「．物産取調菩卜

帳 L粕屋村」の分が足柄県令柏木忠俊宛に提出されている。（後出参回文献 原1））また中村 哲は，明治6

年の村］泉国大島郡第1区14力村の「物産書』から明～台6年の綿加．工業の状況を調べている。（後出参考文献中

村  13））また北崎の論文は明治10年大阪府の市郡区戸長宛の布達（8月28日 地108 農産表編成
の件 市郡区戸長）の全文を「明后大正大阪巾史 第6巻 法令編」から引用しているが，この布達は後出の「農

産表」に関する布達であるが「物産表」の調査系列についても重要な情報が含まれているので全文を引用してお

く。 「物産取調 物産取調方に付ては連々の達に因り遂次割出候処，兎角旨鰹貰徹不致哉誤解の調方も有之哉に

柑見へ，其当を得ず不郁合の至り，既に昨九年分門中七大甘耕地生産の円価を以て明らかなり，然る処這回内務

省より取調二二1Eの達有之，因て工職産の廉を廃し一般生産に緊要なる農芸物を選び，三口点滅表式例言別紙の

通本年一月分より改正候条無遅々可差出，最も該本旨たるや数回布達候通，生産を藺写し全国をして彌隆盛豊饒

に至らしめんとの儀に候処，人民に於ては却て之れを忌疑し，其多幕に応し収税にも関すべき杯と心得違より，

調出方疎漏の者も有之哉に相聞無請の甚布に候条，以往一口注意を遂げ旨趣を及復∫解し，毎戸に於て帳簿を製

し，二日品は勿論自用費消の分と雌も悉皆登記し，例言の通り三二の全韻を取束ね晶出べく，尤臨時官員派出検

査候儀も可有之見聞，無月論調出一様懇切及告諭実際取調行届候様可一目同相達候事」。（後出参考文献 北崎

 15））。  この布達にある「物産取調方に撃ては連々の達に因り」とか「本旨たるや数回布達候通…」とい

うような文章は「物産表」についても同様な事実があったことを畏付けるものであろう。

 最後に写本（3〕，（6），⑧について触れて訟こう。このうち（8｝は「農産表」の項へ入れるべきであるが便官上ここ

で扱，．た。この3点の写本は「物産表」と「農産表」の編集の際の原稿材料の1部が残存していたものである。

特に興味があるのは「一町二四三十一県特有物産表」で，後に「農産表」の解題の所で述べるように府県段階の

「農産表」は文献には記録されているか現物が殆んど散些している現在，この写本の存在は貫重なものといえよ

つ。

5 根拠法

 明冶3年9月24日 民部省達第623号 府県（府県初産表を録上せしむ 法令全菖 明治3年 雛形附）
 明宿5年3月13日 大威省第37号（旧播々管轄中定兇横見仕訳1芽書式を定め並府県管内座二二雛形改正
法含山善 明宿5年）

 明信6年12月28日 大威省第187弓 山郭附 吋県（租税に関する諸帳簿進達二二改正 二合！二二 明
眉6年 別紙 根税並諸帳簿進達期限表口）

 明治7年7月17日 内務省布達二二18号 輻郭附府県（地方物産の多寡元価等を査点開申せしむ法令
盆点 明目7年 物産調査凡例附 雛形共）

 明宿10年2♪・114日 内務省番外（物産取調書差出に及はず法肴全知 明治10年）
6 参．考文献

 「農嘘表」の畦題の6 参考文献を見よ。
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6全蝉明治9年～15年艦省勧農局濃商務犠醐岱明治11年～17年

（1）明治九年全国農産表 ご内務省〕勧農届 編 明治11年 285P．（内）（国、（図）（セ）

（2）明治九年全国農産表 東京 明治文献資料刊行会 昭和39年 覆刻本（明治前期産

  業発達史資料 別冊（1）附物産表・農産表＝対照府県域・郡域変遷表 明治文献資

  料刊行会 編 12枚）
（3）明治十年全国農産表 〔内務省〕勧農局 編 明治12年39，56，295P．（内）（国）（総）

（4）明治十年全国農産表 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前期

  産業発達史資料 別冊2））

⑤明治十年全国農産表 翻刻：日本農業発達史 10 農業発達史調査会編 東京

  農林省農業総合研究所 昭和32年 所収P35～205（和崎晧三：解題 R37
  ～47）（単なる翻刻ではなく数値校合結果注記があるQ）
（6）明治十一年農産表 こ内務省〕勧農局 編 明治13年 53，305P．（内）（国）（総）（セ）

（7）明治十一年全国農董表 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前期

  産業発達資料 別冊3D
（8）明治十一年全国農産男旱 翻刻「日本農業発達史 10 農業発達史調査会編 東京

  農林省農業総合研究所 昭和32年」所収 P207～213（和崎晧三：解題 R37
  ～47）（単なる翻刻ではなく数値校合結果注記がある。）
（9）明治十二年全国農産表 農商務省農務局 編 明治14年350R①（内）（国）（総）（セ）（図）

⑳明治十二年全国農産表 東京  明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前
  期産業発達史資料 別冊｛4｝）

α】）明治十三年農産表 農商務省農務局 編 明治15年 153P②（内）（国）（総）

働明治十三年農産表 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前期産業

  発達史資料 別冊耐）所収

⑬明治十四年農産表 農商務省農務局 編 明治16年 156P（内）（総）
αの明治十四年農産表 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前期産業

  発達史賃料 別冊（5D所収

⑮明治十五年農産表門商務首農務局編明治17年 144P．③（内）（国）
㈹明治十五年農産表 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本 （明治前期産
  空発達史資料 別冊〔5））所収

書誌注記

①外題には「明治十二年農産表 全」とあり。②外題には「明治十三年農産表 附 牛

  馬頭数」とあり。③外題には「明治十五年農産表 附 十四年・十五年牛馬頭数∫

  とあり。

統計内容注記

 ω明治9年全国農産表

 調査対象年 明治9年
 内容細目 第1表 5畿7道合計：普通農産（月頭
   物名：米，儒米等14品目〔以下細目省略〕；

  表側 数量，中算価格） 特有農産（表頭 物名

  ：実綿，麻等43品目〔以下細目省略〕；表側

  数量，中津価格） 第2表〔府県母国別表〕；普

  通農産（表頭 府県別く国別く品名》〉；表側

  数量，中算価格） 特有農産（表頭 府県別く国

  別く品名〉＞；表側 数量，単位の価） 第3表

  〔府県別国別郡別表〕：普通農産（表頭 府県別

  く国別く郡別（品名）〉〉；表側 数量．単位の

 価） 特有農産（表頭 府県囁く国別く郡別（品

 名）〉＞；表側 数量，単位の価）

③明治10年全国農産表
調査対象年 明治10年

内容細目 第1表〔普通農産5畿7道及属島合計〕（

 表頭 品名：米，陸稲等15品目〔以下細目省略1
 ；表側 数量，数量前年比較〈増，減〉，価格）

 第2表〔普通農産府県別国別表〕（表頭 府県別

 く国別く品名〉＞；表側 反別，数量，数量前年

 比較く増，減〉，価格） 第3表 特有農産合計

 表＝5畿7道及属島合計（表頭 品名：実綿，麻

 等42品目［以下細目省略〕；表側 数量，数量
 前年比較く増，減〉，価格） 〔特有農産府県別
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 国別表〕（表頭 府県細く国別く品名〉＞；表側

  数量，数量前年比較く増，減〉，価格） 第4

 表〔府県別国別郡別表〕：普通農産（表頭 府県

 別く国別く郡別（品名）》〉；表側 播種地段別・

 数量，単位の価） 特有農産（表頭 府県別く国

 別く郡別（品名）〉＞；表側 数量，単位の価）

（6）明治11年全国農産表

調査対象年 明治11年
内容細目 第1表 5畿7．道及属島合計：普通農産（
 表出 物名：米，黒米等14品目〔以下細目省略〕

 ；表側 反別，数量，単位の相場平均） 特有農

 産（表頭 品名：実綿，麻等40品目〔以下細目

 省略〕；表側 数量，単位の相場平均） 第2表
  1府県別国別表〕：普通農産（表頭 府県別く国

 丸く品名》〉；表側 反別，数量，学位の相場平

 均） 特有農産（表頭 府県別〈国別く品名》〉

 ；表側 数量，単位の相場平均） 第3表  〔府

 県別国別郡別表〕：普通農産（組頭 府県別く国
 別く郡別（品名）〉＞；表側 播種地段別，数量，

 単位相場） 特有農産（表頭 府県引く国別く郡

 別（品名）〉＞；表側 数量，単位相場）

〔9）明治12年全国農産表

調査対象年 明治12年

内容細目 第1表 5畿7道及属島合計：園田農産

 （表頭 米，儒米等14品目〔以下細目省略〕；

 表側 播種地反別，数量） 特有農産（露頭 品

 名：実綿，麻等17品目〔以下細目省略〕；表側
  数量） 第2表  〔府県音訓別表〕：普通農産

 ‘表背 府県重く国別く品名》〉；表側 反別，

 数量）特有農産（蚕繭 府県重く国別く品名4
 ；表側 数量） 第3表〔府県別国別郡別表〕：

 普通農産（表頭 府県別く国別く週日（品名）》

 〉；表側 播種地段別，数量） 特有農産（表頭

  府県別〈国別く郡別（品名）》〉；表側 数量）

α1）明治13年農産表

調査対象年 明治13年
内容細目 第1表 普通農産 5畿7道合計（表頭
  品名：米，陸米等15品目〔以下細目省略〕；

 表側 作付反別，産額〔数量表示〕） 第2表

 特有農産 5畿7．道合計（表頭 品名：実綿，麻

 等21品目〔以下細目省略〕；表側 産額〔数量
 表示〕） 第3表  〔国別府県別表〕（表頭 普

 通農産，特有農産；表側 作付段別，産額〔数量

 表示〕） 明治13年全国養牛表 現存の部＝第1

 表〔全国総計表〕（表頭 種別く内種，洋種，准

 洋種， 7分雑種， 5分雑種〉，前年比較；表側

 2才以上・当才く牝，牡〉）第2表〔国別表〕
 （表頭 国別〈種別：内，洋，准洋，5分，7分〉，

 諸宮庁，前年比較；表側 2才以上・当才以上く

 牝，牡〉） 明治13年全国養牛表 滅耗の部：
 第1表  i．全国総計表ヒ（表頭 種別〔以下細目

 省略〕 ；表側 屠。整く牝，牡〉） 第2表  〔

 国別表〕（表割 国別く種別〉，諸官庁，前年比較

 ；表側 屠・蛯く牝，牡〉） 明治13年全国畜
 馬表 現存の部 嬉1表  〔全国総計表〕（表頭

  種慰 前年比較；表側 2才以上・当赴く牝，

 牡〉） 第2表  〔国別表〕（表頭 国別〈種別

 〉，諸官庁，前年比較；表側 2才以上・当才く

 牝，牡〉） 明治13年下馬表 減耗の部：第1
 表  、全国総計表〕（表頭 種別；表側 艶く牝，

 牡〉） 第2表  〔国別表〕（表頭 国別く種別

 〉，諸官庁 表側 弊く牝，牡〉） 明治13年

 伝染病牛馬表（表頭 牛の融く国名《種別》，前

 年比較〉，馬の部く国別く種別》，前年比較〉；

 表側 発死・撲殺く牝，牡〉，賠償金）

働明治14年農産表

調査対象年明治14年
内容細目 第1表 普通農産15畿7道合計（表頭
  品名：米，儒米等14品目〔以．ド縄目省略〕；

 表側 作付反別，産額〔数量表示〕） 第2表

 普通農産前年比較（堅頭 品名；表側 作付反別

 ・数量く増，減〉） 第3表 特有農産：5畿7

 道合計（表頭 品名：実綿，麻等32品目）〔国

 別 府県別表〕 （表頭 国別く．府県別イ品名》〉

 ；表側 産額…：数量表示〕） 第4表 特有農産

 前年比較（表頭 品名；表側 数量〈増，減〉）

 第5表その1 〔普通農産国別府県別表〕（表頭

 国別く府県鳴く品名〉〉；表側 作付反別，産
 額〔数量表示〕）その2〔特有農産国別府県別表〕

 （同前表）

㈲明治15年農産表

調査対象年 明治15年
内容細目 第1表 3府41県〔合計表〕：普通農
 産（表目 品名：米，儒米側14，品目〔以下細目省

 略〕；表側 作付段別，産額〔数量表示〕，単位

 価） 特有農産（表頭 品名：実綿，麻等42品
 目〔以下細目省略〕；表側 産額〔数量表示〕，

 単位価） 第2表  〔国別府県別表〕：普通農産

 （細蟹 国別〈府県別く品名〉〉；表側 作付段

 別，産額〔数量表示〕，単位価） 特有農産（表

 頭国別く府県別く品目》〉；表側産額〔数量
 表示〕、単位価） 明治14年養牛合計表 現存
 の部：第1表  〔全国総計表〕（表頭 種別：内

 種く雑種：1～5回，退却〉，改良種，洋種，デ

 ポノ種〔以下細目省略〕，総計，前年比較；表側

  2才以上・当才く牝，牡〉） 第2表  〔国別

 表〕（表頭 国別〈種別〉；表側 2才以上・当

 才く牝，牡〉） 明治14年養牛合計表 減耗の
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部：第1表  〔全国総計表〕（表頭 種別；表側

 屠・発く牝，牡〉） 第2表〔国別表〕（表頭

 国別く種別〉，諸官庁；表側 屠・麗く牝，牡

〉） 明治14．年畜馬合計表 現存の部：第1表

〔全国総計表〕（口頭 種別；表側 2才以上・

当才く牝，牡〉） 第2表  〔国別表〕（表頭

国別く種別〉，諸官庁；表側 2才以上・当才〈

牝，牡〉） 明治14年畜馬合計表 減耗の部：第1

表  〔全国総計表〕（表頭 種別；表側 発く牝，

牡〉） 第2表〔国別表〕（表頭 国別く種別〉，

諸官庁；表側 整〈牝，牡〉） 明治14年伝染

病牛馬表（乱頭 牛の引く国別く種別》〉，前年

比較、馬の部く国別く種別》〉，前年比較；表側

 艶死・撲殺く牝，牡〉） 明治15年養牛合計
表：現存の部（巨頭，表側は明治14，四四牛合計

表 現存の部に同じ，以下同様），明治15年養

牛表 減耗の部，明治15年畜馬合計表：現存の

部，明治15年畜馬合計表 減耗の部，明治15
年伝染病牛馬表

罫 題

1 沿 革

 「農産表」は「府県物産表」を引きついだ統計表である。しかし「物産表」がいたずらに調査対象が多すぎて調

査の実行が伴わずその精度が落ちたことを反省して，その内容は大幅に変更された。その事情は「明治9年全国

農産表」の農産表編成沿革に次のように記してある。 「物産表編成の挙は実に明治六年に創起し繭来相踵き以て八

年に及べり然るに其日たる中皿全管の物品を統計するに1ヒ・、一国一十に就きて其盛衰増減を対漉するに由ばし且

其品種の繁雑なる殆ど其実数を得難しとす昨十年本省改革の際更にii制を簡亡し大に品種を節減し単に農産中に

就きて一般供需に緊妾なるものと海外輸出に係るものとを択み晋通特有の二種に類別し其産額価格を詳明にし先

一郡より起算し推して一一国に及はし一国を湊合して寛に之を全国に帰宿し以て物産の盛衰増減を対曝するに便な

らしめんとす……」．以上のような事情を背景に「農産表」編成のための調査依頼が明治10年8月内務省から
達乙第72号によって府県になされた。その前言は以下のようである．「当省七年甲弔十八号達しにより取調来

母物西表之儀は品類繁雑に眠り地方の労費を増し候に付今般更に改正先づ一般生産に緊要なる農産物を選び種類

節減表式例言別紙之通相定候条……」。第1回の「明治9年全国農産表」は明治ll年2月に刊行され，以降明

治12年分母は「全国農産表」，13年分から「農産表」と改題されて毎年刊行， 「明治15年農産表」をもっ
て終っている。

 この物産調査の調査対象については農事通信の月報でくわしく報告ずることが要求されている。農事通信は明

治10年11月．26日附で内務省勧農局長から府県長官に通達された「府県通信仮規則」にもとづいて翌1r年
1．獅P日より実施されたもので，各府県庁に担当官，および管内通信要員がおかれ，臨時報，月報，年報に分け

て通信されることになった。月報の報告内容は15項目に分れているが，そのうちの「農産表」の調査に関連す

るものとして作況の把握については「仮規則」の第6則第1項につぎの通り規定されている。

 「先般内務省に於て改定せる農産表の品目に関する物産の成長及豊凶を報ずる事但本行品目に洩るものと難も

該管内に生ずる著名の農産は本文に同じ」。報告結果は「勧農局農事月報」〔第2号からは「農事月報」，弟14

号からは「農事報告」と改題）として明治ll年3月から17年12月迄の間に23号発行された．この農事通
信はその後，度々の改正を経ているが，16年12月28日附の農商務省達第21号による「農商務通信規則」
によって農産表調査と農事通信の2本立調査が統一され，「農商務統計表」成立の地盤が確立した。（参照 「明

治前期勧農事跡輯録 上巻」第3篇 第8款 農事に関する通信，報告，統計，調査，編纂）19年に刊行され

れ第1回の「農商務統計表」は「明治15年農産表」を引きついで明治16年，17年を調査対象年としている。
2 調査目的
 先に述べたように「物産表」調査は農林水産工業の全生産物をカバーしょうとして，その結果，調査の精度は

低いものとなってしまった．「農産表」調査はこの点の反省にもとづいて生産物の範囲を農産品に限定し，しか

も特有農産物に重点を置いて一層正確な数値の把握を目的としている。この点が「物産表」調査と「農産表」調

査の大きな違いである。このことは先の農産表編成（10年内務省達乙第72号）例言の第11項に「凡そ物産の調査

は一時に各種の全備を求めて反て其実を得ざらんよりも寧ろ下手の緩急難易を酌量して特に全力を有用必益の物

に注ぎ以て其詳明確実を要するに若かずとす」とあることによって明らかである。

3 調：査対象

 明治10年の内務省達の農産表編成例言によると，第1項に「此農産表は全国必要なる農業上の産出物に就て
其播種地，産額．通価の増滅を徴せんが為に編成する所なり」とある。但し付属雛形には緬種地段別調査は，普通

農産物のみについてである。第2項で「物産の種類を大別して二種となす恥一普通物産第二特有物睦是なり」と
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あり，普通物産は「各地…般に耕種する所の日用食料の要品」でこれをi4品目と定め，特有物産は「地質気候

等の異同によりて産出の地方限りあるもの」で，その種類を以ドの28品目と定めた。

 実綿 麻繭類（自他製糸に拘はらず其総高を掲ぐべし）生糸類（売買に拘はらず其総高を掲ぐべし）藍葉 製

茶 甘薦（さとうきび） 楮皮（脆皮三棚の類之に準ず）生蝋 漆汁（うるし） 葉姻草 菜種 紅花（くれな

い）紙類人参椎茸藺蜂蜜食塩乾飽乾瓢乾魚賜繧鰭（ふかのひれ）海参（きんこ）鰹
節 石花菜（ところてんぐさ） 干鯛（ほしか）。

 但し第5項によると疏菜菓実のうちで腐敗し易く永く貯蔵または輸送に堪えないものは除き，紀州蜜柑，甲州の

葡萄，美濃の柿のように遠く地方へ輸送される著名の物産は調査品目となっている。調査条例についての規定は

第6項に「凡そ物産は一郡毎に之を調査す若し一蹴にして他見に分身するものは宜しく其本管に係るもののみを
挙ぐべし」とあり・単位については第7項に「収量は穀塩類には石を用ひ其他は都て斤（百六拾匁）を用ふべし」と

規定があり，価格については第9項に「通価は一望中の平均を取り・一石一斤の価格を挙ぐべし」とある。

 調査地域は年次により若干の異同があり，下表の様になる。

対象年 調 査 地 域（国郡村数） 備       考

明治9 5畿7道      70国  605郡59，256村 北海道，琉球，及び兵乱の為鹿児島県の日向，大

隅，薩摩の3国を除く
10 5畿7道及属島  70国 605郡砿978村 同 上
11 5畿7道及属島  73国 631郡58，366村 北海道，琉球，鹿児島県薩摩，大隅，日向3国の

属島中，2，3の島，日向国那珂郡を除く。11年は

郡山改正の年で，新旧の羽村が混っているが，こ

の表はすべて旧丁数による。
12 5畿7道及属島  73国 697郡58，674村 北海道，琉球．大隅国大島，熊毛郡を除く，近江

国伊香郡西浅井郡は合併調査，新潟県庁火災の為

佐渡国郡口数値なし
13 5畿7道           73 国   695郡 57， 04i 木寸 北海道，琉球，大隅国熊毛大嶋駅誤3郡を除く
14 5畿7道      73国 695郡57，010村 同 上
15 5畿7道および  80国 736郡5＆413村 琉球を除く。北海道の一部数値追加。福岡県の筑

北海道 前，筑後，豊前3国分未調査のためi4年数値を使

p

 なお，調査当時の府県域郡域の変遷を整理して一覧表にまとめたものとしては「明治9年全国農産表」の明
治文献資料刊行会による覆刻本の附録に「物産表・農産表一対照府県域・郡域変遷表」がある。

 ただ，これらの数値の年次別比較に関しては，同一地域を対象としたとしても，例言第11項の後段に「或は

地方の情況により産額，耕地，通貨，の三目中に於て一時其実数を得難きものは姑く其本圃を閾略して漸次に之

を補填すべし桐し各目均しく詳かならざるものは亦敢て臆算せず須らく他日を待て之を調査すべし」とあるよう
に，漸次捕捉率が高まった「サ能性があるので一概に比較はできない。統計の捕捉率の向上ではなく実際の作況等

の変動による産出量の変動については例言の第10項に「凡そ産額の増減平年に比較して大に差異あるものは必ず

其原因を究認せざるべからず例えば風，雨，寒暮 水，鷲霜，虫の災或は開墾，培養，種子，器具，方法の
改良進歩或は貿易，会社，の影響等によりて其産出を増減伸縮するめ類宜く其事由を審かにして之を毎郡の表尾に

．附記すべし」とあるように附記が義務づけられていたが実際にはこの注記は記載されていないので府県または郡

の原報告書が見られない限り，この点の十分な検討もできない。

 「明治9年全国農産表」の調査内容は普通農産，特有特産についてそれぞれ全国計の数量および中算価格（合

計金額），府県別および国別郡別の数量および中尊価格が収録されている。反別は調査不充分のためこの年度に

は省かれている。 「明治10年全国農産表」では普通農産について呂，全国収量，数量前年比較および価額，府

県別国別の反別，数量，数量前年比較，価額，郡別の段別，収量，単価が，持有農産については全国，府県別，

国別の数量，収量前年比較，価額，郡別の数重と単価が収録されている。「明治．ll年全国農産表」では普通農

産については全国，府県別，国別および郡別の反別，数量，単価，特有農産については全国，府県別，国別およ
び郡別の数量，単価か収録されている． B「明治12年全国農産表」では普通農産については全国，府県別，国別お

よび郡別の段別，数量が収録され，特有農産については全国府県別、国別および郡別の数量のみで価格の項目が
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削除された。 「明治13年全国農産表」の凋査内容は普逓農産，特有農産について全国，国別，府県別の作付段

別，数量のみで両物産について金額および郡別数値はない。なお，この年度では附録として13年の牛馬頭数統

計がある。「朋治14年農産表」の調査内容は普通農産，特有農産の全国計に前年比較が追加されたのみで，そ

の他は前年と旧jじである。「明治15年農産表」では普通農産については全国，国別，府県別の段別，数量，単

価特有農産については全国，国別，府県別の数量および単価が収録されている。また附録に14年，15年の
牛馬頭数表がある。

4 調査系列

 「全国農産表」は農事通信を扱う勧農局報告課の通信掛とは別に同課の統計掛が扱っていたことは，13年3月の

「勧農局処務条例」で定められた報告課通信掛と統計掛の事務の内容を見れば明らかである。（第1章の解題を参

照）この統計掛の集計した報告表が各府県単位でまとめられたものであることも同じく「処務条例」で知ることが

できる。府県は郡毎にまとめたことは例言の第6項に「各物産の調査は一郡毎に之を調査す……」とあり，また
「明治9年全国農産表」の巻頭にある農産表編成沿革に「先一旬より起算し推して一国に及ぼし一国を鳩合して寛

に之を全国に帰省し」とあるので明らかである。各年度について府県農産表が作成されていたことは，また「明

治前期勧農事蹟輯録 上巻」の第1編 第1款 農務中央機関及官制 資料 第5類 勧農局より農商務省に事

務引継文書に，明治12年各府県農産表（旧勧農局） （40珊），明治13年各府県農産調（同） （3冊）とあ

るので明らかである。それを裏付ける史料の例として総理府統計局図書館に後出の「一使二府三十一県特有物

童表」があるが，大部分はその後散株して見ることはできない。なお，この種の中央に進達した報告と別に府県

が独自に作成したものがいくつか発見されている。ここにgつだけ例をあげると福岡県では明治12年に「福岡
県物産誌」という書物か刊行されている。 （福岡県物産誌 福岡県第二課編 明治12年刊 翻刻版 九州近代

史料刊行会編 同心発行 貼和．31年 江州近代史料叢書 第2輯）。この書物は県の勧業事務を担当していた

第2課が「10年全国農産表」の調査を基礎にして県独自の立場で調査したもので，調査品目についても農産物
以外に石炭等の鉱産物，製造物を含んでおり，また物産毎に性質，効用，産地名、産地面積広裏，産額数量，自

国消費，内国転出，外国輸出，費用賃金標準，事業人当標準，沿革景況の10項目について詳細な数値が記入され

ており，当時の県の農業の生産流通構造を知る貴重な資料である。また後に「興業意見」の所で述べる「前田家
文書」に「山梨県甲斐国農産表」という稿本がある。．（山梨県甲斐函農産表 山口矯介編 明治18年 目次首に

は山梨県各郡農産表とある。）この稿本は山L」という人物が「興業意見」の調査依頼に答えて前田1E名に宛てて

山梨県農村の窮乏を訴えた「建言」と題した稿本のなかに参考資料として含まれている資料のひとつで，その凡

例に「山梨県農産調査表を奉るに当り概訂書を製し……」とあるように農産表調査をきっかけに県の統計課が独

自に作成したもので，内容は県下各横転の農事の概況，反別表，産物反別表，産額表，産物価格表の数値および

精功な図表である。興味のあるヒとは備考として「表記の産額は総て実収の幾分を減ず馴れ皆課税を恐れ実を告

げざるに因る」とあることであって，徴税のために農民が過少申告をしていることはこの年代になっても相変ら

ず行なわれていたことを実証しているといえよう。また大阪商工会議所に所蔵されている五代胴飼閨係の文書の

なかに「日．本各県下物産表一綴」という書類（R－23－48）があることが「五代友厚関係文書目録」に見え
ている。この文書は未見であるが恐らく「物産表」か「農産表」の何れかの府県段階の表であろう。

 府県農産表は郡段階の報告を集計したものでめるが，さらに郡が村単位の報告をまとめていたことは，刊行さ

れた農産表の国別郡別稲垣に村の総数が記入されていることによって想像されるが，このことを裏づける史料も

いくつか発見されている。先の「物産表」の調査系列の所であげた野村の「村明細帳の研究」には下記のように

9年以降の村単位の物産調査もいくつか収録されている。

 下野国河内郡大塚新田「亥年物産取調書」 （明治9年）。とりわけ興味深いのは「下野国都賀郡上泉村物産取

調書」である。これは明治，6年から14年の日月のある書類をひとつに綴じたものであり，そのなかに13年5

月3日曜で上泉村戸長より都賀郡長へ宛てた1肋治12年普通物産表」 「明治12年特有物産表」，および14
年3月附で戸長から郡長へ宛てた「明治13年普通物産表」「明治13年特有物産表」の写しがある。今その船

頭表側をしめすと，明治1．2年，13年普通物産表（露頭 米，精米等8品目；表側 播種地反別，前年比較，

産額，前年比較，1石1斤通貨） 明治12年，13年特有物産表（表頭 実綿，繭等5品目；表側 産額，前
年比較．1斤1石通貨），となっている。ところが刊行された「明治12．年農産表」では前年比較および金額の

数値は省略されている．このことは10年内務省逓達による調査か，この村のように忠実に実行されていないは

あいかあり，郡別従って国別の集計が不口∫能であったことを意味する。このような村ごとの調査はその後もいく

つか発見されている。気のついたもののみをあげると，

 長野県下伊那郡大島村「明治10年普通，特有農査表」 （後出参考文厭 農業発達更訥査会「調査編集月報」
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12））， 摂州能勢郡上杉村「上杉村物産表，朋治11年，12年半期，13年，14年）（後出参考文献 森

10））， 1・∫内国臆測郡若林村「明治15年若林村物産表」，同国同郡荒本村「晋通物産表，特有物産表，明治

9年～13年」，摂津国内鋤彫江日村「農産表，明治11年，12年」 （以上は後出参考文献 安岡ll））また
「物産表」の調査系列の所でかかげた桐生近郊の大間々町桐原の郷倉で占島は「明冶9年物笙取調書」，「明治10

年物産取調酵」「明治11年普通物産表」の外に「明治10年産物調，上の台組 伍長 石原清作」という戸別
の10年度分の報告を合計67戸分発見している。「明治3年府県物産表」の基礎調査である戸別調査か同じく桐原

村の郷倉にあったことは「物産表」の所で述べた。これらの戸別農家段階の口笛の存在という事実をもとにして

占島が「村の報告が個別農家の調査報告をもとにしていることが明らかになったのである。全国総ての村で同様

の方法によ∩たかどうかは明らかでないが，他にも向様の事例かあり，しかもその発見せられる自J能性のあるこ

とも明らかとなったのである。」 〔後出参考文献 ［！ゴ島4））と述べているように，今後このような史料が各地

で発見されれはこの調査の全容と数値の精度か明らかになるといえる。調査数値の精度については和験の解題と，
その校合結果になる翻刻版が必らず参照されるべきである。 （〈5｝「明治1Q年全国農産表」農業発達史調査会翻

刻版）

  「農産表」の編集ははじめ内務省勧農局の所管であ一たが，明治．14年4月に勧農局は農商務省へ移管され

 て農務局となり「明治12年農産表」以降は農商務省農務局から発行されている。

5 根拠法

 明治10年8月11E］ 内務省達乙第72号輪廓附府県（物産表改正 農産表編成例言 法会全書 明治

10年 農産表編成例言及雛形附）

6 参考文献
、源政司農業統計の成立とその発展一彫｝治年間を中心として一儂業発激謙会編L体農難達

史9一明治以降における一 東京 中央公論社刊 昭和31年」所収

 2）相原 茂；鮫島龍行：統計日本経済一経済発展を通してみた日本統計史一 東京 筑摩書房 昭和46

年（第1章発端期の統計皿税制改革と経済諸統計の発端 2消費税体系の整備と「物産表」 3「農
産表」と農林統計の起源）

 助野村兼太郎：村明細帳の研究 東京 有斐閣 昭和24年

読響犠男幣曲る簡郊村の農幾一物産駅鰍婦として一「歴搬
り古島敏雄・明治初期産業発展の一断面一「明治7年府県物産表」による検討一「±鯖i渡史学蹄9

（昭禾035年）

 6）占島敏雄：諸産業発展の地域月一明治初年に於ける一「地方史研究協議会編：日本産業史体系 総論

編 東京 東京大学出版会 昭和35年」所収

 7）古島敏雄：「明治7年府県物産表」にあらわれた経済構造の特質「資本制生産の発展と地主制 東京 御

茶の水書房 昭和38年」所収

 8）古島敏雄：産業史 東京 山川出版社 昭和41年（体系日本史叢書 12）

 「9）細口和雄：「明治7年府県物産表」の分析「明治前期経済の分析 増補版 東京大学出版会 昭和38年」
所収』

 lo）森 泰博：幕末明治初期北摂津村の経済と社会「宮本又次編：近畿農村の秩序と変貌一「商業的農業の

展開」続編一年中 大阪大学経済学部社会経済研究室 昭和32年」所収

 ll）安岡重明：賃労働層形成期の経済と社会一明治前期の大阪農村について一「宮本又次編：近畿農村の

秩序と変貌一「商業的農業の展開」続編一豊中 大阪大学経済学部社会経済研究室 昭和32年」所収

 12）農業発達史調査会：調査編集月報晦61

 13）中村 哲：明治維新の基礎構造一日本資本主義形成の起点一東京 未来社昭和43年

 、14）梅村又次他：長期経済統計 推計と分析 9 農林業 東京 東洋経済新報社 昭和41年

 15）北崎豊二：明治十年前後の物産関係史料について一渋川郡岸田堂村の場含を中心として一「近代史研
究」Nd 4 昭和33年
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7 府県物産志 Ll」本秀夫 山本章夫 編〔博覧会事務局〕

  63丁第3巻 57丁 第4巻 54丁第5巻 62丁
8 府県物産志抄 全 明治12年 写本 62丁②

 明治7．年写本 7巻

第6巻 60丁第7巻
第1巻 留丁第2巻
51丁①（総）（セ覆）

    （総）（セ覆）

書誌注記
①博覧会事務局の罫紙を使用。

 ②巻末に「明治＋二年一月以博覧会事務局蔵本抄録」と手書され，修史館第二局乙

   科の朱印あり。修史館の罫紙を使用。

統計内容注記

 7 府県物産志

 調査対象年 明治6年

 内容細目 府県別に鉱物，植物，動物，裂造物の4

  部に分けて1ケ年間の産地，産出高，代価を記入

  したものである。府県により記入に精粗かあるか，

  すべての記入がなされている新潟県（第2巻）の

  ばあいをあげれば，つぎのとお・りである。新潟県

  管轄越後1国（1 鑛物 品名：吹分金，奴等

  12品目の産地，1ケ年産出高，代価 2 植物

 品名＝茶，姻草等15品目の産地， 1ケ年産出高，

 代価 3 動物 品名：松魚，八ッ目鰻等5品
 目の産地，1ケ年産出高，代価 4 製造物 品

 名＝臼縮布，縞縮豊門56品目の産地， 1ケ年産

 出高，代価）

8 府県物産志抄
内容細目 前掲の「府県物産志」より抄録したもの

 で，府県も原書より少なく，内容も省略され品名

 と産地のみのばあいか多い。

解 題

 明治7年6月附で編者山本章夫によって書かれた同書の「引」に「襖国博覧会に付本土産出の物品一通取揃輸

送可致と廟堂決議の上開国諸県より遂次事務局え軽便の背山の如し是衆人の歓る所既に出品目録九巻中に漏るる

こと無く之を載たり然るに平泉着順に筆記するものなれば動植混ずるのみならず方言誤称も田田からず標準とな

すべからざるに至る是に於て出品目録に基き改て鉱植動製四部を分ち並に諸県に告げ国産と称すべき物の一ケ年

産出代価等取調一々其下に詳記して他日点検の便を得せしむ……」とあるように，明治6年にオーストリアのウ

ィーンで開催された万国博覧会に日本から出品した産物の出品目録に基いて博覧会事務局より改めて府県に地方

の特産物の調査を依頼し，その結果を編集したものである。編者の山本秀夫と山本章夫は襖国博覧会事務局留守

人員表（参照「漢国博覧会参同記要 田中芳男 平山成信 編 明治30年刊」）によれは，それぞれ権大主記，

10等出仕の身分の事務局職員であった。調査対象地域は3府70県および北海道，琉球を含み，府県別に鉱物，
植物，動物，工産物の4部に分けて，品名，産地，1年間の産出量，単価が記載されている。地方の特産物を対

象としているので米，麦等の普通農産物は含まれていない。また産出量の記載のない府県が相当多く，産地，価

格の記載のない県もある等，調査内容に精粗がある。しかし調査地域の広範なこと，品名にふり仮名がある等の

長所もあり， 「物産表」利用の際の補助資料としての利用価値はあろう。

 「府県物産志抄 全」は，この書物の抄録である。
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9 日膨吻志 前編 伊藤圭介（舜民）著 服部雪斉画 横川政利校
年～10年刊  （山城 上，．ド 明治6年刊 武蔵 上，下 明治6年刊

中下 明治9年刊 信濃 上，ド 明治10年刊）

山本秀夫補 文部省刊 11冊 明治6

近江 上，下明治6年刊 美濃 上，
            （内） （国）

解 題

 文部省によって刊行されているので教科書として使用されたものと思われる。著者の伊藤圭介（享和3年，
1803～明治34年，1902）は幕末から明治にかけて活躍した植物学者である。はじめ本草学，医学をおさめ，

後長崎に遊学してシーボルトの下で西洋植物学を学び，蕃書調所，物産局教授を経て東京帝国大学教授となった。

リンネの分類法を日本に紹介した学者のひとりとして知られている。内閣文陣，国立国会図書館の所蔵本は何れ

も前編の11冊のみで残りの部分および後編については今の所，調査未rである。山城編の巻頭にある著者の日

本産物誌前編凡例に「斯専ら鉱，植物の天然物を主とし末だ人工諸物に及はす事能はず……」といっているよう

に，この書物は鉱物，植物，動物を博物学の立場から扱った図鑑であって統計数値は，美濃国の部に「岐阜県治

一覧表」から物産の名および産額を抄録しているのを例外として，記載されていない。但し品目はすべてかた仮

名および漢字で書き上げられているので難読品名の解読の参考図書として使用できよう。

 上記の2書のような物産志，産物志の類書は明治初期においては相当多数出版されいる。そのうち内閣文庫に

所蔵されているものをあげれば下記の如くである。

 日本地誌略物産辮  全4巻 床井 弘 斉藤時泰編 榊原芳野訂iE 明治10年刊。再版 明治13年 土
方幸勝再訂（5幾8道の国別に物産名，産地，製品絵図等の記述があり，物産名，地名のふり仮名があって難読

物産名の辞典として使利である。）

 産物一覧 加藤景孝等 編 明泊6年刊（製法を紹介した絵図23枚を1冊にまとめたものである。）

 日本物産国尽 前編 中島 彰（翠堂）著 明治6年刊 3巻（小学校の教科書として使用されたものである。

後編は今の所調査未rである。）その他園立国会図書館にも「皇国産物表 駒井義鎮 編 明治8年刊 折本」，

「皇国産物略 生駒耕雲 編 明治6年刊」，「皇国物産概略 猪飼太極 河野通万 編 明治8年刊」、 「大日

本物産学類 高橋易直 編 明治8年刊」， 「日本物産字引 橋爪貫一 編 明治8年刊」等の書名が見える。

また今回の調査の対象外であるが「日本地誌略物産辮 」の編者斉藤時泰は姉妹編として「萬山地誌略物産

全3巻 明治11年刊」の著書があり，この種の世界の物産の簡単な紹介をした書物も相当数出版されている。

 以上のような多くの物産志は大別して地誌的立場から編集されたもの，博物学，物産学の立場から編集された

ものの2種類に分けられるガ，何れも徳川時代からの伝統から抜けることができなかったため統計史料としての

価値は殆んどないといってよいが，別の観点から見ると統計解読の補助資料としての利胎価値があるようである。

．例えばこの時代の統計表の利用者が不使を感じているもののひとつに難読物産名があり，また読みが分っても

いかなる物産か分らず分類不能なものが多い。香葺はしいたけ，桓はみかん，香魚はあゆ位は見当かつくが，佳

蘇，天南星，禺余糧，，山颪菜，花柏となると見当がつかない。これは上記の書物によって，それぞれ，かつをぶ

し，やまこんにゃく，はった石，わさひ〔山葵），さわら（椹）であることが分り，分類が上土となる。またこ

れらの書物は物産を植物，鉱物，工産品等に分類して説明しているので，これを利用することによって読みが分

っても内容の分らない物産の分類が・J能となる。物産名とともに明治初期の統計資料の利用者をなやます地名の

読みについては， 「皇国地誌」編集の立案者であり，推進者であった塚本明毅が，その副産物として作成した

「地名索引」 （内務省地理局編：地名索引 明治18年刊）が，明治22年の町村合併以前の旧町名を7万以上

収録しており，最近その後刻版．が出版されて研究者のなやみはかなり解消したが，物産品名については，そのよ

うな包括的な書物がなく，上記のような～物を数多く収集して参考にするより他に方法はなさそうである。
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10 農務統計表 第1次～第3次 内務省勧農局～農商務省農務局 編 明治12年～16年

（1）農務統計図表、内務省〕勧農局偏明治12年 74P．①（内）（総）（セ）
（2）農務統計表 東京 明治文献資料刊行会 昭和40年 覆刻本（明治前期産業発達史
 資料 別冊〔②～（2））所収

（3）第二次農務統計表  二農商務省〕農務局 編 明治14年  llOP．（内）（セ）

（4）第二次農務統計表索京明治文献資料刊行会昭和40年覆刻本（明治前期産業
 発達史資料 別冊q2ト〈2））所収

（5）第三次農務統計表 〔農商務省〕農務局 編 明治16年 ②168P．（内）（総）

 （国）（セ）

書 誌 注 記

 ①外題には「農務統計表」とあり，緒言は杉浦露介による。②緒言は報告課杉浦露華

 による。

統計内容注記
 （1）農務統計図表

 調査対象年 明治9年～10年
 内容細目 第1 耕地と各種土地の比較 全：国土地

  反別表（文頭 地種く家屋敷地，田畑，森林，山

  野，道路，水面，河渠，各種土地〉，内訳く有税地，

  無税地〉；表側 反別）〔附 パイ図表〕 第2

   農夫と惣人口の比較（明治9年調査）：第1表
   〔族籍別〕全国人口表〔附 パイ図表〕 第2

  表 刷了人口及農口表（纏頭 国別；表側 総人

  口：農民〈男．女〉） 第3表 出国人員農民比

  較（明治9年調査）〔パイ図表〕 第3 農民毎

  1人耕地反別平均表（表頭 使府県別；表側 毎

  1人配当耕地反別く田，畑〉） 第4〔使府
  県別〕耕地宅地の万積〔万形図表〕 第5 明治

  10年各道農産物出額比較（梗米，儒米等普通農

  産6品目，実綿，生糸等特有農産7品目）〔パイ

  図表〕 第6 第1表 明治10年梗米糧米小麦
  黍数量価格高低表（冒頭 5畿7道；表側 数量，

  価格）〔折線図表〕第2表明治10年大麦裸麦
  粟数量価格高低表（田頭，表側は響動一表に同じ）

  〔折線図表〕 ．第3表 明治10年稗大豆蜀黍数

  量価格高低表（表頭，表側は前唄1表に同じ）

  〔折線図表〕 第4表 明治10年蕎麦甘薯馬鈴
  薯玉蜀黍数量価格高低表（表頭，表側は前第1表

  に同じ）〔折線図表〕 第7 明治10年特有農
  産数量価格百万位に超過するもの（表頭 実綿，

 麻等13品目；表側 数量，価格，平均単位の価）

  〔折線図表〕 第8 明治10年産出梗米大麦小
  麦裸麦毎農夫1人収獲高（表頭 国別；表側 収

  獲高）〔棒図表〕 第9 特有農産物4種単位価格

 比較表：第1表明治10年内国産出草綿価格一
  覧表（表頭 国別；表側 数量，1斤価格比例線

  1斤価格） 第2表 明治10年内国産出製茶価
 格一覧表（表頭，表側は前第1表に同じ） 第3

 表 明治10年内国産出食塩価格一覧表（表山，

 表側は前第1表に同じ） 第4表 明治10年内
 国産出迎蕪価格一覧表（口頭，表側は前第1表に

 同じ） 第10 普通曝産物出額4力年比較表

 （骨頭 梗米，儒米等14品目；表側 出額〈7
 年～10年〉，4年平均く出頭，単位の価〉） 第

 11 全国10人操以上製場所比較〔府県別〕
  （明治12年9月調査）〔附 パイ図表〕 第
 12 全国牛馬頭数比例〔パイ図表〕：第1図

 牛（現，屠，発） 第2図 分娩減頭比較 牛

 （分娩，屠，発，疫） 第3図馬（現，発）

 第4図 分娩発死比較 馬（分娩，驚） 第13
  内国亜米利加合衆国人口牛馬比例表（頴田 7

 3国の内67国，亜米利加合衆国，狩山；表側
  人口，牛，百人比例，馬，百人比例） 第14

  内国地図：甲 明治10年牧牛現存頭数比較図

  乙 明治10年牧馬現存頭数比較図 第15
 人口牛馬比例二第1表 全国人口牧牛比例表（表

 頭 国別；表側 明治9年の調査による人口，明

 治10年の調査による牧牛，比例頭数）第2表
 全国人口牧馬比例表（表頭 国別；表側 明治9

 年の調査による人口，明治10年の調査による牧

 馬，比例頭数） 第3表 全国農夫牧夫比例表

 （目頭 国別；表側 明治9年の調査による農夫：

 明治10年の調査による牧牛，比例頭数） 第4
 表 全国農夫牧馬比例表（表頭 国別；表側

 明治9年の調査による農夫，明治10年の調査に
 よる牧馬，比例頭数）
（3）第2次農務統計表

調査対象年 明治9年～13年
内容細目 第1 民有地各種比例（明治13年10
 月調）（表頭 種別く田，畑，宅：地，山林，原

 野，雑種〉；表側 反別，全計に対する比例 百

 分中）〔1附 万形図表〕 第2 毎国田畑宅地比

 例〔万形図表〕 第3 田畑反別荒地鍬下反別比
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例〔5畿7道県〕（明治10年調）〔方形図表〕
（附 田畑反別に対する荒地鍬下反別比例百に付）

〔矩形図表1〕 第4 被害田畑反別比例．明治1

0～12年〕 第5 被害米開毛高比例〔1
0～12年〕 〔・q図表〕 第6 米首里高
分合一覧表（町頭 国別：表側 田畑全積中被害

反別割合〈10年～12年〉，穀類収量総額に
対する被害損毛高麗台く10年～12年〉）第7
 田畑人口比例（田畑反別は明治13年10月，

人口は明治正2年1月1日，農民は明治9年1月
1日の調査）（田頭 国別；表側 毎国人口1個

に平均したる比例く3反歩～1反歩〉．同農民1
人に平均したる比例〈7反歩～1反歩〉）て棒図

表） 第8 古今田積石高比例：第1表 田積
（表頭 延長，寛正，天正，文禄，慶安，元禄，

天保，明治；表側 田積，比例）て棒図表〕 第

2表 石高（表頭 天i正，文禄，延長．寛正，慶

安，元禄，天保，明治；表側 石高，比例）〔棒

図表〕 第3表 古今田積一覧表（筆頭 国別；1

表側 延長，寛正，天正，文禄，慶安，元禄，天

保，明治） 第4表 古今石高一覧表（表決，表

側は照顧3表に同じ） 第9 米産額4年比例
〔5畿7道別．〕（明治9年～12年）〔パイ図表，

 第io 明治蔓2年作付反別平年比例：第1表
 作付反別比例〔万形図表〕 第2表 12年米

収穫高比例〔面形図表⊃ 第3豪 明治12年作
付反別平年比例（表頭 国別；表側 12年く作

付反別，1反歩収穫〉，平年く改正反別，1反歩

収穫〉） （改正反別は13年10月調査） 第
12 全国米消費概計：第1表 明治12年5畿
7道73国米消費及剰余概計（食料，酒類醸造．
菓子類及剰余）〔パイ図表〕 第2表 酒類醸造

石高（明治11年～13年）〔パイ図表〕 第3
表 明治12年東京府下米輸出入及消費（正当
輸人〈東海道脚長，三陸地万，北国地万，中国西

国地万，地廻り各地，秘計，前年より持越高，総

計，消費，再輸出，指引14年へ持越高〉；表側

 石高） 第4表 12年消費総額（食料．各種）

〔パイ図表〕 第13 明治12年各府県酒類
醸造一石数（表頭 府県別；表側 清酒，濁酒，

白酒，味淋，焼酎，銘酒） 第14 人民常食禰

類比例：第1表 全国（明治13年9月調）（米
麦，雑穀，疏菜，木実．昆布）こ万形図表〕 第

2表 各区〔東京，京都等14都市〕人民常食種

類比例（米，麦等10品目）（棒図表． 第3表
 人民常食種類比例（表頭 国別：表側 米，麦

等10品目）∫棒図表〕 第15 小作農夫賃銭
比例（表頭 府県別；表側 1ケ年，比例線）

第16 小作農丸日雇賃銭表（表頭 府県別く季

 節：夏秋．春冬〉；表側 ．ヒ・中・下く男，女〉）

  第17 各種日雇賃銭古今比較表（朋治14年
 調査）（表山 使府県別〈国名別く現今。10年
 前・20年前（男，女．幼）》〉；表側耕作，

 製茶，養蚕，製糸，諸職，諸雇） 第18 明治
  12年各府県勧業費．一覧表（筆頭 府県別；表側

  地万税収人，同支出，同支出の内勧業費，収入

 支出指引f備，支出に対する勧業費の歩合，勧業
 費を毎郡区に分ちたる平均，勧業費郡区割比例線）

  第19 米輸出入原価比例（明治元年～12年
 総計）（表頭 米〈輸出，輸入〉；表側 石数，

 比例，金額，比例） 第20 糸茶綿糖輸出入原
 価比例（明治元年～12年総計）：第1表 海外
 貿易物品原価比例（生糸類，茶，糖，綿品，諸品）

  こパイ図表） 第2表 糸，茶，綿，糖，貿易原

 価比例〔パイ図表） 第21 牛馬増減1第1表
  5畿7道畜牛増減比例（明治10年～12年）
  （牝・牡〈筆才．屠殺，艶，疫〉）〔パイ図表〕

  第2表 5畿7道開馬増減比例（前口1表1こ同
  じ） 第3表 明治12年牛馬耕地比例（多頭
 国別こ表側 田百町歩または千町歩にっき牛，畑

 百町歩または千町歩につき馬，比例線） 第4表

  明治12年牛馬人口比例（圭頭 人口百個また
 は千個にっき牛，人口百個または干個につき馬，

 比例線） 第5表 明治12年屠牛人口比例（表
 頭国別；表側人口千個または万個につき屠牛
 比例線） 第6表 東京府ド屠牛人口比例（明治

  12年）（屠牛頭数，肉量，1頭肉量，15区人
 口1個に付1ケ年平均） 第7表 内外牛馬人口
 比例（冒頭 日本，英国，仏国，米国；表側 年

 記，人口，牛，馬，人口百個に付く牛，馬〉）

 第8表 4ケ国牛馬頭数百分比例〔パイ図表〕

 第9表 畜牛現存頭数同減耗頭数（筆頭 国別

 く種類：内2洋，準洋，7分，5分く明治1
  0～12年〉〉；表側 畜牛現存頭数く2才以
  L二・当引く牝，牡》〉，同減耗頭数〈屠殺・驚死

’ 《牝，牡》〉） 第10表 出馬現存頭数同減耗

 頭数（表頭，表側は一ヒの第9表と同じ）

（5）第3次農務統計表

調査対象年 明治9年～15年
内容細目 第1 民有地第1種全計比較 第1表

 民有地第1種目口頭 種別く田，畑，山林，原野，

 郡村宅地．市街宅地，塩浜，各種地〉；表側 1

 5年調査段別，13年に対する増減，13年調査
 段別）（附 百分中万形図表） 第2表 て民有
 地別地価表：〕（表頭 種別く前表に同じ〉；表側

  地価，平均1反歩地価）（附 1段歩地価比例
 〔パイ図表〕地佃比例〔パイ図表71）第2民

 有地第1種国別（明治15年6月凋査）（表頭
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国別〈段別，地価〉；表側 田，畑，郡村宅地，

市街宅地，山林，原野，塩浜，各種） 第3 田

畑1段歩地価比較（表頭 国別；表側 田・畑

〈平均1段歩地価，比例線〉） 第4 茶畑全計
比較：第1表〔茶畑全計累年図表〕（表頭 全計，

初年～3年．4年，5～6年，7～8年，9～1
0年，10年以上，見積；表側 反別，百分中）
〔方形図表〕 第2表 畑段別全計に対する茶畑

比例〔方形図表〕 第3表 千町歩より5千町歩

迄たるの茶畑をもつ10力国名〔方形図表〕 第
5 茶畑国別（表頭 国別；表側 初年～3年，

4年，5～6年，7～8年，9～10年，10年
以上，見積圃段別） 第6 桑畑全計比較：第1

表 桑畑全計表（根刈桑，刈桑，立木）〔方形図

表〕 第2表 畑段別全計に対する桑畑比例1方

形図表〕 第3表 千町歩より1万町歩に及ぶ桑

畑をもつ18ケ国名〔方形図表〕 第7 桑畑
国別（八頭 国別；表側 根日計・刈桑・立木

く段別，採葉量〉） 第8 田畑作付段別（挿頭

 米，儒米等14品目；表側 明治11年間14
年） 第9 被害田畑（表頭 明治10年～14
年〈田，畑〉；表側 虫害，水害，旱害，其他〉）

（附 方形図表） 第10 内外土地比較（表頭

 日本，仏蘭西等正8ケ国；表側 耕地，葡萄園

牧野，森林，各種，全地面）（附 耕地，森林国

別表〔ペイ図表〕） 第11 内外土地人口比較

（表頭 日本，仏蘭西等18雪国；表側 全品，

人口）（附 毎回1人に対する地積比例1方形図

表〕） 第12 飾釦人口比較：第1表 畿内7
道総計〔パイ図表〕 第2表 7道立〔パイ図表〕

 第13 農作人口（表頭 国別；表側 総尺口，

内農作人口く男，女〉） 第14 漁業人口（表

頭国別；表側専業・兼業く戸数，人口《男，

女〉＞） 第15 農産水産累年表（表頭農産
〈米，順順等26品目〉，水産く鰹節，乾魚等9

品目〉；表側 明治11～14年） 第16 準
緯度農産額比較（表頭 米，麦，茶，繭，牛，

馬；表側 北緯，国数，国名，出額＝数量単位1

1国平均）（附 農産額各種乎均1国の趨額 俸

図表〕） 第17 内外麦作比較（亜米利加，印

度等14回国）（附 比例寸，棒図表〕） 第1

8 明治14年製茶産額（種類別）（附 産額輔
出額百分比〔パイ図表〕） 第19 明治14年
製綜：第1表 14蟻蚕続産額（総計，海外輸出，

内国需用）〔パイ図表〕 第2表 同ヒ推測〔パ

イ図表〕 第3表 蚕糸産額3ケ国比較（表頭

14～19年目表側 日本，伊太利，仏蘭西）

第20 酒類醸造米比較（明冶12年，13年）
じパイ図表〕 第21 酒類醸造蓮府県別（表頭

 府県冒σ〈12， 13年〉；表側 清酒， 濁酒，

白酒，味淋，焼酒，銘酒） 第22 牧場（扇頭

府県別 く国別＞1表側 郡名，地名，牧場名
称，起業年月，段別，持主） 第22表 続表
牧場に飼養する牛馬（表頭 府県別く牛，馬〉；

表側 内種・洋種・雑種く牝，牡〉） 第23

牛馬全計比較（明治13年調査）：第1表 養牛
現在頭数 第2表 柳陰減耗頭数（屠，塊）：第

3表 畜馬現在頭数 第4表 蓄馬減耗頭数（発）

〔以上，パイ図表〕 第24 牛馬百計種別：第

1表 現在頭数（表頭 養牛・畜温く10年～1

3泣く同種，洋種，准洋種，7分雑種，5分雑
種》〉；表側 2才以上・当馬ぐ牝，牡〉） 第

2表 養牛減耗頭数（表頭 養牛＜10年～13
年《内種，洋種，准洋種，7分雑種，5分雑種》
〉；表側 屠・塞く牝，牡〉） 第3表 畜馬減

耗頭数（口頭 10年～13解く内種，洋種，5
分雑種〉；表側 蛯〈牝，牡〉） 第25 漁船
漁網比較：第1表 漁業人口総計（河海湖沼別，

専業，兼業）〔パイ図表〕 第2表 漁船総計

（海・河湖沼〈節用，釣用，雑漁用〉）〔方形図

表〕 第3表 漁網総計（海，河湖沼）＝三角図

表〕 第4表 内外漁夫比例〔パイ図表〕 第5

表 内外漁船比例〔パイ図表〕 第26 漁船
（表頭 国別；表側 海の部く鯨船，地曳網用船，

八手網用船，雑網用船，釣用船〉，河湖の旧く網

船，釣船，雑魚船＞＞ 第27 漁網（表頭 国

別；表側 海の部く地曳網，八手網，雑網〉，河

湖の部く雑暖く河，湖》〉）

解 題

 「農務統計表」の第1回は内務省勧農局から明治12年に刊行された。巻頭の杉浦露介の緒言によると「此統
計図表は農事に関する百般の要物を蒐集して以て当局者の参覧に供せんとするに在り今其種目を大別して三種とす

第一土地第二人目第三農事是なり其他萄くも参覧に供すべきものは亦勇之を収む其方或は方匡を1を以てし或は縦横

線を画し或は各種の色彩を用ひ務めて一目瞭然ならん事を室・す……」とある。14年4月内務省勧農局が農商務

省へ移管されるとともに「農務統計表」の編集は同省農務局の所管となり， 「第2次農務統計表」は同局から

14年に，最後の「第3次農務統計表」は向じく16年に刊行された。 「第3次農務統計表」には再び報告課杉
浦露介によるつぎのような緒言がある。「襲に調製せる農務統計表に続て更に土地人日農産水産牧畜其他農嘱に

関する諸項を蒐集し或は各種を比較し或は海外諸国と対照し盛衰消長の状況を表示す然れども調査の方法猶末だ
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備はらず各地の報道互に詳略ありて首尾完全ならずと雛も梗概を窺ふに於て亦禅補する所多からん乎」。編者杉

浦露介についてのくわしい調査は未アであるが，助治9年から10年にかけて太政官政表諜において太政官およ

び各百の統計事務の連絡調整のため毎月1回開かれた政表会議に7月．8月と2回出席しており，出席者名簿に
内務省勧業寮権i少属杉浦露介とある。 （参照 太政官編「政表会議日誌」）勧農局か内務省から農商務省に移管

されるとともに杉浦も同省に転任したらしく，18年2月の「改正官員録」によれば農商務省農務局の4等属で

あり，18年に刊行された「第1回農務局年報」の主任編集者となっている。（参照 「明治前期勧農事磧輯録
上巻」第3篇 第8款 農事に関する通信．報告，統計，調査，編纂）これらの記録によって見ると彼は当時の官

庁における農業統計実務のベテランであったと思われる。また先に述べたように14年6月25日附の「農商務
省各局処務規程」によると報告課は「内外農事の通信報告物産の統計及反訳等の事務を掌理す」となっている。

以上の事実および統計表の内容から判断すると，この「農務統計表」は，同じく同局から刊行されている「農産
表」と異なり，農務局の調査資料に加えて既存の各種農業関係の統計を編集してこれを当時の統計表作成技術を

使って杉浦が編集したもののようで数値表とともにパイ図表，方形図表等の各種の色彩グラフを使用しているの

が目新しい特色といえよう。16年に，「農商務通信規則」が制定され，「農務統計表」も「農産表」および農事

通信とともに「農商務統計表」に吸収されたらしく，その後は刊行されていない。
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11 「統計集誌」所収の物産統計

統計内容注記

 （D「統計集誌」第2号（14年3月）

  明治m年全国米麦粟黍稗収穫表（物証女清久）

  （瓢虫 国名郡数：山城8郡，大和15郡等；表側

   米石数，儒米石数，小麦石数，大麦石数，裸麦

  石数，粟石数，黍石数，稗石数） （国70郡605，

  鹿児島四目向大隅薩摩の3ケ国は原書に調べなき

  が故之を欠く） 〔目次には「全国農産表，明治10

  年」とあり〕

 （2）「統計集誌」第3号（14年7月）

  大日本石高田積古今比較表（明治11年5月地理局

  調査 村田 豊） （表頭 国別；表側 石高く元

  禄，天保，明治〉，田積〈延長，元禄，天保，明

  治〉）

 ∫3）「統計集誌」第5号（明治15年1月）

  府藩県所轄並石高（野村文夫） （堅頭 京都府，

  淀藩等1使3府265藩41県；表側府藩県管轄国
  郡，飛地，元諸藩封高，草高，現高）（現石高は元

  治元子年より明治元辰年まで5ケ年の平均なり而

  して其他は多く明治3年庚午年の調査によると雛

  問には明治2己年の調査を以て之を補ふものあり）

 （4）「統計集誌」第13号（15年9月）

  府県官民林反別（15年2月23日） （山林局統計課

  調 内山鷹二） （表頭 府県別；表側 官林，民

  林）

 1．5）「統計集誌」第14号（15年10月）

  全国郡村穀類作付段別（島村 泰） （表頭 国名

  別，府県別，郡数，村数；表側 作付段別く夏成

  物，水田秋成物，陸田秋成物） （前表は僚友筒井

  源次郎をして明治13年農務局の調査に依る農産表

  に就て所謂普通農産の作付反別を類集計算せしめ

  たるものなり。表中夏成物とは大麦裸麦小麦の3

  種，水田秋成物とは米儒の2種，陸田秋成物とは

  陸米審黍稗大豆蕎麦蜀黍玉蜀黍甘藷馬鈴薯の合類

  したるものなり）

 （6）「統計集誌」第15号（15年11月）

  全国酒類の醸造石高及醸造人員（大蔵省租税局調）

  （纏頭 5～13年；表側 清酒。濁酒・焼酎・白

  酒・味淋・銘酒・替麹・醤油く醸造石高，醸造人，

  醸造人平均1人の醸造石高〉） （…表中8年の分

  のみ醸造人と醸造石高との比例をなさざるものは

  同年は会計年度の創定に係り醸造石高は其前後に

  比するも敢て疑ふべき点を見ざるも醸造人の数に

  至り大に疑うべきものあるを見るに由る）

 17）「統計集誌」第16号（15年12月）

  全国農産物6ケ年比較表（堀江荘太郎） （表頭

  7～12年；表側 米，糀米等14品目） （前表7，

 8両年はi口勧農局刊行第2回農務統計表に，9年以

 降4ケ年は旧勧農局及農務局刊行の農産表に拠る）

 明治12年諸国雑穀甘薯作付反別表（島村 泰）

 （凶相 国別；表側 大豆・粟・黍・稗・蜀黍・

 甘響く反別〉）（前表は農商務省農務局編纂の農産

 表に拠り僚友筒井源次郎氏の調査に係る）

（8）「統計集誌」第17号（16年1月）

 明治12年中各地方製糸工場（島 邨泰） （表頭

 府県別，国名く郡区名〉；表側 工場数，工人

 く男・女〉）（本表中埼玉，山梨，石川，島根，

 山口，和歌山，沖縄，及び北海道は調査なきを以

 て之を欠く）

〔9）「統計集誌」第23号（16年7月）

 兵庫県管内著名物産調衣服之部抜華（戸数人員は

 13年就職の数） （島村 泰） （表頭 繭・生糸等

 16品目く国名く郡名》〉；表側 戸数く専業，補

 助〉，人員く専業，補助〉，産出高〈11～13年〉）

（1ω「統計集誌」第25号（16年9月）

 全国郡村穀類作付反別（島村 泰） （「統計集誌」

 第14号の同名の表に同じ）

〔1Dr統計集誌」第30号（17年2月）

 明治16年群馬県蚕種掃立（堅頭 東群馬，西群馬

 等郡別；表側 春蚕，夏蚕初度飼，掛合金巣，信

 濃，武蔵，岩代，羽前，羽後，下野，上野）

 明治16年群馬県収繭（表頭 全前表；表側 町村

 数，春蚕，夏蚕初度飼，掛合金巣，掃立原種平均

 1枚当）

 明治16年群馬県蚕種実際出来高（表頭 全前表；

 表側 春蚕・掛合・夏蚕く輸出，場引，自用〉，

 前年比較）

圃「統計音聾」第32号（17年4月）

 明治16年全国米作比較（大蔵省調） （表頭 国別

 ；表側 分合くキ，シ〉） （表面，キとあるは強，

 シとあるは弱なり）

 明治15年度府県酒造石数（大蔵省租税局調） （表

 頭 府県別；表側 1級く清酒，濁酒〉，2級

 く焼酎〉，3融く白酒，味淋，銘酒〉）

 信濃丙産出繭生糸種紙（杉山四民）：第1表〔長

 野県勧業課繭，糸・種紙の産出統計表〕 （心頭

 9～15年，表側 繭，生糸，種紙） 第2表〔原
 紙掃立止別｝ （15年調査） （表頭 四日；表側

 春蚕，夏蚕，秋蚕） 第3表〔繭，糸等の産額〕

 （表頭 旧く繭，玉繭，出殻繭〉，糸〈器械糸，

 座繰精製糸等〉，真綿，種紙等；表側 全前表）

 第4表〔15年中横浜へ輸出したる蚕，糸等の種類〕

 （全前表）

｛捌1’統計集誌」第36号（17年8月）

 ・1乙軍米麦作概表（大蔵省常平局調） （表頭 府県

 別；表側 米・麦く収穫石量，播種反別，1反に
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付収穫〉）

鞠「統計集誌」第38号（17年10月）

 明治16年10月調熊本県管内戸数人口及反別牛馬表

 （三渕誠一・郎〕 （表頻 郡区別；表側 戸数，人

 目く男，女〉，反別く田，畑〉，平均1反反別，

 牛・馬〈牡，牝〉）

〔19「統計集誌」第39号（17年n年）

 屯田兵農工業によって穫る産物の数量及原額（関

 三吉郎） （表頭 大麦，小麦等26品目；表側 数

 量，価額）

解 題

 ここには雑誌「統計集誌」に掲載された物産関係の統計表のうち，明治17年12月迄に刊行された第40号迄の分

を収録した。 「統計集誌」については，上巻を参照されたい。「統計集誌」に掲載された統計表についていえば

つぎのような特徴がある。第1に「統計集誌」の発行機関である統計協会の会員が未発表の官庁の調査資料を編

輯した統計が掲載されているばあいがある．第2に当時の全国統計で得られない地方統計データが得られる。第

3に編輯者が統計表について調査対象やデータの信頼性にかんするコメントを付記し，また統計表を使用して分

析を行なっているばあいもある。従って明治前期のように公表統計資料の非常に乏しくまたデータの信頼性につ

いて拠るべき資料のない時期においては，「統計集誌」掲載の統計は貴重なものといえるであろう。
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12 興業意見 農商務省（前田正名）編 明治17年  29巻

田興業意見 未定稿 明治17年刊 17冊①．                （国）②

 総目録 冊一 緒言 冊二 旧領 冊三 歓項適例 冊四 時弊 冊五 参考甲ノ部

 上 冊六 参考甲ノ部下 冊七 参考乙ノ部 冊八 参考丙ノ部 冊九 参考丁ノ部

 冊十 参考戊ノ部 冊十一 戒慎 冊十二 統計甲ノ部 冊十四 統計乙ノ部 東海

 道 三重県 愛知県 静岡県 山梨県 神奈川県 東京府 埼玉県 干葉県 茨城県

 冊十五 統計乙ノ部 東山道（滋賀県 岐阜県 長野県 群馬県 栃木県 福島県

 宮城県 岩手県 秋田県 青森県 山形県） 冊二十二 統計丙ノ部 冊二十三 統

 計丁ノ部
吻興業意見 農商務省〔前田正名〕 編 明治17年刊 29冊②（内）（国）（図）（セ）⑩

 総目録 巻一 綱領 巻二 緒言 巻三 現況 巻四 原因 巻五 参考一内国 巻

 六 参考二内国 巻七 参考三外国 巻八 参考四外国 巻九 参考五外国 巻十

 参考六外国 巻十一 精神 巻十二 国カー重要物産 巻十三 国力二府県 巻十四

  国力三預算 巻十五 地方一摘要 巻十六 地方二畿内 巻十七 地方三郎海上

 巻十八 地方四東海下 巻十九 地方五東山上 巻二十 地方六東山下 巻二十一

 地方七北陸 巻二十二 地方八山陰 巻．二十三 地方九山陽 巻二十四 地方十北陸

  巻二十五 地方十一西海 巻二十六 地方十二北海 巻二十七 地方十三 巻二十

 八 方針一農商工 巻二十九 方針二庶務

（3画業意見 東京 改造前 昭和6年～8年 3冊 翻刻本（明治前期財政経済史料集

 成 第18～20巻 小林平左衛門：興業意見解題 第18巻 P．1～4）

（4｝興業意見 東京 明治文献資料刊行会 昭和39年 4冊 改造社版の覆刻本（明治前

 期財政経済史料集成 第18の1，18の2，第19，第⑳）

⑤興業意見 農林省経済更生部 編 翻刻本（経済更生計画資料 第19号）昭和8年

 4， 25， 253P③

〔6｝興業意見他前田正名関係資料 翻刻本 東京 光生館 昭和46年 8，361P（生活古

 典叢書 1）

 目次 安藤良雄；山本弘文：解説，興業意見他前田正名関係資料，前田正名年譜，1

 興業意見（未定稿）一総目録，緒言，綱領，歓項適例，時弊，戒慎準備，統計乙の

 部，方法乙の部，π 農区巡回書類（岐阜県各郡長報告），皿 士族生計一覧表（岐

 阜県管内士族生計総計総覧表）

m興業意見 草稿 明治17年④                      （国）

所 蔵 注 記

 ③同館憲政資料室の「前田正名関係文書」のなかにある。 （冊子番号 119～i34）

 ◎文献・センターは，総目録，巻一六，一七，一八，二十二を欠く。

書 誌 注 記

①鉄血活版。鉄の題簸紙に「全部弐拾六冊内 統計乙ノ部 十三 十六 十七 十八

  十九 二十 廿一 七冊 方法甲ノ部 廿四 一冊 方法乙ノ部 廿五 一冊

 合九冊未成」とあり。「冊十四 統計乙ノ部東海道」は埼玉県の分を，また「冊十

 五統計乙ノ部東山道」は群馬県，栃木県，秋田県の分を収録するのみである。この

 ほかに「冊十五 方法乙ノ部」は，未成とあるが実際は印刷され，事情により配布さ

 れなかった。従って印刷に付された未定稿は18冊である。②題姦には「第一回 興業

 意見」とあり。表題なし。第一丁目に共三十 とあり。③統計や図表をほとんど全部

 省略した簡単な抜すい本である・④「興業意見」の草稿は「前田正名関係文書目録」

 に従って大別すると・1「興業意見」未定稿・2「興業意見」未定稿原稿、3「興業意見」定

本草稿，4「興業意見」定本原稿の4種類に分れ，それぞれにまたいくつかのヴァリァン

 トがあり・複雑を極める。さらに原稿作成に用いられた多くの地方調査の回答がある。
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その詳細は，「前田正名関係文書」の1『興業意見』編纂関係にゆずり，ここでは省略

し，統計に関するもののみ，統計注記で触れることにする。

統計内容注記

調査対象年 明治17年

内容細目 巻1 綱領 は第1篇（巻の2 緒言）

 第2篇（巻の3 現況） 第3篇（巻の4 原因）

 第4篇（巻の5～巻の10 参考） 第5篇（巻の
 11 精神） 第6篇（巻の12～巻の14 園力）

 第7篇（巻の15～巻の肝 地方） 第8篇（巻の
 28～巻の29 方針）の保見の所収事項の要約であ
 る。

  巻2 緒言 第1：人民の生活：〔職業別人員
 表〕 〔内務省戸籍局調 明治16年1月1日現在の

 人口総員を明治9年内務省戸籍局調査の職分表に
 拠り，その比例で推算したものである〕 （農，工，

 商，雑業，官員，神官，兵隊，従者，僧尼，学者，

 漁業，医，雇人，職業不詳）  〔職業別人員生活

 程度表〕 （表頭 職業別；表側 上等・中等・下

 等く歩合，人数〉） 〔人民平均生活の費用〕 （上

 等1人1ケ年，中等1人1ケ年，下等1人1ケ年）
 〔総員1ケ年生活の費用〕 （上等総人員・中等総

 人員・下等総人員〈生活費用〉） 〔下等生活の人

 民をして中等生活の度に上進せしむる費用〕 Cド

 等生活人員，此中等生活費用，従来下等生活費用，

 差引残金：1人1ケ年の増費額〉） 各国民の収

 入即所得（町頭 外国類別；表側 1870年，1880

 年，増加，1人に付ての割合・同上課税を拍除し

 たる割合〈1870年，1880年〉） 第2 負債の
 償却：各国々債高（1880年度調）第3 貯蓄の
 余裕：〔本邦人民貯蓄積算表〕 （車頭 毎月別，

 1ケ年合計；表側 預け入金，毎月より繰越高，

 同上利チ，後期へ繰入金） 弟4 非常の国用

 内乱：〔非常予備金蓄積表〕 （表頭 年度：初年

 ～10年，合計；表側 1ケ年蓄積金，前年より繰

 越金，合計1ケ年利子，翌年へ繰入金） 各国資

 本朝（外国名，年度，資本高，10年間の増額）

 第5  非常の国用 外患：軍費蓄積表（表頭

 年度：初年～10年，会計；表側 全前々表） 各

 国海陸軍費（外国名，年度，軍費） 第6 不慮

 の預備：〔等級別戸数表〕 （上等戸数，中等戸数，

 下等戸数） 不虞の預備金（上等，中等，下等）

 同1ケ年預備金（上等，中等，下等） 同1戸1

 ケ年予備金（上等，中等，下等） 以上6項1ケ

 年総数表 前記総数を10年内に蓄積したばあいの

 1ケ年分（1人1ケ年分，1人1日分） 第7
 収税：各国収税高（表頭 外国名；表側 年度，

 収税高，分頭額） 附録：第1図表  〔現在の生
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産と現在の工事比較表〕 （生産額：米，麦等16品

目〔金額表示〕，国力〔金額表示〕，工事別：鉄

道，船舶等10品目〔数量及び金額表示〕） 〔棒図

表〕 第1図表解説表 附表  〔物産表〕 （表頭

 農産の部：米麦，粟黍及雑穀等10項目，製造の

部：生糸及屑締類，織物等ll項目；表側 価額）

〔各国物産表〕（仏国・英国・独国く農産物，製造

品，全国1人当生産〉）第2図表 輸出輸入比較
表（13～15年平均） （輸出：糸，茶等10品目，国

力，輸入；書冊，砂糖等10品目） 〔棒図表〕 第

2図表解説表 貸物輸入差額表（輸入超過高）（明

治2～14年） 正貸輸出入差額表（輸出超過高）

（明治5～14年） 20年間各国貿易商品のみの輸

出入表（表頭 外国名；表側 1870年の貿易・

1871～1880年の貿易〈輸入，輸出〉，20年に於

て輸入の増加または輸出の超過） 第3図表〔将

来事業の概計並に之に応ずる将来生産表〕 （将来

生産：各種凡積，陶銅磁器紙等10品目，国力，将
来事業：鉄道，船舶等10項目） 〔棒図表〕

 巻3 現況 第1 資本と事業の釣合はざる事

第2 事業を起すも引合はざる事 其1 金利の
高き事 金利表（表頭 明治元年～16年；表側

東京市中金利，倫敦割引欧州市中金利） 其2

運送の不便なる事 運賃表 その1 内国船沿海

運賃（冒頭 自東京横浜神戸，司野蒜等；表側

里程，重量1頓運賃，10マイル当運賃） その2
内国陸運賃（表具 自東京広島，久留米等；表側

 里程，重量10貫目運賃，10里に当り運賃） そ

の3 外国船運賃（表頭 自紐育，ハンボルグ，

同ロットノレダム等；表側 里程，重量1頓運賃，

10マイル当り運賃） 其3～其5は統計表なし，

従って省略 第3 不慣なる事業を為せる事，以

降は統計表なし，従って省略。 （以下，統計表の

ないばあいは，内容省略と記入した。）

 巻4 原因 内容省略

 巻5 参考1 賢君名士が富国の功を後世に遺
したる例井土地の適不適に論・よく特有物産を起こ

したる例 内容省略

 巻6 参考2 第1 工業沿革：大略第2 農
工商古来の慣習 内容省略

 巻7 参考4～巻10 参考6は外国篇である。
 巻10 参考6は萬国統計表篇で，主題別，国別

の統計表を多数収録しているが今回は省略する。

 巻11 精神 内容省略

 巻12 国力1 重要物産 第1 日本全国田，

畑，山林，原野，宅地其他戸日（田，畑，＜桑，



茶〉，山林，原野，郡村宅地，市街宅地，塩浜，

各種，合計，戸数，人口く職業別内訳：農，工，

商，雑業，官員，神官，兵隊，従者，僧尼，学者，

漁業，医盛雇人，職業不詳〉） 第2 農産物井

製造物の高及其図表 農産の部 明治15年農産表

（表頭 品名1米，嬬米軍55品目；表側 産額，

代価） 〔但し，この数値は明治17年3月末迄に集

計した「明治15年農産表．明治n年4月刊」の数
値によらずに，その以前の段階での明治15年数値

を使用したものと推定されるので，この数値を使

用するに当っては「明治15年農産表」の原表数値掲

載の統計表と照合する必要がある〕 製造の部

（表頭 品名：織物，陶器，磁器，紙，金属器，

紡績綿縣，菜種油，製藍，清酒；表側 価額，数
量）

織物，陶，漆器，紙，金属器図表

第1図 全国織物産出価額（11年～16年）

第1図の2 織物輸出金額（11年～16年）

第1図の3 織物輸出金額（表頭 11～16年，6

ケ年平均；表側 絹布，綿布，麻布，雑） 第2

図 全国陶器産出価額（11～16年） 第2図の2
 陶磁器輸出金額（塾頭 11～16年，6ケ年平均
；表側 陶器，磁器）

第3図 全国漆器産出価額（11－16年） 第3図

の2 漆器輸出金額（11～16年目 第4図 全国

紙産出価額（11～16年） 第4図の2 紙輸出金
額（国頭 11～16年，6ケ年平均；表側 和紙，

洋紙） 第5図 全国金属器産出価額（11～16年）

 第5図の2 金属器輸出金額（11～16年） 第

5図の3 金属器輸出金額（表頭 11～16年，6
ケ年平均；表側 測器，銅器等10品目） 第6図

全国織物，紙，陶器，漆器，金属器割合；表側

6ケ年平均金額数） （附  ［パイ図表〕） 第7

図 織物，紙，陶器，金属器輸出金額百分率（表

頭 織物，紙，陶器，漆器，金属器；表側 百分

野） （附〔パイ図表〕） 第8図 織物産出地割

合（表頭 府県別；表側 百分率） （附〔パイ図

表〕） 第9図 陶器産出地割合（全前表） （附

〔パイ図表｝） 第10図 漆器産出地割合（杢前

表） （附〔パイ図表〕） 第11図 紙製出地割合

（全前表） （附〔パイ図表〕） 第12図 金属器

産出地割合（全前表） （附  〔パイ図表ユ） 第

13図 織物，紙産出価額百分率（織物く絹，木綿，麻

雑〉，紙く半紙，美濃紙，雑紙〉）〔パイ図表〕

第3：各種税表（表頭歳入：租税，海関税等23項

目；表側 17年度予算，16年度予算，15年度現計，

14年度現計，比較の差〈16～14年〉） 全国地方

税（「統計年鑑」に拠る）（表頭12～14年度；
表側 地租別，営業税，戸数割，各種税，賦金，

一82一．

郡区町村協議費） 森林収入（官有林叢伐木払下

代の類）民有山林（歳出入予算に拠る） （17年予

算，16年予算，15年現算，14年現算，13年決算，

前年比較の差16～13年）   第4 15年輸出
入表：15年輸出表（表頭 種目：生綜，屑緕等29

品目；表側 数量，代価） 15年輸入表（表編

種目；綿織綜，赤砂糖等26品目；表側 数量，代

価） 第5 日本全国重要農産物及び製産物将来

の見込：米〔記事〕 繭：繭産出高（上等，中等，

F良く数量，1斤に付価〉） 明治16年中橿島県

下の田，畑，桑園3者の損益表：その1 田1段
5畝歩の収益及び諸掛損益（諸掛費の部，収穫の

部，差引損耗） その2 畑1段5畝歩の収益及
び諸費（諸費の部，収益の部，差引純益） その

3 桑畑1段5二歩諸掛秘書収穫損益（諸掛費の
部，収益の部，差引純益） 綿：最近5年間綿の

産額（表頭 11～15年；表側 産額，価額，前年

比較く増，減〉） 15年綿産額と輸入綿類対照表

（表頭 15年製出の分，同年〔綿類〕輸入の分；

表側 産額，価額） 明治10年中洋綜の相場

（「商況年報」に因る） （表頭 横浜，神戸，平

均；表側 百斤〔英斤〕に付，郷民〔160目〕に

して） 圧鮨：最近5年間煙草の産額（表頭 11

～15年；表側 産額，価額，前年比較） 明治脆

年煙草作1段歩の収穫及損益（産額，価額，損）

最近4年間の輸出額（表頭 葉煙草，紙巻煙草，

煙草類；表側 数量・元価〈12～15年〉） 欧州

各国に煙草の輸入高（表頭 仏蘭西，英吉利，白

耳義，伊太利亜；表側 数量，価額） 英国倫敦

市場の相場（鴨頭 マニラ，ハバナ，日本；表側

1封度代価） 菜種：最近7年間の菜種の産額
（表帯 9～15年；表側 産額，価額，前年比較

〈増，減〉） 明治16年菜種作1段歩の収穫及利

益（産額，価額，損） 甘薦：最近5年間甘庶の

産額（表頭 ll～15年；表側 産額，価額，前年

比較く増，減〉） 同年間砂糖輸入高（表頭 ll

～15年；表側 数量，価額，前年比割く増，減〉）

 巻13 国力2 府県：第1 日本全国物産増減

表（表頭 米，実綿，麻，藍葉，甘庶，楮皮，葉

燗草，菜種，繭，生糸，蚕種紙，製茶；表側 前

3ケ年：10～12年計，後3ケ年：13㍗15年計，前

3ケ年に対する比較く増，減〉） 第2 各府県
田，畑，山林其他の段別（田，畑く茶，桑〉，郡上

宅地，山林，原野，塩浜，各種） 第3 各府県

戸数人口（戸数，人口く華族，士族，平民〉）

第4 各府県物産額及価額表（表頭 米，実綿，

麻，藍葉，甘薫，楮皮，煙草，菜種，繭，生紘

蚕種紙，茶，水産；表側 産額，価金，平均価格）

第5 各府県輸出入表（輸出品，輸入品） 〔表式



のみで数値の記載なし〕 第6 運送表（運送高，

運送費） 〔数値の記載なし〕 第7 各府県人口

と総段別との比較（人口，総段別，1人に付段別）

第8 各府県農工産物と人口との比較（農産物，

工産物合計金額，1人に付段別） 第9 農産物

に係る入費と収穫の比較表（以下，米から桑迄の

統計表は数値の記載なし）：米（1段に付諸入費
く手間，肥糞，貢税諸掛，種籾〉，1段に付収穫

高く米，籾殻，磁束〉） 麦（1段に付諸入費

く手間，肥糞，脚結諸掛，種子〉） 綿（1段に

付諸入費〈全前表〉，1段に付収穫高く実綿，核

子〉） 麻（1段に付諸入費〈全前表〉，一段に

付収穫高く麻皮，麻殼、麻実〉） 藍（1段に付

諸入費く全前表〉，1段に付収穫高く藍葉〉）

甘薦（1段に付諸入費く手間，肥糞，貢税諸掛，

種茎〉，1段目付収漫高く茎〉） 楮皮（1段に

付諸入費く手間，貢税，諸掛〉，1段に付収穫高

〈皮，薪〉） 煙草（1段に付庫入太く手間，耳

糞，貢税諸掛，種子〉，1段に付収穫高く葉煙草

〉） 菜種（1段に付諸入費く全前表〉，1段に
付収穫高〈朴実，油〉） 茶（盈段に付諸豪．無

く全前表〉，1段に付収穫高く生葉，製茶））

桑（1段に煙毒入費く手間，肥糞．貢税，諸掛，

苗〉，1段に付睡臥高く葉，桑皮，薪〉）附録

府県別 租税，脇士費（合計，1人に付） 負

債の償却（平均，1人に付） 生活．（平均，1人

に付） 〔以上の附録も統計表のみで数値の記載な

し〕  〔各府県物産額6ケ年比例表〕 （表山 府

県瞬く米，実綿等〉：表側 15～10年） 〔附 方

形図表〕

 巻14 国力3 予算 弟1 生緋改良の予算，

第2 茶改良の予算，第3 砂糖改良の予算，等
主要物産の品種改良計画及び予算〕

 巻15～巻27 地方 そのうち巻15 地方1 摘

要篇は，巻16～巻26にくわしく報告されている府
県の農工業の実情を地ノ∫の情勢，勧業要務摘要，

m割注の予算の3項目に分けて要約したもので第
3の10年後の．．f算では重要物産の10年後の生産予

定額があげられている。

 巻16 地方2～巻％ 地方12，の11冊は農商務

省から，勧業要務，農商工に係る法律の影響及び

将来法律を要アる状況，農商工金融の実況，農商

ｵの事：業盛衰の実況，農家収唾米販売上の利害及

び便否の実況の5項目に分けて依頼した調査に対

する回答を編纂して収録したものである、，各府県

とも重要物産の明治11～16年の上中．ド別童額があ

げられている他，県によ・っては重要工業製品の工

場及び資金を知ることができる。但し，この地方

統計のもつ意味については解題を参照．ここでは
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サンプルとして冒頭の京都1紆のばあいをあげてお

く。京都府 総段別て内訳言出，巧く茶畑，桑畑

〉，郡村宅地，市街宅地，塩田，山林原野，池沼，

雑種）戸数人口く華族，士族，平民〉物産価額（

内訳；米，生縣，繭，実綿，織物，染物，綜紐，

裁縫品，金属器，金属箔粉，周磁器，扇子団扇，

種油，清酒，各種） 明治11年半り16年まで重要

物産の産額価額及び其各品上中．ド3等の区別：織

物の部 京都府下西陣織物産額価額比較表（表頭

織物種別；紋織・生紋・羽二重・縮チ・縮緬・博

多・天鷲絨。木綿く製品，価額，機数，織工く男，

女》〉；表側 11～16年目 京都西陣織物機屋戸

数（表口 種別：紋織，生紋，羽二重，縮緬，博

多，天驚絨，木綿，総計，文久4年戸数比較；表

側 ll～16年） 京都府下丹後縮緬産額価額及品

位比較表（秘曲 ll～16年；表側 総産額・総価

額く上，中，下〉） 丹後縮緬機屋戸数機数職工

人員表（表頭 ll～16早く与謝郡，中郡，竹野郡

〉；表側 戸数，機数，職工人員く男，女〉）

製茶の部 京都府下製茶産額価額及品位比較表

（表頭 且～16年；表側 総産額・総価額く上，

中，下〉） 繭の部 京都府上繭産額価額及品位

比較表（全前表） 製綜の部 京都府ド生縣産額

価額及品位比較表（全前表） 朝浄物産及び事業

中一書に着手さぜるべからざるものは左の如し：

第1 琵琶湖水を京都市中に疎通する事〔記事〕

第2 西陣織物業者に検束法を設くる事1〔記事〕
文久4年京都西陣機屋戸数（表頭種別：里帰，占

帯等；表側戸数） 第3 村法を改良する事 第

4 丹後縮緬を改良し及び其増殖を計る事：〔記

事〕 自安政6年至明治17年毎1年丹後縮緬平均
相庭（表頭 安政6年～明治17年；表側 品種：

重目・大広・軽目・働く上等，中等〉）第5 製

茶価格の低落を挽回する事〔記事〕第6 蚕紙の改

良増殖を計る事〔記事〕 第7 画学校を拡張す

べき事〔記事〕 第8 職工学校を設置する事

〔記事ユ 第9 農学校を設置する事〔記事〕

 重要物産中一層の進歩を促す為め要する資金

 第2 西陣織物改良の事〔記事〕 第3 世法

改良の事〔記事〕 第4 丹後縮緬改良の事：

〔記事〕 京都府下に於て重立ちたる縮緬組合調

（冒頭 丹後縮緬組合，与謝郡組合，中郡組合，

竹野組合；表側 資金産額：全力用資金，従前料

金，従前産額，増加資金，追募資金，増加産額，

合産額） 第5 製茶改良の事；〔記事〕 〔所用

資金表〕 （全力用資金，増加資金，募集資金，運

転流通資金，同上追募資金） 第6 蚕締の事

京都府．ドに於て重立ちたる製締場調 丹後国加佐

郡舞鶴製緕場（全力用資金，従前資金，従前産額，



増加資金，追募資金，増加産額，合産額） 第7
画学校拡張の事〔記事〕 重要物産中自今10年内

に其産額隠隠及価額の増進をなすべき歩合1丹後

縮緬産額価額今後10年間進歩すべき見込表（表頭

17～％年；表側 産額・価額〈上品，中品，下品

〉） （附  〔方形図表〕）今後10年間製茶産額価

額進歩すべき見込表（表頭 茶畑段別、製茶産額

・同上価額く上，中，下〉；表側 17一％年）（附

〔方形図表〕） 今後10年間丹後縮緬産額価額進

歩図表（表頭 17～26年；表側 総産額・総価額

く上，中，下〉） 今後10年間製茶産額価額進歩

図表（全前表） 今後10年間生動産額価額進歩す

べき見込表（表頭 桑園，収繭，製綜産額・価格

〈上，中，下〉；表側 17～26年） （附  〔方形

図表〕） 今後10年間生綜産額進歩図表（表頭

17～26年；表側 総産額く上，中，下〉） 勧業

上の意向（未成） 農商工に係る法律の影響及び

将来法律を要する情況（未成） 農商工金融の実

況（未成） 農商工の事業盛衰の実況（未成）

農家収穫米販売⊥．の利害及び正否の実況1第1

米品を損し俵造の粗悪になりし事〔記事〕 第2

 自然奢｛多の風習に流れ，顧て怠慢の心を生ぜし

事〔記事〕 第3 収穫米売急ぎの凹め価額を低

落し，収入を減ずる事  〔3ケ年間毎月販売石数

及び相場表〕（表頭 1～12月；表側14～16年く

売払石数，1石相場〉）第4 農家の盛衰を速か
ならしむる事1〔記事〕 〔中農以上の収穫の計算〕

（表頭 所有地価金，小作宛米，小作宛米売糊代，

地租金地方税，村費，益金；表側 普通の時，

米価最低の時，米価最高の時）

 巻27地方13 各府県農商工業損益及金融比較
．一藍¥（以下の統計表はすべて数値の記載なし）

 農商工業損益及金融比較一覧表（駅頭 農
く肥料用高1段歩く田，畑〉，収穫く米，麦〉，

農家損益1段歩く田，．畑》，農家重圏窪く遅，速

》〉，商く開店閉店穿く開，閉》，生産資金の流

通高，不生産資金の流通，融通金の多寡，金銭運

転の緩急，金利の高低〉，安く製造高の増減，収

入金高の増減、純益，製品販売く遅，速〉＞；表側

14年，15年，増，減，16年，17年，増，減） 農

の部 農産物産額価額5年間進歩比較表（表頭

収穫く農産物収穫高・同代金く田，畑〉〉，費用

く地租・地方税・協議費・種苗代・肥料代・手間

賃・農具代・公儲金・俵縄代・諸雑費，計く田，

畑》，差引く田・畑（損，益）〉〉；表側 17～

21年，平均）5年間合計金増益

       商の部 商店開閉及生産不生産資

金流通高5年間比較表（表頭 開店閉店数，生産
資金の流通高，不生産資金の流通高，融通金の多

寡，金銭運転の緩急，金利の高低；表側 17～21

年） 工の部 工産物産額5年問進歩比較表（亀

頭 諸品製造高，総金高，器械代，製造原料，手

間賃，試雑費，差引く損，益〉；表側 17～21年）

5年間合計金増益

 巻28 方針1（記事）

 巻29 方針2（記事）

解 題

1 沿 革：

 明治17年i2月に農商務省から刊行された「興業意見」は，その編纂者の前田正名とともに殖産興業政策史1．．に

不朽の名を留めている。「興業意見」および前田正名についてはこれ迄も多くの研究が発表されているが，最近
「興業意見」編纂関係資料を中心とする前田正名関係文書が園部国会図書館において公開され，今後の研究の進

                    また，その整理にあたった有泉によって発表された論文は「興業展に大きな手掛りが得られることとなった。
                   q）
意見」について重大な事実を明らかにした。 （参考文献1） その要点は「興業意見」には刊本（以下，「定本」

とよぶ）の他に「定本」と全く性格の異なる「未定稿」および，その草稿が存在すること， 「未定稿」には前田

の殖産興業政策が体系的に展開されており，この前田の構想が「興業意見」の編纂過程においてその核心である

興業銀行の設立計画をめぐって大蔵省の松方の反撃を受けて敗北し，それに伴って「興業意見」の性格が根本的

に変更されて「前田本来の構想の残骸でしか」なくなったというものである。

 この有泉の指摘によってわれわれは，単なる地方産業の実態調査となった現在の「定本」ではなく，調査に裏付

けられた体系的政策を展開した「未定稿」こそが前田の思想の真面目を伝える言葉の本来の意味での定本であるこ

とを知ることができる。 「定本」を統計調査として使用するはあい，以上の事実は重要な意味をもってくること

を，先ず始めに注意しておきたい。ところで前田のこの政策のための調査の実践という姿勢は彼の一生を通じて

終生変ることがなかった。

 ここで前田の経済調査の特質について触れておかなければならない。前田の経済調査の第1の特質はいま述べ
たように政策のための調査という実践性である。これについては前田自身が本調査の趣旨説明の草槁のなかで「

該書の精神は専ら方法甲乙の部に在りて其他は即ち方法を定むるに付ての参考に列するものなり，然るに読者或

は文を以て意を害し，目を論じ綱を忘るの感なき能はず，是れ（2字 欠）が此書を編成したるの本意にあらず」
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と述べていることによっても明らかであろう。 （「前田文書」Nα101）

 前田は「興業意見」調査以降，さらに2圓の大産業調査を行なっている。最初の機会は前田が「興業意見」が

きっかけとなって農商務省を非職となった後，明治22年に再び同省に農務局長として復帰して開始した「農工商

臨時調査」である。この調査の開始に当って前田は「此度の調べは唯調査に終るにあらず，追て改良の着手を要

する為の調査」といっている。（「前田文書」Nα308） つまり彼は第2回目の「興業意見」作成をめざしたので

ある。この調査は同年12月に…応終rし，「農工商調査」と大阪府をモデルとした「府県農事調査書式」が完成

した。この「調査書式」によって23年1月より全国で「府県農事調査」が開始されたが，この事業の途中で再び

前田は当時の農商務相であった陸奥宗光と衝突して同省を去ることとなった。彼の辞任後もこの府県農事調査は
萌治23年から24年にかけて実施されたが，この調査の性格も「興業意見」に於ける「定本」と全く同じように政策

抜きの調査とならざるを得なかった．前田の最後の産業調査活動は30年冬に行なわれた町村是運動である。前田

は明治26年末に，自分の雑誌である「産業」の第2号で「今日の急務は国是・県是・郡是を定むに在り」と主張

している。この前田の町村是運動を具体化したのは，かって前田の下で「興業意見」， 「農工商臨時調査」の編

集に従事して前田に傾倒した田中慶助が明治25年福岡具浮羽郡長として実施したものが最初である。その後明治

34年に前田の主宰した全国農事会で「町村是調査標準」およびモデル地区の石川県安原村村是が作成され，これ

をきっかけとして町村是作成が全国に拡がった。（2）この町村是運動は農事改良，地方産業の振興を目的とした農

村計画運動であって単なる統計調査事業ではなかった。これについて前田自身がつぎのように述べている。「其

町村是調査の次ぎは，町村是を集めて郡是を作り，郡是を集めて府県是を作り，府県是を集めて国是を定むると

云ふやうな順序であって，即ち国家の富源・国力の程度を計り，之に応じて小は町村，大は国家の羅針盤を造る

目的であったのを，往々統計調査と誤解されたのは遺憾のことであったが，その後町村是調査は全国の半ばに行

き渡ったやうである。」（前田正名「彼我対照欧州視察」明44）

 第2の前田の経済調査の特質は，物自体に問うという客観主義である。明治25年に刊行された「所見」の巻末

附録に「興業意見」編纂の経過と要旨が述べてあるが，そこで彼はつぎのようにいっている。「諺に曰く空虚の

袋は直立せずと。知るべし，国家と云ひ，国力と云ひ，民力と云ひ，生活と云ひ、国土と云ふ，之を完全ならし

めんと欲すれば，．先づ産業を勃興し国力を充実ならしなるに在るを。世人は之を熟知せり。然れども未だ之が為

めに計画せる者なし。偶々黙れあるも其説く所は空想のみ謬見のみ。是を以て忽に起り忽に敗れ又は悪結果を見

るに至る。照れ其為す所，人の意見に出でて物に問はざるに因るなり。」また「農工商調査」の際にも「事実事

物に基きて方針を定める」といいその調査要綱ではつぎのように述べている。「調査は漫りに人の意見を以てせ

ず先ず妻物彼れ自らに其必要を間ふて然る後に之を処理し誤謬に嵯鉄なからしめんため行ふものとす」。（農務提
要戸3♪

 前田のこの経済調査における実践性と客観主義はまた前田の思想のバックボーンであった国家主義，産業主義

と緊密に結合して彼の調査の性格を規定しているといえよう。働

 「興業意見」作業は17年3月より開始，5月に早くも「第1回地方調査」依頼が農商務者から出されている。

その後3ケ月程ですべての原稿がまとまり，8月には「興業意見未定稿」全17冊が完成し，9月1日府知事県令

あてに参考のために「他に漏洩なき様」という但書を添えて送られた。その後も調査依頼と編纂作業は進められ

たがll月ヒ旬に大蔵省の「興業銀行条例按」の参事院における審議において大威省側と農商務者側（代表高橋是

清）は完全に対立，松方の強硬な反対によって前田の「興業意見」における興業銀行案は敗れた。それに従って

「興業意見」の編纂方針に重大な方針転換が起り， 「未定稿」の構想は全面的に後退して定本「興業意見」が12

月25日に完成された。

2～3 調査目的 調査対象
 「定本」は松方財政ドの地方産業の惨状の調査そのものを目的としたものではなく，前田の抱いた殖産興業政

策そのものの体系的なプログラムとして計画されたものであったbその政策の中核は興業銀行を設立して長期低

利資金を融通し，地方の在来産業（特に生糸・茶・綿花等の輸出崖業）の振興を計ろうとするものである。この

前田の構想は明治12年の「直接貿易一班」による直輸出論を政策として体系化したものであって，輸入超過によ

る貿易赤字を地か産業の振興と直輸出によって解消しようとする大久保，大隈の殖産興業政策，財政々策の具体

化であった。従って，紙幣整理によって財政を再建し，一般会計は徹底的に緊縮しながら，15年の朝鮮事変をき

っかけに清国を仮想敵国とした軍備拡張のための軍拡予算を編成し，近代軍事産業の育成を第一目的とする松力

財政とは衝突せざるをえなかった。その具体的現れが「興業意見」の興業銀行案と松方大蔵省構想の興業銀行案

の対立であった。その結果，結局農商務省は敗れ，「未定稿」とは完全に性格を異にした「興業意見」が「定本」

として刊行されることになったのである。その直後，前田は農商務省を非職となる。
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 以．ド「定本」と「未定稿」を対照して内容を紹介することによって以上の要実を明らかにしよう。！5）但し「定

本」と「未定稿」のすべての部分にわたる詳細な比較は有泉論文にゆずり，こ＼ではこの解題の性格上，統計に

焦点をあてることにする。まず， 「定本」と「未定稿」の対応関係はつぎのようである。

「定 本」

「未定稿」

「定 本」

「未定稿」

「定 本」

「未定稿」

総目録 巻1 綱領 巻2 緒言 巻3  現況  巻4 原因 巻5～10 参考1～6
総目録 冊2 綱領 冊1 緒言 冊3 歓項適例 冊4 時幣 冊5～10 参考甲（上，下）

   巻11 精神 巻12 国力1  巻13 国力2   巻14 国力3   巻15～留 地方
～戊 冊ll 戒慎 冊12 統計甲の部 冊13 統計丙の部 冊14 統計丁の部 冊15～21 統計

1～13 巻28 方針1 巻29 方針2 巻30 方針3
乙の部 冊24 方法甲の部 冊25 方針乙の部

 以上のうち「未定稿」の総目録，冊1～4，11，14，15，25は安藤・由本校訂本（参考文献5）に収録してあ
る。

 先ず，第1に綱領をみると「定本」も「未定稿」も全体の構想と各巻の要約を行なっているが，「未定稿」では，

第1 歓項（不具の有様），第2 時幣（病者の容体），第3 参考（古法の効験），第4 戒慎（看病の心得）
第5 統計（薬剤及滋養物の詮議），第6 方法（治療の方策及患者規則）と，国を病人にたとえて全体の構想

を掲げ，つぎに「病者は国なり人民なり医者看護人は政府なり当路者なり医者能く不具の有様と病者の容体とを

考へ病勢を抜き健康たらしめんとするも病人能く患者規則を守らず看病人看病心得を守らず隣人の勧めに迷ひ加

治祈祷を信じ医者の命令に従はずんば病気は平癒し難く終に西班牙埃及の如き大患難治の症に陥り永く廃人とな

る事必定ならん」と全体の関連を明らかにしている。

 つぎに，この解題の主題である統計についてみよう。「未定槁」の綱領にはつぎのように第5 統計の説明が
ある。

 其1 日本全国に於て重に為すべき事業（即農業，工業及諸般の公益工事）の進歩に係る先後緩急利害得失を

調査する事，其2 我国各地の特有物産又は重要の事業にして葺師に取りては一も忽せにす戴き者に非ずと錐ど

も全国の利益を計るときは自ら軽重緩急なるものあり，其3 事業の緩急軽亟は漫りに臆測を以て定むべからざ

る事 其4 日本全国五畿八道，各府県別の田畑山林原野及び重もなる物産の割合を見て将来の見込を立つ可き
事。

 また「未定稿」の緒言には最後の統計の部の説明としてつきのようにいっている。

 「統計の部は4冊に分ち甲，乙，丙，丁の記号を付し甲の部には興業に区域順序を立つべき理由興すべき事業

に要する費用の概算及五畿八道の田畑山林並に重要なる物産の割合図表を挙げ乙，丙の両部には各府県勧業上の

急務を挙げ之に関する統計表を添えたり丁の部には日本物産の重要なる物品に改良を要する資本及其利益の概算

表を挙げ其の他の雑件統計書を添えたり夫れ統計の事たる之を薬剤治術等より人の強弱病の軽重を一覧に明瞭

ならしめ此病症には此剤を用ふべし此性質には此方策を施すべしとの要旨を示すものにして施政者必読の要項と．

す何ぞや良医の無効を奉ずるに種々の妙薬種々の器機を供ふるの理に外ならんや」とある。

 以上の統計に関する説明は「定本」にはないものであるが，これによって「興業意見」における統計の占める

地位を知ることができよう。

 17年5月に第1回地方調査が農商務卿から府県庁に馴せられたが，この調査の内容および統計様式が「前田文

書」にある。それは「興業意見取調に付地方調査の問題」と題された冊子である（「前田文書」Nα1）。これに

よると第1回地方調査は「第1回勧業急要務問答及取調例」と題されており，その内容はつぎのとおりである。
 問 全卑下に於て目下農産物製造及工事に関し勧業上最急の要務は執れのものにして第1に着手す可きもの第

   2第3に着手す可きもの見込は如何なるや
 問 全管下に於て勧業上最急の要務中其資本も．卜分に其事業も確実に其従事者も方正にして尚．一層進歩せしむ

   べき品柄は何なるか
一

問

問

問

問

明治11年より16年迄の重要物産の出来高及其各品を上中下の三者に区別し其出来高井に代価は何程なるや

右の如き確実なるものに対し一層進歩せしむべき為に要する資本若しくは方法

全管下に於て到底維持法の難相立見込の製造所は幾干ケ所なるや

前条の貸与を為すときは其品位は今後十年間に於て其出来高井に品位の進歩の分合代価の増加等を如何な

る度に迄進歩せしめ得べき見込なるか

全管．ドの地種反別（各種類別）井戸数人日及代価拾万円以上の産物統計は如何なるや

 この第1回地方調査はその後は農商務省によって勧業要務調とよばれている。この調査結果は「未定稿」の統
計乙の部に収録された。 「未定稿」刊行後さらに8月⑳日に農家収穫米販売の便否及利害取調，同月27日に法律，
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金融，事業の実況取調について調査依頼が出されている、，この調査結果の一部は「定本」へ収録された。

 つぎに「定本」と「未定槁」の統計にかんする部分をみよう。

 「未定槁」の統計の部は「定本」では国力と地方とに分れており， 「未定稿」の「統計甲，丙，丁」の全国の

「貢要物産および国力統計，および生糸，茶，砂糖等の重要物産の改良予算に関する部分が「定本」では「国力」

となり， 「統計乙」の各府県統計に関する部分は「定本」では「地方」となっている。 「統計甲，丙，丁」と

「国力」の内容は「定本」と「未定稿」では大体同一である。巻12 国力1（「未定稿」統計甲の部）は重要物

産（地方産業のうち輸出部門の）の11～16年の生産額輸出額に関する各種統計表である。巻13 園昏晦も各府県

の重要物産に関する統計表を収録したものであるが，最後の儂産物に係る入費と収穫の比較表」および府県別

の1・いF均租税，協議費，負債の償却，生活に関する統計表は数値の記載がない。この点については後に述べる。

問題は「統計乙」である。「未定槁」の「統計乙の部」 （冊13～21）のうち活版になったものは冊14の「統計

乙の部東海道」と冊15の「統計乙の部東山道」のみである。

 「統計乙の部東海道」では実際には埼玉県のみ， 「統計乙の部東山道」では群馬，栃木，秋出の3県のみが収

録されている。内容は上記の第1回地方調査（勧業要務調）の調査結果を収録したものである。いま埼玉県の統
計を「定本」と「未定稿」で比較すると第1に「未定稿」においては，鵡1項 第1第2弟3其他の要務におい

て「勧業上の最急の要務中最も急を要するもの」に順位がつけられ，製糸一製茶一同織物の順となっているのに

対して「定本」には順位がなくなっている。第2に「定本」の地方統計利用上もっとも重要な点であるが，第4

項 重要物産中一層の進歩を促すが為要する資金のところにある統計表（埼玉県において資金の補助を為す可き

蚕糸製造想望）は「未定稿」では車頭に製糸場名があり，表側に全力用資金，従前資金，従前産額，補助資金，

追募資金，増加産額，資産額となっている。ここで補助資金というのは貸与資金と説明にあり， 「但定金を補助

する方法は，従来の貸与方法等に依らば却て当業者をして死地に入らしむるか如き憂を来すは必然なるを以て，

若し補助金を下附せらるるとならば其全額をして地方庁に委し」 （安藤・山本校訂本125R）と園家資金により

援助する旨の説明がある。ところが「定本」ではこの補助金が増加資金という意味不明の名称に姦吏された。こ

れではこの統計表の意味が全体としてなくなってしまう。また「未定稿」の第6項は維持の見込なき製造所及会

社と題し，その名称，資本金所在地の統計表を掲げて詳しくその内容を説明しているのに対して「定本」では

この一覧表は消えてしまい抽象的表現になってしまった。

 以上が埼玉県を例にとった「定本」と「未定稿」における統計表の内容の相異である。「未定稿」の地方統計
は上記のように冊14，15のみしか利用できない。ただ，冊14，15と同様の内容をもつ草稿（府県勧業急務）が「前

田家文書」のなかにある（文書％1）。それは各府県が作成した調査回答に手を加えて「未定稿」の原稿として

仕上げたものであり，この「府県勧業急務」が5月に農商務省から発せられた第1回地方調査の調査結果を完全

に収録した地方統計の集大成であって「定本」はその不完全な修正版であるといわなければならない。

 なお，「定本」の巻15一．27の地方1～13には，この第1回地方調査結果を修1Eした結果表の他，8月20日お
よび27日に引続いて調査依頼した調査項目の調査結果のうち回答が編纂終了時迄に問にあったもののみが収録

されている。

 巻27の地方13は「各府県農商工業損益及金融比較一覧表」と題するもので内容は府県別の「農商工：業損益及金

融比較一覧表」， 「農の部 農産物産額価額5年間進歩比較表」， 「商の部 商店開閉及生産不生産資金流通高

5年間比較表」， 「工の部 工産物産額価額5年間進歩比較表」の4表からなる。但し表のみであって実際の数

値は記載されていない。その理由はこの表の内容にあたる調査の依頼が8月針目に出されており，その調査項目

が複雑を極めているため回答が遅れて12月の編集の締め切りに間に合わなかったためである。この8月暫日の調

査依頼は「法律金融事業の実況取調」と題されていて・前述の「興業意見取調に付地方調査の問題」と題する冊チ

にあるが，内容は金融，法律，野業の3つの部分に分れ，事業はさらに農，工，商に分れている。そのうち農の

部分の調査主題はつぎのようである。

 1 肥料の用高の明治14，15両年と同16，17両年との比較，2 1反歩に付収穫の多寡同上の比較，3 農業
の損益同上の比較，4 明治14，15両年と同16，17両年とに於て農家収穫物を売急ぎするか売惜みするかの比較。

 この調査項目は巻27の統計表の「農商］二業損益及金融比較一覧表」の表頭である「農の部」の細分調査項目と

…致しているが，これと巻13 国力2の第9表「農産物に係る入費と収穫物の比較表」の調査項目を併せてみる

と，当時前田が農家の経済構造を調査対象としてとりあげたことが明らかとなる。「興業意見」編纂事業の始ま

る直前の星6年12月に定められた「農商務通信規則」が調査項目として依然として農業生産に偏し，農家について

は専業・兼業別，自・小作別のみがあげられているのに比べて前出の農業調査が一歩前進していることは明らか

であろう。
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 残念な事には，この調査結果の回収はかんばしくなく，また到達したものも編集終r時迄に間に合わなかった

ため「定本」には収録されなかった。但し「前田文書」のなかには，この調査結果が主として「地方調査」とし

てまとめられた文書のなかにある。例えば熊本県のばあい「農業の得益」と題し全14年から17年迄の米，麦．大

豆，粟の収穫高，杢上代金，母上玉高，全隊租税，全上町村費農具牛馬代金，全上二得益の累年統計表がある。そ

の他，京都府，兵庫県，愛知県，茨城県，和歌山県等の農家1ケ年の収支総計の結果表が府県からの回答のなか

に発見される。

 最後に「定本」巻28（方針1），巻29（方針2）は「未定稿」では冊勿（方法甲の部草稿），冊25（方法乙の
部）にあたるが， 「未定槁」の「方法 甲乙の部」こそ前田が「興業意見」の核心と称した部分であり，興業銀

行の具体的構想がその主内容をなしている。この前田の興業銀行案が大蔵省の興業銀行案と衝突し結局，松方の

圧力によって取り下げられ，その結果「定本」の「方針1，2」は大幅に内容が後退して単なる政策の総花的羅

列となり，前田の興業銀行案は「定本」の総目録に「方針3（未成）資本」と題名を止めるのみでその本文は全

文削除される結果となったのである。それとともに「未定稿」の冊13～21の地方統計は本来の意味であった興

業銀行による資金貸付対象の確定のための資料，という性格を失い，単なる地方産業の実情を知る参考資料とな

ったことは，そこにある統計表の表側の「貸付資金」が「増加資金」等という意味不明の名称に改祢されたこと

によって知ることができる。

4 調査系列

 「興業意見」の編集作業は17年3月に前旧を編集主任として’r時松方財政による緊縮方針で冗員となった農商

務省の吏員約50名程を集合して新たに設けた第四課ではじめられた。

 全体の計画のうち全国統計を既存の資料から編集する作業（「定本」巻12 国力1），日本の勧業事蹟や外頃

の農商工制度の調査（「定本」巻6～10参考）等は編集本部で進められ，同時に地方産業の実情調査の準備を始

め，第1回地方調査は5月に農商務卿名で各府県に依頼された。地方調査依頼は8月迄に計4回行なわれている。

その調査名はつぎのとおりである。

 第1回 勧業要務調，第2回 勧業上の意向取調，第3回 農家収穫米の便否及利害取調，第4回 法律金融

事業の実況取調，第5回 農工商の形勢取調

 以上のうち第2回の調査依頼は第1回の勧業要務調の調査結果が不十分であったため，改めてその．要旨をくわ

しく説明して督促を行．なったものである。

 「未定槁」は第1回の勧業要務調の結果を編集した段階で刊行されたもので，地方調査の結果は4県のみ収録

したものであることは前に述べた。最後の調査である第5回の農工商の形勢取調は11月に依頼されているがこの

回答は18年になって到達しているため収録されていない。

 以上のような編纂過程を経て，途中，松方の圧力により重大な内容の変更があり，最後の「定本」は12月の末

に刊行された。この調査経過をみて直ぐ気のつくことは，この「興業意見」調査が正味10ケ月，「未定稿」は僅
かに4ケ月という驚くべき短時間に完成していることである。この間，前田は度々府県に催促を行ない，府県の

質問に答えている。また関係係官がしばしば地方に出張して調査の指導を行なっている。

 この調査が以．f二のような短期間で終了しなければならなかったのは，その背景に興業銀行薬をめぐって大蔵省

と農商務省の対立があり，前田の原案になる興業銀行案を農商務省が通すためには一刻も早く「興業意見」を完

成させなければならなかったという政治情勢があったからであろう。しかしそのために折角前田の抱いた構想に

よる農家の経済構造の統計調査や松方デフレ財政の下にあえぐ地方産業の惨状の概観の叙述は落ちることとなり，

松方の圧力により壮大な体系書から参考資料と転落した「興業意見」はますます精彩を欠くものとならざるを得

なくなったのである。

 最後に「興業意見」の収録統計データの信頼度について一言しておきたい。「定本」と「未定稿」では地方統

計に重要な意味の変更のあったことは前に述べたが，データそのものの信頼度にもかなり疑問がある。その理由

として先ずあげられるのは調査が短期間であるということであるが，より基本的な理由として前田の調査の特質

そのものがあげられるのではなかろうか。先に前田の産業調査の特質として実践性（政策のための調査），客観

性（物に間う）をあげたが，このばあい前田の客観性は意図された客観性であって結果の客観性を保証するもの

ではないのであって，結果の客観性は第1の実践性（政策のための調査）によってゆがめられるばあいがあった

のではなかろうか。前田の地方調査の依頼に回答雛形があるが，誘導訊悶といってもよいその懇切丁寧な模範回

答をみるとその疑は濃厚である。しかしこの点のくわしい検討はデータそのものの検討を含む作業（1部は本文

の総計内容細目の「全国農産表」の所で行なった／となるのでつぎの機会としたい。ここでは「興業意見」の収

録データを無条件で使用することは危険であることを注意するに留めたい。
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 以ヒ，「興業意見」の収録する統計データについてやや疑問を提示したが，このことは「興業意見」が明治10

年代におけるわが因地方産業の現状を生々しく伝える一級資料としての価値を損うものではないことはもちろん

である。そのばあい「興業意見定本」とともに，或はそれ以上に「未定摘」および「末定稿」の草稿および

「興業意見」の全編集資料を含む「前田文書」をさらに詳細に検討することの璽要性について強調しておきたい。

 注

q｝前田正名関係文書は，昭和27年に前出家から国立困会図書館に寄託され，43年にあらためて寄贈されたもの
 で現在整理されて同館の憲政資料室において公開されており，その目録もある。 （参考文献3）この文書の引

 用は，「前田文書」Nα と略記する。

（2｝その結果作成された郡是，村是についてはかって，われわれの文献センターで所在目録を作成したのでそれ

 を参照せられたい。一僑大学経済研究所目本経済統計文献センター：郡是・町村是調査書所在目録 昭和39年。

職 「農務提要」は農商務省から農工商調査の結果を政策体系としてまとめて刊行したものであって「興業意見」

 の「方針」にあたるものである。前出のこの調査方針は「大阪府農事調査」の巻頭にも掲げられている（「大阪府

 之部 農事調査」第1分冊）。

（の 前出の伝記および思想について述べることは，ここでの課題ではないので省略する。前田の国家主義につい

 ては参考文献2）を，また「産業」概念については参考文献4｝を参照されたい。

嚇 以下の叙述は主として参考文献のPによるところが多い。

 参考文献

1・有泉貞夫：「興業意見」の成立「史学雑誌78巻10号（昭44年10月）」

2｝長 幸男：ナショナリズムと「産業」運動  前田正名の思想と活動「長 幸男；住谷一彦編：近代日本

 経済患想史 1 有斐閣 昭和44年」所収
3［国立国会図書館参考書曲部編：前田正名関係文書目録 同館 昭和44年（憲政資料目録 7）

の 祖田 修：前田正名 吉川弘文館 昭和48年（人物叢書）（巻末に最近迄の関係文献目録あり）

5）興業意見他前田正名関係資料 解説・安藤良雄；山本弘文 光生館 昭和46年（生活古典叢書 1）
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第3章 軍事統計総説

1 軍事統計調査の大要

 この解題は明治前期において軍の各機関の作成した統計資料のうち「陸軍省年報一；， 「海軍省年報」

のような狭義の軍事に関する統計書と「共武政表」， 「徴発物件一覧表」のようなより広範囲な統計

情報を含む資料を中心として，同時期における日本の軍事統計の大よその輪郭を描き，今後の本格的

な軍事統計体系解明のための素材を提供しようとする試みである。

 富国強兵を合言葉に近代国家建設をめざした維新政府は富国のための経済政策として殖産興業政策

を展開する一方，国民皆兵による近代的国民軍の創出に努力した。そのような近代的軍隊の創出過程

で生み出された諸統計は単に軍事に関するデータを含む資：料であるに留まらず，日本における近代国

家成立期の様々な局面を描き出した統計資料になっている。従って軍事統計は日本軍事史研究の資料

であることはいう迄もないが，近代国家成立期g研究のためにも重要な資料であるといえるが，これ

迄そのような観点から軍事統計を傘面的にとりあげた研究はなかった。（1）

 明治前期は近代日本国軍が様々な試行錯誤を経て成立していった時期であるが，このような軍の近

代化の過程を事後的観点からみると，軍隊を構成する人，物組織という3つの購成要素のそれぞれ

についてつぎのように要約できる。（2｝第1の人のうち兵士については国民皆兵主義を建前とする徴

兵により召集した兵士によ。て武士階級出身の壮兵をできるだけ早く入替えていくということになっ

た。また将校および下士官については先進諸国に範をとった各種の軍隊内の学校によってこれを養成

し，旧武士からなる職業軍人集団の解消を推進することにな。た。第2の物（兵器）についていえば，

軍は陸海軍創立当初は輸入に頼らざるを得なか。たが近代兵器の自給生産体制をめざして軍における

各種兵器語よび艦船工場の近代化に努力し，明治後期における兵器独立の基礎を築いたといえよう・

 第3の組織についていえば明治政府は兵士，二丁装備が一体となって効果的な軍事行動を起し得る

ような統一兵制の整備に力を注いでいる。

 軍に於ける各種調査および統計の作成は以上のような軍の3つの構成要素の各分野に診ける近代化

への努力の過程で生れてきたものである。これを業務統計と調査澄よび地図作成の3部門に分けてそ

の発展の跡を辿ってみると，珂れの部門に診いても近代的統計調査体系への萌．芽：が意外に早い時期に澄

いて顕．著に見られるといえよう。

 先ず業務統計ほ行政組織のひとつとしての軍が直接把握していた事項についての事後的集計報告で

ある。陸海軍の人．物．組織の各分野にかんする基礎データの作成については，明治5年に陸軍省，

海軍省が独立した直後から各庁局課において日報，週報，月報等の形で業務統計としてこれを作成す
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る体制が急速に整備されていった。さらにそれらの業務統計を年報として編集したのが「陸軍省年報」，

「海軍省年報」の系列の業務統計書である。この年報によってわれわれは，陸海軍についてつぎのよ

うな項目に関する各種データが業務統計として作成されていたことを知ることができる・

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）

 調査は研究調査澄よび統計調査に分けられる。このなかで各種研究調査についていえば

隊の先進国である英独仏等のヨーロッパ諸国の軍事技術や軍制を対象としてなされた高官の視察，将

校の留学，軍制・作戦・軍事科学技術書等の研究や翻訳が主たる内容であ。たが，さらに英独仏の将

校を招待して直接指導を受け，その結果，・軍事先進国の近代的軍事科学や軍制が急速に採用されて軍

の近代化に貢献することになった。

 統計調査は軍事行動のため基礎資料（兵要資料）を得る目的で行なわれたが，その結果を編輯した

軍事統計が狭義の軍事的観点からみた以上の広範囲の統計情報を含んでいることに注目しなければな

らない。その理由は創立早々の軍は旧藩的枠を越えた統一国家の上に形成された形をとっているとは

いえ，全国的な日本の実体をとらえる資料は当時存在していなか。たため，軍自身が独自に集落名，

集落地図から輸送流通体系のための河川網，船舶．馬にいたる迄調べ上げることが必要とな。てかり，

それらが広義の軍事統計の一種として調査対象となったためである∩この調査の代表的なものが「共

武政表」として刊行された表式調査である。この「共武政表」調査は，15年「徴発令」の発令によ

り現地徴発について法的根拠ができるとともにさらに拡大されて「徴発物件一覧表」調査となり．表

式調査として内容も整備拡充された。

 第3の地図作成は陸軍における陸地測量と海軍に訟ける水路図の作成に分れるが，気象観測をもこ
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徴兵統計 現役．予備．後備，国民軍総人員．徴兵免役人員

人員統計 陸海軍軍人（武官，兵卒），文官，軍属総人員

軍事組織統計 諸隊配置，艦船乗組人員，艦船所轄在任等の軍編成統計，軍政・軍令機構の沿

革

教育統計 陸海軍各種学校の生徒，教官数、学科ヨ，外国留学生

兵器統計 小銃，火砲，弾薬等の各種兵器の輸入・製作・修理詮よび各隊配備状況，艦船の輸

入・製作・修理，兵器製作工場澄よび艦船工場の設備，使用労働者の状況

研究調査統計 図書，資料，地図等の購入，所蔵，出版，外国書の翻訳

測量。観測統計 陸地測量．沿岸測量，気象観測，測量・観測器具

衛生統計 軍人軍属の疾病，治療，死亡

犯罪・刑罰統計

馬匹統計

軍事費統計

                                     ，近代的軍



れに含めて考えてよいであろう。陸重に澄ける土地測量は初期における迅速測図から参謀侭部の5ノ」

分の1地図の歴史1て見られるとおり，終始臼侭。測量の近代化の第一線を歩んだ。海軍に訟ける水路

図の作成についても同様であり，さらに気象観測および天体観測は東京天文台の前身が海軍観象台で

あることによっても知られるように，これも日本に於ける気象観測史において先駆的地位を占めてい

る。

 以上が明治17年迄の陸海軍統計調査の大よその見取図であるが、つぎにこのような軍事統計と当

時の他の統計との関係につき簡単に触れてみよう。業務統計としての徴兵統計は明治5年壬申戸籍を

基礎としているが，さらに徴兵統計そのものが当時の人口統計の補助資料として使用し得よう。また

人日統計に関連する衛生統計では軍の疾病，死亡統計が重要であろう。この点については本解題書誌

の「富国強兵篇 上」で述べた。また兵器についていえば、当時の軍は兵器の独立を目標として各種

兵器自家生産を急速に進めると同時に陸軍の兵器工場にお・いては各種旧聞機械の製作修理を，また海

軍の艦船工場においては民間船舶の修理も行なっていたのであって，当時の重工業分野において官営

軍事工場は他の官営工場と並んで重要な地位を占めていた。従って軍兵器生産統計は明治初期の工業

統計の重要な一環をなすものである。また軍事費統計が財政統計の重要資料として使用し得ることは

いう迄もない。最後に出動軍隊の現地徴発のための準備調査を内容とする「共武政表」から「徴発物

件一覧表」にいたる統計調査についていえば，そこで調査項目にあがっている人口，水車等の各種統

計のデータは明冶初期の日本経済の全国的実態を知るための統計データの不足を補う貴重なデータと

して今後さらに本格的に検討されてよい資料であろう・

2 兵制の沿革と統計調査組織の変遷

 今回は統計制度史的な方法により，軍事統計の調査目的．調査機構の変遷を兵制改革との関連で明

らかにする程度に留めざるを得ない。これを糸口としてつぎの本格的な統計体系史的研究を進めるこ

とは今後の課題である6

 具体的な叙述に入る前にここで初期軍事統計の精度に関連して2，3補足して旧きたい。第1は初

期軍事統計調査はいかなる人物によって立案され体系化されたのであろうかという問題である。上巻

でも述べたように一般統計の分野においては杉 享二のような先覚者がおり．また大蔵省に診いては

大隈重信が初期の統計行政に大きな役割を果していたことが明らかとなっている。このような人物は

陸海軍の統計調査の分野に凄いて発見できるであろうか。例えば海軍の測量事業では後述するように

柳楢悦の名前を直ちにあげることができる。しかし他の分野にお・いては現在の段階では柳に匹敵す

る人物をあげることはできなかった。この点は今後の研究課題である。第2に，上記の問題とも関連

してつぎの点は注目すべきであろう。それは創立当初の軍政は参謀本部独立後下2次犬引迄にいたる
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軍政のあり方と異なって，他の内政と一貫したシステムを形成していたため．軍の各部門に診いて武

官と並んで文官の役割が非常に大きか。たであろうということである。もっとも著しい例は海軍省誕

生の際，勝安房が文官でありながら初代海軍卿に就任した事で象徴されるように，「陸海軍省条例及

び職制」において陸海軍卿の補任資格を武官と明記していなかったのであり，つまり武官専任制では

なか。たのである。さらに海軍統計調査に例をあげれば，明治5年の海軍省の水路寮の職制は文官組

織であって柳海軍大佐が水路権頭を兼任していた。その後水路局と改称した際の事務職制では大佐局

長が大書記官を兼ね．さらに文官課長の下に武官が配されている。この例によっても察せられるよう

に初期の軍政に血ける武官と文官のかなり自由な移動配置が明治初期に勘ける軍の近代化に相当な貢

献をしたであろうと推定され，今後の軍事統計調査体系の研究においても，この面からの追求が課題

として残されていよう。第3に注目すべきことは軍事統計体系の変遷を辿ってみると統計調査体系の

試行錯誤的整備がかなり迅速に行なわれていることである。その理由としては明確左目的（戦争に澄

ける勝利）を遂行するための組織であるという軍のもつ特殊な性質が軍事統計調査の性格を規定して

いるという点をあげることができよう。つまり軍事統計調査では，統計調査対象の規定の明確化，調

査様式の統．一，調査命令と調査結果の報告の正確性と迅速性，調査目的の変更に伴う調査方法の変更

の迅速性等が他の統計調査よりも強く要求され，これが統計体系の急速な箪備を促進することにな。

たと考えられる。

 以上の3点は何れも今の所，問題点の指摘に留まるが，今後さらに具体的な事実の追求によってこ

の問題を展開してみたいD（3）

 最後に明治前期軍事統計史の時期区分の問題についてであるが，明治10年と15年を画期とした

理由についてここで一言して拾きたい。10年の西南戦争を転換期とした理由は，これにより「徴兵

令」の基礎が確立し軍政が整備されて軍事統計調査体系の基盤がほぼ確立した画期であると考えるか

らである。また15年の第一次京城事変を転換期としたのは・この事変を転機としてこれ迄主と

して対内戦用であった陸海軍の軍備が明確に対外戦用に転換，これに伴って軍制の整備が行なわれた

画期であり，統計史の上からいうと陸軍では「徴発物件一覧表」調査の基礎が固まり，また海軍では

全国地誌の確定と関連する「共武政表」調査にはるかに遅れて海の地図である近代海図が作成される

ことによ。て海軍統計調査の質的拡充が行なわれたことによる。な診15年は：統計院を中心に各省の

統計担当者からなる統計委員会が設置され，軍の統計i周査の整備が国の統計調査体系の整備の一環と

して進められるようになった年であることも附記して齢こう。
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3 西南戦争迄の軍制の沿革｛4｝

 1）陸軍兵制の整備

 わが国の兵制統一のスタートは形式的には明治3年10月2日太政官より兵制統一の布告が発せら

れ，海軍はイギリス式，陸軍はフランス式によ。て編成するよう各藩べ達した時点から始まったとい

える。しかし当時新政府は直属の軍隊をもたず，同年11月13日「徴兵規則」を定めて各藩より兵

を兵部省へ差出すよう達したが実効はなかった。新政府がはじめて直属の軍隊をもったのは4年2月

親兵を薩長土の3藩より差出すよう命じ，西郷が4月藩兵を率いて上京し．1万の御親兵が組織され

た時をもって始めとする。この御親兵の武力とその背景にある薩長2藩の実力によって7月14日廃

藩置県が断行され，藩体制は名実ともに解消した。政府は直ちに諸藩の旧藩兵の整理に着手し、翌8

月には兵部省より全国の城郭を兵部省の管轄下におく指令を発し，また各藩の所管の常備兵の解散を

達し，続いて同月，東京，大阪，鎮西（小倉），東北（石巻）の4鎮台8分営を設置して旧常備兵を

これに配置し，ここに全国の兵権は中央政府に掌握されることとなった。

 5年2月27日兵部省が廃止されて新たに陸軍省と海軍省が設置され山県が陸軍大輔，ついで6月

陸軍卿に就任し・5月勝安房が海軍大輔9ついで翌6年6月海軍卿に就任した。3月御親兵は近衛

兵と改称され，近衛局が置かれた。5年10月「海軍省職制」及び「海軍省条例」が制定され，6年

3月に「陸軍省職制及び陸軍省条例」が制定され，陸軍および海軍の兵制の基礎が一応確立した。

 全国兵備の体制については6年1月の兵制改革により全国を6軍管に分け各軍管に鎮台および営所

を設けることになった。また7月19日「鎮台条例」を改訂した。この種の軍管区は業務統計の集計

区分となるわけであるから，ここに略記して齢く。

 6管鎮台表（明治6年）

軍管 鎮台 師管（営所）

第1 東 京 第1（東 京） 第2（佐倉） 第3（新潟）

第2 仙 台 第4（仙 台） 第5（青森）

第3 名古屋 第6（名古屋） 第7（金沢）

第4 大 阪 第8（大 阪） 第9（大津） 第10（姫路）

第5 広 島 第11（広 島） 第12（丸亀）

第6 熊 本 第13（熊 本） 第14（小倉）

「鎮台条例」の第7条に「凡そ師管の営所にに唯歩兵一連隊を置き以て管内を鎮圧し方面の草賊に備

へしむ」とあり，また司令将官本務の第29条，第30条に「凡そ管内草賊の警あり事火急に起り兵

力を要し各府県の知事令鎮台に移牒して出兵を請ふ時は之に応じ時宜を権り衆寡を量り兵を出す事を

                    一94一



許す」、「凡そ管内兵革の警ありと難も事他邦と相関渉する者は天皇二二の権に係るを以て護りに一

卒を動かすを許さず但し萬一火急応ぜざるを得ざる時は守戦の形を取り之が為めに十分拠証を有す可

し」とある。

 これによって当時の兵備は専ら国内の騒乱の鎮圧用であったことがうかがわれる。このようにして

全国主要都市に歩兵一個連隊を配する他，各師管にさらに数ケ所の営所を全国で計40ケ所設け駐屯

部隊を配置し「3府63県略相表裏して以て管内の静謹を保護せし．」めた。この兵備体制はその後若

干の変更があったが基本的には変更がなく，わが国の陸軍編成の基礎はここに固まったのである。

 またこの時はじめて歩兵，工兵，砲兵，騎兵等の各兵種が定められ，歩兵14連隊，騎兵3大隊，

砲兵18小隊，工兵10・」・隊，輻重6隊．海軍砲9隊が整備された。この兵力を平時31，680人．

戦時46，350人と定めたが，実際の兵力は5年末で1τ，096名であった。

 7年2月23日，これ迄陸軍文庫を所管していた第六局が参謀局に昇格して陸軍省の外局となった。

6月18日に制定された「参謀局条例」によると第3条に「参謀局長は陸軍卿に属し日本総陸軍の定

制節度を審かにし兵謀兵略を明かにし以て機務密謀を参画するを掌どる平時に在り地理を詳かにし政

誌を審かにし戦時に至り図を案し部署を定め路程をかぎり戦略を区画するは参謀局長の専任たり」

とあり，その権限が大幅に拡充されて，軍政軍令の2元化の方向に一歩進み，将来の軍令部独立の基

礎ができ上った。

 8年6月22日陸軍本省ならびに諸官庁の順序がつぎのとおり定められたn

 陸軍省 自官房第一局至第五局 参謀局 近衛局 各鎮台 各砲兵方面 各工兵方面 士官学校

  山学校 教導団 幼年学校 本病院 裁判所 軍馬局 病馬院

 以上の兵制の整備とともに幹部の教育体制も着々と整備されていった。陸軍の幹部教育は大村益次

郎の構想によってスタートした。先ず明治元年京都にできた兵学校が2年1月兵学所と改称され9月

大阪に移されてさらに兵学寮と改称された。8月京都に仏式伝習所が設けられ3年4月大阪の兵学寮

に移され教導隊と改称され下士官の養成機関となった・また同年5月横浜語学所が大阪の兵学寮に移

され幼年学舎となった。3年11月築地の海軍操練所が海電兵学寮と改称されたので大阪兵学寮は陸

軍兵学寮と改称された。4年12月同寮は東京に移転しg同月沼津にあ。た徳川家の士官養成所であ

った沼津兵学校を兵部省の所管に移して沼津出張兵学寮と改称した。

 この学校は翌年5月東京の兵学寮に合併された。5年6月「陸軍兵学寮概則」が定められ，寮中の

学校を幼年学校（旧幼年学舎），教導団（旧教導隊），士官学校に分けたが6年8月教導団は本省直

轄となって独立した。同年8月兵学寮の戸山出張所が設けられ7年2月に戸山学校と改称，8年5月

本省の直轄となった。また士官学校は6年12月仮士官学校として開校されたが7年11月に本省の

直轄となり，陸軍幼年学校も8年5月に本省の直轄となって何れも独立，その結果．兵学寮は8年5
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月に陸軍の諸学校の母体としての任務を終rして廃止された。

 以上のように近代的軍：隊の体系は徐々に整備されていったが，その重要な礎となったものが「徴兵

令」の採用であった。山県は大村の構想を土台とし，さらに海外での視察の経験および諸藩の徴兵制

施行の実情を参考にして4年12月14日兵部少輔川村純義，同西郷従道と連署で徴兵制・采用の「建

議書」を提出，さらに「主一賦兵論」という意見書で具体案を作成している。（5〕このような準備を

経て5年ll月28日に「全国徴兵の詔」が発せられ，同日太政官は「告論」を発布した。（6｝6年

1月9日4鎮台を廃し全国を6軍管に分け，東京，仙台，名古屋，大阪，広島，熊本の各軍管｝（6鎮

台が置かれ，管下に14の営所が置かれた。これにより徴募区が決定され，翌10日に「徴兵令」が

発布された。これに伴って実施細目を決定する「徴兵入費定則」が5月9日に，また「徴兵事務手続」

が12，月28日に制定された。

 また9年3月には山県は「廃刀令」を公布して旧士族の帯刀を禁じ，8月に「金緑公債証書発行条

例」を公布， 「徴兵令」と相ま・ってここに旧士族の解体の制度的準備はほぼ完了することになった。

 この「徴兵令」は，その徴兵編成並概則の冒頭に「徴兵は国民の年甫めて二十才に至る者を徴し以

て海陸両軍に充てしむる者なり今袋に陸軍を大別して三種となす其一常備軍其二後備軍其三国民軍是

左り」といっている。常備軍は3年の兵役義務があり，後備軍は常備3年の役を終った者で編成され，

第1後備軍，第2後備軍の2種に分れ，第1後備軍は戦時には直ちに召集され常備軍に加えられた。

第2後備軍は第1後備軍2年の役を終った者で編成され，「全国大挙の役に当り召集すべき兵」であ

った。国民軍は全国の男子17才より40才迄の者を悉く兵籍に載せ，「全国大挙の役あるに方り均

しく隊伍に編入し以て管内の守備に供する者なり」と規定されて於り，ここに国民皆兵主義は法文

によって具体化されている。しかし「徴兵令」は法文で国民皆兵主義を唱えてはいるが，多くの免役条項

によって実質上は士族階級，有産階級は兵役を免かれることができ．真の国民皆兵とは到底いえない

ものであ。た。（7〕この免除条項をいくつかにくくると1）体格不良者 ⇒陸海軍将校生徒，官公吏及

び公塾の専門生徒，医者，教師，外国留学中の者 3）戸主齢よび相続者，養子，父兄の病気その他特

別の理由で父兄に代り家を治める者4）犯罪者 の徴兵在役中の兄弟，となろう。また，第6章の徴

兵雑則並扱方の第15条に「代人料270円上納願出る者は常備後備両軍共之を免ず」という規定が

ある。このような免役項目冗かんする諸規定は当時の政府のおかれた社会経済的環境の反映である。

ひとつは明治政府が天皇制国家の基礎としての家父長制を維持するために戸長保護のための規定を設

けたということ，第2はこの諸規定は全体として士族階級．有産階級に対する妥協の産物であり．山

県が理想とした国民皆兵主義とは程遠く，貧困階級に著しく不利な制度であったということである。

 このため徴兵に該当した人民の大部分は下層階級の2，3男に限られることになったが．彼等は免

役条項を最大限に活用して徴役忌避を計り，その結果徴兵率（徴兵統計の解題参照）は徴兵制実施当
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初は僅か3％台という有様であった。

 「徴兵令」が発布されると同時に同令に対する農民や旧士族の不満は甚だしく，前年の学制や地租

改正に対する反対等とからんで各地に血税騒動や納税拒否の農民一揆が発生し，さらに征韓論争，

廃刀令がこれにからみ，明治7年には2月に江藤新平の佐賀の乱，9年には熊本神風連の乱，秋月の

乱，萩の三等の旧士族の不平分子による内乱が勃発し政府はその対策にほんろうされ，召集兵の不足

の結果止むなく国民皆兵主義の原則に反して士族を臨時に徴集して鎮圧せざるを得なかった。政府は

この内乱によって兵士の不足を痛感し，国民皆兵を強化するため，「徴兵令」の改正にのり出した。

 「徴兵令」の小改正はしばしば行なわれているが・大改正は明治12年と16年の改正である。

 明治8年11月の改正

 この改正により各軍の定義が変った。第2後備軍の「全国大挙の役に当り召集すべき兵」とあ。た

のを「第一後備軍に継ぎ召集すべき兵」として召集の機会を増加させている。また国民軍についても

「全国大挙の役に当り」を廃して「第2後備軍召集の後は時機に従い，隊伍に編入し…」として召

集の機会を増加させている。12年と16年の改正については後述する。

2）海軍兵制の整備

 新政府が直属の海軍をもったのは函館に蔚いて榎本武揚が降服し，指揮下の幕府の艦船を収容．した

明治2年5月であって陸軍の誕生を明治4年の御親兵設置の時とすれば，それより2年早かった。し

かし新政府は当時国内の新政府に反対する全国各地の一揆，内乱を鎮圧するため陸軍の整備に主力を

注いでいたので海軍の拡充整備は西南戦争以前は殆んどみるべきものはなかったといってよい。新政

府が海軍の建設のため先ず着手したのは幹部の養成であり，2年ll月27日海軍操練所を開校し各

藩より修業生を入所させた。（81 5年には兵部省が廃止され，海軍省が独立，10月13日に「海軍

省職制」，10月15日に「海軍省条例」が制定され，毎軍軍制の基礎がほぼ確立した。

 8年10月全国の沿海を東西2部の海重区に分けて艦船を配置し，東京港，長崎港を常泊所に定め

た。翌9年8月提督府を廃し鎮守府の制度を定め，9月に東海鎮守府（後の横須賀鎮守府の前身）を

横浜に仮設した。9年に主船寮は主船局（艦船本部の前身）と改称された。海軍艦船増強計画も3年，

6年と2回にわたって立案された。6年の製艦計画は初代海軍卿勝安房による，3年の兵部省の計画

を改めた甲鉄艦26隻をはじめ大小104隻を18年内に整備するという計画であったが不成立に終

った。7年征台の役によって清国との関係が緊張するに伴。て海軍拡張が急務となり，第3回の増強

計画が成立し，8年に甲鉄艦3隻がイギリスに発注された。この頃より海軍省では兵器の独立を目標

に製艦の自国生産に努力し，6年にはじめて甲鉄艦2隻を工部省から海軍省へ移管した横須賀造船所

（横須賀海軍エ廠の前身）で起工し，8年から9年にかけて進水しだ，しかしその後15年迄は新造

船はなく，結局海軍の本格的拡張は軍備の目標が対内戦より対外戦へと明確に転換する時迄またねば
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ならなか。た。

4 西南戦争迄の軍の統計調査機構の整備

 1）陸軍統計調査機構

a）業務統計

 陸軍兵制の整備が進むにつれて本省の機構も急速に整備されていった。6年3月12日の「陸軍省

職制」によると本省はつぎの6局によ。て構成されている。

 第一局 通報，軍務．庶務，第二局 歩兵，騎兵，第三局 砲兵，第四局 工兵，第五局 監事部

軍吏部，会計事務，第六局 陸軍文庫，第七局 北海道兵備（此局現今末だ置かず若事相係るあれば

第一局に属して遇す）

 7年1月22日に陸軍省布第27号で「諸報告規則」が制定され，陸軍省各所管から陸軍卿1（提出

する報告について日報，週報，月報等の期間に関する種類区分や，平常報告，非常報告等の緊急度に関

しての報告の種類澄よびその報告系列に関する諸規則が定められた。7年後半から8年にかけて「軍

馬局条例」，「工兵方面条例」，「陸軍士官学校条例．1，「陸軍省費用区分概則」，「陸軍病院条例」

等が制定されて本省以外の陸軍諸官庁の組織も整備された。10年に陸軍省の最初の業務統計報告で

ある「陸軍軍政年報」が第一局によって編集刊行された。これは陸軍の業務統計調査および調査系列

がほぼ確立したことを意味する。（但しこの「年報」の編集体制は，第一局内ではまだ係として確立

していなか。たようであ。て第一局に統計掛が組織として定着したのは12年1月に年報編纂掛が設

置された時以降である）。これに伴って各部局の統計表作成についても6年から7年にかけて各兵種

の「人員馬匹増減並報告表」の様式，病院の「病兵報告表」の様式，「陸軍名簿定則」等が定められ・

統計様式もこの時点で急速に整備されていった。

b） 「共武政表」の編纂

 7年6月18日の「参謀局条例」によると局の分課は，

第一 総務課、第二 亜細亜兵制課，第三 欧亜兵制課，第四 兵史課，第五 地図政誌課，第六

兵学課，第七 文庫課，の7分課構成である。そのうち第五課の地図政誌課の所管事務は「同条例」

第19条，第20条によってみると第19条「第五課は地図政誌の課とす地図は本邦を主とし全図切

図を製し蚊に工兵課にて作る所の城墜砲巌の図を点検し且隣近諸地堪察加樺太満州西伯利朝鮮支那沿

海南洋諸島の地理に至るまで之を講究図写するを司る」，「第20条 政誌は本邦内地の戸数民口よ

り産物需用品の多寡貧富を査実し以て隣近諸国に及び兵家政誌表に著はし兼て年々の増減等を詳かに

して誌中に縷述するを司る」とあり，いわゆる兵要地図．兵要地誌の作成を担当する課である。

 この第19条が兵要地図に関する規定で，これに関する調査は5年陸軍省が全国地理図誌編輯の
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ために企画したものが最初である。この調査が漸次拡大されて第20条の政誌の調査となり「共武政

表」として刊行される。当時陸軍は国内各地に頻発した農民一揆，士族の反乱等の鎮圧のために出動

する軍隊のため現地徴発により補給を行なったが，その基礎データ収集のための統計調査が「共武政

表」調査であった。（9）

2）海軍統計調査機構

a）業務統計

 明治5年10月15日の「海電省条例」によると海軍省の事務分掌は第1条に「海軍省へ4寮3司

の外水兵本部裁判所及提督府を置き海軍事務を総轄する事」とあり，肥船，水路，兵学，軍医の4寮

と機関，造兵，武庫の3司診よび水兵本部，裁判所，提督府が設置され，本省は秘史，軍務，会計の

3局で構成された。秘史局は事務，記録，文書の3課に分れていた。9年8月31日に「海軍省職制

及事務章程」が新たに制定されて本省は寮司が廃され軍務，会計，回船，水路，医務，兵器の6局知

よび事務，記録，翻訳の3課で構成された。また同年の9月1日に制定された「海軍仮条例」の第3

条で「…  毎年8月15日を限り前年7月より本年6月までの事務報告丁丁会計表を製し是亦長官

に呈するものとす」と定められた。同年11月18日の「記録課より海軍省へ申立」という文書論

よび海軍省伺征門川349号（「法規分類大全 第1編 兵制門 巻5」P．12，P．138）によると

丁丁は同年8月2日に太政官より各院省使丁の業務年報の編輯門下を提出せよという達しによって

「海軍省報告」の丁丁を提出したが，これは甚だ不十分なものであり将来は米国海軍省報告のような詳細

な内容の例則を作成し，これによって年報を編輯したいとあり，その前提として専任の統計掛の設置

を要望している。その結果翌10年1月に2名からなる統計掛が記録課に設置された。

 これが15年に設置された統計課の前身である。前年12月28日太政官より院省庁宛に明治8年度

の各省報告を去る8月に達した編輯例則にもとづいて10年6月迄に提出するように達しがあった

がこの「海軍省年報」は上記の統計掛で編輯されたものと思われる。但し第1回（元年～8年度），

第2回（9年度），第3回（10年度）は現在の調査では見当らなかった。また10年5月に「海軍

諸表便覧」という書物が記録課から出版されている。これは官制．官等，俸給，旅費その物品支給等

に関する諸表の様式で現在実施中のものを編纂したものである。14年7月にその後の改廃を訂正し

た増補版が出ている。この書物は武官，兵，傭人の月給 日給，加俸等のデータ齢よび定義が詳細に

記載されており，海軍の給．与統計としても利用可能であろう。（10年於よび14年刊行のこの書物は内

閣文庫が所蔵している。）

以上のような事実によって海軍省に冷ける統計調査機構は9年から10年にかけてほぼその基礎が

でき上っていたことが分る。
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b）水路図の作成

 ・裳務統計調査と並んで重要な海軍省の調査である水路図の作成および気象観測は兵部省時代の水錯

局より海揮省へ移管’された水路寮の所管であった。9年に寮が廃止され水路局とな。たが，大体に知

いて西南戦争以前の水路局時代は測量および気象観測の基礎技術の習得時代とい。てよいであろう。

しかし近代的天文観測詮よび水路図の作成はわが国に齢いては海軍がもっとも早く開始したことは忘

れてはならない。⑩

5 西南戦争の影響と軍制の改革

 旧士族の反乱のクラィマヅクスはいうまでもなく西南戦争である。西南戦争に知ける西郷の敗北は，

明治政府の方針に反対した旧士族集団が完全に敗退し，大久保．山県による中央集権確立の最終的足

固めが完了したことを意味する。この戦争はその後の軍政政：革に対して大きな影響を与えた。

 第1に官軍の一部は壮兵および巡査として参加した旧武士であり，彼らが実際の戦闘場面で強力で

あったことは事実であるが，過半数は徴兵から成っていた。従ってこの内乱の鎮圧は徴兵から成る国

民軍の封建的武力に対する勝利を意味し，これによって徴兵制に関する国論は山県の構想の方向で確

立したといえよう。第2に官軍が終始，兵力の不足に悩み，壮兵の採用に踏み切らざるを得なかった

ことは政府に軍の常備兵力の増強を痛感せしめ，「徴兵令」の免除規定を改訂する有力な動機とな。

た。第3にこの戦闘は事実上，軍令権を独立させることとな。たカ㍉これはその後，軍令権の独立を

制度化する大きな根拠となった。第4に官軍の武器は薩軍に比して遙かに才れており，これが勝敗を

左右する大きな要因であ。たが，その武器は種々雑多なものの寄せ集めであり。この戦闘の経験はそ

の後の兵器の統一㍉改良を促進することとなった。第5に西南戦争のための物資の徴発は多量にのぼ

り，不換紙弊の濫発と相まって政府は徴達物資の物価高騰に苦しんだ。15年の「徴発令」の発令は

この時の経験が大きなきっかけとなっている。

 以上が西南戦争の軍に．与えた影響であるが，戦争終了後．政府はこの教訓を活かし，またこの戦争

を利用して各種の軍政政革を実行した。

 先ず11年12月5日；睦軍省の外局であった参謀局を廃止し，新たに参謀本部を置き山県が参謀本

部長に就任，同日「参謀本部条例」が制定された。その第2条に「本部長は将官一人勅に依て之を任

ず部事を総轄し帷幕の機務に参画するを司どる」とある。これによって参謀本部は陸隼．省工り独立し，

本部長は天皇の「帷幕の機務に参画するを司どる」軍令の最高機関となり，ここに軍政から軍令が最

終的に独立して山県閥を確立する契機となり，日本のその後の政冶に様々な形での陸軍優越という問

題を残す機講が完成した。
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 つぎにこの軍政と軍令の分轄に伴って軍令執行機関として監軍本部が11年12月に新設された。

また参謀将校養成のために16年塾月陸軍大学校が開校され，参謀本部の管轄Fにおかれた。参謀本

部の発足に伴って本省の職制の改革が行なわれ，12年10月10日新たに「陸軍職制」が制定され

た。この「職制」は陸軍本省及各鎮台，各庁等の軍政及び軍令機関の組織，権限の大綱を定めたもの

であ。て，これによって昭和にいたる迄の陸軍軍政の基礎が確立したという点で：重要なものである。

 またこの結果「陸軍省職制及事務章程」も改正された。 12年9月15日「鎮台条例」が改訂

され，6鎮台制を改め全国をつぎのように7軍管，14師管（師団管区）に分け，各軍管に鎮台を置

いた。

軍管 鎮台 師管（営所）

東 京 第1（東 京） 第2（佐 倉） 第3（高 崎）

…i：t 仙 台

ｼ古屋

第4（仙 台） 第5（青 森）

謔U（名古屋） 第7（金 沢）

4 大 阪 第8（大 阪） 第9（大 津） 第10（姫 路）

5   6

広 島

F 本

第11（広 島） 第12（丸 亀）

謔P3（熊 本） 第14（・」・ 倉）
i   1

北海道

 この新制度により「徴兵令」によって応召される後備兵も鎮台の統制下に入ることとなり，また各

師管の営所には現役歩兵1ケ連隊をおき「管内を鎮静し，草賊に備え」，さらに各師管内に41分

営を設げて現役歩兵1ケ大隊を分駐させ，合計55ケ所の分営を設けた。これにより師団長は平時に

詮いても絶大：な権限をもつこととなり軍の国民に対する支配力はさらに強まることとな。た。

 つぎに軍隊秩序の維持について各種の対策がたてられた。御親兵から出発した日本の軍隊は西南戦

争までは旧藩兵を召集した壮兵と「徴興令」によって召集した農民からなる混成軍であ。て創設以来

争が絶えず軍紀の維持については指導者は非常な苦心をしている。とくに近衛兵を中心にした旧士族

出の壮兵は「徴兵令」に対し自己の特権的地位を奪われたため大きな不満をもち，これが征韓論のひ

とつの原因となり，その後7年から10年にかけて西南に内乱を起すことにな。たが，西南戦争終了

後もこの種の不満は全く解消したわけではなかったoq1）このような軍隊内の不満を押えるために政

看がと。た政策は第1に国民教育の普及による忠君愛国思想の浸透を図ることであり，第2に各種軍

隊規律の制走であった。4年12月の「読；去」の制定，同年6月の「歩兵内務書」の制定をはじめと

する各兵種内務書の制定，西南戦争直後の山県の「軍人訓戒」等がそれである。この系列の諸規律の

頂点にたつものが15年1月の「軍人勅諭」である。
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 諸規律の制定と並行して規律違反に対する処罰規定も徐々に整備されていった・（／2） 14年1月14

日に陸軍に憲兵を設置する達があり，3月11日に「憲兵条例が制定された。これは軍の機密保護，

軍人非違の取締を目的としたものであるが同時に自由民権運動の弾圧を狙ったものであった。

 以上の軍制上の各種改革と並んで「徴兵令」も12年1〔〕月と16年12月に大改正が行なわれ，

徴兵忌避者を除去する措置がとられた・

12年10月27日の改正
 この改正では第1にはじめて「徴兵事務条令」を定めた。第2に海軍徴兵の方法を別に定めた。第

3k：兵役年限をこれ迄常備軍3年後備軍4年，計7年であったのが常備軍3年，予備軍3年，・後備

軍4年計10年と延長した。最後に免役規定はこの改訂の重点であり，徴兵忌避行為の弊害を除去す

るためつぎのように改められた。旧令では一括して「常備兵免役概則」とした条項を1）除役，すなわ

ち終身兵役を免除する者，勿免役，すなわち国民軍の外兵役を免除する者，の平時に論いて兵役を免

除する者，◎・平時にむいて1年限徴収を猶予する者，の4つのばあいに分けた。また代人料につい

ては当年の徴兵該当者が免役料金270円で免役される外，新たに平時免役は135円の上納によっ

て免役されるζととなった。これは一見・代人料の範囲の拡張に見えるが，事実は旧令の免役者が新

令の平時免役者となっているので内容に診いては変更がない。また免除規定については，旧令に「一・

家の主人たる者」とあったのを「戸主」と明記し，「嗣子並びに三組の孫」とあったのを「年令50

才以上の者の嗣子或は承祖の孫」とし，単に「養子」とあったのを「年令50才以上にして嗣子なき者の

養子或は相続人」とするなど，嗣子又は養子による徴兵逃れを阻止する規定が大幅に改められた0

16年12月28コ口改正

 この改正は12年の改正につぐ大改正であって軍備の方針が清国を仮想敵国とする対外戦重視に決

定されたことによる国民皆兵主義にの徹底化を目指して行なわれたものである。

 先ず従来，兵役の区分は常備軍，予備軍，後備軍，国民軍であったのを，常備兵役，後備兵役，国民．

兵役とし．常備兵役はさらに現役と予備役に分けた。第2に兵役年限を現役3年．予備4年．後備5

年，計12年とし従来より2年延長した。第3に免役条項の制限をさらにきびしくした。免役をすべ

て猶予の制度に切替え．その猶予の範囲をさらに制限した。例えば旧法の年令50才を60才とした。

また明治6年以来の代人料の制度を完全に廃止した。

 「徴兵令」の改正とともに注目すべきは徴兵事務の末端機構であり，戸籍加除の権限をも。ていた

戸長に対する陸軍省の干渉である。庶民は「徴兵令．1に対し免役項目を最大限に利用して徴兵忌避を

計ったが，その方法は徴兵養子といった合法的なものから戸籍上の年令，その他戸籍記載をごまかし

て免除規定に合わせる非合法的なもの迄あらゆる方法をとった。免除項目の実質的な運営は戸長の採

量によっていたのであるからそのような徴兵忌避は戸長の協力によってなされることが多かった。
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 明治11年に出された「郡区町村編制・失」，「府県会規則」，「地：方税規則」のいわゆる地方自治

の3新法の発布によって地方の大区，小区制が廃止され，従来の地方自治体である村を基準に郡町村

制が布かれ，官選戸長より民選戸長に切り替えられると新戸長は町村民の要求に押され偽りの戸籍を

作成して徴兵忌避に協力するばあいが益々増えてきた。このことは14年9月27日陸軍卿大山 巖

の「徴兵忌避防止」という建議によく現れている。ここで大山は徴兵忌避iの元凶を民選戸長にありと

し，「因で速に戸籍法の改法を行い，且戸長限り戸籍を加除する法を改め，戸籍は郡区役所及戸長役

場に各一部を備へ，生死送入の加除は郡役所の委任となし．誤謬訂正は其事由を詳述し，府県庁へ出

願せしめ，該庁に於ては之を警察官に付し，事実を探偵せしめ，其徴判黙たる者に限り訂正を許可す

るものとせば・能く此弊害を防止するを得べし。」といっている。（1翁 この大山の建議は16年に陸

軍の山県が．自ら内務卿となって徴兵制渡の確立を主目的とした地方自治制の確立にのり出すこ．とに

よって実行に移され．17年5月7日の太政官達第41号で「戸長は府知事県令之を選任す」として

実現する。これによって山県の言による庶民と共謀して戸籍をごまかし徴兵忌避を助長する民選戸長

から中央政府の出先として徴兵忌避を見張る官選戸長制への切替が完了した。16年には壮兵が完全

に徴兵と交替し，「徴兵令」の度々の改正と相まって国民皆兵体制はさらに徹底されていった。そし

て明治22年最後の「徴兵令」大改正によって家に関する免役条項を完全に削除して国民皆兵主義が

完成することになる。

6 西南戦争後の陸軍統計調査機構の整備

a）迅速測図の作成

 明冶ll年12月の「参謀本部条例」によρて参謀本部の所管事務を見ると，第4条に「凡そ平時

に在り陸軍の定制節度団隊の編制布位を審かにし予め地理を詳密にし材用を料量し戦区の景況を慮り

兼て異邦の形勢を洞悉して参画に当り遣算なきは本部長の任にして之に就て其利害を陣するを得」と

ある。参謀本部の職制を見ると参謀本部長の下に管東局，管西局の2局と総務課がおかれ，別に支部

として参謀直属の地図，編纂，翻訳．測量，文庫の5課がおかれている。そのうち測量課の所管事務

は第24条に「測量課は本部長陸軍卿と合議の上地方に就て測量する事ある時は該課の委員数人を派

出し実地に就て測量せしめ料稿を該管にて算査考定するの後成功に就く者は地図課に移し本図に記上

し改正補足せしむ」とある。測量課では先ず第一軍管区（関東地方）を対象として3角測量網に基礎

を置かない2万分の1の地図の作成を開始した。これが後年，迅速測図とよばれる地図である。

b） 「共武政表」調査

 編纂課の所管事務は、第22条に「編纂課は本邦蛇外邦の政誌地理に関する者蚊各国の兵制内外各

地の戦史等を類纂彙輯し或は本部長の命にて特に一種の編述に従事する事あるべし」とある。 「共武
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政表」はこの編纂課によ。て編纂されたものである。13年11月25日の改正で伴属諸課に電信課

が追加された。な詮14年3月の「参謀将校内国地理実査心得」によると第1項にf参謀将校案地に

就て地理を検査するに方ては凡そ兵要に関する物件は細大遺漏なく之を見聞し而して別紙雛形に準拠

して地誌及政表を製すべし」とあり，第4項に「沿道都府村落の戸数人口物産獣畜運車水車船舶電線

郵便線の如きも亦素より兵要に関す故に其戸数一百以上接近群居するものは地方郡区吏又は戸長に質

して調査し丙号雛形に準拠して政表を製すべし但百戸以下の小村落に至ては唯戸数貧富家屋の景況及

宿泊すべき兵員のみを地誌の割註に略記し其他は共武政表に拠りて知悉するも妨なきを以て必ずしも

記載するを要せず」とあり，その地誌むよぴ政表の雛形があげられてむり・これによって「共武政表」

成立の背景を知ることができる。

c）業務統計

 つぎに参謀本部の発足に伴って本省の職制の改革が行なわれたが．12年10月10日の「陸軍職

制及事務章程」によると各局各課はつぎのように定められた。

 陸軍卿官房

総務局 庶務課g徴兵課，軍法課、武学課，勲賞課，記室課，報告課，翻訳課

人員局 歩兵課，騎兵課

砲兵局 人員課，材料課

工兵局 人員課、材料課

会計局 庶務課」計算課．糧食課．被服課

 総務局報告課の所管事務はつぎのようである。

1

1

1

1

1

1

陸軍報告一切の事務取扱の事

陸軍各局諸官癖時々の報告を成規に照し調査の事

陸軍全体諸般の報告を一周年毎に編纂上木し官省院使府県及陸軍諸官解へ配布の事

局内諸報告及び陸軍軍人軍属の総員表を製し成規に従ひ陸軍卿へ上呈する事

陸軍報告に係る事柄を官省院使府県其他外国等より要求あるとき取調送達の事

太政官に於て編纂する政表に係る条款を取纏め上達の事

 総務局報告課は編纂掛，雑務掛，製表掛の3掛で編纂掛の所管事務は13年6月30日の「総務局

各課主務分定並順序」によると第14条 報告課の第3項に「編纂掛事務は局内定規の報告を取扱ひ

陸軍の年報を編纂し印刷の上諸方へ分配の取調をなし及び官省院使の年報を収蔵するを掌り且陸軍軍

人軍属及馬匹の総員を調査す」とある。また製表掛の所管は同じく第6項に「製表掛ぱ課僚を置かず

書記二人をして諸報告製表蚊に雛形書式浄書騰写の事務を専任し別に帳簿を主管する事なし」とあるQ

 14年2月18日「陸軍省条例」が改IEされ，16年1月29日に総務局に変更があり，記室課が
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制畷課と改称された。それに伴。て報告課の所管事務分掌は編纂，人員，記室，調査の4掛構成とな

ったo所管事務はつぎのようであるo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

陸軍報告及縮†一切の事務取扱の事

陸軍各局諸官癖時々の報告を成規に照し調査の事

陸軍諸般の報告を調査し年度に応じ報告及統計書を編纂する事

局内諸報告及陸軍軍人軍属の員数に係る事務取扱の事

陸軍報告及統計に係る事柄井に其材料等を官省院庁府県其他外国等より要求あるとき取調の事

本省へ到来したる他向発行の各種報告書及統計書を収存保管の事

記室を管理し井に書類出納の事

諸詔勅井に裁可書諸達書諸諭薯諸法鹿諸条例諸決議及諸回達書の類聚輯蔵納の事

省内諸文書勅井に草案の施行済たるものは悉く収蔵の事

陸軍日誌の蒐輯：出版井に陸軍官（職）員録の記注出版の事

陸軍諸官癖等を廃せられたるとき其廃止以前の記録井に臨時設置の事務解任の後其書類蔵納の

事

退職罷役の将校舛に右同等官の名簿及び文官名簿記注の事

 各掛の分掌事務はつぎのようである。

 「第3項 編纂掛専務は陸軍部内各種の報告書に就き陸軍年報拉に統計書を製し及び諸記録文書を

聚集してヨ誌を編纂する事を掌る又内国諸宮衙若くは外国より陸軍報告及び統計に係る要項材料等の

請求あれば此掻に於て其調査取纒を為すべし」

 「第5項 ぺ員掛専務は陸軍軍人軍属の総興及び本局報告に係る人員其他臨時人員の調査拉に文武

官官職員録の改正印刷文官御用掛竿夕漣笑び退職罷役将佼の名簿整頓編冊の事を掌る其竃人軍属総員

の調査は四季に於てし本局人賛つ調騰は報キの留1！に従ふべし又官員録は一年二回職員録は三回改正刊

行すべし」

 「第τ項 記室掛専務は記室に収蔵夕べき文書を整頓編冊し諸発刊の報告及び統計書を保管し兼て

記録出納の事を掌る且書庫の鍵を管守す」

 「第9項調査掛専務は局内定例○報告其他各種の報告鼓に諸文書の調査受付送達及び雑品消耗品

の取締を掌る」

 以上の各種事務分掌規定を見ると陸軍に齢ける業務統計機構はこの時期においてほぼ整備されたこ

とがうかがえる。その結果西南戦争のため中断した「陸軍省年報1は第1回が明治13年に刊行され

引き続き毎年順調に刊行されることとなった。
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7 明治15年の第一次京城事変（壬午事変）と軍備の拡充

  1）陸軍の拡張と軍制の整備

 わが国の軍備が国内戦から清国を仮想敵国とする外地軍事作戦遂行を目標として転換したのは明治

15年の第一次京城事変（壬午事変）を画期とする。しかし第一次京城事変は偶然に澄きた事件では

なく・その原因は6年の征韓論争および8年の江華島事件に迄さかのぼらなければならないであろう。ω

 しかし江華島事件をきっかけとしたわが国の対韓進出は朝鮮に対する宗主権を主張している清国を

刺戟し，12年琉球をめぐ。て対立していた日清両国の関係は悪化の一途を辿ることとなった。15

年7月22日の第一次京城事変の勃発により清国との対立は決定的となり，事変直後山県は清国を仮

想敵国として27年を完成期とする軍備2倍拡張計画を提出し，これによ。て陸軍は松方デフレのさ

なかに大陸をめざした軍備拡張に着手することとなった。ただしこの山県による軍備拡張は対外戦遂

行のためであるといいながら対外拡張を利用した国内弾圧のためのものでもあったのである。松方デ

フレと増税による農民の困窮は15年から18年にかけてその極に達し各地に農民一揆が頻発した。

これと並行してまた一部はこれと結んで自由民権運動の民衆層による福島事件，加波山事件，秩父事

件，飯田事件，名古屋事件等の騒動が相ついで起り，政府は警察と軍隊を動員してこれを弾圧してい

る。15年8月5日の「戒厳令」および8月12日の「徴発令」の制定はこのような政治情勢を背景

において理解しなければならない。

 2）海軍の軍備拡張と軍政の整備

 海軍の本格的整備計画が開始されたのは明治16年であるo15年の第一次京城事変を契機として

山県は陸海軍の大拡充計画を提案したが，さらに右大臣岩倉は海軍の拡張を主張した。これを受けて

同年11月15日海軍卿川村純義は16年より8ケ年で48隻を新建造する計画を提出，1部が成立

して実行に移されることとなった017年12月東海鎮守府が横浜より横須賀に移転，横須賀鎮守府

と改称．軍港の設備を拡充．横須賀造船所の規摸も拡張された。また兵器，火薬等の改良も進んだ。

 以上のような軍備拡充に伴って軍令専掌の機関が必要にな。てきた。陸軍省が11年12月に軍令

総轄機関を参謀本部として独立させ量政軍令の2元化が確立したのに対して海軍ではその後も一元主

義をと。ており，その軍令事項は大体軍務局が管掌していた。17年2月8日軍務局を廃し軍事部が

海軍省の外局として設置された。同部は同日の「軍事部条俵囑の第1条に「…  軍令兵略に関する

事を幹理する所とす」とあり．軍令事項の専掌機関であることを明らかにし，軍政軍令2元化へ一歩

進めた019年3月18日「参謀本部条例」が恨本的に改正され，軍令事項はあげて同部海軍部に移

管され、それに伴って軍事部は廃止され，軍令一元化が成立した。その後曲折の結果海軍軍令部が設

置され軍政軍令の一元化が完成したのは明治26年である。
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8 15年以降の統計調査機構の整備

 1）陸軍統計調査機構の整備

 15年以降の軍政の改革に伴う陸軍統計調査のもっとも重要な変化は測量局の設置と「徴発物件一

覧表」調査の開始である。17年9月8日の「参謀本部条例」改正では本部長の下に管東局，管西局

海防局の3局と総務課が置かれ，伴属諸課のうち測量課は17年内務省の測量事業を吸収して測量局

に昇格した。 「改正条例」第22条によると「第22条 測量局は本邦の全国地図及び諸兵要地図の

編纂を掌り局を分て三角測量地形測量地図の三課と為し向ほ課を丁丁に頒ち作業を分掌せしめ課僚を

置き局内の庶務及び図籍器械の出納保存に服事せしむ」とある。

 この結果，日本の陸地測量はこれ迄，内務省と陸軍省の2本建てであったのが陸軍省一本にまとめ

られ，2万分の1縮尺による全国基本図の作成が近畿地方から開始された。㈲

 また陸軍統計調査のうちもっとも重要な調査のひとつである「徴発物件一覧表」調査は15年8月12

日太政官布告第4号のf徴発令」を根拠として「共武政表」調査を引きついで行なわれることにな

った。徴発令草案は陸軍省によって準備されたが，この草案を審査した参事院（内閣法制局の前身）

の議案説明書閲 によると戦時に際して「敗績を招く多くは軍需欠乏して続かさるに因る故に」，

「軍需欠乏して之を民に奪ふは或は無道なるに似たりと錐も而も之を戦の勝敗に比較すれば其軽重果

して如何ぞや蓋し亦戦事止むを得ざるの一跡梱り」と勝利のための徴発の止むを得ない理由を冒頭に

掲げ、しかし従来このような法律によらず「互約購買の方法」を以て電需品を調達したため「物価の

騰貴を免れず，随て国幣の費勘しとせず」として西南の役の例をあげ，以上のような理由冗より「今

其準規を定め戦時民に取る所のものをして濫ならず私ならず公法に拠りて徴用宜しきを得せしめ」，

「此令に於て賠償の方法を設け好商猜賞をして私利を営むの害を其間に逞うせざらしめん」ため「国

権を以て軍事徴発の方法を平素に定め之を全国に施行するに在るのみ」と立法趣旨を述べている。

同三二1条に「徴発令は戦時若くは事変に際し陸軍或は海軍の全部又は一部を動かすに方り其所要の

軍需を地方の人民に賦課して徴発するの法とす。但平時と難も演習及び行軍の際は本条に准ず」とあ

る。また徴発物件は第12条，第13条につぎのように規定されている。

 第12条 徴発す可きもの左の如しol 米麦秣葛塩味噌醤油漬物梅干及び薪炭g2 乗馬駄馬駕

馬車輔其他運搬に供する獣類及器具，3 入夫，4 宿舎厩国及び倉庫，5 飲水石炭，6 船舶，

7 鉄道汽車，8 演習に要する地所，9 演習に要する材料器具。第13条 戦時若くは時変に際

しては第12条の諸項に掲ぐるものの外徴発す可きもの左の如し但平時の演習及び行軍には徴発する

ことを得ず。1 造船所工作所及び軍事の工作に要する材料器具，2 職工鉱夫洗濯人の類，3 被

服装具艸！陸弐器弾薬船具寝具薬剤治療審械及び糊帯具，4 水車揚春の類，5 病院
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 第14条以下では飲発物件の免除規定，賠償規定が詳しく周定されている。この「徴発令」の実施

の規準を定めるために同年12月18日に「徴発事務条例」が制走された。この第21条に「郡区長

は附録第3号雛形に依り毎年1月11日調を以て徴発物件表を製し之を府県庁に差出し府県1｝’は其年

3月31日限り之を陸軍省に送付すべし」とあり，また第23条に物件表に記載すべき事項について

の規定が以下のように掲げられている。

 徴発物件表は左の諸項に照し調製す可し

 1 馬匹車輔は其郡区内ンて於て登時実用を為すもの，2 人夫は其郡区内に於て負担に係る業体を為

 すものにして年令17才より60才迄のもの，3 跣園倉庫は貸厩貸庫ン（限る，4 職工は総数を

 表中に掲げ備考中に就き其業体を分ち記す可し，5 官癬社寺学校屠場水車場の坪数は調査に及ぱ

 ず，6 物産中米麦等の如きは其高を記す可し，7 郵便局ある町村には○其為替局は◎電信分局

 は9其線路は＝鉄道は一の符号を附す可し。

 以上の根拠法によって「徴発物件一覧表」が編輯されることとなり．17年11月17日の「陸軍

省条例」の改正により先の16年1月29日のf陸軍省条例」の報告課の部の最後に「徴発物件一覧

表編輯出版の事」というt項が加わり，それに伴って同年12月12日の「総務局事務分掌並施行順

序」が改訂され，新たに徴発物件取調掛が追加された。その所管事務は上記の改訂事務分掌の第15

条報告課の第7項に「徴発物件取調掛専務は各府県より進達する徴発物件諸表を調査し且徴発物件一

覧表を編製し兼ねて此表式に関する改正増補の草案若くは質間応答の事を掌る」とある0

 2）海軍統計調査機構の整備

 a）業務統計

 海軍の軍備拡張，軍政の整備に伴って調査対象も拡大され，統計調査機構も整備されてきたが海軍

統計調査体系が近代的体系へ移行’ナる画期は明治15年である。先ず統計調査における統計様式にあ

たる海図式が定められた。第2に海軍省の統計様式の統一が「統計委員会」が太政官に設置されたこ

とにより国の統計体系整備の一貫として行なわれることになった。15年U月15日本省に統計課

が診かれ，それに伴って記録課の統計掲は廃止され，「海軍省報告書」の編纂事務は統計課に移管さ

れた。16年1月25日本省に内局が新たに置かれ，内記，審案，往復，記録，庶務の5課が設置さ

れ，これに伴って従来の事務，記録の2課が廃ihされた。17年1月10日統計課が内局に属すること

となったが，同年12月16日内局を廃し総務局が設置された。同日定められた「総務局条例」によ

ると，統計課は総務6課のうちの1課で第8条に「統計課は海軍諸報告の整理及び統計に関する一切

の事を掌理す」とある。

b） 水路図の作成

水路局においては14年に柳局長によって全国沿岸12ケ年測量計画がたてられているし これに伴
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って15年に製図課を廃し図誌課が設置され，製図掛，水路誌掛以下8掛が置かれた。同年はじめてイ

ギリスの「海図弍」にならってわが国の「海図式」が制定された。また16年測量課が量地，観象の

2課に分れた。19年1月水路局を廃して海軍水路部が設置され，「海軍水路部条例」が定められ，

さらに4月「海軍水路部官制」が定められて水路部の基礎が確立するにいたった。このようにして海

軍の水路測量および海図の整備の近代化が急速に進められることとなった。

注

 （1】日本の軍事統計の全ぼうを明らかにした研究はこれ迄行なわれていない。統計史研究者は軍事．

統計史を全く無視している。断峠的な軍事統計の利用は明治前期を対象とする統計史，産業史，政治

史，科学技術史．軍事工業史等の分野で若．二F行なわれている。地理学の分野では「共武政表」を利用

した研究が以前から続けられている。また「徴発物件一覧表」も最近，経済史研究者によ。て注目さ

れるようにな。た。それらの諸研究は研究対象に関する統計データを含む軍事統計資料の史料批判や

データの信頼生についての吟味を行な。てはいるが，何れも明治前期にかける軍事統計体系の本格的

研究ではない。

 ② 従来の日本軍隊の研究が第2次大戦の過程であらわにな。た軍の反・前近代性的側面のみをと

りあげ，軍のもつ近代性の側面を正面からとりあげていないという問題提起については，村上のつぎ

の文献を参照。村上一郎：日本軍隊論序説 人物往来社：昭和48。軍事統計体系はもちろん軍事統計

の体系を意味するう㍉それはまた，その背景にあ。てそれを支える「日本近代国家の軍隊は，近代国

家のそれに値する頑固な体系をもつ。体系は全体的に精確に，批判的に，叙述さるべきである」とい

う村上の「軍隊の体系」のサブシステムでもある。そこで軍事統計体系の成立史の研究は逆に明治前

期の国託軍彰成期における軍の近代性つ倶1面を軍事統計調査の面から明らかにするという狙いをもて

るこセになろう。今回の軍事統計篇は全体的でも批判的でもないが，少くともそのような意味に掛ける9

軍隊の研究つための素材の提供程度の役には立つであろう。

 （3）この解題で統計制度史としてはいささか均衡を失する程，軍事制度史を繁をいとわず詳記した

のも，軍事統計調．窪の性格を規罰する電の動きを軍制の面から具体的に追求してみようとする試みに

他ならない。

 （4）軍事史，兵制史の詳細（ついては，松下芳男：明治軍制論 上下 有斐閣 昭和31。松下芳男

：徴兵舎制定史 内外書房昭和18。 藤原 彰．：．軍：事史（日本現代史大系） 東洋経済新報社

昭和36。，田中惣五郎：日本軍隊史 理論祉昭和29。海電有終会編：近世帝国海翼史．妻 海軍有終会

昭和13，等を参照されたい。

 （5）維新政府が新国軍を建設しようとした際，桐野利秋，前原一誠等の藩の士族を常備兵として再

編成すべしという意見に対して，国民留兵主議を唱え実行に移そうとしたのは大村益次郎であった。

 「徴兵令．1は大村の遺図を継承した山県によって立案されたものであるが，その際，彼は直前に見聞
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したドイソに範をと。て原：案を作成している。しかし同じく国民皆兵といっても大村系の山ヨ顕義の

ズィスの国民皆兵制度を採用すべしという意見も当時あり，山県流国民皆兵主義以外の徴兵制の可能

性もあったことは注意すべきであろう。しかし「徴兵令」は西南戦争によって確立し，山県流の国民

皆兵主義が結果として徹底してゆくことになったのである。

 〔6｝翌12月に太陰暦を廃し，太陽暦を採用した結果，明治5年は12月2日置終り12月3日が

6年1月1日とな。た。

 （7）先ず第3章の予備兵免役概則を見るとつぎのようである。

  第1条身の丈 5尺1寸（曲尺）未満者，第2条 鳳弱にして宿痢及不具等にて兵役に椹ざる

 老，第3条官省府県に奉職の者但等外も批例に准ず，第4条海陸軍の生徒と旧り，、兵学寮に

 在る者，第5条 文部工部開拓其他の公塾に学びたる専門生徒，及び洋行修行の者，蚊に医術馬術

 を学ぶ者 但教官の証書蚊に何等科目の免状書ある者（科目の等未定），第6条 一家の主人たる

 者，第7条嗣子対に承祖の孫，第8条独手函孫，第9条罪科ある者但徒以上の刑を蒙りた

 る者，第10条父兄存在すれ共，病気若くは事故ありて父兄に代わり家を治る者，第11条

 養子 但約束のみで未だ実家に在る者は此例にあらず，第12条 徴兵役中の兄弟たる者

 （8｝・翌年11月同所は海兵学寮と改称，大阪の陸軍兵学寮とならんで海軍士官の養成機関として漸

次整備されてい。た。9年8月海軍兵学校と改称された。

 （9） 「共武琢表」の調査設計者については規在迄の調査では不明である。ひとつの手掛りは「兵要

日本地理小誌」の著者である中根淑と「皇国地誌」の提唱者である塚本明毅が杉 享二と並んで明

治三年に徳川家によって沼津に開設された沼津兵学校の教官であったことである。この兵学校の校長

は西 周であった。その後中根は陸軍省へ，塚本は内務省へ，杉は太政官へ出仕したが東京においてこ

の3人はさらに交流があ。たかもしれない。従。て「共武政表」の調査設計には杉と中根と塚本が何

らかの影響を与えているという推定は十分成り立つと思われる。この点は後の調．査に待ちたい。

 “ω海軍省水路部の基礎の確立は津藩士であった柳 楢悦によるところが大きい。彼は測量の基礎

は天体観測にありとして明治5年に海軍観象台をはじめて麻布に設置した。中央気象台の前身である．

東京気象台は8年に設置されたのでこれより3年早い。10年ドイツ製の赤道儀をすえつけ，11年

には丁丁台に天候電気日報係をおき同時に長崎，函館，新潟にも設置した。これがわが国における天

気予報の始まりである。東京気象台が天気図を発行したのは16年である。柳は21年水路部長を退

官し．同年かねてから文部省から要望のあ。た天象観測事業は同省に移管され，海軍観象台は東京天

文台と改称された。また気象観測事業は内務省でも行なっていたが，これも同省へ移管され天象ゑよ

び気象観測事業の統．一が行なわれた。また日本人の手になる海図についてはイギリスの測量技術を学

び，5年に柳が実測作成した釜石港の海図が第1号の近代的海図で，同年に宮古，寿都，小樽の3図

が引続いて作成された。

 q1〕明治11年8月23日の近衛砲兵大隊による竹橋事件がその証拠である。
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 1動 この処罰規定は明治5年2月18日に公布された「海陸軍刑律」が最初の整備された軍人刑法

であるが，これはその後！4年12月に「陸軍刑法」と「海軍刑法」に分離された。また15年9月

に軍法会議が設置され16年8月「陸軍治罪法」，同年10月「陸軍監獄則」が制定された。

 ㈲ 松下芳男：徴兵令制定史 東京 内外書房 昭和18年。P．505～P．507．。

 圃 7年から10年にかけての西南における反乱は征韓論に破れ下野した旧士族によ。て澄こされ

たものであるか，当時征韓論に反対した岩倉，大久保，木戸，山県も征韓そのものに反対したもので

はなく，先ず富国強兵により国力を充実することを優先策としたに過ぎず．中央政府の政策に不満を

もつ士族の反抗を押える対有政策の手段として対外侵略をi≧図していた点には変りない。このことは

8年8月朝鮮沿岸を測量中のわが軍艦が砲撃されたことに端を発した江華島事件が証明する。この事

件は朝鮮に開国を追る政府の方針にもとつく挑発行為から諭きた事件であり，政府はその結果朝鮮と

日鮮修好条規（江華条約）を締結し，これをきっかけに誕生したばかりの幼弱な日本資本主義は欧米

先進資本主義の尖兵となって朝鮮に進出することとなる。

 ㈲ 測量局は21年陸地測量部と改称された。23年，基本図の縮尺を5万分の1に切り替え，25

年から5万分の1地図が作成されはじめた。

 ⑯ 明治法制経済史研究所編：元老院会議筆記 前期第13巻 元老院会議筆記刊行会 昭和42。

P．817～。
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第4章 軍事統計解題
13 明治8年陸墾

明治8年陸軍軍政年報 陸軍省 編

統計内容注記

 調査対象年 明治8年
 内容細目 第1 官群位置並廃置〔記事〕 第2

  規則制定〔記事〕 第3 諸達〔記事） 第4

  6管鎮台景況報告〔記事〕 第5 砲兵事務：砲
  兵所属地名（地名，地積，所用） 砲兵所属家屋

  建築（名称，落成月日） 武器製造（表頭 アル

  ミニー銃改造，小銃負革等151品目；表側 砲
  兵製造員数く本廠，支廠〉）欧州買収兵器（表口

  ：サーブル，スナイトル弾薬等5品目；表側
  購求高） 鹿児島嘉穂製作弾薬（表頭 品目；表

  側  製作高）  第6  工兵事務：1二氏所嘱1二自存

  廃（表頭 地名及所用；表側 存但受領の分・廃

  但返附の分く地積〉） 工兵所属家屋廃却の数但返

  附売却解払共（名称．箇所） 工兵所属家屋建築

  （名称，落成月日） 工兵所属職．Lへ員（表頭

 職工：大工，石工等21職名；表側 第1～第6
  方面く地名く建築所》〉） 1兵器械買上並給与

  員数（表頭 買上品目：伐木斧，木工斧等86品

  目；表側 員数，給与く近衛工兵隊，東京鎮台工

  兵隊，大阪鎮台工兵隊〉，残溜） 測量器の部

  （全前表） 第7 経費出納及被服購求高；その

  1 経費出納（表頭 明治6年定額の内，明治7

 年定額，明治8年1月より12弓まで定額，L納金
  当分預旧額元立返納金，非常金，別途金，臨時準

  備金1表側 金額，IE払，仮払，大蔵省臣届済，

 差引残） その2 被服輸入品購求高及総価並代

 価平均比較（塾頭 晶目：2号紺絨，3号紺絨等
  24品目；表側 購求高，代価計，個数，定額，

 購求代価1箇に付平均，比較） 第8 検閲使
  （出頭 区分：東部，中部，西部；表側 派出官

 く将官，上長官，七官，下士 ，発京，帰京、日

 数計） 第9 刊行書目（表出 随類：第1～第
  3種く書目〉：表側 冊数，発刊σ）月） 第10

  近衛鎮台隊数及軍隊廃置1月現在隊数（表頭 兵

 種：歩兵，騎兵，砲兵，工兵．輻重兵：表側 近

 衛・鎮台別く大隊，砲隊．∂  12月現在隊数

  （全前表） 第11 徴兵事務：「徴兵表］（表
 頭 常備補充過欠人員く常備兵，過，欠，補充兵・

 過，欠，落籔ン・，後備軍鴫入ぐ第1・第2《入，

  出，現員＞〉，徴兵代人料ヒ納人員く人員，県名〉

  常備兵免役人員〈6年兵～8甲兵〉，徴兵常備志
  纐人員く人員，県名〉；表側く第1～第6軍管〉）

明治10年 106丁
       （内）
徴兵事務総論C記事〕 国民軍人員概算（表頭

 17才～40才〔1年刻み〕；表側 第1軍戸
く第1一第3師管〉，第2〈第4～第5師管〉，

第3〈第6～第7師管〉，第4＜第8～第10師
管〉，第5〈第11～第12師管〉，第6軍管
く第13～第14師管〉） 第12諸出演習二記
事〕 第13 軍旗御授与．’記事〕 第14

 12L］31日隊外曝人璽属総員（表頭 庁：卿官
房．第1局等二表側 将官，ヒ長官，士官， F士，

卒．文官〈奏任，判任〉．等外，役使） 第15

 12月31日近衛並常備兵隊総員及馬匹（駅頭
所管：近衛、6鎮台別＝表側 隊数，上長膏，士

官，ド：ヒ，卒，生兵，馬匹） 第16 12月

31日教導団兵隊総員及馬匹（表山 教導団く画

数：歩兵第1大隊第2大：隊、騎兵第1大隊．砲兵

第1大隊，工兵第1大隊，．軍楽隊＝表側 上長官，

士官，準士官，下士，蹄鉄工，楽生，生徒，馬匹）

第17 12月31日非職将校総員（田頭 待
命：東京，仙台，名古屋，大阪，広島，熊本：

表側 官等：1～10等・官名：大将，少将等）
第18 各種生徒総員並景況 士官学校（巌頭
生徒種類：1月1日総員，疎く入校’〉，減く、転校・

除校，死亡〉：表側 士官生徒，砲兵生徒） 口

山学校（表目 全前表；表側 学生く｛．宜，下士・

剰賦卒ン，歩兵生徒） 教導団（表頭 宝徒種類

 ：1月1日総員，増〈入団〉，減く就職，転校，

筒瓦，除団，死亡；表瑚生徒く兵科別〉）幼
年学校（表頭 1月1日総員，増く入校〉，暫

く就幟，転校，除隊，死亡〉；表側 生徒，留学

寸三） 軍医部（表頭 1月1日総員，趣く尺舎．．・，

減ピ．就職，退舎，死亡〉乙表側 軍医生徒） 馬

βミ部（表頭 全前表；表側 馬医生徒） 砲兵本

川（表頭 同前表＝表側 生徒く火．1二，銃1二，木

 E，鍛工，鋳工〉） 軍馬局（表噴 全前表：長

側 蹄鉄生徒） 第19 海外留学生徒総員並議

況：第1局管轄仏国留学生（表頭 1月1日総員，

帰朝，死亡，12月31日総員；表側 参謀，砲
兵，工兵，会計学，軍事刑法，築造学）

 参謀局管轄普国留学生（表頭 1月1日総員，
就職，転職，12月31日総員；表側  歩兵科少

佐，歩兵科少尉，生徒） 第20 12月31日
軍人軍隊総員（軍人く階級別〉，軍属く文官
く奏任，判任〉，等外，役使♪） 第21 軍
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人軍属増減総表：その1（表頭軍人く新任，非
職となる者，他の階下へ転ずる者，免官，死亡；

表側 階級別，文惹く奏任，判任〉，等外） そ

の2（山頭 諸隊〈入隊，近衛へ編入する者〉、

兵卒〈除籍，死亡〉；表側 近衛，6鎮台別）

第22 病者増減並医事景況：病者噌減総表（表

頭1月1日未癒総員，増く病院，病室，室外〉・

減〈疹癒，除隊並退校，死亡〉，12月31日未
癒総員；表側 近衛局，6鎮台別） 医事景況

〔記事〕 第23 軍馬分配増減並景況（口頭
近衛・6鎮台別・諸官癬並将校備付く隊，学校別〉

；表側 定数，現数く1月1日， 12月31日〉，
支給，交換，蛯死，購求．解剖，売却，返附）

第24 軍馬病症区別（表頭 所管別：表側 病

馬総数，難症，重症，軽症〈内思．外傷〉等）

第25 恩賞〔記事〕 第26 刑罰：軍人軍属
行刑（表頭 陸軍裁判所・6鎮台別く階級別〉；

表側 刑名種類：回籍，停官等5種類） 軍人軍

属行刑重軽罪区分（表頭 階級別く重，軽〉；表
側 刑名種類：回籍，停官等15種類．区分く重，

軽〉） 軍人軍属行刑比較（塾頭 階級別；表側

 人員，処刑打坐，各種人員と処刑人員と相比較す

る数即各種1名に湿ての割） 12月31日軍人
軍属罪囚未決（表出 罪囚種類：陸軍裁判所・6

鎮台別く山住，留置，入牢〉；表側 士官，下士，

生徒，兵卒） 囚人増減：その1（表戸 7隼よ

り滞獄，1月～12月；表側 入牢，留置，死日）

その2 12月31日滞獄人員（留置．入牢．型
鋼） 徒刑並塩役人増減：その1（表頭．全前表

；表側 徒懲処刑，放免，病死） その2 12月

31日滞獄人員（徒刑，懲役） 第27 招魂祭
〔記事〕 第28 外国行人員（表頭 外国名；

表側 差遣，公使舘付く中将，少将等階級別〉）

第29 外国人臨時接遇〔記事〕 第30雇入外
人（表頭 外国名く官職〉；表側 人員，月給1

名に付，雇入月日，雇継月日，解約月日）

解  題

1 沿革

  この年報は「陸軍省年報」の前身である。 「陸軍省第4年報．の例言：てよると明治9年12目28日附の太政

 官達によって太政官から陸軍省を含む各省に対して明治8年度の報告書を編集して10年6月中に差出すよう
 依頼があったが，それ以前に陸軍省では，独自に明治8年（暦年）の年報の編集に着手してのた。ところが，

 この明治9年の達書は明治8年会計年度（8年7月～9年6月）の年報を差出せということであるので，之を
 棄損したといっている。また「陸軍省第1年報一iの例言でも「最初に着手せし者は尽く不用に属せり」といっ

 ているので，さきの編集中の年報は刊行されなかったかのように見えるが，その例言に第1年報を編集する際

 「8年年報を斜冒し」といっていることと・「軍政年報」と「陸自省第1年報」の内容を比較した結果，統計

 表の項目が殆んど…致していることから，．この「軍政年報」が「8年報」のことであることは間違いないと思

 われる。

2～4 調査目的 調査対象 調査系列
  陸軍省全般の事務を概括した報告書で省内各所管より申報した記録を本省で編集したものである。例言で，ま

 た報告規則が未確定であるため，表の体裁が一致せず．また精確を得難いものがあり，そのばあいは報告の原

本や日記，日誌等冗よって取捨を加えて編纂したといっている。ここにいう報告規則とは，明治9年8月

 17日附の陸軍省瓜破127号の別冊として配布された陸軍諸報告改正規則ではないかと思われる。というの

 は陸軍省で最初に定めた諸報告規則（明治7隼1月22日附の陸軍省店口27号の別冊）では日報，週報，月報
迄を含み，年報を含んでいないからである。年報の報告規則を含んでいると思われる明治9年の陸軍諸報告改正

 規則は「法令全書」では別冊が略されていて確かめることができなかった。明治7年の諸報告規則では先ず
 「此定則中に書載する者は総て陸軍各所管の長官より陸駈卿に報告する所の者とす．」と述べ，つぎに報告書類

 を日報，週報，月報に分類して報告項目を列挙している。ここで各所管とは東京諸所管と各地鎮台を含んでい
 るつなお「陸軍省年報」の解題をも参照され自い、

5 根拠法

  「陸軍省年報」の根拠法の項を見よ。

一． P13一一
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一
第1～第8 陸軍省 編 明治12～17年こ

（1）陸軍省第一年目 陸軍省 編 明冶12年 180，2P．

②陸軍省第二年報 従道治療箪．ヒ月一一日至同十年六月三十日

  212P． ②
（3）陸軍省第三年報 従明治十年七月一日至同十・一年六月珊日

  218P． ③
㈲陸軍省第四年報 自明治十一年七月一日至同十二年六月三十日

  〔刊年不明〕304，6P・④
‘5）陸軍省第五年報 自明治十二年七月一日至同十三年六月三十日

  不明〕444P．⑤
‘6）陸軍省第六年報 自明治十三年七月一日至同十四年六月三十日

  不明〕529P・6枚⑥
（7｝陸軍省第七年報

  16年：：例言〕

（8）陸軍省第八年報

  17年〔例言〕

10表①     （内）（総）
陸軍省  編  旦∫」治12舞三

  （内）（総）（セ）

陸i軍省 編 明治12年

     （内）（総ノ

自明治十四年七月一日至同十五隼六月三十日

584P・ ⑦
自明治十五年七月一日目同十六年六月三十日

489P・ ⑧

陸軍省第一局 編

   （内）（総）

陸軍省 編  ．刊年

   （内）（総）

陸軍省 編  ζ刊牢

   （内）（総）

陸車省編  明治
   （内）（総）

陸軍省 編  明治

   （内〉（総）

書誌注記
①表紙には「陸軍省第一年報全自明治八年七月一日至全九年六月珊日附維新

 以来諸沿革」とあり。刊年は「第四年報」の例言による。

②表紙には「陸軍省第二年報目明冶九年七月一日至全＋年六月三＋日全」とあ
 り。刊年は「第四年報」の例言による。

③華年は1第四年報」の例言による。

④例言に「陸軍省年報」の簡単な沿革あり。

⑤頁数は合算した。

⑥頁数は合算した。

⑦明治16年7月付の陸軍卿大山巌のヒ…廷の辞あり。刊年は之に拠った。貞数は
合算した。

⑧明治17年7月付の陸軍卿西郷従道の謹奏の辞あり。刊年は之に拠った。貞数は
合算した。

統計内容注記

 （1）睦軍省第1年報

 調査対象年 明治8年度（8年7月～9年6月）
 内容細目 陸軍省第1年報前記ヒ：陸軍管轄癖沿革

  〔記事） 陸軍省沿革概系〔記事〕 沿革諸表、

  記事 明治元年～7年〕 陸軍省第1年報前記中

  ：兵制沿革〔記事〕 兵制沿革諸表：6管鎮台表

  （6年1月9日）（口頭 第1～第6軍暗く鎮台
  く営所名（箇所）》〉；表側 常備諸兵，海岸砲，

   管府県，石高入口） 6管鎮台職官表（7年2
  月3日改訂）（表頭 兵数：将官並幕僚参謀科，

  派出監督課等12項目；表側 第1～第6車管）

  6管鎮台職官表（8年2月2日改訂）（表頭諸
  隊人員，将官並幕僚参謀科，派出監督課等ll項目

   ；表側 第1～第6軍管） 6管鎮台表（8
  年4月7日改〔E）（表頭第1～第6軍管く鎮台
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名《第1～14（営所）》〉；表側 常備諸兵，管

府県，石高人口） 近衛職官表（8年5月15日）
（諸隊人員，将官並幕僚参謀科等） 日車省第一

年報前記下：経費支出：陸軍経費計算表（2年1

月中7年12月）（目頭 2年～7年，明治7年
佐賀賊徒征討出兵費，明治7年臨時準備費等；表
側 軍資定額，受高，支払高，大蔵省廉く諸貸金

証善も 正貨及玄米〉） 陸軍経費計算表（経費内

訳 第1～第4表，（8年1月1日～8年6月30
目）（表頭 所管：本省，参謀局等25墳目ン
；表側 官員俸給，等外俸給等41項目）

陸車省第一年報 笥1 陸軍省並所属各官癖廃置

（庁名，8年7月11・｛所在，9年6月30所在〉

第2 規制出示＝記事〕 第3 軍人曜属総員（

9年6月30日調）（将官及相当官く在職，非職〉，
ヒ長官総員・七官総員・准士官総員・下士総員・



諸卒総員ピ隊外，隊附く歩兵，騎兵，砲兵，工兵，

幅重兵評，非職，海外留学〉，生徒，海外留学生，

軍威総員・．奏任，判任，准判任，等外，准等外，

役使ン） 第4 隊外軍人軍属総員（表頭 階級

：1等～15等く官名：大将，中将等， 准判任，

等外，准等外，兵卒，会計部諸国，役使〉；表側

8年7月 1日総員， 増員〈新任， 就職， 昇進〉，

減員く陸軍部内の転課，他の院省等へ転任，昇進

に付転層，非職，免官，刑罰・．、：停官徒刑以L，降

等黙等〉，死亡，9年6月30日総員〉） 第5
近衛鎮台諸隊総員（駅頭 所管：近衛・東京鎮台

趣く隊数叉階級：h長官，士宮詣》〉；表側 全

前表） 第6 諸兵隊解編並に軍紀風紀こ記事〕

第7 野営行軍対抗運動（記事〕 第8 徴兵事

務：各県下徴兵景況並丁壮体格良否略表（表告

白管区別く府県別〉：表側 体格くヒ，中，下〉，

性質，雑報）＼数値の記載なし〕 明治9年徴兵

事務並に免役科目相当人員表（語頭 20才丁壮

の総員く徴兵連名簿人員，免役連名簿人員〉，徴

兵連名簿人員画く常備軍・補充兵《歩，騎，砲，

工，簡；》，事故免除人員，翌年廻検査人員，検査

落人員，死没人員〉，免役連名簿人員幽く身幹定

尺未満者，主脳1ζして宿祠於び不具等の者，院省

使庁府県に奉職の者，陸海軍其他σ）乱塾に学ぶ生

徒，凶事，嗣子及び承祖の孫，独口独孫，罪科あ

ろ者，父兄に代り家を治むる者，常備兵在役或は

其兄弟〉；表側 第1～第6軍管） 同後備軍人

員代人料ヒ納及び免役人員表（山頭 第1第2後
備軍人員・徴兵代人料上納人員く第1～第6軍管

；表側 人員，府県並人員）常備兵免役人員（表

頭 第1～第6軍掃く事故：病気，処刑，常免第1＞

表側 7年兵～9年兵） 国民軍人員（国頭 17

才～40才〈8年，9年〉；表側 第1～第6軍
職） 第9 兵学校事務並諸種生徒総員〔記事〕

諸種生徒総員（表頭 増員く8年7月1日総員，
任官，昇進，入校、転科，転級〉，減員く復隊・

命課等〉；表側 士官学校・戸山学校・幼年学校

・軍医学校・砲兵本廠・軍馬暢・馬医学穿く官名

および生徒種類：歩兵料，騎兵幽魂〉） 第10

教導団諸隊総員（表頭 官名；表側 8年7月1
日総員，増員〈就職，昇進，入隊，転入〉，減員

く陸軍部内の転職，他の院省使府県へ転任，卒業

赴任，昇進に付転減，非職，免官，除隊，刑罰〈

停官徒刑以上，降等鮎等〉，9年6月30日総
員） 第11非職武官現員（9年6月30日調）
（表頭 所管く第1局，鎮台〉；表側 階級：1

～10等） 第12 軍法：軍人軍嘱行刊表（表頭

所管ぐ宮等〉＝表側 刑名種類：奪官，回籍等17

項目〉）第13 祭典1記事） 第14 馬匹並病
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馬：軍馬増減（表頭 所管別：近衛，東京鎮台，

諸官癖捜将校面外備附，軍馬局〉ち表側 8年7

月1日総数，増数〈購求，請求〉，減数く返納，

売却，弊死く内外傷，流行病；》，解離〉，9年6

月30目総数） 病馬増減（表頭 所管別；表側

8年7月1日総数，在隊く増数《新患》，減数く

快復，法馬，発死〉＞，9年6月30日総数，8年
7月1日総数，本厩く点数ぐ入厩〉，減数く出厩

〉＞，9年6月30日総数，新患内訳く難症・重
症・軽症《内患，外傷》〉） 第15兵器製作並

砲兵所属土地〔記事〕 第1表 砲兵所属家屋建

築〔記事〕 第2表 砲兵所嘱地名（冠頭 地名

 表側 坪数，名称） 第3表 砲兵所属土地存

廃（9年）：存の部（表頭 地名；表側 所用：

火除地，火薬庫増地，地坪，受領月日） 廃の部

（表頭 地名；表側 不用，地坪，返附月日） 第

4表  （兵器弾薬製造員数〕（表組 品目：角胴

乱，胴乱負革等266品目＝表側 製造員数く砲
兵本廠，砲兵支廠〉） 欧州買収兵器（表頭 品

目：サーブル，スナイトル弾薬等10品目 ＝表側

購求高） 第16 工兵事業並城郭存廃1：記事〕

土地受領の部（8年，9年）（奴頭 地名；表側
所用：射的場，下板橋より道路地，地坪，受領月

日） 土地返納の部（8年，9隼）（表頭 地名
；表側 不用，地坪，返附月rl） 新築の部〔記

事〕 工兵器械買上並給与員数（表頭 買上品目

 伐木材，木工斧等229品目：表側 員数，給
与く近衛工兵隊，東京鎮台工兵隊，大阪鎮台：r：兵

隊，教導団工兵隊〉，回数） 測量器の部（全前

表） 全国存城の員数〔鞘管区別三眠名称〕 第

17医治並軍人患者総員：病院病室一般の景況等
＝記事〕 思者総数（表頭 所管：近衛，東京鎮

台等16科目〈兵種：各兵種，歩兵，砲兵，工兵，

輻亟兵，囚獄並徒刑，学生生徒，軍楽兵〉こ表側

8年7月lB口前総数，増員く病院，病室，室外
〉，減員く疹癒，除隊及退校，死亡〉，9箪6月

30口未踏総員） 第18 恩賞扶助k記事〕 第

19経費：（定額金，経費金，残金大蔵省へ返給

高〕 経費内訳第1表～第3表（心頭 本省，参

謀局，近衛局等26項目：表側 俸給，給与等25
項目） 陸軍臨時経費計算表（臨時金額，経費，

残金大蔵省へ返納高） 臨時経費内訳表（表頭

広島姫路両域内地所買h，琉球藩兵営建築費，和

歌山県下暴動出兵，朝鮮事件準備；表側 建築費，

修繕費，俸給，旅費，霜用費，運送費，郵便電信，

諸雇給，ミ朝鮮事件準備の臨時縫費としてヒ記経

費の他昏ド記の経費を追加：糧食費，被服陣具費，

軍器費，弾薬費，経営費，厩費，諸雑費〕 ） 被

服輸人品購末高枚総価並代価平均比較（表頭 品



 目：2号紺絨，3号紺官等27品目；表側 購求
 高，代価計，個数，定額，購求代価1個に付平均，

 比較） 第20 参謀事務〔記事〕1 刊行書目

 （8年，9年） 2 亜細亜図書翻訳編輯成稿

 3 欧米図書翻訳成稿 4 兵史成稿 5 目隠

 6 製図 7 写真 8 測量 9 文庫図書出
 納 10 図書印刷員数 ll図書払下員数
 第21 検閲（表頭 8年く区分：東部，中部，
 西部〉；表側 派出官〈将官，h長官，士官，下

 士〉，発京，帰京，日数計） 第22 外国行人

 員（表頭清，朝鮮，普，仏，填，米〈差遣，帰

 朝〉；表側 軍人〈2～9等〉，軍属〈奏任，判，

 圧〉）外国公使館附（全前表） 第23 外国留学

 生：〔記事〕 外国留学生人員表（生頭 学員：

 8年7月1日総員，増員〈就職〉，減員く就職に

 付転減，帰朝，死亡〉，9年6月30日総員，在
 留地名5表側 歩兵科・参謀科等9科目〈少佐，

 少尉等〉） 第24 雇入外国人員（表頭  外国

 名；表側 官職，人名，出仕官癬，月給，雇入月

 日，雇継月日，解約月日，事故）
（2）陸軍省第2年報

調査対象年 明治9年度（9年7月頃10年6月）
内容細目 第1 本省並諸宮癖位置：諸官庁並所轄

 地坪，建坪明細表（10年6月30日調）（表頭
 工兵方面：第1～第6〈名称：陸軍局，近衛局等

 〉；表側 所在，地坪，建坪） 第2 庶務〔記

 事〕 第3 徴兵：各府県下掛兵景況一班（表頭

 笥1～第6軍轟く府県別〉；表側 品等く上等，

 中等，下等〉，雑報〈兵役志願者，徴兵代人料納

 入者等〉） 徴兵並免役人員（全前年） 第4

 諸兵総員：常備諸兵隊配置（10年6月30日調）
 （表頭 所管：近衛，6鎮台く屯営地名〉；表側

 兵種く歩兵，騎兵，砲兵，輔重兵〉，前年度に比

 較〈増，減〉） 常備諸掛人員表（三頭 所管：

 近衛・6鎮台く隊叩く階級〉＞；表側 9年6月

 30日総員，増員く就職，昇進，入隊，転入〉，

 減員く陸軍部内の転職，他の院省使府県へ転庄，

 昇進に付転減，非職，免官，除隊，刑罰く停官徒

 刑以ヒ，降等職等》，死亡〉，10年6月30日総
 員，9年6月30日に比較差引く増，減〉＞）教
 導団諸隊惣員（表頭 兵種：歩兵大隊・騎兵中隊

 等く階級く官名》〉；表側 全前表〔但し，減員

 の項に「卒業赴任」を追加〕） 第5 軍人軍属

 総員（全前年） 第6 軍紀風紀〔記事〕 第7
 野営演習並長途行軍〔記事） 第8 砲兵事業：

 本廠事業1第1表 兵器弾薬製作員数（全前年）

 第2表 臨時兵器製作員数（表頭 品目；表側

 数） 第3表 臨時弾薬製作品（全前表） 第4

 表 受領地所（表頭 9年，IO年；表側 地名，
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番地，債数，所用，請取月日） 第5表 家屋新

築（9年，10年）〔記事〕 支廠事業：第1表
兵器弾薬製作員数（表罫 品目；表側 数） 第

2表 臨時兵器弾薬製作員数（全前表） 第3表

受領地所（9年目地名，坪数，受領月日） 第4
表 家屋新築〔記事〕 第9 工兵事業：新築の

部 工兵各方面諸建築概表（9年，10年） 土地

受領の部 土地受領表（表頭 9年置10年〈地
名〉；表側 所用，地坪，受領月） 土地返付の

部 土地返付表（毛頭 9年・10年く地名〉 ；

表側 旧所用，地坪，返付月） 工兵器具購買並

給与の事由：工兵器具購買員数表（表頭 購買器

名；表側 員数） 測量器具購買員数（全前表）

工兵器具給与員数（表頭 書名；表側 近衛工兵

隊，東京鎮台工兵隊，大阪鎮台工兵隊，教導団工

兵隊） 第10 測量図書〔記事〕 1 亜細亜

図書翻訳編輯成稿 2 欧米図書翻訳成稿 3

兵史成稿 4 政誌 5 製図 6 写真 7
測量 検地 8 文庫図書出納 9 図書出版

10 戦書軍用電信用紙印刷 11 図書印刷員数
12 ．官版彫刻 13 図書払下員数  〔付録〕

図書測量事業多寡比較表（堅頭 年度く前週
年，本迎年，本年度を前年に比較するにく増，

減〉〉；表側 亜細亜図書部数，欧米図書部
数等13項目） 第11 学術：〔記事〕 士官
学校生徒並戸山学校学生増減表（表頭 所管：士

官学校，戸山学校く官名生徒種類〉；表側 9年

6月30日総員，増員く任官，入校，転科〉，減
員く圧用転科に付転減，士官生徒に転入，復隊，

退校，免官，刑罰，死亡〉，10年6月30日総員，

9年6月30日に比較く増，減〉） 砲兵本廠軍
馬台輪馬田生徒増減表（全前年） 海外留学生：

〔記事〕海外留学生増減表（表頭 科目：歩兵科，

参謀工期〈階級：中佐，少佐等＞1表側 9年6
月30日総員，増員く就職〉，減員く就職に付転

職，帰朝，死亡〉，10年6月30日減員，9年6
月30日に比較してく増，減〉） 雇入外国人：雇

入外国人員（全前年） 第12 医事：〔記事）

各隊下士兵卒及諸学校生徒並囚獄病者表（9年1
月～10年6月） （表頭 所管区分く兵種〉；表

側 総兵員1日平均，患者員数，思者〈油団，新

患〉，施療日数，1ケ年半平均1日の患者．健兵
百人に付患者の比例，疹癒，死亡，不治除隊，事

故，後遺） 諸患者病症表（表頭 内科・外科〈

病名〉；表側 残留く病室，室内，病院〉，新思

〈室外，室内，病院〉，施療員日数く室外・室内

・病院《員，日〉＞，転帰員数く疹癒・死亡・不

治除役・事故く室外，室内，病院》〉，後遣く室

外，室内，病院〉） 第13 軍法： 犯罪事由及



 人員〔記事〕 軍人軍属行刑表（全前年 但    常備兵免役人員（10年12月調）（表頭 軍管；

 し，表側に「前年度に比較」を追加）第14馬    第1～第6〈類別：事故，病気，処刑，常免第1

 匹＝卓馬増減表（全前年） 病馬増減表（在隊）   〉；表側 8年兵，9年兵」10年兵，9年に比較〈

 （表頭 所管＝表側 9年6月30日総数，増数    増，減〉）第5 軍人軍属総員：軍人軍属総員表

 く新思〉，減数く外傷，廃馬，発死〉，10年6月    （11年6月30日調）（全前年） 第6 野営演

 30日現数，9年6月30日比較） 病馬増減表     習並長途行軍〔記事〕 第7 砲兵事業：本一兵
 （在病馬腹）（表頭 所管別；表側 9年6月30   器弾薬製造員数表（全前年）兵器弾薬配賦員数表

 日総数，増数く入厩〉，減数く出概〉，10年6    （全前表） 家屋新築表（10年）〔記事〕 兵器

 月30日現数，9年6月30日に比較 く増，減〉    弾薬製作員数表（全前々表） 予備兵器弾薬製作

 ） 第15祭典＝記事〕 第16 賞郎（年記，月   員数（全前表） 兵器弾薬配賦員数表（全前表）
 日，受賞者，被血5者，人員，名称，事項） 第17    家屋新築表〔記事〕 第8 工兵事業： 〔記事〕

 外国行人員（表頭 外国名く発着：差遣，帰着〉    工兵各忘面諸築造並経費表（表頭 第1～第6工

 ；表側 軍人〈2等～9等〉，軍属く湊任，判任    兵方面〈旧細川邸歩兵営，士官学校事務室等＞1

 ＞） 第18 経費：会計経理く記事〕 経費内訳    表側1年月日く起工，落成〉，金額く概費，実費

 表（第1～第2表）（表頭 所管：本省，参謀局，   〉） 土地存廃：受領の部 土地受領麦（表頭

 近衛局，車田，砲兵く本廠，支廠〉，工兵方面等    10年・11書く地名〉弓表側 所用，地坪，受領の

 ：表側  （俸給，給与等25項目） 臨時費：熊    月〉） 返附の部 土地返附表（表頭 全前表；

 衣県下暴動費（受高，経費，残金大蔵省へ返納高）   表側 旧所用，地坪，返付の月） 工兵器具調整

 臨時費内訳（俸給，諸傭給，旅費，根食費，被服    給与：第1表 工兵器具調整並給与員数表（黒頭

 陣具費，軍器費，需用費，郵便電信，運送費，経    調整器名く円頭爆音等〉；表側 員数，前年度残

 営費，厩費，病傷費，賜金，囚虜費，諸雑費）     数，給与く近衛工兵隊，東京鎮省工兵隊，熊本鎮

 被服購求：被服購求高並代価平均比較表（全前年）   男工兵隊，教導団：［兵隊〉，本年直後数） 第2

 附録 征討：ミ記事〕 臨時召集後備軍人員表（    表 測量器具調整並給与表（全前表） 第3表

 （冒頭 軍器く鎮台く後備軍種類》〉＝表側 歩    工兵器械調整並給与員数表（表頭 全前表；員数，

 兵，騎兵，砲兵，工兵，輔重兵） 臨時編制諸隊    給与く近衛工兵隊，栗京鎮台1二兵隊，大阪鎮台工

 （編成月日，管轄，成立，隊弓・）           兵隊，教導団工兵隊〉，残数） 第4表 測量器

（3）陸軍省第3年報                   調整並給与表（全前表） 第5表 歩兵手明兵器

調査射象年 明治10年度（10年7月～11年6月）     具調整並給与員数（表頭 全前表；表側 員数，

内容細目 第1 本：省並諸官癖位置：ζ記箏〕 τ    給与〈近衛歩兵隊，6鎮台歩兵隊〉，残塁） 第9

 兵各方面地坪建坪総計表 （表頭 方面〈第1～    図書測量〔記事〕（全前年，但し，地理実測表，

 第6＞；表側 地坪，建坪） 第2 庶務：諸士    文庫本図書出納修理増減，印刷製本童部数表を追

 規各小則事項表〔記事〕 公文書二塁件数 第3    加） 第10学術：〔記事〕 諸生徒学生人員表

 徴兵：徴兵並免役科目相当人員表（全前年） 各    （11年6月30日調）（表頭 校舎：士官学校，

 府県徴兵等格表（前年度各府県下徴兵景況一班に    戸山学校，砲兵本営，軍馬局，馬鐸学舎く階級：

 同じ） 第4 諸兵総員：近衛各鎮台教導団諸隊    少尉，生徒等〉；表側 人員，10年6月30日に

 配置増減表（11年6月30日調）（前年度の常備    比較く増，減〉） 海外留学生人員（11年6月
 諸兵隊配置に同じ） 近衛各鎮台教導団及諸隊屯    30日舞）（表頭 官名こ表側 国名：独・仏〈

 営地名（所管，兵種，隊数，屯営地名） 諸隊兵    兵科二参謀科，歩兵科等〉） 雇入外国人（ 11

 員増減：近衛各鎮台諸隊人員（11年6月30日目）   年6月30日）（全前年 但し，表側に事故の項目

 （華壇 所管：近衛・6鎮台〈隊数〉；表側 階    を追加） 第ll医事：〔記事〕 各隊下士兵卒

 級：上長官，士官，下士，兵卒，生兵，職工〔以    及諸学校生徒並囚獄病者表：その1（全前年）

 下階級別と略す｝，10年6月30日に比較く増・減    その2（全前年） 諸患者病母表（全前年 諸思

 〉） 教導団諸隊人員（11年6月30日調）（表    者病症表） 第12軍法：犯罪事由及人員（記事）

 頭隊数：歩兵1大隊・騎兵1中隊・砲兵1大隊・ 行刑表（全前年）第13馬匹＝軍馬周調馬厩馬
 工兵1中隊・車楽1隊  ；表側 全前表） 後備    匹現在数（表頭 所管別；表側 馬匹， 10年6

 環人員（10年12月調）（表頭 軍管：第1～第    月30日に比較く増，減〉） 近衛鎮台諸隊及び

 6；表側 人貫く第1・第2＞・．9年に比較く増・   諸官癖馬匹現在数（ll年6月30日調）（表頭

 減〉） 国民軍人員（10年12月調）（表頭 年    所管：近衛，6鎮台等＝表側 参謀部，諸隊く歩

 合ζ17才～40才〉：表側 軍管：第1～第6）   兵，騎兵，砲兵，工兵，輔重兵〉，衛戌・備付・
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貸ド，10年6月30日に比較く増，減〉） 病馬

現在表（11年6月30日調）（表頭庁名：近衛，
6鎮台等；表側 在所管・在営馬裂く騎兵，砲兵，

．P備砲兵，工兵，蛆虫兵，備付〉） 第14祭典

＝記事〕 第15賞旭：賞価人員表（表目官等
；表側 賞悔等差，人員，事由） 台湾従軍記章

授与人員表（表組 軍人・軍属く官等〉；表側

人員〈現在官，旧領〉） 第16在外国人員：在
外国人員表（表頭 外国名：清・露・普く着発：

差週，帰朝〉；表側 軍人〈5等～9等〉） 第
17経費：経費出納（受高，仕払高，残高大蔵省

返納金） 経費明細表（第1～第3表）（表広

量前年経費内訳表；表側 俸給，給与等31項
目） 臨時費表（金額，支出事由） 被服輸入品

購求高及総価並代価平均比較表（全前年 被服購

求高並代価平均比較表） 附録 征討：〔記事〕

征討諸隊編制並戦時弾薬等員数1旅団編成麦（表

頭 隊蛙｝：旅団名く聯隊，大隊号〉；表側 大隊，

中隊，小隊，分隊，人員） 後備軍諸兵召集人員

表（堅頭 第1～第6軍管く鎮台名く後備軍種類

：第1，第2＞〉；表側歩兵，騎兵，砲兵，工
兵，幡重兵） 臨時編成諸隊表（編制月日，解散

月日，管轄，成立，隊弓’） 戦死傷死人員表（表

頭 所轄：第1旅団，第2旅団等＝表側 ヒ長官
・士官・下士・兵卒く戦死。負傷后死〉） 銃砲

弾丸消耗員数表（表頭 小銃・大砲く名称〉；表

側 所轄：南関砲廠，第1旅団等） 使用銃砲存

廃表（表頭 全前表；表側 総数，損数，残高）

（4）陸軍省第4年報

調査対象年 明治n年度（11年7月～10年6月）
内容細目 総論ζ記事〕 第1 本省並諸官庁位置

 〔：陸軍諸官解及び各兵営転換）（年紀，名称，所

 在〕 陸軍省所轄地坪総数表（12年6月30日誌）

 （国頭 軍管：第1～第6；表側 地坪，11年
 6月30日に比較く増，減〉） 全国存城地名乗

 第2 庶務：（記事〕 文書受送件数 第3 徴

 兵：従明治9年至同12年徴兵並免役人員比較表
 （甲南 20歳丁壮の総員，20歳丁壮総員中 く

 徴兵連名簿人員，前年に於て翌年回しとなる名簿

 人員，免役逓名簿人員〉，徴兵連名簿並翌年回し

 名簿人員中く常備兵，補充兵，5尺未満，事故免

 役死没翌年回等〉，免役連名簿人員；表側 9年

 ～12年） 徴兵並免役科目相当人員表（全前年，

 但し，表側に前年に比較く増，減〉を追加） 第

 4 軍人軍属総員：軍人軍属総員表（12年6月

 30日調，但後備革は11年12月調）（全前年）
 第5 隊外軍人軍属総員：隊外軍人軍属増減表

 （表頭 増員〈新任．就職，昇進〉・減員く陸軍
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部内の転減・他の院省使府県に転任・昇進に付減

員・免官・非職・刑罰・死亡く階級＞＞；表側

所管：本省く第1～第5局〉，近衛局等） 面外

軍人重属総員表（12年6月30日調）（目頭 官
等〈官名〉；表側 全前表） 非職将校及同等官

壁画命将校増減表（表頭 増員く非職〉・減員く

就職・免官・死亡《歩兵・騎兵等（階級別）》〉

；表側 待命，第1部，第2部，他の官省院展府
県へ兼任） 非職将校及同等官並待命将校人員表

（12年6月30日目）（固頭 階級別；表側 待
命，第1部，第2部，他の官省院使府県へ兼任，1年6

月30日に比較〈増，減〉）第6 諸兵総員：諸
隊増減沿革表〔記事⊃ 陸軍諸隊配置表（前々年

度の常備諸兵隊配置に同じ） 近衛各鎮台人員増

減表（表頭 増員く就職・昇進・入隊・転入く階級

別》〉，減員く陸軍部内の転職・他の三省使府県

に転任・昇進に付転覆・非職’免官・除隊・刑罰・

死亡《：階級別》〉；表側 近衛・6鎮台く歩，騎，

砲，：［，幅〉） 近衛各鎮台諸隊人員（12年6

月30日調）（全前年） 教導団諸隊人員増減表
（座頭 増員く就職・昇進・細細・転入ぐ階級別

ン〉，減員く陸軍部内の転職・卒業赴任・昇進に

付転減・非職・免官・除隊・刑罰・死亡《階級別

〉＞こ表側 兵種：歩兵，騎兵，砲兵，：L兵，軍

楽） 教導団諸隊人員（全前年） 6管鎮台常備

兵免役並死没人員表（表頭 軍管：第1～第6〈
事故，病気，処刑，傷疾，死亡〉；表側 9年兵，

10年兵，ll年兵，10年12月に比較く増，減
〉） 後備軍人員表（全前年） 国民軍人員表

（全前年） 第7 野営行軍ζ記事〕 第8 砲

廠事業：兵器弾薬製造修理：兵器弾薬製作並買収

員数第！表（本廠事業）（全前年）同第2表（支

廠事業）（全前年） 兵器修理員数第1表（国憲

事業）（表頭 品目；表側 員数） 同量2表

（支廠事業）（全前表） 兵器弾薬支給分配：兵

器弾薬配賦員数表（表頭 品目；表側 支給箇所

：砲兵第1方面く近衛，東京鎮台，仙台鎮台，名

占屋鎮台〉，砲兵第2方面く大阪鎮台，広島鎮台，

熊本鎮台〉） 弾薬消耗：小銃射的其様弾薬消耗

員数表（蝿頭 所管：近衛・6鎮台く隊名〉；表

側 品名：スナイトル・エンヒール＜実包，空包
〉等）大砲射的其外弾薬消耗員数表（表頭 全前

表；表側 品目：4斤く榴弾，榴霰弾，霰弾〉等）

礼砲及正午砲装薬消耗員数表（表頭 所管：東京

正午砲，神奈川砲台礼砲等；浸側 装薬く発数，

ε孟目〉，摩軋管） 家屋新築L言d事）  第9 1二

兵与面事業：家屋新築 工兵各庁面新築並経費表

（前年 L兵各方面諸築造並経費表に同じ） 土

地受領返附；受領の部 土地受領表（全前年）返



附の部 一L地返附表（全前年） L鍬兵器調整及

給与；I r＝兵器具調整給与表（全前年） 2

L兵隊測量器具調整給与表（全前年） 第10図
書測撮：：事業比較増減表（全前年） 1 亜細亜

図書編輯成稿 2 欧米図書翻訳成稿 3 兵史

成槁 4 製図 5 出版く以h記事〕 6 図
書印刷彫刻製本売却：印刷製本黒部数表（全前年♪

7 測量 地理実測表（全前年） 測量図編成表

8 写真 9 文庫図書出納：文庫図書出納表
文庫図書修理減却表 第ll 学術：〔記事〕

士官学校諸生徒現員表（12年6月30日調）（表

頭兵科区分；表側生徒人員，ll年6月30日
に比較〈増，減〉） 戸山学校： 〈記事〕 学生

人員表（表頭 学生：第5期・臨時く官名：大尉

中尉等〉：表側 人員，前年度在校人員に比較ぐ

増，減〉） 教導団：L記事〕 砲兵本廠； 、三・i

事〕 諸L生徒現員表（12年6月30日調）（馬
頭 種類：火工，日工，木工，鍛工，鋳工；表側

人員，U年6月30日目比較〈増，減〉） 車馬

局：（記事〕 蹄鉄生徒現員表（12年6月30日
調）（表頭 階級：1等，2等；表側 全前表）

望楼学舎：こ記事） 馬医生徒現員表（12年6月

30日過）（生徒人員，11年6月30Eiに比較く
増，減〉） 海外留学生： 〔記事〕 海外留学生

現員表（12年6月30日調）（全前年） 雇入外
国人現員表（12年6月30日調）（全前年） 第
12医治：箏務＝記事） 戦役傷者恩給令第6式

覆販診断証書調整一覧表（表頭 将校・下士・兵

卒・軍属〈傷項：1～4項〉こ表側 所管） 各

隊下士兵卒及諸学校生徒井囚獄病者表：その1（

（全前年） その2 諸患者病類表（全前年）

第13軍法：犯罪景況：、記事） 行刑表（全前年）

未決罪囚現員表（12年6月30日調）（表頭所
管別＝裁判所，東京鎮台く佐倉，高崎〉，仙台鎮

台等；表側 士官，下士，生徒，兵卒，軍属，平

民，徒刑人） 罪囚現員表（11年6月30日調）
（口頭 囚獄：東京，大阪，熊本；表側 準流《

終身，10年，7年，5年〉，徒刑く3年，2年
1年〉，戒役） 第M 馬匹ζ記事〕 軍馬増減

：軍馬増減表（表頭 軍馬局調馬厩く増数《購
求，返納》，減数《支給，売却，発死，解剖〉＞，

近衛各鎮台諸隊及諸官解く増凄く購求，請求》，

減数く返納，売却，発死》〉；表側 馬溜，年度

に比較〈前年・前々年巽増，減》〉） 車馬局調

馬厩馬匹現在表（12年6月30日調）（表頭 本

局馬車種馬，調馬腹；表側 馬数，ll年6月30
日に比較く増，減〉） 近衛各鎮台諸隊及諸官癬

馬匹現在表（12年6月30日調）（全前年） 病
馬増減：廃死馬匹表（表頭 近衛，鎮台く東京，

 名占屋，大阪，熊本〉，士宮学校，教導団，軍馬

 局＝表側 廃除，弊死，年度に比較ぐ前年，前々

 牢〉） 病馬現在表（正2年6月30日調）（本筋
 年 ）  第 15 祭典 く言己事〕   第 16 賞恒血：  （言工事〕

 1 叙勲：叙勲人員表（表頭 勲等勲章：表側

 賜金く年金，一時金〉，日羽，人員，征役〈鹿児

 島，佐賀，台湾，佐賀台湾〉） 勲位號奪人員表

 （勲位読半年月球．勲業，金額，官名，人員）

 2 従車記章：台湾従軍記章授与人員表（表頭
 軍人，軍属；表側 人員く旧官名，現在官’〉）

 3 恩給扶助；孤児寡婦扶助表（弾頭 官名；表

 側 金額，人員．事由） 遺族…扶助表（全前表）

 4 平時賞血 平時賞円転（表頭 11年・12年
 く月日〉；表側 官職，人員，品物，賞愉事由）

 第17 在外国人員： ζ在外国人員表〕（全前年）

 第18経費：会計経理＝記事〕 陸軍経費計算表
 （拙く本省，参謀局等庁識別＼㍉帯く定額金，増

 額金，負傷患者費，近衛砲兵暴動費〉） 経費内

 訳表（第1～第3表）（表頭 金前年竃表側俸
 給，給与等36項目）被服購求：被服購求並代価

 平均比較表（表頭 2弓’紺械，4号同等品目撃；

 表側 購求高，代価高，1尺或は1枚定価，四隣

 求代価，比較） 附録 飾隊式し記事〕 巡幸送

 迎式〔記事〕 諸生徒学術天覧式〔記事〕

⑤陸軍省第5年報

調査対象年 明治12年度（12年7月～13年6月）

内容細目 総論〔記事〕 第1 本省並諸官解位置

 ：陸軍省所管地坪総数表（13年61．｛30H調）

 （全前年） 第2 庶務：諸制規各小則新定改定

 表．、記事〕 文書受送件数表 第3 徴兵：13年

 徴兵第1表（表頭 20歳丁壮総員，20歳工壮総
 脳中く徴集名簿人員，翌年回名簿人員，先人筆名

 簿人員，第2予備徴兵名簿人員，免役名簿人員〉，

 除役名簿人員中く常備・補充．・兵科別》，第1予

 備徴兵〉，翌年回名簿人員中く常備下士卒兄弟，

 陸梅軍生徒兄弟等〉，先入兵名簿人員中ぐ逃亡，

 他行等〉，第2予備徴兵名簿人員戴く50歳未商，

 同ヒ養子〉，免役名簿人員中く戸主，独チ独孫等

 〉，除役名簿人員往く廃疾，不具等〉，除名人員

 く事故，従前の免役調査漏〉；表側 第1～第6

 軍管，第7軍国の内函館） 13年徴兵第2表
 （亀頭 前年送名簿人員く21～27歳の者〉 ，

 徴集人員〈常備・補充ぐ兵科別．〃，第1↑つ備徴兵

 〉，翌年回人員く常備下士卒兄弟等〉，翌年回徴

 兵令第67条相当の者く逃亡，他行等’♪，第2．r

 備徴兵人員く徴兵令改正前50歳未満の長子嗣子
 相続人，海軍士官室従僕等〉，免役人員ピ戸｝三，

 独孫等〉，除役人員く廃疾，不具等〉，除名人員

 く戸籍錯誤，事故等〉＝表側 セ前表） 13年徴
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兵第3表（表顕 入営延期前年送名簿総員，入営

延期前年送名簿人員中〈21～26歳の者〉，徴集
人員，以下前表の表頭に同じ．；表側 全前表）

13年徴兵第4表（表頭 前年送先入兵名簿総員，

前年送先入兵名簿人員中く21～27歳の者〉，徴

集入員，翌年回徴兵令第67条相当人員，除役人
員，除名人員く以ヒ，細目は前々表に同じ〉；表

側 全前表） 徴兵免役料ヒ納比較表（表頭 第

1～第6軍管，第7の内函館；表側 6年，7届く
全額，半額〉，．8～13年） 第4 軍人軍属総員

：軍人軍属現在総員表（13年6月30日調）（全
前年） 第5 無隊軍人軍属総員：無隊軍人軍属

増減表（全前年 隊外軍人軍属増減表） 無上軍

人固目総員表（13年6月30日調）（全前年 隊
外軍人軍属総員表） 非職将校及同等官並待命将

校増減表（全前年） 非職将校及同等官並待命将

校人員表（13年6月30日半）（全前年） 第6
諸兵総員：陸軍諸隊配置表（13年6月30日半）
（全前年） 近衛各鎮台人員増減表（全量犀）

近衛各鎮台諸隊人員表（13年6月30日調）（全
前年） 士官学校生徒大隊人員増減表（表頭 増

員く新入，任官，転入，昇進〉，減員く陸軍部内

の昇進転遷，免官，卒業，退校，死亡〉；表側

上長官，士官，下士，生徒少尉く砲，工〉，生徒

く歩，騎，砲，工，特科，無漏〉） 士官学校生

徒大隊現在人員表（階級：ヒ長官〈少佐〉，士官

く大尉，中尉，少尉〉，下士〈曹長，軍曹，伍長

〉，生徒く4年～1年〉） 教導団諸隊人員増
減表（全前年） 教導団諸隊人員表（全前年）

軍用電信隊増減表（表目 増員く新任，就職

〉，減員く陸軍部内の転減〉；表側 士官，下士，

生徒，生兵） 軍用電信隊現在人員表（官等：士

官く大尉，中尉，軍吏補〉，下士く曹長，軍曹，

伍長〉，電信技手〈1～3等〉，生徒，生兵）

6管鎮台常備兵免役並死没人員表（12年12空調）

（全前年） 予備後備軍人表（口頭 第1～第6

軍量器；表側 予備，後備，11年12月に比較く

増，減〉） 第7 野営行軍〔記事〕 第8 砲

廠事業：兵器弾薬製作並修理員数第1表（東京砲

兵工廠事業）（全前年） 脚注2表（大阪砲兵工

廠事業）（全前表） 兵器弾薬配賦員数表（全前

年） 小銃射的其外弾薬消耗員数表（全前年）

大砲射的其外弾薬消耗員数表（全前年） 礼砲及

正午砲装薬消耗員数表（全前年） 第9 工兵方

面事業：建築土功：〔記事〕 工兵各方面新築並

経費表 土地受領返附：受領の部 土地受領表

（全前年） 返附の部 土地返附表（全前年）

工鍬兵器具調整及給与：1 工兵隊器具調整予備

給与表（前年 工兵隊器具調製給与表に同じ）
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2 ．L兵隊測騒器具調整予備給与表（前年 工兵

隊測量器具調整給与表に同じ） 3 歩兵隊鍬兵

器具調整給与表（全前年） 第10図書測量：事

業比較増減表 1 外国図書翻訳成稿 2 兵史

成稿 3 製図4石灰5写真 6 出版〔以ヒ
記事〕 7 図書印刷と木製本売却：印刷製本等

部数表 8 測量：地理実測表 測量図編製表

9 文庫図書 文庫図書出納表 文庫図書新納減

却修理表 第ll学術：士官学校：こ記事〕 幼

年生徒現員表（13年6月30日調）（表具 専業
生，官費生，自費生；表側 人員，12年6月30
日に比較〈増，減〉） 戸山学校：〔記事） 学

生人員表（表頭 官名：少佐，大尉等；表側 人

員く定期《第6，第7＞，臨時〉，前年度在校人

員に比較） 教導団：こ記事〕 諸工生徒現員表

（13年6月30日直）（全前年） 軍馬局〔記事〕

蹄鉄生徒現員表（13年6月30日調）（全前年）
電信生徒二£記事〕 海外留学生：〔記事｝ 海外

留学生現員表（13年6月30日調）（表頭外国
名：独・仏等く官等名〉ち表側 科目：参謀，歩

兵等，12年6月30日に比較く増，減〉） 雇入

外国人 雇入外国人現員表（13年6月30日調）

（全前年） 第12医事：1 事務 戦役傷者恩
給令第6即詰藪診断証書調製一覧表（表頭 所管

〈将校，下士，兵卒，生徒〉；表側 傷項：1～

4項） 2 患者の景況：患者病類系統区分表

（表頭 内科，外科；表側 前年新思，本年新患，

旧新患者員数，施療日数，全治，死亡，不治除役，

半治退院，未鄭重遺） 自明治9年丁銀12年陸
軍諸兵累年脚気思者比較表：その1（表頭 9～

12偉く所管〉；表側 前年残患，本年新患，旧
新患者員数，全治，死亡，不治除役，半治退院，

未治後遺） その2（表面 全前表1表側 1ケ
年平均1日の兵員，引目贈名に付脚気思者の員数，

脚気患者百名に付く全治，死亡，不治除役〉）

3 流行病の景況：明治12年虎列刺病患者軍人
平民比較表（表頭 12年の人口，虎国縫の患者，

同治癒，同死亡比例く人口1万に付患者，患者百

名に付治癒する者，同死亡するもの〉；表側 地

方人民，陸軍軍人） 明治12年陸軍部内虎列空

病の発源並思者治癒死亡表（表頭 兵営地名別；

表側 発，滅，治癒せし者，死亡せし者）附 言

壁風発生の累況 以上。美幌下士兵卒及諸学校生

徒井囚獄病者表（全前年） 諸思者病類表（全前

年） 第13 軍法：犯罪累況〔記事〕 行刑表
（全前年） 諸隊犯罪人員比較表（表頭 所管別

く士官，下士，兵卒〉こ表側 人員く現在，犯罪

〉，百名に付ての比較） 未決罪囚現員数（ 13

年6月30日調）（全前年） 罪囚現員表（13fr



 6月30日調）（全前年）第14馬匹：こ記事〕
 雇馬増減；軍馬増減表（全前年） 軍馬局調馬概

 馬匹現在表（13年6月30日田）（全前年）近
 衛各鎮台諸隊及諸官癖馬匹現在表（13年6月30
 日調）（全前年） 病馬増減＝廃止馬匹表（寺前

 年） 病馬現在表（13年6月30日野）（全前年）

 第15祭典〔記事〕 第16 賞憧：1 叙勲賜
 金：叙勲人員表（全前年） 賜金人員表（表頭

 賜金別：表側 官名，人員，征服く鹿児島，佐賀，

 台湾，佐賀台湾〉） 2 恩給扶助：恩給並扶助

 表（麗筆 車人・軍属く官名別〉；表側 傷疲疾、

 病事項く1～4項〉，扶助〈寡婦，孤児〉，一時
 扶助く父母，祖父母或弟妹〉） 3 平時賞｛血：

 平時賞旭表（全前年） 4 精勤証書褒賞休業：

 精勤証書下附人員表（田頭 所管葺く国号く官職

 》〉；表側入員） 褒賞休業証下黒人黒表（表頭

 全前表；表側 週日間く1～4），日数く5～25
 ＞） 第17 在外国人員；在外国人員表（全前

 年） 第18 経費：会計計理 陸軍経費計算表
 （貸く本省，砲兵会議等〉，弱く定額金，増額金，

 虎目刺病予防費等〉） 経費内訳表（第1表～第

 4表）（筆頭 全前年；表側 俸給，給与等28
 項目） 被服購求 被服購求並代価平均比較表

 （全前年） 附録 飾書式〔記事〕 学術天覧式

 〔記事〕 本省へ臨幸〔記事〕

16）陸軍省第6年報

調査対象年 明治13年度（13年7月～14年6月）

内容細目 総論〔記事〕 第1 本省並諸官癖位置

  陸軍管轄地積建坪明細表（14年6月30無調）

 （岸頭 工兵方面1第1～第6〈名称：陸軍省，
 参謀本部等〉；表側 地名，地坪，建坪） 第2

 庶務：諸制規各週則議定改正表こ記事） 文書受

 送件数表 蒐書編纂表（表頭 書名く刻正，改正，

 製本）；表側 13年く7～12月〉，14年〈1
 ～6月〉）簿書出納表（冒頭 書名く出納度数，

 収蔵，製本，旧庫に移す〉；表側 全前表） 第

 3 徴兵：徴兵景況（記事〕 14年徴兵第1表

 （全前年） 14年徴兵第2日目全前年） 14年
 微兵第3表（全前年） 14年徴兵第4表（寺前
 年） 第4 軍人軍属総員：軍人軍属現在総員表

 （14年6月30日調）（全前年） 第5 無隊軍
 人軍属総員：無隊軍人軍属増減表（全前年） 無

 隊軍人軍属総員表（14年6月30日調）（全前年）

 非職将校及同等官井待命将校増減表（全前年）

 非職将校及同等官井待命将校人員表（14年6月

 30日調）（全前年）予備軍躯員増減表（表頭増

                     ＼員く入籍く兵科別》〉，減員く除籍＼歩兵ン・ノ：

表側 下士く曹長，軍曹，伍長〉） 予備軍賜員
ノ＼員表（ 14年6月30Ei調） （表頭  ．トート（’豊妻露←
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別く曹長，軍曹，伍長》〉＝表側 鎮台別） 後
備軍磯廻増減表（表頭 増員く入籍く兵科別》〉，

減員く転職・退職・免官・死亡く兵科別》〉；表

側 ヒ長官，士官，下士） 後備軍駅員人員表（

（14年6月30日調）（全前々表）第6 諸兵
総員：近衛各鎮台人員増減表（全前年） 近衛各

鎮台諸隊人員表（14年6月30日調）（全前年）
憲兵隊人員増減表（表頭 増員く新入，転入〉，

減員く免官〉；表側 1二長官，士官，兵卒，小使）

憲兵隊人員表（14年6月30日調）（前表の表側
に同じ） 士官学校生徒大隊人員増減表（表層

全前年；表側 ヒ長官，士官，下士，生徒く4年

～1年く兵科別》〉） 士宮学校生徒大隊入口表

（M年6月30日歯）（前表の表側に同じ）教
導団諸隊人員増減表（全前年） 教導団諸隊人員

浸（14年6月30日調）（全前年） 軍用電信隊人

員増減表（全前年） 軍用電信隊人員表（14年

6月30日調）（全前年） 常備兵免役並死亡人
員表（全前年 6管笛台常備兵免役並死没人員表）

予備後備軍人員表（14年6月30日出）（表頭
第1～第6軍団く師管別く予備，後備＞＞；表側

歩兵，騎兵，砲兵，工兵，鋼重兵，細石細土，12

年12月31日に比較く増，減〉） 第7 野営行
軍〔記事〕 第8 砲廠事業：兵器弾薬製作員数

第1表（東京砲兵工廠事業）（全前年） 同国2

表（大阪砲兵工廠事業）（全前年） 兵器弾薬製

作中止員数表（大阪砲兵工廠事業）（品名別，員数）

兵器修理員数第1表（東京砲兵工廠事業）（全前

表） 同第2表（大阪砲兵工廠事業）（全前表）

兵器弾薬目眩員数第1表（砲兵第1方面事業）
（表出 品名別；表側 配賦箇所：近衛，鎮台く

東京，名古屋〉，士官学校戸山学校教導団，憲兵

隊，電信隊，砲兵会議） 同第2表（砲兵第2方

面事業）（表頭 品名別；表側 鎮台く大阪，広

島，熊本〉） 附録 兵器弾薬配賦員数表（第2

方面事業）（表頭 品名別；表側 砲兵第1方面，

大阪砲兵工：廠，諸部，売却） 第g r兵方面事

業二1 建築土功 新築経費表（表土 第1～第6

工兵方面く青山御所近衛兵分遣哨所，同士官厩等

〉；表側 建坪，年月日〈起工，落成〉，金額く

曝首，実費〉） 工兵各方面修繕入費表（表頭

第1～第6方面く名称別〉；表側 概費，実費）

2 土地 家屋受領返附 土地受領返附坪数表：

その1（表頭 第1～第6工兵方面〈地名別〉；表

側 受領く坪数〉） 乏の2（表頭 全前表；表

側 返附く坪数〉） 家屋受領返附坪数表二その

1（全前々麦） その2（全前々表） 3 工鍬
兵器調製岐給与：工兵隊揖具調製給与表（全前表

但し，前年表名は工兵隊器具調製予備給与表）



［兵隊測量器具調整予備給与表（全前年） 歩兵

隊鍬兵器具調整給与表（全前表） 第10図書測

量：累年図書測量事業比較表（表頭 8～13年度

；表側 図書く外国図書翻訳，兵史成稿等〉，測

琶図く編成，根落成，稿落成〉，写真，文庫出納

等く納庫，出庫，修理，滅却〉） 1 図書編纂

刊行 2 製図 3 測量〔以下記事〕 4 文
庫：文庫出納 文庫増減井修理員数表 5 出版

図書並写真〔記事〕 6 印刷上木製本売却 印

刷製本田部数表 第11 学術 士官学校：〔記

事〕 幼年生徒増減表（纏頭 13年7月1日総員，

曳く入校〉，短く士官生徒に転ず，退校，死亡〉，

14年6月30日総員；表側生徒く官費，自費〉，
事業生，前年度に比較〈増，減〉） 戸山学校＝

〔記事〕 学生増減表（表頭 13年7月1日総
員，増〈入校，昇進〉，減く昇進転遷，卒業く

散校，復隊〉，退校，免官，刑罰，死亡〉，14年

6月30日総員；表側 士官く臨時前期・第7期
《大尉，中尉，少尉〉＞，下士く第7期・《曹長，

軍曹，伍長〉＞，卒く第7期く嘲賦〉＞，前年度

比較）教導団  〔記事〕 東京砲兵工廠：ζ記事〕

諸．L生徒増減表（筆頭 13年7月1日総員，渇く

入舎〉，減く就職，退舎，刑罰，死亡〉， 14年

6月30日総員二表側 火工，銃工，木工，鍛工，

鞍工，電工，前年度比較） 軍馬局：〔記事〕 蹄

鉄生徒増減表（弓頭 13年7月1日総員，増く
入舎，昇等〉，憎く就職，昇等に付転減，退団，

刑罰，死亡〉；表側1等，2等，前年度に比較）
電信隊〔記事〕 海外留学生：〔記事〕 海外留学

生現員表（14年6月30日調）（全前年） 雇入
外国人 雇入外国人現員表（14年6月30日調）

（全前年） 第12 医治 1 事務：〔記事〕
戦役負傷者恩給令第6史筆薮診断証書調製一覧表

（全前年） 陸軍軍医官現員表（14年6月30日
調）（表頭 官名：軍医総監，軍医監等5表側

官癖：東京，仙台，名古屋，大阪，広島，熊本）

陸軍軍医部下士卒現員表（14年6月30日調）（低

頭 官名：1～3等看病人，看病卒；表側 全前

表） 2 薬物：薬物出納価格表（草頭 東京，

仙台等所管別陸軍病院井管下各病室別；表側 前

年より越高の薬価，本年度買入の薬価，本年度消

費の薬価，消費内訳〈病院薬価，病室薬価〉，後

年度に残る説き薬価） 各地陸軍病院消費薬価井

施療思者1名1日薬価歩合表（表頭 所管別陸軍
病院；表側 本年患者の施療日数，本年入院患者

の薬価，入院患者1ゲ年平均1日1人の薬価）

屯営病室及重病室消費薬価井施療思者1人1日の
薬価歩合表（表頭 近衛東京鎮台校団局廠病室及

重病室，仙台等5鎮台別屯営病室及重病室；表側
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全前表） 患者自運の薬価収納表（表頭 全前表

；表側 服薬の日数，薬価） 3 治療器械：治

療器械員数表（前年度よりの越高，本年度内に買

入れたるもの等） 4 患者の景況：患者所管表

その1（表層 所管別；表側 前年度の固目，本

年度の新患，計，全治，死亡，不治除役，事故，

未治後年に渉る者，前年度の患者員数，前年に比

較） その2（表頭 全前表；表側 兵員，健兵

毎千患者比例，患者毒心全治比例，患者守則死亡

比例，思者毎千除役比例） 患者兵種表＝その1

（表頭 兵種：歩兵，騎兵等；表側 門前患者所

管表その1） その2（表頭 全前表；表側 全

前思者所管表その2） 患者等級表：その1（表

頭種類：下士，兵卒等；表側全土思者所管表
その1） その2（表頭 全前表；表側 全前思

者所管表その2）．病類区分治療日数歩合表（表

頭 呼吸器病，血行器病等病類〔以下細目略病理

とのみ記す〕；表側 旧新患者員数，施療日数，

1ケ年平均1日施療人員，剛兵毎千1日思者比例，

施療日数四千各病比例，患者毎1名施療日数比例）

〔同所管別表｝（国頭 所管別こ表側 全前表）

病類所管患者表（筆頭 病理；表側 官解く所管

別〉，前年度の員数，前年度比較） 守則兵種患

者表（媒質 病理；表側 兵種別） 病目区分累

年思者表（山頭 病類；表側 9～12年， 4ケ

年平均，13年，4ケ年平均より13年の増，減）
5 死亡：死亡病類第1表（所管別）（目頭 親
類；表側 所管別，前年度の死者，前年に比較）

死亡病類第2表（兵種別）（弾頭 全前表＝表側

兵種別，死者毎千各病比例，馴者毎千歯病死者比

例，死者1名に付生存者何名） 累年死亡病気区

分表（田頭 病類；表側 9～12年，4ケ年平
均，13年，4ケ年平均より13年の増，減） 6
除役：除役病類第1表（所管別）（全前死亡病田

第1表） 除役電報第2表（兵種別）（全土死亡
病類第2表） 累年除役病類区分表（全前累年死

亡挿櫛区分表） 7 種痘：種痘人員表（田頭

初種・再三種〈善感，不感〉，兵員百分比例；表

側 所管別，接種百分三筆比例，前年度の員数，

前年に比較） 8 伝染病：各軍管兵営伝染及流

行病患者表（表頭 第1～第6師管別〈兵営別〉；

表側 麻診，発日室扶堺田病類） 脚気患者兵種

区分表（表頭 兵種別；表側 患者，兵員，兵員

毎百患者比例，治癒，患者毎百治癒比例，死亡，

思者毎百死亡比例，思者毎百兵種比例，前年度の

患者，前年に比較） 脚気思者各軍管兵営区分表

（表頭 軍管別く兵営別〉；表側 全前表） 9

諸思者病類表（13年7月1日～14年6月30日）
（全前年） 10 薬物：薬物消費表（13年7月



 1日～14年6月30日）（表側 イロハ別薬名；
表側 所管別） 第13 軍法：犯罪の景況 行
刑表（全前年） 未決罪囚表（全前年 未決罪囚

現員表） 諸隊犯罪人員比較表（表頭 所管別く

隊号：歩兵連隊・騎兵中隊等く階級別》〉；表側
人員〈現在，犯罪〉，現在人員百名に付犯罪人員

の比例） 陸軍囚獄の景況；一己事） 罪囚人員

表（14年6月30日調）（全前年） 第14馬匹
：1 軍馬事務：馬匹増減比較表（表頭 8～13

年度；表側 購求，売却，6月30日現数）  2
軍馬増減：軍馬増減第1表（表頭 軍馬局〈本局，

東京調馬厩，前年度比較〉；表側 13年7月1日
総数，堅く購求，返納〉，曳く支給，売却，弊死，

解剖〉，14年6月30日総数） 同訓2表（表明
所管別く隊号〉；表側 全前表） 3 病馬事務

：〔記事〕 4 病馬景況：病馬比較表（表頭

8～13年度；表側 帰馬，病馬，快復，廃除，
蛯死） 5 病馬増減：病馬増減表（表頭 所管

別く隊号〉；表側 在所管・在病馬曳く13年7
月1日現在，曳く新患》，減く入病馬腹，快復，

廃馬，発死》，14年6月30日現在〉） 第15
祭典〔記事） 第16 鼻血：1 叙勲賜金： 叙

勲人員増減表（表頭 13年7月1日総員，増員
く新叙・単願く年金（L額，下額），一時金，無

賜金》〉，減員〈転出・説奪・死亡く年金（h額，

下額）．一時金，無賜金》〉，14年6月30日総
員，内訳く年金《七額，下額》，一時金，無賜金

〉；表側 勲等：大勲位，1～8等） 軍功一時
賞金人員表（表頭 官名；表側 人員，各自賜金

額，事項） 2 恩給扶助1恩給並扶助表（表頭

官名；表側 導引疾病人員く3項，金額，4項，

金額〉，扶助人員く寡婦，金額，孤児，金額，家

族，金額〉） 3 平時華氏；賞佃第1表（全前

年平時賞血表） 同2表（表頭 砲兵工廠く栗京

・大阪《鑓工，役夫等》〉，与咲く第1～第6〈人

夫，石工等》〉；表側 人員，金額，事由） 4

精勤証書褒賞休業士宮適任証書：精勤証書並褒賞

休業証下国人員表（一頭 所管別く隊碧く官職別

》〉；表側 精勤証書下欄人員，褒賞休業日下附

く週日間《1～4日》，若干日数，人員計〉，前
年度比較） 士官適任証書下八人黒表（表現 兵

科官名；表側 所管別） 第17 在外国人員：

ζ在外国人員表〕（全前年） 第18 経費：会

計経費 経費計算表（第1～第5表）（表頭 全

前年；表側 俸給，雑給等35項目） 被服輸入

品購求並代価平均比較表（全前年被服購求並代価

平均比較表） 第19 累年事業：累年事業一覧

表（表頭 庶務く規則定正，文書受領，稟請指令，

文書送達〉，徴兵く丁壮総員・常備・補充く兵科別

 》，事故免役翌年廻田，免除〉，軍人軍属く総員，

 無隊・隊付《階級別》〉，国民軍，隊数く歩兵《：

 聯隊，独立大隊〉，騎兵く大隊，中隊》，砲兵《

 大隊，中隊，海岸隊〉，工兵く大隊，中隊，小隊

 》，隈隈堅く中隊，小隊》，軍楽，電信，憲兵〉，

 兵器弾薬種類く製造修理，給与〉，工鍬器具種類

 く襲造《工兵，鍬兵，測量〉，給与〉，所管土地

 家屋く地坪，建坪〉，新築落成箇所，図書く翻訳，

 野史其他成稿，製図，写真，出版，印刷，売却〉，

 測量く地理測量，測図編製〉，生徒く士官学校く

 士官・幼年（入校，卒業，事故）〉，戸山学校く

 入校，卒業，事故》，教導旨く入団，卒業，事故

 》，軍医・砲兵諸工・蹄鉄・馬医《入舎，卒業，

 事故》，電信く入隊，卒業，事故〉，海外留学く

 派遣，帰朝，事故》〉，外国教師く総員，雇入，

 解約〉，医治〈新患，疹癒，除隊，事故，死亡〉，

 行刑〈階級別〉，軍馬く総数，購求，売却，罹病，

 快復，廃除〉，賞｛叩く叙勲・賞金・賞品く戦時，

 平時》》経費穂計く定額，増額，臨時額，経費高，

 未決算打切高，大蔵省へ返納高〉；表側 8～13
 年） 附録  〔軍器改正の概略〕 ζ記事〕

（7）陸軍省第7年報

調査対象年 明治14年度（14年7月～15年6月）

内容細目 第1 本省並諸官解位置：地所家屋受

 領返附坪数表（表頭 工兵方面：第1～第6；表

 側 受領く地名，地曳，建坪，所用〉，返附く地

 名，機鋒，建坪，旧所用〉） 陸軍省所轄土地家

 屋総坪数表（文頭 工兵方面1第1～第6；表側

 地積・建坪，14年6月30日に比較く地漬。建
 重く増，減》〉） 第2 庶務：諸制規各小斎新

 定改定表〔記事〕 文書受事件数表 手書編纂並

 出納表 第3 徴兵：〔週日徴集比較表〕（表頭

 第1～第6軍曹1表側 応徴壮r総員，徴豪く常
 備，補充〉，徴集員，徴集と徴集員との比較〈増，

 減〉，応徴壮丁磁壁に付徴集員の比例） 明治15

 年徴兵第1表，同第2表，同第3表，同書4表（

 以上全前年）   第4 軍人軍属総員：軍人
 軍属総員表（15年6月30日韓）（全前年） 第
 5 戦隊軍人軍嘱及非職将校下士人員：無韻軍人

 軍属人員表（15年6月30日調）（全前年） 非

 職軍人人員第1表（15年6月30日調）（表頭
 階級別；表側 待命，第1部，第2部，陸軍部外

 へ兼任，14年6月30日に比較） 同韻2表 躯
 員（15年6月30日調）（表頭 予備く下士《兵
 科別（曹長，軍曹，伍長）》〉，後備〈階級別，

 兵科別〉；表側 6鎮台別，14年6月30日比較）
 第6 諸隊予備後備兵人員：近衛各鎮台諸隊人員

 表（15年6月30日調）（全前年） 生徒並憲兵

 電信諸隊人員表（15年6月3G日調）（表頭 階
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級別；表側 士官学校く生徒大隊〉，教導弾く、歩

兵大隊，騎兵中隊等〉，憲兵隊，軍用電信隊，M

年6月30日に比較〈増，減〉） 33備蜜備軍人

表（15年6月30日過）（全前年） 東京憲兵隊
部署表（表頭 憲兵中佐，全癒上等；表側 本部g

第1～第6管区く分豪渓く第1～第6分隊》〉）

第7 野営行軍（記事〕 第8 砲廠事業1兵器
弾薬配賦員数第1表（砲兵第1方面事業）（全前

年） 同第2表（砲兵第2方面事業）（全前年）

第9 工兵方面事業 建築土功：〔記事〕 工兵

各方面新築経費表（全前年 新築経費表） 工兵

各方面修繕経費表（塾頭 第1～第6方面く監軍
本部，旧本省等〉；表側 金額く概費，実費〉）

工鍬兵器具調製及給与：工兵隊器具調整給与表

（全前年） 工兵隊測量器具調整予備給与表（全

前年） 歩兵隊鍬兵器具調整給与表（全前年）

第10図書測量：図書編纂表 外国書籍翻訳表
各種製図製版表 各種製版表 測量図編製表 測

量図根落成表 測．量玉稿落成表 文庫図書出納表

文庫図書増減及修理表 図書出版表 各種写真表

図書印刷ヒ木表 第11学術 士官学校：〔記事〕

士官学校生徒人員表（15年6月30日調）（堅頭
兵科；表側 士官生徒く4年：生徒少尉，3年差

2年〉，幼年生徒） 戸山学校〔記事〕 教導団

 〔記事〕 教導団生徒人員表（15年6月30日

調）（表頭 兵科；表側 1等，2等，無筆，劇
潔く1等，2等，無量〉） 東京砲兵工廠： 〔記

事〕 諸工生徒人員表（15年6月30日調）（表
頭人員；表側生徒：火工㌧鍛工，鞍工，鋳工，

14年6月30日に比較） 軍馬局：こ記事〕 電

信隊：〔記事〕蹄鉄並電信生徒人員表（15年 6

月30日調）（話頭 蹄鉄，電信；表側 生徒く1

級，2級〉，14年6月30日‘こ比較） 海外留学

生： 海外留学生人員表（15年6月30日工）
‘表頭 総務局・参謀本部く在留国名〉；表側

兵科種類） 雇入外国人：雇入外国人員表（15年

6月30日調）（全前年） 第12 医治 1 事
務：〔記事〕 陸軍軍医官現員表（15年6月30
日調）（全前年） 陸軍軍医部下士卒現員表（15

年6月30日調）（全前年） 2 薬物：薬物出納
価格表（全前年） 各地陸軍病院消費薬価並施療

患者1人1EIの薬価表（全前年） 患者自儘の薬

価収納表（全前年） 病者薬物消費量（全前年

薬物消費表） 3 治療器械1治療器械員数表

（全前年） 4 患者の景況：患者所管表（全前

年）r所管区別に些り健者千名毎に患者の比例と

患者千名毎に治癒憂び死亡除役の比例〕（全前年）

 患者兵種表（全前年）〔兵種区別により健者千

名毎に患者の比例と患者千名毎に治癒及び死亡
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 除役の比例〕（全前年）患者等級表（全前年
  〔等級区別により健者千名毎に患者の比例と

 患者千名毎に治癒及び死亡除役の比例〕（全
 前年） 病類区分施療日掌歩合表（全前年）こ

 同前表各所耳許〕（全前年） 病類所管区分表（

 全前年病類所管思者表） 蛭類兵種区分表（全前

 年） 病類区分累年比較表（企前年） 5 死亡

 ：死亡測串第1表 所管別（全前年） 同第2表

  兵種別（全前年） 累年死亡病類区分表（口前

 年）6 除役：除役病類第1表 所管別（全前年．
  同第2表 兵種別（全前年）累年除役病類区分

 表（全前年）7 種痘＝種痘人員表（全前年）8
  伝染病：各軍管兵営伝染及流行病患者表（全前

 年） 脚気患者兵種区分表（全前年） 脚気患者

 各軍団兵営区分表（全前年） 9 病類：諸思者

 病類表（全前年） 第13 軍法：犯罪の景況
 〔記事） 処刑人員：行刑表（表頭 所管別く官
 職別〉；表側 刑名：旧軍律く閉門，謹慎等〉，

 新刑法く無期徒刑，有期流刑等〉，前年度に比較
 ）未決囚人員表（14年6月30日頃）（表頭 階級別

 ；表側 裁判所，6鎮台別） 諸兵隊犯罪人比例

 ：諸隊犯罪人員比較表（全前年） 囚獄景況：（

 記事〕 罪囚現員表（黒頭 囚獄：6鎮台別；表

’側 旧軍律く準流く終身，10年・5年，7年〉，徒刑《

 5年，3年，2年，1年以下〉，懲役，銀歯，禁獄〉，

 新刑法く無期流刑，有期徒刑，軽懲役，禁鋼く重，

 軽》〉，14年6月30日に比較く増，減〉） 第

 14馬匹：1 軍馬事務：軍馬増減表（表目 所

 選別く旧号〉；表側 14年7月1日総数，増く
 購求，購求受領〉，減〈返納支給，売却，発死，

 解剖〉，15年6月30日総数） 2 病馬事務：
 病馬増減表（表頭 所管別；表側 在所管 く14

 年7月1日総数，増く新思内訳（難症，重症，軽

 症），減《劃一馬厩，快復，軍馬，蜷死，15年

 6月30日総数》〉，在病馬厩く14年7月1日総
 数，浅く病冠》，減く快復，廃馬，一死〉〉，15

 年6月30日総数） 第15 祭典購己事〕第16
 賞｛血：叙勲人員表（表頭 年金〈上額，日額〉，

一時金，無賜金1表側 1～8等，前周年に比較
 く増，減〉） 軍功一時賞金人員表（全前年）

 恩給並扶助表（全前年） 平時賞櫨表（側頭 官

 職；表側 人員，金額，事由） 精勤証書目附人

 員表（表頭 所管別〈隊号ぐ官職別》〉，表側

 曹長，軍費，伍長，兵卒，前年度比較〈増，減〉）

 士官適任証書下附人員表（表頭 全前表；表側

 曹長，軍曹，前年度比較く増，減〉） 褒賞休業

 下附人員表（表頭 全前表；表側 人員く1週日

 間～4週日間，若干日数〉，前年度に比較く増，

 減〉） 第17在外国人員：在外国人員表（表頭



 外国別；表側 少佐・大尉・中尉く歩兵，砲兵〉，

 歩兵曹長） 第18 経費会計経費：経常経費
 計算表（全前年経費計算第1～5表） 別途経費

 計算第1表（蝿頭 軍器改造及臨時演習費，雑筆
 等費用区分；表側 庁名：本省，鎮台等） 別途

 経費計算第2表（表頭 砲台建築曰く雑給，庁議，

 営繕費〉，営繕費く裁判所及囚獄建築費，仙台金

 沢兵器建築費等〉；表側 第1～第6工兵方面）
 雑収入計算麦（塾頭 官有物〈払下代，貸下代〉，

 雑入；表側 実収高，納受高，全納付高） 被服

 輸入品購求並代価平均比較表（全前年） 附録

 〔兵器弾薬の改正〕〔記事〕 第6年報正誤
（8）陸軍省第8年報

調査対象年 明治15年度（15年7月～16年6．月）

内容細目 第1 本省並諸官解位置：地所家屋受領

 返附坪数表（全前年） 陸軍所轄土地家屋総坪数

 表（全前年） 第2 庶務：諸制規各小則出定改

 定表こ記事〕 簿書編製収蔵表 第3 徴兵；明

 治16年徴兵第1表（全前年） 同第2表（全前ヒ

 年）同歯3表（全前年） 同第4表（全前年）
 16年同心職業表（表頭 農，商，．医，僧，革工

 等49項目；表側 第1～第6軍管，第7の内函館）

 第4 軍人軍属総員：軍人軍属総員表（全前年）

 軍人軍属累年人員一覧表（表口 将官及同等官，

 上長官，士官，准士官，下士，卒く隊付，門外〉，

 生徒，留学生，軍属，計，前年度に比較く増，減

 〉，予備後備軍出雲く将校，下士〉計，前年度に

 比較；表側 8～16年） 第5無隊軍人軍属及
 非職将校人員：無目軍人軍属人員表（16年6月

 30日調）（全前年） 非職軍人人員表（16年
 6月30日調）（全前年） 予備後備軍輻人員表

 （16年6月30日調）（出前牢） 非職軍人人員
 第2表） 第6 諸隊並旨備後備軍人員：近衛各

 鎮台諸隊人員表（16年6月30日調）（全前年）
 憲兵電信屯田諸隊人員表（16年6月30日調）（表

 頭 階級：上長官，士官，下士，電信技士，諸卒，

 電信生徒；表側 憲兵隊，軍用電信隊，屯田兵第

 1大隊並附属分隊，15年6月30日に比較く増，

 減〉） 士官学校教導団諸隊人員表（16年6月
 30日豊）（表頭 階級別；表側 士官学校く生

 徒中隊，生徒少尉隊，幼年生徒隊〉，教導硬く歩

 兵大隊，騎兵中隊，砲兵中隊，工兵中隊，軍楽隊

 く第1，第2＞＞，15年6月30日に比較） チ
 備後備軍人員表（16年6月30日調）（全前年）
 第7 野営行軍〔記事〕 第8 砲廠事業＝記事〕

 第9 工兵方面事業：工兵各方面新築経費表（全

 前年） 工兵隊器具調整給与表（全前年） エ：兵

 隊測量器具調整給与表（全前牢） 歩兵隊鍬兵器

 具調整給与表（全前年） 第10 図書測賦：爵
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籍編纂表 外国書籍翻訳表 製図表 製石版表

測量図根落成表 測輿図稿落成表 測量編成表

写真表 文庫図書出納表 文庫図書新納修理減却

表 第11 学術 士官学校：〔記事〕 士官学校

生徒人員表（16年6月30日号）（弓頭 全前年
；表側 種類及学期別：生徒少尉く2部〈4年忌

〉，士官生徒く2部〈2年》，3部《1年》〉，

幼年生徒く2部く4年》，3部く3年》，5部〈1
年》〉） 戸山学校〔記事〕 教導団；〔記事〕

教導団生徒人員表（16年6月30日調）（全前年）

教導団生徒増減表（表頭 入営，除隊〈病気，転

隊〉，卒業，未卒業，任官，死亡，士官学校受検

者，脱走；表側 歩兵大隊，騎兵中隊，砲兵中隊，

軍楽隊） 諸工生徒：〔記事〕 細工生徒人員表

（16年6月30日調）（表頭火工，鍛工，鞍工，
鋳工多表側 区分，人員，15年6月30日に比較）

蹄鉄生徒人員表（16年6月30日調）（港頭 生

徒区分：1級，2級；表側人員，15年6月30
日に比較） 軍用電信技手生徒（記事〕 海外留

学生：〔記事〕 海外留学生人員表（16年6月

30日調）（全前年）大学校〔記事〕 第12医
治：1 事務 陸軍軍医官現員表（表頭 軍医く

軍医総監，軍医監等〉，剤軽く2等薬剤正，1等

剤官等〉；表側 在勤地別，定員に比較く過，不

足〉） 陸軍々医部下士卒現員表（表頭 1～3

等看護長，看病卒〈三兵，徴兵〉） 2 薬物：

薬物出納価格表（全前年） 各地陸軍病院消費薬

価並施療思者1人1日の薬価表（全前年） 屯営

病室及び重病室消費薬価並施療患者1人1日薬価
表（全前年） 患者自辮の薬価収納表（全前年）

病者薬物消費表（全前年） 3 治療機械：治療

器械員数表（全前年） d 患者景況1患者所管

表（店頭 近衛，憲兵，教導団，校廠局，鎮台

 表側 全前年） 〔所管区別により健者千名毎

に患者の比例と患者千名毎に治癒及び死亡
除役の比例〕（全前年） 患者等級表（全前年）

〔等級区別により健者千名毎に患者の比例と

患者千名毎に治癒及び死亡除役の比例〕（全
前年） 病類区分施療日数歩合表（全前年）〔同

前表所管区別〕（表頭 近衛，憲兵，教導団，藍

鼠局，鎮台く6鎮台〉；表側 全前表） 踊躍所

管区分表（表頭 全前年；表側 近衛，憲兵，教

導団，校廠局，鎮台く6鎮台別〉，前年度の新患，

前年度に比較く増，減〉） 病類兵種区分表（全

前年） 病類区分累年比較表（全前年） （5種

兵につき1ケ年平均入病室以上の者と全く壮健に

して就役せし者の人員を調査〕（表頭 歩兵，騎

兵，砲兵，：1二兵，輔重兵；表側 1ケ年平均1日

の兵員，1ケ年平均1日入室以ヒの患者，1ケ年



平均1日健全の兵員） 5 死亡：死亡病類第1
表 所管別（表頭 全前年；表側 近衛，憲兵等

所管別，前年度の死者，前年に比較く増，減〉）

死亡病類第2表 兵種別（全前年） 累年死亡病

副区分表（全前年） 6 除役：除役病類第1表
 所管別（建直 全前年；表側 近衛，憲兵等所管

別，前年度の除役，前年度に比較く増，減〉）

除役病類第2表 兵種別（全前年） 累年除役病

垂区分表（全前年） 7 種痘；種痘人員表（全

前年） 8 伝染病：各軍鼓兵営伝染及流行病患

日表（全前年） 脚気患者兵種区分表（全前年）

脚気思者各自管兵営区分表（全前年）9 病類；

諸思者病類表（全前年） 附録 在朝鮮軍医記事

自明治15年8月7日至16年6月30日 朝鮮国
駐屯兵醜類表（語頭 呼吸器病，消化器差等病類

；表側 新患，施療日数，全治，死亡，事故，未

断後年に渉る者）〔同ヒ代替隊，時季別病毒表〕

（堅頭 全前表；表側 15年8月乃至同10月熊

本鎮台歩兵第14聯隊第2大隊・15年10月乃至
16年4月広島鎮台歩兵第11聯隊第1大隊右半
大隊・16年5月乃至同6月大阪鎮台歩兵第8聯
隊第1大隊右半大隊（新思，全治，死亡，事故）

〔同ヒ等級別表〕（到頭 将校，下士，兵卒，軍

属，雑部，職工並人夫；表側 思者，全治，死亡，

事故，未治鍛年に漁る者）〔同ヒ伝染病別表〕

（堅頭 水痘，腸室扶斯，間柱熱，地張熱，亜細

亜虎列刺，類虎列刺，赤痢；表側 患者，全治，

死亡，事故） 自明治15年9月至同16年4月朝
鮮国京城晴雨寒暖表（表頭 9月～4月5表側
晴雨日数く晴，雨，雪，曇〉，1ケ月平均の寒暖

〈日出，正午，日没〉，1ケ月寒暖の最高低く日

出。正午・日没く高・低》〉）

自明治15年9月月震16年4月胡鮮国済物取晴雨

寒暖表（全前表） 第13軍法：犯罪の鯉口 犯
罪表（堅頭 所管別く官職別〉；表側 罪名：抗

命，ヒ官に対し暴行等） 処刑人員：行刑表（表

頭所管別く官職別〉；表側刑名：準流，徒，
戒画帳，前年度に比較） 諸隊犯罪人員比例並に

増減：諸隊犯罪人員比例並増減表（全前表） 各

鎮台囚獄の景況：罪囚現員表（16年6月30日越）
（表頭 6鎮台別；表側 海陸軍律く準流，徒刑，

懲役〉，陸軍刑法く無期徒刑，有期徒刑《15年，

12年》，無期流刑等〉，15年6月30日に比較
く増，減〉） 第14 馬匹：1 軍馬増減 2

軍馬調習 3 廃馬 4 飼料 5 蹄鉄 β
望外将校馬匹〔以ヒ記事〕 軍馬増減表（表頭

軍馬局く馬車馬経験馬，調馬厩〉，諸隊く近衛局，

士官学校，6鎮台別〉，教導団等；表側 明治
15年7月1日総数，増く購求，受領〔表頭が諸
隊の時は購求〕〉，恥く支給二表頭が諸隊の時は

返附〕，買却ミ表頭が諸隊の時は売却〕，弊死，

解剖〉，明治16年6月30日総数，前年6月30日
に比較） 7 副馬：病馬増減表（表頭 所管別

；表側 残留・新思・快復・廃馬・蝿死・後遺く

在外，入厩〉） 新患内訳（難症・重症・軽症く

内患・外傷〉） 第15 祭典〔記事〕 第16
賞佃：叙勲人員表（表頭 新軽く年金く上額，下

愚》，一時金，無賜金〉，進叙；表側 大勲位，

1～8等，前年度に比較）軍功一時賞金人員表（

全前年）平時賞血表（圭頭 官職別；表側 人員，

物品，事由） 恩給扶助人員表（表頭 傷撰恩給

く連年給・一時限給《人員，金額》，寡婦孤児扶

助く連年給《人員，金額》〉，家族扶助〈一時限

結く人員，金額》〉：表側 官職） 精勤証書下

附人員表（全前年） 士官適任証書附与人員表

（全前年士官適任証書下灘人員表） 褒賞休業証

書下附人員表（全前年） 第17在外国人員：在
外国人員表（全前年） 第18経費 会計経理：

経常経費 経常経費計算表（表顕 全前年1表側

俸給，雑給等37項目）〔本年度諸官解費消金額14

年度増減比較表〕（表頭 明治14年度に対しく増

金額《士官学校，戸山学校等庁別》，減金額《本

省，教導団等庁別〉〉；表側金員） 別途経費

別途経費計算表（円頭 癖舎費，塾則，軍備費等

；表側 興業費〈東京砲兵工廠火薬製造所建築，

砲兵工廠隠田銃製造所建築，大阪砲兵工廠反射炉

増築〉，砲台建築費く工兵第一方面，東京湾臨時

建築署〉，朝鮮事件，朝鮮簾分遣隊，旧裁判所及

囚獄建築，重出，神社費）雑収入表（表頭官
有物陰下代，官有物貸下料，素望；表側 実収高，

収受高，納付高） 附録：朝鮮国出兵始末r記事〕

第7年報正誤

解  題

 1 沿 革

  「陸軍省年報」は「陸軍省統計年報」の前身であり，軍人の総員，諸隊編成，徴兵，兵器，医治，行刑，経

 費等，陸軍の活動に関する基本的な業務統計書である。「陸軍軍政年報」の解題で述べたように，「第4回年

 報」の例言によると第1回は明治9年12月27日附の太政官達によって明治8年（会計年度）分を編集し，10
 年6，月中に完成する予定であったが，西南戦争等の地方叛乱のため作業が遅れ，漸く明治ll年12月から起草

 し，12年3月に印刷に付したとある。
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 これより先，明治8年（歴年）を対照とした「陸軍軍政年報」が刊行されていたので編纂の際，これを参照

したということは前に述べた。さらに「第4年報」の例言によれば，「第2年前」（9年度）は引続き12年
中に完成，「第3年報」（10年度）もその年8月に起草し，12月に印刷に付したとある。「陸軍省年報」は

「第12年目」をもって終り， 「陸軍省統計年報」に引きつがれた。「陸軍省第1回統計年報」は明治20年（歴

年）を対照とし，明治21年に刊行され，最後の第49回（昭和12年度）が昭和14年に刊行されている・

2～4 調査目的 調査対象 調査系列
 この年報は，陸軍省全部局の事業の進渉，景況を把握するために作成されたものである。編集の際の基本資

料である各部局からの調査報告表の作成様式は明治7年の陸軍省諸報告規則にまで遡ることができる。同規則

の諸表式のその後の改訂中明治9年目り12年までの分は「法令全書」に別冊が略されているため見ることができ

なかった。明治13年6月19日目の改訂について見ると・先ず第1条に「報告規則は陸軍各局諸官癬の長
官其所管内に於て担任施行する事業並に人員馬匹及器械弾薬等の増減若くは時々の命令を銀行せし事項に就て

細大漏す事なく其先褒緩急軽重に従ひ陸軍卿に報告する順序を掲示する者なり……」とある。各局諸宮解は次

のとおりである，総務局 人員局 砲兵局 工兵局 会計局 近衛局 士官学校 東京鎮台外各5鎮台 戸山

学校 教導団 軍医本部 裁判所 砲兵各方面 砲兵各工廠 工兵各方面 軍馬局 出馬厩 参謀本部 監軍

本部。報告の種類は急報，前日，日報，週報，月報，季報，年報の7種に大別され，急報は定例なく，定例のある

前報以下の6種類について総務局以下各所一別に報告事項を列挙している。報告表の様式は略されているが，内閣

文庫にはこの明治13年報告規則の様式附の別冊が所蔵されている。なお，「第1年報」は陸軍省第一局編纂掛で

編纂され・その後・12年．10月，第一局は総務局となり，年報編纂は，その報告課編纂掛の所管となり17年に

及んでいる。

 「第1年報」は明治8年（会計年度）を対象とする本篇の前に，明治元年より8年6月までを対象とする陸

軍省年報前記が置かれ，1 官癬〔中央官庁のこと〕沿革，2 兵制沿革，3 経費支出の3項目に分けて記

述がなされている。本篇は以下の24項目に分かれる。1 陸軍省各局僧官解廃置 2規制出示 3 軍人軍

属総員 4 隊外軍人軍属総員 5 近衛鎮台諸隊総員 6 諸兵隊好編並軍紀風紀 7 野営行事対抗運動

8 徴兵事務 9 兵学校事務並諸種生徒総員  10 教導団諸隊総員 11 非職武官現員 12 軍法 13

祭典 14 馬匹附病馬 15 兵器製作並砲兵所属土地 16 工兵事業並城郭存廃 17 医事並軍人思者総

員 18 恩賞扶助 19 経費 20 参謀事務 21 検閲 22 外国行人員 23 外国留学生 24 雇
入外国人。 「第2年報」以降，規制細思が庶務，恩賞扶助が賞｛凄艶の名称変更や総員関係が1ヶ所にまとめ

られる等の異動，追加，変更が若干あっ七「第4年報」で全体が18項目に整理されてはぼ体裁が整備され

た。但し個々の項目の中では年々かなりの精粗の変化があり，とくに統計表の構成は少しつつ変化があるの

で注意を要する。 「第4年報」の例言によると「第1年報」は「8年々報〔陸軍軍政年報〕を斜罰し第1年報

（8年度）の稿を起せり此時に当て年紀は己に3週の年度を経過したれば徒らに帳簿ヒに就て之を調査したる

を以て或は誤謬なき能はず其体裁に至ても旧版充分なりとす」とある。また「第2第3年報の調査も亦第1年

報調査と其情状を同じくするものあり之を要するに後数年に在て前数年の事を調査する其簡略なると其誤謬あ

るは読者の諒恕を乞はざるなり」といっている。 「第2年報」と「第3年報」には西南戦争関係の記事と諸統

計表があり， 「第6年報」には第19に累年事業一覧表と題する明治8年～13年の累年統計表がある。

5 根拠法
 明治7年1月22日 陸軍省布第27号 陸軍全部（諸報告規則 法令全書 明治7年 別冊 諸報告規則）

 明治9年8月17日 陸軍省妻田127号 輪廓附 陸軍全部（陸軍諸報告改正規則 法令全書 明治9年 冒1
冊略す）

 明治9年12月28日
開拓使報告書編輯例則

 明治ll年7月6日

 明治12年9月19日
別冊略す）

 明治13年6月19日

太政官達無号各通（地租改正事務局，陸軍，海軍，教部，工部，司法，宮内6省並に

法令全書 明治9年頃別紙略す）

睦軍省達衆第104号 陸軍全部（陸軍報告規則改正 法令全書 明治11年 別冊略す
P

陸軍省達乙第61弓・陸軍全部（陸軍報告規則中改正削除 法令全書 明治12年

           陸軍省達乙第37号 輪廓附（陸軍報告規則改訂 法令全書 明治13年 別冊 陸軍
報告規則目録）〔法令全書の別冊 新訂陸軍報告規則には表式が略されているが，表式附の別冊が内閣文庫に所蔵

されている。 「新訂陸軍報告規則 表式附 全 陸軍省編」 明治13年6月19日附の陸軍卿大山 巌の達の
辞がある。〕
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 明冶15年6月24日 陸軍省達乙第40弓 輪廓附（陸軍報告例制を定め陸軍報告規則廃止 法令全書 明

治15年 別冊 陸軍報告例） 〔但し，この別冊には表式が略されているが，表式附の別冊が内閣文庫と総

理府統計局図書館に所蔵されている。 「陸軍報告例 全 睦軍省編」 明治15年6月24日附の陸軍卿大山

巌の達の辞がある。〕

 明治17年12月17日 陸軍省達乙第102号（陸軍報告例改正 法令全書 明治玉7年 別冊略す）〔表式附

の別冊が内閣文庫に所蔵されている。 「陸軍報告例 陸軍省編」 明治17年12月17日附の陸軍卿伯爵西郷
従道の達の辞がある。〕
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15 海軍省報告書 明治11年～明治15年 海軍省 明治13年～17年

（1）海軍省報告自明治十一年七月至同十二年六月

  198P・①
②海軍省報告 自明治十二年七月至同十三年六月

  度〕228P・②
（3）海軍省報告書 自明治十三年七月至同十四年六月 海軍省記録課

  358P・⑧
（4）海軍省報告書 自明治十四年七月至同十五年六月 海軍省統計課

  258P．④
（5晦軍省報告書 自明治十五年七月至同年十二月 海軍省内局統計課

  249P．⑤

海軍省記録課編 〔明治13年度〕
        （内）（総）（セ）
〔海軍省記録課〕編 〔明治14．年

        （内）（総）（セ）

編L明治15年〕
（内）（総）（セ）

編〔明治16年〕
（内）（総）（セ）

 編 凶年不詳

（内）（総）（セ）

書誌注記

①丁年は（3）「海軍省報告書自明治十三年七月至同十四年六月」の「第7図書の部」

に於いて13年度中の刊行図書に本書がある事実による。従って明治13年か14年かは現
在の所調査未了。② 刊年は（5）「海軍省報告書 自明治十四年七月至同十五年六，月」の

 「第7 図書」におげる14年度中の発行図書に本書が入っている事実による。従って明
治14年か15かは現在の所調査未了。③ 確証は（5）「海軍省報告書 自明治十五年七月

至同年十二月」の「第7 図書」において15年7～12月の発行図書に本書が入ってい
る事実による。④刊軍は「海軍省報告書明治十六年一月至同年十二月1の「第7図
書」に粘いて16年中の刊行図書に本書が入っている事実による。⑤この書物の訓注は，

 「海軍省報告書」の内容が17年度「海軍省第10年報 明治17年」は簡略化され，図

書の部の記載が無くなったため，確かめることができなかったが，それ以前の「海軍省報

告」の刊年の遅れから考えて，明治17年と推定されるが・ここでは刊年不詳としたQ

統計内容注記

 （1）海軍省報告 自明治11年7月至同12年6月

 調査対象年 明治11年度
 内容細目 第1 海軍総人員（12年6月30日調）
  〔武官並卒，文官人員表〕（表目 階級別：武官
  ・卒・文官く官等別〉；表側 人員く在職，非職〉；

  前年同月日総員，前年同月日に比較） 生徒附属諸

  雇及職工人員表（何頭 内国生徒，外国留学生徒，

  附属諸雇及職工；表側 人員，前年同月日総計，

  前年同月日に比較） 第2 庶務〔記事〕 第3

  劇防：第1表武官並卒 （表頭官職別；表側
  昇級，降級等）武宮相当官（同前表） 第2表
  文官（表頭 階級別：勅任，奏任等；表側 同前

  々表） 第4 艦船：艦船表 所轄並在任〔連呼〕

  艦船所轄在任表（12年6月30日調）（所・曙，

  在任，艦船名） 艦船定員増減〔記事〕 艦船乗

  組人員（12年6月1日調）（表頭 艦船名別；
  表側 階級別＝佐官，尉官等） 製造〔艦船，

  小船等〕 蟻装 修覆（海車部内，工部省所轄，

  人民所有，外国） 外国軍艦出入（麦頭 外国名

  ；表側 横浜港・長崎港く入港艘数，出港艘数＼）

  航舶表〔記事〕 第5 兵員：水兵徴募表（府県
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別） 火夫諸工徴募表（府県別） 〔水兵火夫諸

工〕勤続並免役（生頭 水兵，火夫，諸野心；表

側 無年期並満期勤続，満期免役．願に依り並特

別免役，弱体並不行状免役，弱体愚鈍免役，病気

兵役に難堪免役，事業中帯傷職務難堪免役）第6

兵器：兵器購求表（品目別） 兵器外国購求（表

頭 品目別；表側 条約年月日，到着年月日，注

文：高，到着高，注文国） 兵器製造表（品目別）

兵器修理表（品目別） 兵器予備現数表（品目別）

兵器貯蓄現数表（品目別） 兵器出納表（品目別）

第7 図書：著述 編纂1翻訳 製図 製表 刊
行〔以上記事〕 図書所蔵表（本邦書，洋書，漢

書） 第8 学術：学科及学則〔記事〕 生徒：

兵学校生徒‘表頭 等級別〈学科別〉；表側 任

官，入校，退校，病死，12年6月30日現員，
前年同月日現員，比較） 医務局所轄本病院生徒

表 造船所生徒表 造船所修業職工表 海外留学

生徒表 褒賞〔記事〕 第9 測量：沿岸測量
〔記事） 観象台原基時儀改正率測定〔記事）

毎月別観象測候表（明治11年11月～明治12年
6月） 第10 医治：患者（表頭 病名；表側
尺員，入院，全治，死亡，除籍，滞在） 裁判所医



室患者（表頭 病名；表側 人員，全治，放免，

滞在，死亡） 薬剤（種類計，前年度より貯蓄

高，購買高，製煉，返入，各庁艦船へ支出，変敗

或いは破損，現在高） 医療器械（種類計，前

年度より貯蓄高，購買高，各庁艦船へ支出，破損，

現在高） 伝染病予防〔記事〕 第11 職工：定

雇日雇〔造船所「職工及定人足現員（12年6月
30日調）（定則職工，日雇職．r二，定人足） 定

雇日雇〔兵器局〕職工現員（12年6月30日調）
（定日職工，日雇職工） 第12 雇入外国人
（表頭 外国名別，勤務：兵書取調，医学等；属

国 官姓名，雇入各庁，月給，雇入年月日，雇継

年月日，解約年月日，定約中解雇年月） 第13

賞典 第14 賑｛血：退隠扶助給与人員 （表頭

退隠料を受けし者，帯傷扶助料を受けし者，寡婦

扶助料を受けし者，孤児扶助料を受けし者，一時

賑曲金を受けし者；表側 官職別，前年度に比較）

下士以下家族扶助金及人員 （表頭 11～12年

；表側 給与月数，金額，人員） 第15 法律

⊂記箏〕 第16 刑罰：刑罰表（馬頭 官職別
；表側 刑罰名：死刑，停官等，前年度総員，前

年度に比較） 理獄（堅頭 官職；表側 拘留．

責付井停住） 自首並捕獲 （山頭 場所：裁判

所，派出裁判所等；表側 自首，捕獲） 入獄在

獄囚人（裁判所） （表頭 拘留，禁下等；表側

前年度より越人員，本年度中新入，本年6月30日

現在） 入獄在獄囚人（横須賀派出所）（同前表）

第17 土地：諸官町並所轄地坪建坪 （12年
6月30日調）（名称，所在，地坪，建坪） ．士二

地受領（岩頭  ll年，12年；表側 地名，地坪，

受領月日，事由） 土地返附（舷頭 12年；表側

同前表）

用年月）

渡年月）

事概表〕

 費実算（定額金計，経費計）

 額常費の残大蔵省へ返納，額田常費の残大蔵省へ

 返納） 定額常費（経費内訳第1～第2表）（表

 頭 庁名；表側 俸給，給与等22項目） 額外
 経費（経費内訳第3表）（座頭 唱名；表側 外国

 入諸費，外国旅費等9項目） 臨時費（経費内訳第

 4表） 3費（第1～第4表）合計（表頭 庁名
 ；表側 金額） 税外収入金（内訳：官有物収入

  雑入，雑部，駐賦及科金）

（2）海軍省報告 自明治12年7月至同13年6月
調査対象年 明治12年度
内容細目 第1 海軍総人貝（13年6月30日調）
 （同前年） 第2 庶務〔記事〕 第3 黙陸

 （同前年） 第4 艦船：艦船総数 艦船所轄並

並用地（名称，所在，地坪，建坪，借

貸望地（名称，所在，地坪，建坪，落

第18 土木：〔各庁別露営並修繕工

第19 経費：会計経理t．記事〕 経

         内（未決算金，定
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在任 附改称及等級〔記事〕 艦船所轄在任表

（13年6月30日調）（同前年） 艦船定員増
減〔記事〕 艦船乗組人員「13年6月1日調）
（同前年） 海軍部内艦船製造表（艦船名．竣工

年月日） 諸端船新造費（11年蔓，12年度）
海軍部外艦船製造 艦船修復表（海軍部内艦船・

海軍部外艦船く創工年月日，竣工年月日〉） 外

国軍艦出入（同前年）航固目〔記事〕 殖産事業

の景況：〔造船所備付機械及船下〕（内訳：機械，

雑器，船渠，船台，船装具） 造船所成立撮要：

〔記事〕 製造用原品（品名，産出地名，1ケ年

需用数，代価） 職工給料及事情（明治12年
8月調）（表頭 職名；表側 職位く頭職，平心〉

平均1人に付給料） 毎噸価額（潮頭 造船一式，

蒸汽磯械一式，陸機械一式，電工一式；表側 平

均1噸または1馬力に付，代価） 兵卒の衣服
（舶来品・内国製品く代価〉） 第5 兵員：水

兵徴募表（府県剥）下士徴募表（府県別）水
兵火夫諸山徴募表（府県別） 〔水兵火夫応当〕

勤続並免役（同前年） 第6 兵器；兵器購求表

（品目別） 兵器外国購求表（同前年） 兵器製

造表 兵器修理表 兵器出納個数表（以上品目別）

第7 図書： 〔記事〕図書所蔵表（同前年）

第8 学術：学科及学則〔記事〕 生徒：兵学校

生徒（同前年） 造船所費舎生徒表 造船所修業職

工表 海外留学生徒表 褒賞〔記事：〕第9 測量

：沿岸測量〔記事〕 観象台測天（12年1～12

月） 海軍観象台明治12年測候図 第10 医
治：患者 裁判所医室患者（以上2表同前年，但

し，表側の前年度人員に比較を追加） 薬剤
（同前年） 医療器械（同前年） 伝染病予防

〔記事〕 12年虎烈刺病思者総計表（表頭 地

名；表側 人員，治癒，死亡） 第11 職工：

定雇日雇〔造船所〕熾発着定人足現員（13年

6月30日調）（表頭 定雇職工，日雇職工，定
人足：表側 人員，前年同月日に比較） 定雇日

雇〔兵器局〕職工現員（13年6月30日調）
（南頭 定雇職工，日雇職工；表側 人員，前年

同月日に比較） 第12 雇入外国人（同前年）

第13 賞与〔記事〕 第14 賑｛血：退隠扶助

料給与人員（同前年） 下士以下家族扶助金及人

員（表土 12年，13年；表側 同前年，但し，

前年度人員に比較を追加） 第15 法律
〔記事〕 第16 刑罰：刑罰表（同前年） 理

獄（同前年） 自首井捕獲（同前年） 入獄在獄

囚人（裁判所）（同前年） 入獄在獄囚人（横須

賀派出所）（同前年） 第17 ：ヒ地：土地受領

：ヒ地返附 貸附地 借用地 （以上，同前年 但

し貸渡地は貸附地と改称） 第18 土木：〔各



 庁別所日並修繕工事畳表〕 第19 石炭：貯蓄

 石炭受払（表頭 地名く7月～翌年6月〉；表側
 越高・受込・合計・仕払・残高〈斤数，代価〉）

 主監局貯蓄石炭一高（表口 各庁，艦船；表側

 12年く7～12月〉，13導く1～6月〉）
 長崎出張所石炭受払表 唐津石炭用所石炭受払表

 第20 経費：会計経理〔記事〕 経費実算表：

 定額常費（経費内訳第1～第2表）（目頭 庁名

 ；表側 俸給，給料等20項目） 額外常費

 （経費内訳第3～第4表）（表頭 庁名；表側

 給与，庁実費等16項目） 臨時費（経費内訳第

 4表）（目頭 庁名；表側 営繕費．遣韓使護衛

 費） 3費（第1～第4表）合計（筆名別） 税
 外収入（官有物払F代，官有物貸．ド料，引入）附

  明治11年度報告書中正誤
（3）海軍省報告書 自明治13年7月目同14年6月
調査対象年度 明治13年度

内容細目 第1 海軍総人員（14年6月30日調）
 （同前年 但し，海軍下士座職分け表：下士類別

 人員表 卒類別人員表 日脚類別人員表を追加）

 第2 庶務〔記事〕 第3 職隣（同前年）第4
 艦船：艦船総数 艦船所轄井在任 附改称及等級

 等〔記事〕 艦船所轄在任表（14年6月30日
 調）（同前年） 艦船定員増減 附1丁分〕営1、記

 事〕 艦船乗組人員（14年6月1日調）（同前
 年） 海軍艦船製造表（艦船名，製造年月，船難・

 排水弾圧） 海軍小船製造表（船名，竣工年月日）

 海軍艦船修復表（艦船名，創工年月日，竣工箪月

 日，修復地名） 部外艦船裂造表（船名，製造年

 月日，排水単軸） 部外艦船修復表（同前々表）

 外国軍艦出人「同前年） 艦船航舶表〔記事〕

 第5 兵員：F．七微募表（府県別） 水兵火夫諸

 工徴募表（府県別） 〔水兵火夫諸工〕勤続井免

 役（同前年） 第6 兵器二兵器外国購買表（側頭

  品目別；表側 数，国名，地名，社名） 兵器内

 国購買表（品目別） 兵器製造表（品目別） 兵

 器出納個数：兵器試験表（月日，場所，品目，個

 数，主意，成績） 兵器出納個数表（品目別）

 第7 図書：〔記事］ 第8 学術：学科及学則
 ．〔記到  生徒：兵学校生徒（同前年）

 造船所費舎生徒表 造船所修業職工表 海外留学

 生徒表 褒賞〔記事〕 第9 測量：沿岸測量

 〔記事〕観象貝層天（13年1～12月）明
 治13年東京海軍観象台測候周歳概表 海車観象

 台明治13年測候図 測器試験（表頭 器名：表

 側 箇数，記事） 測器（表頭 品名；表側 前

 年より越高，本年度新調購買，還納，計，支出，

 破損，残余） 第10 医治：患者（表頭 病名

 ；表側 前年度より残留，本年度新思，計、前年

 度に比較，治癒，不治除籍，死亡，6月30日滞
 在） 下士諸卒生徒囚人患者（表頭 所轄：軍務

 局・主船二等〈下b，卒，准卒，生徒，囚人〉；

 表側 前年度より残留，本年度新患，計，治癒，

 不治除籍，死亡，6月30日滞在） 薬剤（同前
 年） 医療器械（同前年） 第1童 職工：定雇

 日雇〔造船所〕職工出定人足現員 定雇日雇〔兵

 器局〕職工現員（以上14年6月30日調）（同
 前年） 第12 外国行人員；（表目 外国名く発

 着：差遣，帰朝〉；表側 武官，文官） 第13

 雇入外国人（全前年） 第14 賞与〔記事〕

 第15 目撃：退隠扶助料給与人員（同前年）

 ド士以F家族扶助金及人員（表頭 13年，14年
 ；表側 同前年） 第16 法律〔記事〕 第17
 刑罰：刑罰表（同前年） 理獄（裁判所）理獄（

 横須賀派出所） 入獄在獄囚人（裁判所） 入獄

 在日囚人（横須賀派出所）（以上同前年） 第18

 土地：土地受領表 土地返附表 貸付地 借用地

 （以ヒ同前年） 第正9 土木：C各庁別新興並
 修繕工事概表．1 第20 石炭：石炭受渡（同前

 年 貯蓄石炭受払） 唐津用足石炭受払 第21
  経費：会計経理〔記事〕 経費実算表（経費内

 訳第1～2表）（表頭 庁名；表側 俸給，黙黙

 等26項目） 雑収入（内訳：同前年） 附 明

 治12年度報告書中正誤
（4）海軍省報告書 自明治14年7月齢同15年6月

調査対象年 明治14年度
内容細目 第1 海軍総人員（15年6月30日賦）
 （同前年） 海軍下士卒職分け表：ドニ1二類別人貝表

 卒類別人員表 准卒類別人員表 第2 庶務〔記

 事〕 第3 寸裂（同前年） 第4 艦船；艦船
 総数 艦船所轄並在任 附 改称改等級〔記事〕

 艦船所轄在任表（15年61］30日調）〔記事〕

 艦船定員増減〔記事〕 艦船乗組人員（15年

 6月1日調）（同前年） 艦船製造表（周前年）
 小船製造表（同前年） 部内艦船修復表（同前年）

 部外船舶製造表（同前年〉 部外艦船修復表（同

 前年） 器具下機製造支出（表頭 クラッチ，ブ

 ロック等；表側 製造数，支出数） 船渠船台表

  外国軍艦出入（同前年） 艦船航海1記事〕

 第5 兵員：下士徴募表（府県別） 水兵火夫諸
 工徴募表（府県別）〔水兵火夫諸工〕勤続並免役

 （同前年）第6 兵器二内国兵器購求表（品目別）

  外国兵器購求表 兵器製造表（以上同前年）

 兵器試験表（同前年） 兵器修理表 兵器出納表

 （以上同前年） 材料受渡表（品目別） 第7 図

 書（同前年） 第8 学術＝学科及学則〔記事〕
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 生徒：兵学校生徒（同前年） 機関学校生徒表

 造船所費舎生徒表 造船所修業職工表 海外留学

 生徒表 第9 測量：〔記事〕 明治14年東
 京海軍観象台測候周歳概表 海軍観象台明治14
 年測候図 回田台測器試験（同前年） 図誌受送

 （表頭．庁名，表側 受領数，送付数） 測器出

 納（同前年 測器） 海図井回訓紙布図紙出納

 第10 医治：〔記事〕 医務局所轄医官看病夫

 配置（15年6月30日調）（表頭 庁名：本局、
 東京病院等竃表側 官職） 士官患者病症表（表

 頭 病名；表側 残留，新患，比較，治癒，転療，

 死亡〉 生徒患者病症表（同前表） 下士卒准卒

 囚人患者病症表（同前表） 造船所賊船局兵器局

 職工役夫等患者病症表（同前表）生徒下士卒准卒

 囚人所轄区分患者表（表頭 所管：軍務局，東海

 鎮守府等；表側 同前表）薬剤（同前年） 医療

 器械（同前年） 各庁艦船薬品消費代価表（駅頭

 薬種品目；表側 消費高，代価）

 東京海軍病院14年度地理及衛生 横須賀海軍病

 院14年度地理及衛生 扶桑艦北海道廻航医事

 龍藤艦濠州廻航中医事〔以上記事〕第11職工：

 定雇日雇臨時雇〔造船所〕職工及定人足現員（15

 年12月31日調）（同前年 但し湖頭に臨時費
 職工を追加） 定雇日雇〔兵器局〕職工現員（15

 年12月31日調）（同前年） 第12 外国行
 人員（同前年） 第13 雇入外国人（同前年）

 第14 賞与〔記事〕 第15 賑伽：退隠扶助
 料給与人員（同前年）下士以下家族扶助金及人員

 （同前年） 第16 法律〔記事〕 第17 刑
 罰：刑罰表 刑罰表旧（同前年刑罰表） 刑罰表

 新：海軍刑法普通刑法軽罪（原頭 海軍刑法，普

 通刑法弓表側 刑名：重禁固，軽禁鋼，罰金，前

 年度総員，前年度に比較） 海軍軍人軍属犯罪種

 類員数（犯罪種類，員数） 同年令別人員表 同

 職務別人員表 日生国別人員表 同族直別人員表

 同宗旨別人員表 自首井捕獲（裁判所）（同前年）

 自首井捕獲（東海鎮守府）（同前表） 入獄在獄

 囚人（裁判所）（同前年） 入獄在獄囚人（東海

 鎮守府）（同前年） 第18 土地：土地受領

 土地返附 土地貸附 土地借受（以上同前年，但

 し貸附地は土地貸附，借用地は土地借受と改称）

 第19 土木：⊂各庁別心営並修繕工事概表〕

 （同前年） 第20 石炭：石炭受渡（同前年）

 唐津用所石炭受払表 第21 経費：会計経費

 〔記事〕 正誤 明治13年度報告書中 明治

  12年度報告書中
（5）海軍省報告書 自明治15年7月至同年12月

調査対象年度 明治15年後半年
内容細目 第1 海軍総人員（15年6月30日調）
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（同前年） 第2 庶務〔記事〕 第3 三鼎；

武官軽卒（同前年） 文言（同前年） 第4 艦

舶：艦船総数 艦船所轄並在任 附改称及等級

〔記事〕 艦船定員増減 艦船所轄在任表〔記事〕

艦船乗組人員（15年12月31日調）（岡前年）
艦船製造〔記事〕 部内艦船修復表（同前年）

部外艦船修復表（同前年） 器具機汽製造支出

（同前年） 外国軍艦出入（同前年） 艦船航海

〔記事） 第5 兵員：下士徴募表（府県別） 卒

徴募表（府県別） 勤続井免役（同前年） 第6

兵器：内国兵器購求表（品目別） 外国兵器購求

表（同前年） 兵器製造表（品目別） 兵器修理

表（品目別） 兵器試験表（同前年） 兵器出納

表（品目別） 材料受渡表（品目別） 第7 図

書（同前年） 第8 学術：学科及学則〔記事〕

生徒（同前年） 海外留学生徒（同前年） 第9

測量：沿岸測量〔記事〕 観象台回天（15年1

月～12月） 明治15年東京海軍翠蔓台測候周
鼎坐表（同前年） 海軍露坐台明治15年測候図
 測器試験（同前年） 図誌受送（同前年） 測器

出納（同前年） 海図井映塵紙布図出納（同前年）

書誌出納（表頭 航泊日誌，同系等；表側 前年

越高，本年新調購買，還納，計，支出，破損，残

余） 海図支出〔朝鮮事件関係〕（田頭 朝鮮全

図等；表側 参謀本部総務課，参謀本部等）

第10 医治：〔記事〕 医官看病夫各庁艦船営

配置（15年12月31調） （同前年） 士官
及准士官病症表（同前年 士官患者病症表に同じ）

生徒患者病症表（同前年） 下士卒去卒囚人患者

病症表（同前年） 造船所主船局兵器局留工役夫

患者病症表（同前年） 生徒下士卒准卒囚人所轄

区分患者表（同前年） 医療器械〔記事〕 薬剤

〔記事〕 薬品消費代価表（同前年） 東京海軍

病院衛生〔記事〕 筑波艦新西蘭土航海記事〔記

事〕 第11 職工：定雇日雇臨時雇〔造船所〕

職工剛比人足現員（15年12月31日調）（同
前年） 定宿日雇〔兵器局〕職工現員（15年

12月31日調）（同前年） 第12 外国行人
員（同前年） 第13 雇入外国人（同前年）

第14 賞与〔記事〕 第15 賑血：退隠扶助
料給与人員（同前年） 下士以下家族扶助金城人

員（給与月数，金員，人員） 第16 法律〔記

事〕 第17 刑罰 刑罰表旧（同前年） 刑罰
表新（同前年） 海軍軍人軍属犯罪種類員数（同

前年） 同年令別人員 同職務別人員 同生国別

人員 同族籍別人員 同宗旨別人員 理獄（裁判

所）（同前年） 理獄（東海鎮守府）（同前表）

自首並捕獲（裁判所）（同前年） 自首並捕獲
（東海鎮守府）（同前年） 入獄在獄囚人（裁判所）



（同前年） 入獄断獄囚人（東海鎮守府）（同前

年） 第18 土地：土地受領 土地返附 土地

借受（以上同前年） 第19 土木 〔各庁僧正

営修繕工事概表〕 第20 石炭：石炭受払（同

前年） 唐津用所石炭受払（同前年） 第21
軍馬：車の部（表頭 所轄：堀船局く2頭牽馬車・

1頭牽馬車，2頭牽荷馬車，1頭牽荷馬車；表側
15年6月31日総数） 馬の部（表頭 所轄：
早船局く馬車牽馬〉；表側 同前表） 第22

経費：会計経理〔記事〕 明治14年度経費実算

表（表頭 俸給，雑給等22項目；表側 庁名）
朝鮮国繋泊軍艦費（在韓人保護回艦費）長崎県下

墳墓合葬費（合葬費，祭典費） 留出（移転諸費）

雑収入（明治14年度年報に同じ） 興業費（表
出 癬舎費，職工費，材料費，建築費，火薬製造

所建築費，機械費；表側 横須賀造船所船渠建築，

火薬製造所） 作業収入（表頭 艦船製造器機製

作，艦船及器械類修繕等；表側 横須賀造船所，

唐津石炭用所） 営業費（表頭 俸給，雑給，作場

費，職工費，磯械費，材料費，建築費，採炭費；

表側 横須賀造船所，唐津石炭用所） 作業益金

（横須賀造船所，唐津石炭用所） 正誤 明治14

年度報告書中

解 題

 1 沿 革
  「海軍省報告書」は，「海軍省統計年報」の前身で，海軍人員，艦船，兵器，医治，刑罰，経費等，海軍の

 活動に関する基本的な業務統計書である。 「昭和16年海軍省統計年報第67回」の表紙裏にある「海軍省統

 計年報書冊沿革」につぎの記事がある。

  1 自明治1年至8年 海軍省報告書 1冊（印刷せず去て一般に配布し在らず），2 自明治9年同1冊

 （同上），3 自明治10年至明治12年 海軍省報告 3冊（印刷配布），4 自明治13年至明治16
 年 海軍省報告書 4冊（同上），5 自明治17年頭明治21年頃海軍省年報 5冊（同上），6 自明治22
 年至明治26年 海軍省報告 5冊（同上），7 自明治27至明治31年 海軍省報告 5冊（印刷せず依
 て一般に配布し在らず），8 自明治32年至昭和5年 海軍省年報 32冊（印刷配布），9 自昭和6年
 至昭和15年 海軍省年報（新様式の分）10冊（同上），10 昭和16年 海軍省統計年報 1冊（同上）
  以上が「海軍省統計年報」の沿革であり，9年12月27日太政官達によって海軍省では明治8年迄の分を
 とりまとめて1冊として編集し，更に明治9年の分も編集したが部内資料にとどめ，印刷刊行しなかったこと

 が分る。「明治10年度海軍省報告書」については，この沿革によれば印刷配布とあるが，「明治11年度海軍

 省報告」の例言によると11年度以前の報告は整備されていないので刊行せず，このll年度に至ってやや整
 備されてきたので「之を従前者に比すれば其体裁頗る簡約にして詳明なるを覚ゆ是を以って始めて此書を刊行頒

 布するを得だり尽し未だ以て大に諸般の成績を観るに足らざる可しと錐も自今益々改良を加え遂年之を刊行頒
 せんと欲す」といっており，両者の間に矛盾がある。明治10年度の「海軍省報告」が見つからないので，どち

 らが正しいか今の所不明である。

 2～4 調査目的 調査対象 調査系列
  海軍省各局各庁より，所管の事務全般の景況並に統計を毎年一定の期日（年により異なる）を定めて本省へ

 報告し，本省で編集され年報として刊行される。「海軍省報告書」の内容をなす各部局からの諸報告の拠るべ

 き規則の最初のものは，明治9年8月17日附の海軍省記3套第68号の別紙に見出される。それによると次

 の4項目（1 官員の数 2 雇外国人並基職務給料等 3 事務の要領 4 諸般の経費）があげられ，来
 る9月20日迄に差出すように述べているか様式についての規定はない。同年12月27日の太政官達別紙の
 報告書編纂例則により年報の掲載項目および様式が統ッされたと思われるが，これも見ることができず，また

 この例則による最初の海軍省報告も刊本がないため，内容を知ることはできなかった。13年12月4日の海

 軍省達丙第95号では月報を廃止し，年報については毎会計年度（7月～翌年6月）の分を毎年8月15日迄
 に差出すように達している。17年10月24日の海軍省丙第150号で「海軍省報告例別冊の通相楽候条1
 7年1月中り右に準拠取調各表一通可差出此旨相田候事。但別冊報告例は内局より配布候に付会計年報は16年
 7月より取調差出し週報月報半年報学期報の既往に属する分差出方の儀は同局へ協議すべし」といっている。

 法令全書には別冊が略されているが，この別冊（表式附）が内閣文庫に所蔵されている。それによってみると

 先ず第1条に「此報告例は海軍諸庁（部，局，府，所，校・東京軍法会議同監獄著等を云う）艦船（隊営も亦

 包括す）各長官其所管の処務及び事物の景況等を海軍卿に報告すべき様式を示すものなり」とある。年報の種

 類は直報，半年報，暦年報，会計年報，学期報の6種類に分けられ，各長官は「所管事物の諸表を綜核し，下

 に具する目録を付して進達せよ」といっている。
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 明治ll年度より明治13年度迄の報告書は本省記録課で編纂されたが，15年11月，本省に統計課がお
かれ報告書の編纂は記録課より引きつがれた．

 「明治11年度海軍省報告」の内容は次の19項同に分れている。1 海軍総入員 2 庶務 3馳陸（ち
ゅっちょ〔昇進及び降等のこと〕 4 艦船 5 兵員 6 兵器 7 図書 8 学術 9 測量 10

医治11 職工 12 雇入外国人 13 賞与 14 賑血 15 法律 16 刑罰 17 士地 18
 土木 19 経費
 「12年度報告」では石炭の項目が増え， 「14年度報告書」では外国行人員が増え，15年後半の報告書では車

馬が増え22項目になったのみで大きな項目は殆んど変動がない。但し， 「陸軍省年報」と同じく個々の統計表

は精粗の変化があり，表の構成も少しつつ変化があるので注意を要する。

5 根拠法
 明治9年8月17日海軍省記3套第68号（報告書編輯例則御沙汰書以回達の事 別紙 報告書編輯例則取
調に付いての要目 陸軍省布達全書 明治9年）

 明治9年12月28日 太政官無号 各通（地租改正事務局，陸軍，海軍，教部，工部，司法，宮内6省並
に開拓使報告書編纂例則 法令全書 明治9年 別紙略す）⊂陸軍省の場合と同じ〕

 明治12年2月海軍省往出第245（年月報告書）
 明治13年12月4日 海軍省達丙第95号 輪廓附 海軍一一般（月報を廃し報告書改正 法舎全書 明治

13年別冊略す）
 明治16年3月13日目海軍省達佳日29号 輪廓附 海軍一般（海軍一般報告書差出有 法令全書 明治

16年）
 明治17年10月24日 海軍省丙第150号 海軍一般 （海軍省報告例 法合全書 明治17年 別冊略す）
 〔海軍省報告例別冊の通相定候条云々とあるが．別冊は略されていて表式は見ることができない。但し
表式附の別冊が内閣文庫に所蔵されている。 「海軍省報告例 海軍省編」題簑に朱筆で十ヒ年上日嗣第百五十

号達附属別冊と添書あり。この報告例の第12条には「此報告は内局統計課に付し海軍省報告（会計年度を以

て調理すべき者）海軍省統計報告（会計年度或は暦年を以て調理すべき者）海軍省事務功程（暦年を以て調理

すべき者）等の書を編輯する材料に供するものと左り……」とある。〕

 明治17年10月24日 海軍省日歯第151号 海軍一般（報告書差出方 法令全書 明治17年）
 明治17年10月24日 海軍省達丙第152号 海軍一般（報告例を達するに付従前届出及報告中廃止
法令全書 明治17年）
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16共武政表第1～第4回陸軍参謀本部編明治8～14年

（1）共武政表 自巻一至巻四自巻五至巻九 陸軍参謀局 編 明治8年 2冊 158丁①

                            （国）（内）（セ・マ）
（2）第二回共武政表 ’．陸軍省」参謀本部編纂課 編 ．∫明治12年〕〔1258P．〕②

                        （内）＠（法務図書館）「セ・マ）

（3）第三回共武政表 上；下〔陸葺省1参謀本部編 〔明治13年2冊1216R③
                        （内）②（法務図書館）（セ・マ）

（4）明治十三年共武政表 上；下 〔陸軍省〕参謀本部 編 1明治14年〕650；650R④

              （法務図書館）（広島県庁行政資料センター）（セーマ）
所蔵注記

＠㊥内閣文庫本は表紙を欠く。

書誌注記

①内題に「ま「明治八年 共武政表 陸軍文庵」とある。刊年については，「第三回共武政

  表」例言によると「共武政表第正回は明治8年に成り」とあり，さらに「明治八年陸

  軍軍政年報」の「第9 Fll行書冊」の部に，第1回共武政表は8年10月に刊行され
  たという記録があるので明治8年刊とした。②書名は内題による。表紙には「明治十

  一年 共武政表 全」とあり。 「第．三回共武政表」例言に「第2回忌明治12年に成

  り，「11年分）」とあり，「陸軍省第5年目明治12年度」の第10 図書測量の部の

  第6 出版の項に「共武政表明治十一一年分」の名があるので臼1毎は明治12年と推定

  した。二二は5畿8道国別の頁を合算したものである。③書名は内題による。表紙に
  は「明治十二年 共武政表上下」とあり。例言に②の引用文に引続き「今回結て此書

  を編纂す之を第三回（明治十二年分）の共武政表とす」とあり， 「陸軍省第6年報

  明治13年度」の第10 図書測量の部の図書編纂刊行の項に「共武政表」の名があ

  るので丁年は明治13年と推定した。頁数は第2日置同様・合算したものである。

  上巻の表紙には「軍：師管区分表 府県管轄区分表 全国増滅表 五畿 東海道附伊豆

  七島及小笠原島 東山道」とあり。下巻の表紙には「北陸道 山陰道 山陽道 南海

  道 西海道 二島 琉球国 北海道」とあり。④上巻表紙には，明治12年の項目の

  府県管轄区中表と全国増減表の間に全国口数一千以上地名表が挿入。下巻は12年下巻

  に同じ．

続計内容注記

 （D共武政表 明治8年忌

 調査対象年 明治7年

 内容細目 巻1～巻8 5幾7道剰国別表 各国別
  の統計表名はつぎのとおり 各郡段別石高人口物

  産表（表頭 郡別；表側 段別，石高，人口，物

  産C物産名のみで数値の記載なし〕） 各郡邑里

  人「．Il千名以上輻俗地及其戸数物産表 （表頭

  郡別く地名〉；表側 人口，戸数，物産〔物産名

  のみで数値の記載なし〕） 巻9 北海道国別表

   各郡人口戸数物産表（表頭 郡別；表側 人口，

  戸数，物産〔物産名のみで数値の記載なし〕）

  各郡邑里人口数物産表（表頭 郡別く地名〉；表

  側 人口，戸数，物産〔物産名のみで数値の記載

  なし〕 ）

 （2）第2回共武政表 明治12年刊

 調査対象年 明治11年
 内容細目 軍師管区分府県所轄一覧表（車膏・師管’

 膏庁，国名，郡） 府県管轄区分表（府県，国名，

 郡名，郡数） 5畿8道別国別表こ各郡輻貝人口
 物産牛馬単船竃線郵便表（表頭 幌別．：表側 輻

 員，人口く男，女〉，物産〔物産名のみ〕，牛，

 馬，荷車，人力車，船舶，電線里数，郵便局）

 人口1百以上輻旧地〔郡別表〕（表頭 地名
 ；表側 戸数，人口，物産〔物産名のみで数値

 の記載なし〕，官庁，寺院，学校，屠場，水車，

 牛，馬，〈乗，駄〉，車輌く荷，人力，牛，馬〉，

 船舶く日本形，西洋形〉）

（3）第3回共武政表 明治13年刊

調査対象年 ．明治12年

内容細目 軍師管区分府県所轄戸数人員一覧表（表
 頭 軍管：第1～第6，軍制未整備特置屯田兵く師

 管：第1～14〈管庁〔使府県別）〉〉竃表側
 翻≦数，戸数，人員） 府県管轄区分表（同前年）

 全国人口牛馬車輌船舶郵便局増減表（表頭 5畿

 7道，小笠原島，全国，増，減：表側 人口，
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 牛・．馬・荷車・人力車，船舶・郵便局〈増〉）明

 治11年分追加 十勝国 北見国釧路国根室
 国 5畿8道別国別表：各郡幅員戸数人口物産牛

 馬車船電線郵便表（咽頭 郡別；表側 幅員，
 戸数，人口く男，女〉，物産〔物産名のみで数値

 の記載なし〕，牛，馬，荷車，人力車，船舶，電

 線里数，郵便局） 人口1百人以上輻韓地〔郡別

 表〕（表頭 地名；表側 戸数，人口〈男，女〉，

 物産，書癖，寺院，学校，屠場，水車，牛，馬

 く乗，駄，産〉，亜綱〈荷，人力，牛，馬〉，船

 舶〈日本形，西洋形〉） 明治11年分追加 釧

 路，恨室，北見，千島の4国

（4）明治13年共武政表 明治14年刊

調査対象年 明治13年
内容細目 軍師管区分府県所轄戸数人員一覧表（全

前年） 府県管轄区分表（全前年） 全国戸数一

千以上地名表（国名，郡名，地名） 全国戸数人

口車輌船舶郵便局増減比較表（南頭 5幾7道
別，小笠原島，琉球，増，減；表側 戸．数，人口，

牛，馬，車輔，船舶，郵便局） 5畿7道別立別
表：各組表（表頭 郡名，前年比較：表側 幅員，

戸数，入口く男，女〉，物産〔物産名のみ〕，牛，

産牛，馬，産馬，車輔，船舶，電線里数，郵便局）

人ロー百以上輻団地（郡別表）（表頭 地名；表

側 戸数，人口く男，女〉，物産，官司，寺院，

学校，屠場，水車，牛・頷く牡，牝〉，車輔く人

力，猛牛，馬〉，船舶く日本形く百石以上，百石

以下》，西洋形開く50馬力以上，50馬力以下
》，同上辛く百噸以上，且且以下〉＞）

解 題

1 沿 革

 「共武政表」の書名がはじめて陸軍省の達書に見えるのは，明治9年2月8日附の達第19号においてである

が，これを見ると「今般日当省共武政表致書成候処右書刊行に付ては其府県に返て毎郡人口反別物産等取調万擁

壁別儀も之有候に付別冊一部下渡者就ては向後右書冊中に係る其府県取調の件々は該書に照準し反別人口物産等
之増減年末毎に詳細取調可差出此旨相達候事」とある。従って「共武政表」刊行前にその調査項目である人口，

反別，物産等の調査依頼が既に府県に対してなされていたのであるが，それは全国地理図誌漏輯のために府倶に

達した明治5年4月24日附陸軍省第72号であると考えられる。その達書全文はつぎのと於りである。「今般
於当省全国地理図誌編輯にっき御用有之候薄曇管下之一溜或は一得限り兼て取調有之候国郡村巷明細地図並に城

市村落山河海岸の形状その外風土記等並に別紙の廉々に関係する分詳悉記載し早々差出すべく候此旨相達候事」Q

 別紙では調査項目について都市村落，原野，河流，山嶽，海岸に分けて詳細な指定を与えている。この調査項
目は刊行された「共武政表」の調査項目より遙かに範囲が広いが，その後しばしば地理図誌編集のため達書によ

る督促がなされ，その度毎に達に添えられている別紙の説明書と雛形が「共武政表」の様式に近づいている。

 従って全国地理図誌のため府県から収集した材料を編集し，これを「共武政表」と名付けて刊行したことはほ

ぼ間違いないであろうQなお明治5年10月8日附の陸軍省第209号で地理関係の調査依頼が太政官正院から
も布告として出ているが，当省から達した分も早く差出すようにと達している。この正院の布告は明治に溢ける

官撰地誌として有名な皇国地誌の編纂のための布告でその全文はつぎのとおりである。明治5年9月24日太政

官布告第288号「今般正院に於て皇国地誌編集相成候に付是迄諸省並各府県右編集関係の事件は一・切管轄候条

此旨相達候事 但兼て陸軍省より布告に及び置候幽々取調出来次第史官へ差出可申事。」

 「第2回共武政表」編集作業は12年に再開された。この間の4年の空白は佐賀の乱，西南戦争等の地方の叛乱

鎮圧のため，陸軍省に政表編算の余裕がなかったためである。12年4月に達第6号をもって，9年達第55号
を別紙雛形並びに説明書の通り改正したから11年分を本年1月1日調査によって3月限り差出すこと，また既

に前回の達により11年分を調査し差出したものは今回の雛形により改正して再度差出すこと，11年以前の分

は差出すに及ばないことを府県に命じている。 「第2回共武政表」は12年に刊行され，引続き「第3回共武政

表」は13年に刊行された。「第4回目武政表」は「陸軍省第？年報」の第10 図書測量の部の図書出版表に

「13年共武政表」と名が見えるので調査した所法務省法務図書館等が所蔵していることが分ったG

 また第5回については「陸軍省第8年夏」の第10 図書測量の部の書籍編纂表に「共武蚊表脱備」とあるので

編集が完『したことは明らかであるが．「陸車省年報」は第9年以降，図吾の部を間踏化しているため刊行につ

いての情報はつかめなかった。従って「第5回共武政表」の刊行については今の所不明である。明宿15年12
月21日附の睦軍省達 号外で「……今般懲発事務条令布達相成候付ては重複致候に付共武政表に係る分は第1

6年分より差出に不及此旨相達候事」と府県に達している。これによって第6回は編集されず，明濤15年分以
降については「徴発物件一覧表」に引きつがれたことが明らかである。

2 調査目的
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 共戯政表という名称の由来は「第1回共武政表」の例言に「凡そ政表を作る其要頗る多し全国田畝の広狭出額
の増減貿易の繍縮より男女の死生馬牛の額数に至るまで一切之を載せて遺さず是を民事政表とす若し夫れ地方の

人口戸飲馬匹重訂の多寡糧草木石の有無凡そ踏臼の物を記載する是を軍事政表とす之を民事政表に較ぶれば其関

渉する所梢狭しとする耳今此書専ら民事政表の体裁に働ひ其要を摘み其簡を採り以て編纂せし者而して名けて共

武政表と謂ふ者は我陸軍の用に供するを以てなり」とあるように民事政表つまり一般統計から軍に必要な情報を選

んで編纂した軍事統計を軍用に供するという意味で共武政表と名付けたものである。「第2回共武政表」の例
言には「詩の大椎6月頃共武之服の句に取り以て之に名づく」とあり，謡曲という譜句の出典をも明らかにして

いる。さらに「第2回共武政表」に「凡そ車事に供すべき者は悉皆記載す是皆軍役の要を知り財政の源を審かに

し糧飼連河駅逓通信の便を謀り有事の日に当り規画処置して遺産なきを期するに在り」とあることによっても明

らかなように「共武政表」は軍事非常の際に動員可能な全国のあらゆる物件を調査し兵団貸料として作成された
ものである。

3 調査対象
 「第1回共武政表」の調査対象年については，その例言によると明治5年より8年迄になされた調査数値が記

入されているので若干のぞごがあるといっている。「第2回共武政表」は11年を，「第3回共武政表」は12
年を「第4回共武政表」は13年を調査対象年としている。

 調査項目は沿革の所で述べたように全国地埋図面編集という名目で血目省から府県へ命令された達書によって
徴集したものにはじまるが，5年以降の達書の内容および刊行された「共武政表」4冊についてその変遷を記す

と先ず5年4月の達第72号では差出すべき資料の内容について国郡八郷明細地図の他，別紙で城市村落，原野
河流，山嶽，海岸の5項目に分けて詳細な指示を与えている。その一部をあげれば，城市村落では「城郭城下地

方官庁の所在併街市村落人姻欄密の所は経緯の度数及距離方向某の城は何帝の何年に伺人これを築き相伝ふる幾

代幾年にして何人代て此により増築或は改築し又幾年代を歴て何帝の時に当り何の故を以て堕廃する等菓街某村

は縦横幾町戸口若干男幾人女幾人その内金士族士庶人各幾人素躍頭馬幾匹馬車人車各幾輌天造の各品人作の諸物

一歳の産出凡そ幾許某地は何品に富み某所は何物に乏し………」とあり，原野の項では「地形の高低田畑の丁数

土壌の肥療各地に播種する五穀桑畠の類何れか宜しき歳収の現石凡そ幾許ある薬品竹石草木の花実等一切の地産

その名その価多少同異毎所区分し一歳出入の計算に至るまで詳らかに此れを録し……」とある。ここにいう全国

地理図誌が兵要地誌であることは以上の文章によっても明らかであろう。6年2月の達第34号では，別紙に「管

県内戸数数百軒以．ヒ輻湊の宿駅闘里港口等の地名及び其人口の致尚其名産各種を詳賭すべき事雛形左の如し」と

あり，さらに同年12月の達第577では「一地図製造に付入用の筋有之痛心其管内陸運会社取設再之ケ所は
別紙雛形の通往復日数を除き40日間に取調可差出事 一 人口五百名以ドー百名己上輻湊之地別紙雛形之通前

同様日数間に取調可差出候尤五百名以卜之分は先般差出連櫓百戸以上取調書中に記載有之儀に付取調に不及候事」

とある。7年3月の布第146号では道路の里程についての調査を追加している。以．ヒの達の経過をみれば・調
査内谷は最初の5年の達書にあるような彪大なものから漸次規模が縮少されているが，その主体は軍事行動の拠

点としての地方の人家の密集した町村「宿駅港口村里」で，中央政府のまだ十分に掌握していない部分の実態調

査にあったと推定される。これ迄の達書でどの程度の資料が収集されたかについては明鑑でないが，石田教授（参

考文献ω）は．これらの貸料から第1に兵要地誌が作成され，第2に「共武政表」が作成されたのであろうと推

定している。ここで教授が兵要地誌といっているのは「中根 淑：兵要日本地理小誌 全3巻 附 大日本全国

図 明治6年刊。同改訂版 明治9年刊。同改訂増補版 関三一校訂 明治10年版 1冊本。同明治14年版
3冊本」等を指しているが，一橋大学附属図書館等に所蔵されている中根のこの著作を見ると統計数回の記載は全

く無く，今の所中根がどの程度それらの資料を使用したかということは，この書物からは確かめることはできな

かった。

 8年に刊行された「第1回共武政表」は5畿8道の鼻鯛石高，人口，物産名と同じく郡別の人口1千名以上の
村，港，宿駅の人口，韻致，物産名（但し北海道については人口千名以上の村はいくつもないので人口千名以下

の村，港，宿駅をも含む）が記載されている。「第1回共武政表」刊行後の9年2月の奪合19号では・「第1
回共武政表」の様式を基準として今後は「反別人口物産等之増減」を年末毎に調査すること， 「該書各郡邑里人

口云々之条に載する戸数は連櫓接続せしものにして人口は総て一二F名以ヒを謄記候に付以後取謂之分は其条に一

百名以．Lを記載し其内にて男女の員数を書き分け且各郡反別右局云々の条に書載せる人日も右同様男女を区別し

取調差出可申事」が府県に命令された。さらに9・r4月の達第55号では人口戸数は毎年1月1日に削年分を調
査し，｛甜手13月中に差出すこと，「各郡邑里の部に人］一百名以．ヒ輻榛の地を記載すべしとは連槍櫛比〔れんた

んしつひ∫して郡居せる分に限る事にて点々散居せる者を集算する」のではないこと，また「凡宿駅港口村里の
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人ロー百萬以上に．しれる地にて二三村に跨る者ある時は士二俗の呼称最も多き方に従ひ総て其他村の人口戸数を此

地に合算すjるように指示している。 「第2回共武政表」の根拠法となった12年4月の達甲第6号ではヒ述の

9年2月の達第19号および4月の達第55号の調査項目に着干の追U「1をη11えた雛形および調査説明書が添附さ

れている。

 「第2圓共武政表」はU年を調査対象とし，地域は沖縄県および開拓使管内の4ケ国，伊豆国のうち伊豆七

島および小笠原島を除く5幾8道をカバーしている。国別に集計され、第1表は各郡幅員人rl物産’1二馬車船電線

郵便表，第2表は人口1百以ヒ輻榛∫也という構成である。調査項目について見ると，例言に「諸書は地方各郡の

幅員人口物産の多寡牛偽舟車及び郵便局の数電線の里擢を記し又各話中に就き人ロー百以上日韓の地を掲げ更に

其戸数人口物産苔癬寺玩学校屠場水車牛馬車輌船舶の数を臆列し凡そ軍事に供すべき者は悉く皆記載す……一・と

あるように，第1回に比較すると著るしく調査内容が拡大されており，人目についてはさらに男女別が追加され

ている。但し「第1回」にあった段別および石高調査は今回は削除された。第2表の郡別の人口1百以卜輻較地

の統計表では，郡内あるいは2部に跨った数村を合せてそのと地の習慣で何村とか何物といっているばあいは，

その土俗の呼称〔土地の呼名：〕に従った駅または村の人口，戸数を記即している。例えば「大和国高市郡八木村

と十市郡北木村を合せて土俗八木駅と云」というように。またこの書物の例言には，達書の添附資料である雛形む

よび讃明書が再録され読者の利用の使宜を計っている。「第31q】共武政表二は12年11月の達甲第23号によって調査

稠集され，13年にfll行された。調査時点は13年1月1日で対象年は12年である。調査地域は北海道のうち
北見国の4郡，釧路，根室，千島，伊豆国のうち伊豆七島，小笠原島わよひ沖縄県を除く全国5幾8道をカバー
している。調査項目については．前年比較の項目が追加された乙と，馬の境目に産縞の調査が追加されたこと，

船舶の唄目に，経本形船婿日については白石憤以しとそれ以ド，西洋杉汽船については50馬力以上とそれ以ド，

西洋形帆船については100噸以ヒとそれ以Fの符号がついたという変質があるのみである、．

 「第4回共武政表」は13年を調査対象年とし，調査地域については「軍師管区分府県所轄戸数人員…覧表」
の備考には「沖縄琉球国及び伊豆一ヒ島小笠原島は聖訓未だ建たず故に之を省く。鹿児島県大隅国の内駅護腺毛の

2郡及び千島国庫撫新知の2郡現に調査中なるを以て之を省く」とある。また「全国戸数人口車輌船舶郵便局増

減比較」の備考に「大隅国駅摸熊毛2郡13年政表なし又同国大島郡北見国の内枝幸宗谷礼文利尻4郡釧路根室
千島全3ケ国小笠原島戸数琉球の内鳥島12年の政表なし故に比較の外にあり」といっている。

 また，この備考に前年人口との比較について「人口の前年より増す事48万余員とす蓋し過多なるに似たり或

は疑ふ各府県に於て寄留人口を本籍に合して調査したる者あるも測る可らず書して以て備考を埃つ」といってい
る。

 調査項目については殆んど変更はない。

4 調査系列

 この調査は陸軍省より雛形（統計様式）を定め府県へ達をもって依頼，府県庁より郡区長へ降りて調査された

結果，差出された分を本省で編成したものである。第1回の編集担当は参個口第五課が当った。参謀局は明治7

年2月，陸羅文庫を管掌していた第六局が改組され陸軍文庫を吸収してできた局で，同年6月18日附の参謀局

条例によるとその第19条に「第五課は地図政誌の課とす……」とあり，第20条に「政誌は本邦内地の戸数羽
口より産物需用品の多寡貧富を査実し以て隣近諸国に及び兵家政誌表に著はし兼ねて年々の増減等を詳かにして

誌中に口述するを司る」とある。11年7月，参謀局は参謀本部に改組された。12月14日附の参謀本部条例
によると，部の本体は2局1課をもって構成され，伴属諸課として趾かれた5課のうちに編纂課があり，旧参謀
局第五課の管掌事務は参謀本部編纂課が引きついでいる。第22策に「編纂課は本邦の政誌に関する南榎各国の兵

制内外各地の戦史等を類纂彙租……」とあり，従って第2回から第4回の「共武政表」は参謀本部編纂課で編集さ

れたものと思われる。

5 根拠法

 明治5年4月24日 陸軍省第72 府県へ（全国地理図誌編輯に付府県の城市村落山河海岸等詳悉録ヒせし
む 法令全書 明治5年 別紙附）

 明治5年10月8日 陸軍省第209 府県（地理誌編輯に付地理関係の儀取締差出方再達 法貸全爵 明治
5年）

 明治6年2月5日 陸軍省第34 山梨県外15県（全岡地理図誌編樹に付地方関渉の条件歳調雛形 法合全
‘1｝ 明治6年 別紙附 雛形共）

 明治6年12月14日 陸軍省第577 府県（地図製造に付陸趣会峯［：ある箇所並人口5百名以ド1百名以L
輻湊の地取調苫を葦出さしむ 法令全1垂｝ 明治5年 別紙附 雛形共）
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 明治7ill 3月27日 陸軍省布第146号 府県（地埋図，1ε編輯に付道路の里程を査点進致せしむ 法令／㍉1｝

明治7年 図面略す）

 明1台9年2月8目 睦車：省達第19号 肘県（刻成共武政表1こ照し年々段別人目物産等を取調差出さしむ 法

行全～｝ 明治9年 別冊略す）

 明冶9年4｝．｝6日 陸1・巨省達第55号 府県（共武政表弩料調整差出方条件 法令全書 明治9年 別紙附）

 明冶12年4月8日 陸軍省達甲6号 輸薩州 府県（共武政表編纂雛形並説明書改正 法令全書 明治12
年 別紙 共武政表調査説明書 雛形共）

 明r台12年ll月18L1 陸軍省達甲第23弓 輸廓附 府県（共武政表編纂雛形並説明階改IE 法f｝全書
明治12年前別紙 説明書附 雛形共）

 萌r台12年12月20日 陸4｛省達甲第27号 鞠似1附 府県（共武政表雛形の中増加 法合全善 明治12
年）

 明治13年12月21日 陸軍賓達甲第31号 輸廓附 府県（共武政表稠纂概則並雛形改IE 法令全書 明
冶13年 別紙 共武政表編纂概則 雛形共）

 明治14年8月6日 垂軍省達 府県（共武政表料豊中協演幅員取調方法を示す 法規分類大全 第1編 兵

制門1）

 明冶15年12∫」21L1 睡軍省達 号外 府県（共武政表に係る取調方を廃す 法規分類大全 第1編 兵

制門1）

6 参考文献

1）石田竜次郎：皇国地誌の漏纂一その経緯と思想一「社会学研究」 一橋大学一橋学会翻滋8（昭和41
全国地理図誌の調査と「共武政表」との関係については，石田教授のこの論文の示唆による。但し，教授は1共

武政表」がその必要性がなくなって中止されたのでは左かろうかと推定しているが，実際は「徴発物件一覧表．1

と改題して継続され，益々精密老大な兵要資料が作成されていくのである。

 また「共武政表」はこれ迄地理学者によって注目され，この資料の水車統計を使用した明治前期の水力開発利

用状況の研究や，人口統計を使用した明治前期の都市分布の研究が行なわれている。関連文献はつぎのとおりで

あるQ

2） 末尾粗鉱：明治時代，特に明治末期におげる水車動力の意義について 「人文地理」9（4｝（昭和32年）

3）末尾至行：『共武政表』の水車統計とその吟味 「人文地理」14（5）（昭和37年）

4）末尾至行：奈良県の水車 明治前期資料『水車調』による水力開発；利用の実証的研究〔D 「奈良女子大学

文学会 研究年報」（9）（昭和40年）

5、末尾意中；奈良県の水車一その機能分析一明治前期資料『水車調』による水力開発＝利用の実証的研究
．21 「人文地理」19（5｝（昭和42年）

6＼末尾身巾：『共武政表』水卓再考 「関西大学文学論集」17｛2，（昭和43年）
7、森川 洋：明治初年の都市分布「人文地理」14〔5）（昭和37年）

δ〉海野福寿：明治初年・都．市研究の二・三の問題  「地方史研究協議会編；日本の町 皿 東京 雄山閣 昭

和36年」所収
9）古島敏雄二明治期におげる都市の動向 「地方史研究協議会編；日本の町 皿 東京 雄山閣 昭和36年」

所収
10）黒崎千晴祝近代化都・行の．一側面一八L】の都ii∫集中を中心．罫＿て一「袴会科学討究」ll（3）・1昭和41年）
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17幽明治16～17年 陸軍省総務局報告課 刊年不詳

（11明治十六年徴発物件一覧表

  332；457P．①
〔21明治十七年徴発物件一覧表

上；下  〔陸軍省総務局報告課〕編 刊年不詳 2冊

             （内）（総）＠（セ・マ）

完 〔陸軍省総務局報紙鳶〕編刊年不詳522P．②
              （内） （総） （セ・マ）

統計内容注記

所 蔵 注 記         、

 ＠下巻のみ

書 誌 注 記

 ①②編者は統計表中に記載のものより採用。頁数は各表毎改頁のものを合算した。

田明治16年徴発物件一覧表上；下

調査対象年 明治16年1月1日目
内容細目 1 軍師管区分府県所轄戸数人日一覧表

 （山頭 軍管別〈師管堅く管庁別〔府県別〕 （国

 別）〉〉；表側 郡区島ド戸数，人日） 2 徴発

 物件概覧表（表頭 府県臨く国別く郡区別〉〉；

 表側 幅員，戸数，人日，人夫，牛，馬〈乗，駄，

 雑〉，車輌く馬，人力，荷積〉，船舶く日本形
 《50石以上，士流小廻〉，西洋二日＜50馬力以上，

 50馬力以下〉西洋形避く百子以上，二四以下〉〉）

 3 府県平均物価表井物産（表頭 府県別；表
 側 種類：玄米，精米，塩，味噌，醤油，漬物，

 梅干，麦，隠江，薪，「以上物価」，物産〔上記

 品目を含む18品目の品目名σ）み，数値の記載なし〕）

 4 徴発物件表（軍管区別府県別） （表頭 国別

 く郡区別，〈町村別〉〉 ；表側 各戸坪数，厩

 園倉庫，職工，社寺，水車場）

②明治17年徴発物件一覧表

調査対象年 明治17年1月1日調
内容細目 1 軍師管区分府県所轄戸数人ロー覧表

 （同前年） 2 徴発物件概覧表（同前年） 3
 府県平均物価表（表頭 府県別；表側 種類 価

 格：玄米，精米，塩，味噌，醤油，漬物，梅干，
 麦，秣萄，薪，炭〈，産出高， 〔単位当〕平均値〉

 〔但し精米は平均値のみ〕） 4 全国電信本支

 線路並里程区分表（工部省電話局16年12月調に拠

 る1（駅頭 線路区分：東京府下線自中央区山分

 局，南本二二東京至長崎等；表側 里程） 徴発
 物件表（軍管区別府県別） （虚血年） 〔表価の町

 村は戸長役場ある町村のみ。表側の計数は連合町
 村の合算数。郡または区毎の備考欄には「郡区別

職工種別人員」， 「平時宿舎に充つべき坪数」を

 掲げる。〕

解  題

1 沿革
 軍の徴発物件に係わる統計調査は，明治15年制定の「徴発令」の施行細則である「徴発事務条例」 （布達第26

号）によって規定され，明治16年1月1日を対象とする第1回調査の結果報告は「徴発物件一覧表」と名附けら

れて明治16年（推定）に刊行されている。この資料の根拠は法規の上では以上のとおりであるが，しかし調査内

容においては先に刊行された「共武政表」を引きつぎ，それをより強化させた形になっている。
 軍は明治5年のr徴兵令」，同10年の西南戦争を経て「需要の供給は固より人民の義務にして平素之を精密に

調査せしめ，有事の日に当り其軍須を充実せしめ規画処理して遺算なからしむるは軍機に隔て最至重事たり」

（第1回「一覧表」凡例）として徴発対象物件の人・物品・家屋等を町村（現在の大字程度）単位で悉皆調査する

ことに着手した。ここに収録している年次，すなわち明治17年1月1日調以降について言及すれば，同19年に閣

令第11号で一部雛形の改正と海軍省宛報告のr工場表』を追加，23年には勅令第196号で様式の改正および『鉄

道表』の追加をすると共に『徴発物件表』の部分の報告年次を3年毎報告に改正し，つゴいて25年に雛形の改正

があり，以後31，33，35年の一部改正を経て大正3年6月11日勅令第l12号によって陸軍省宛の『徴発物件表』

に係わる部分および『平均物価表』は「徴発事務条例」より削除された。 「共武政表」をさらに展開した形で始

められ，拡大されていった本調査が，大正初年に至って人口・車馬・物価に関する部分については中止，鉄道・

船舶・工場については存続されたということは当時の軍事の動向と各種統計調査の整備状況の反映であると思わ
れる。

 公表刊行物は明治39年事実の分まで，および43年の「要覧表」が判明している。法令より判断すれば41年分，
43年分（本体），45年分の3回分の資料が存在している筈であるが現在のところこれらの刊行形態，所在ともに不明
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である。

 以下の解題においては本書誌の対象年次間について特に詳記する。

2～3 調査目的 調査対象
 本調査は，有事の際の徴発可能なものを調べあげておくという必要から陸，海軍の下でなされた調査として，

その特殊性の故かこれまで一般に注目されずにきていたようである。しかし，その調査方法は当時の表式調査と

しては「共武政表」が大型集落の調査であったのと異り，町村の戸長役場が基本報告単位の悉皆的な性格をもっ

た調査と推定されるので，もっと活用されるべき調査であると考えられる。人口および船舶については郡区ま

たは戸長役場単位で集計され，人日についてみれば，郡区単位以下の現住人ロの他，職工についてのデータもあ
り，この期の資料としては他に類のないものと思われる。（注1）

 人口については本解題書誌 上巻で詳記したが，大正9年の第1回人ロセンサス（国勢調査）までは戸籍か

らの集計以外には全国的規模での静態調査は存在していない。この戸籍からのデータの不備については種々指摘

され，各種の現住人口推計が発表されている。r徴発物件概南夷』中に掲載の人ロは大阪府から陸軍省への伺に
対する回答（明治17年1月）や様式雛形備考（注2）より判断すれば現住人口である筈であるが，これを他の資料

と比較してみると，徴発対象であるので過少報告の可能性があるにも拘らず府県，郡区に渡って概して過大の傾

向にある。これは現住人口についての調査の不備により重複計上しているのか，実質的に従来の数値が過少なの

か今後の検討にまちたい。参考までに照合の結果の一部を抜粋してみると第1～3表（後掲）のようになる。
（詳細は別の機会に公けにしたい。）「

 また，物価については通常，物価統計調査史などでふれられているのは貨幣制度調査会の資料や日銀のデータ

が中心であるようにみられるが，軍用特定物品に限定されているとは云え，大蔵省の手になる地租改正に係わる

米価調査や徴税に係わる「各地物価表」の調査が中止された（明治18年9月）後にも大正まで引きっついて調査
されている資料として貴重なものと考えられる。内務省達の「府県統計書様式」 （明治17年達）はその統計表中

のr日用品の平均物価』について醤油・種油以外の物品については「濫発物件」のデータを使用するよう指示し

ている。明治10年代の大蔵省のデータ，府県統計書中のもの，「徴発物件」中のデータの相互の関係については・

各々の集計の仕方が相違し．またその作成手続の詳細が不明のためよく判らない。徴発物件のデータと府県統計

書中で対象可能なものを並べてみる。（第4表）

 以上，1．例として人口，物価について照合比較をしてみたが，データ内容について不明な点が多々あり，今後

多くの検討を要すると思われるが，いずれにしてもこの徴発物件調査の一連の資料は明治期のデータとしていろ

いろな面から分析してみる価値はあろう．

 4 調査系列
 調査系統は「事務条例」によれば，1．徴発物件表については郡区長→府県庁→陸軍省；2．徴発物件概覧表は府

県知事→陸軍省；3．船舶表は戸長→郡区長→府県庁→海軍省；4．平均物価表は府県知事→陸軍省宛であるが，1．

については実際には戸長において原本を作成したと判断される。 （「事務条例」第22条および愛媛県兵事諮問会

記事（「官報」24号・（明治16年7月28日）所収）参照）また，明治17年1月1日調から掲載されている「電信里

程表」は工部省電話局調査のものを利用している。

 諸表作成は毎年1月1日調をもって製し，府県庁より3月31日限で本省に送付，陸軍省総務局において海軍省
宛の分と一括してとりまとめ製表，印刷に附している。印刷された統計表は条例に定められている調査雛形のも

のよりは簡略化されている。例えば物価については，原表は各府県3ケ所以上の市場における3ヶ年毎のデータ

をとり，報告する形になっているが，公表分では府県単位で3ケ年平均の値のみを掲げている。そしてこの平均

の出し方については何ら明示していない。

5 根拠法

 明治15年12月18日 太政官布達第26号「徴発事務条例」第21～25条および第49条（法令全書 明治15年；法規

分類大全 兵制門 1） （参照） 「徴発令」 （明治15年8月12日 太政官布告第43号）

6 参考文献
  徴発物件調査は先に言及したようにその特殊性と多分にデータの厩大さのためか「共武政表」ほどに使われ

てはいないようである。黒崎千晴氏にこの資料について多くの教示を得た。同氏には計量経済史研究会でのロ頭

報告の他，鍛冶工蔚よび車についての分析がある． 中村隆英氏，西川俊作氏も分析作業に着手している。

1）黒崎千晴二運輸革命の一側面一小運送車輌の導入，普及過程を中心として一「社会経済史学」33（2）
（昭和43年）

2）黒崎千晴：工業化の一基盤について一明治期における鍛工の分布および変動を中心として一「社会経済史学」
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35 （5，6）（昭和45年目

（注1）

1 人夫について
 1 明治16年正2月陸軍省通牒「本画は年令17才より60才までの者にして負担に係る業体の者即ち農夫行商猟師

漁夫舟夫土方鳶人足駅者車夫等の類にして都て力役に堪ゆる者は皆算入す可きものとす」

 2 明治19年改正雛形備考「人夫は年令凡17才以上にして農夫漁夫鞭夫日雇人足等総て力業に従＝｝fする者の概

数」

H 職工について
 1 明治16年7月愛媛県兵事諮問会記事「職工の部には左の業体の者を合算し備考中に其業別を列記すべし

 銃工 靴工 縫工 木工 石工 日工 船工 車田 鍛工 舗工 桶工 泥工 馬車職 指物職 建具職 穴

蔵職 棒削職 錺職 杣職 木挽職 屋根職 茅屋根職 鉱夫 舟夫」

 2 明治16年12月陸軍省通牒「職工に算入すべき種類概て左の如し

 靴工 縫工 木工 石工 竹工 起工 車工 鍛工 輔弼 桶工 刀工 銃工 鞍工 革工 蝋燭工 聖職

屋根職 茅屋根職 指物職 建具職 穴蔵職 棒削職 錺職 杣職 彫刻職 出職 農具職 鉱夫 洗濯人 木
挽職」

 職工については明治23年の改正で職別の1部削除・追加あり，その後の改正においても多少の変更がある。
（注2）

 1 明治17年1月大阪府の伺への回答「徴発物件表中人［1伺の件は本籍寄留を問はず其町村内に現在する者の

数を記載すべし」

 2 明治19年改正雛形備考 「人口は戸籍調査の太吾人より出を除き入寄留を加へたる現住人戸数は同調査の
現在戸数に拠る」

 人ロについては「現住居住の人員のみ」という規定でこの後も継続している。

第1表  全 国 計（明治16年～19年）

   ①
･発人日

   ②
{籍人口

   ③
b種現住

   ③
ｳ種現住

   ④
搆v局

   ⑤
ﾔ  坂

①一③甲
 年    次
P

   x100
@

「1明治16（1883）年首

P－   18（1885）   19（1886）

36，944，458

R7，746，348

R8，210．訂6

R8，543．9251

訂，017，262

X7，451，727

R7，868，949

R8，151，217

37，687，645

R7，975，069

R8276，376

37，451，800

R7，704，100

R8，147，600

37，569，000

R7，962，000

R8，313，000

R8，541，000

37，078，273

R7，486，724

R乙844，121

R8，083，621

0．16

O．62

O．69

注① 陸軍省r徴発物件一覧表」明治16年～19年。明治16年の数値については原本に重複集計等の誤りがある

   ので筆者が再集計訂正した数値を掲げる。

 ②内閣統計局1日本帝国人日静態統計明治41年12月31日」附録第2編。（原書「日本全国戸［］表」明治16

   ～19年（19年は「日興帝国民籍戸口表」）は皇族人員を算入しているが上掲の数値はこれを除いてある。

   第29回までの「日本帝国統計年鑑」には「戸日表」の方の数値をとっている）

 ③ 内閣統計局「「自明治17年至同40年道府県現住人ロ」

 ④同上「明治5年以降我国の人口」
 ⑤ 赤坂敬子「男女年令別人ロの推計，1872－1898，学令児童就学不就学1878－1900」（一一橋大学経済

   研究所国民所得推計研究会資料C18）
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第2表  府県別（明治16～19臼モ）

徴発人 口① 現住人口（甲）②
府 県    i

明16 17

τ 明17    18 19

東京府i1，1総，102． 1・2飢56@・肪6・3銘

1         ！

1，317，434

@   i

1，21履2［㈱別3    」

11，幻6・506

京都顧組0・1硲雛8・碑41％1・572
大阪府11，571，66311，66、1、21爬。41

    ！                  1

神奈川県；

    ｝
埼玉県1

滋賀蜘

長崎県

848，613 ：  851246

    旨
1，705，066 1 1，653，157

834，433    836，046    834，797    882，446

944，864    987．097   1，002，759 … LO13，296 ．

638．鈎5  〔辺7，442  650，556

692，857 1  700，851    708，933

652，（姓7i
   i
   I
709，044：

831，151

麟脚…

853．058    848，761

1，681，935 … 1，691，243

848，682    865，976

994，704   1，004，020

639，634 ’  645，519    648β39

707，604    712，631 1  719，082

注① 「徴発物件一覧表」明治16年～19年。
 ②  「道府県現住人日」 （前掲）

第3表  郡区別（東京 明治17，18年）

徴発人日①        「．L、b種現住人口響郡  区

明17 18 17 18⑤ 18⑤l  I

麹町区

ヵz区
@   」
ﾔ坂区i

l谷区
?ｫ立郡

?L島郡

46，607

R9，573

Q4，388

Q7，543

R4，592

Q4，135

37，602

S0．255｝

@   i23，759「23，290

C，228i    l34・900｝…刈

46，550

R8，477

Q6，105

R4，589

Q4，965

36，719

R8，979

Q3，568

Q5β39

R4，966

Q5，670

36．3431    1

R8，779

Q3．485i
@   l25β101

R4・836

注① 「徴発物件一覧表」明治17～18年
 ② 郡区別についての公表資料は刊行されていない。統計

   局所蔵の原稿「郡区別入寄留人口表」および「出寄留

   人日表」より算出した。⑤は出寄留に逃亡者数を算入

   した数値。 （「道府県別現住人日」では明治18年分よ

   り逃亡者数を算入して計算しているのでこれに合せた。

   但し，同書では東京集計1，233，843であるが筆者の計

   算ではし233，841）
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第4表 長野県物価（明治16年～18年平均）

    資料名
i名

徴発物価① 長野県統計書② 長野県物価表③ 大蔵省米価④

玄 米   1石 6，132 6，132 上米 4，763 4，700

精 米   〃 6，628 6，629 中 4，566

塩      〃 3，528 3，528 下 4β87

味 噌   1貫 221 221

醤 油   1石 11，704 11，704

漬 物  4斗樽 1，370 1β67

梅 干   〃 3，300 3，033

麦     1石 3ユ61 上庄 3，181

大 麦   〃 3，138

小 麦   〃 4，032

裸 麦   〃 3，823

秣  葛  1貫 24 14

薪     〃 16

松 薪   〃 23

堅 薪  〃 36

炭      〃 39 39

注① 「明治19年徴発物件一覧表」凡例によれば明治16～18年3ケ年の平均値。
 ②「明治19年長野県統計書」r日用品の平均相場』明治16～18年各年の数値を筆者が単純平均

   した数値。

③「物価表明治17年」長野県より大蔵省への進達原稿。原表の市場別・月別のデータを筆者が

   長野全管・年平均にした数値。

 ④  「地租関係書類彙纂」附録。

〔追記〕本調査の明治41年分以降の刊行状況は殆んど不明と記したが，校正中に大正元年12月調の抄録を法務省法

務図書館で所蔵していることが判明した。この「抄録」の内容は，様式乙号（明治33年改正）の分の中の「自働車，
自韓車」についての統計表のみであるが．凡例に「この種の統計は末だ我が帝国に有らざるを以て印刷して参考に資

す」とあり，特にこの分だけ別に刊行したものと思われる。しかも．副書名に「陸軍徴発物件表抄録」と題している

から，調査そのものは全面的に施行されていたと推定して誤りはないであろう。

 なお，「沿革」の部分で言及した「工場表」「船舶表」等は，海軍省編として別に独立して刊行されているが，明

治19年以降の調査になるので，本書誌には収録していない。
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18 徴兵統計

ω明治十四年徴兵調 編者不詳 fイ」年イく6羊 7丁

  （総） （セ覆）

統計内容注記

 調査対象年 明治14年12月調

 内容細目 項目の内訳は．ド記のようである。常備兵，

  予備兵，後備兵，徴兵免役料上納人員（以上は士

  農工商別人員あり），後備軍満期人員，海軍徴募

  人員（内訳：華族，士族，農，工，商，雑業，無

  職）。以上の他，府県により自費雇入外国人の記載
  あり。

②徴兵殻斗役料上納比較以下十九表 陸軍省 編〔明

 治14年〕写30丁
                     （総）

統計内容注記

 調査対象年 明治13～14年

 内容細目 14年徴兵第1表（13年12月調） （表頭

   20才壮丁総員，20才壮丁総員中〈徴集名簿人員，

  翌年廻名簿人員等6項目〉，徴集名簿人員幽く常

  備・補充く兵科別：歩兵，騎兵，砲兵，工兵，軽

  重兵，輔重輸卒，第1予備徴兵〉》翌年廻名簿
  人員中〈兄弟同時徴兵，常備兵下士卒の兄弟等14

  項目〉，先入兵名簿人員中〈詐偽，脱走者，定規

  届出を怠る者〉，第2予備徴兵名簿人員中〈戸主

  50才未満嗣子等15項目〉，免役名簿人員中く戸主

  及附諸士，独子独語等16項目〉，除役名簿人員中

 く疾病，欠損，犯罪等〉；表側 第1～第6，第
  7軍管の内函館） 14年徴兵第2表（13年12無調）

  （表頭 前年送名簿総員，前年送名簿人員中〈21

  ～28才の者〔以上1才区切り〕〉，徴集人員く常

  備・補充く兵科別〉，第1予備徴集，翌年回人員

  く兄弟同時徴兵，陸海軍下±卒の兄弟等13項目〉，

  翌年回徴兵令第67條相当人員く詐偽，脱走〉，第

  2予備徴兵人員〈戸主，50才未満の嗣子等9項
  目〉，免役人員く戸主，独子王孫等2項目〉，除

  役人員〈疾病，欠損，犯罪’〉；表側同前表） 14年

  徴兵第3表（13年12月調）（表頭 入営延期前年送

  名簿総員，入営延期前年送名簿人員中く21～28才

  の者〔1才区切り〕，徴集人員く常備く兵科別〉〉，

  翌年回人員〈常備兵在役中の兄弟，父兄に代わり

  家を治むる者等8項目〉，翌年回徴兵令第67條相

  当人員〈詐偽，脱走〉，第2予備徴兵人員く常備，

  第3年期を過ぎたる者〉，免役人員〈戸主，50才

  以上の嗣子，免役料上納〉，．除役人員〈疾病，欠

  損，犯罪〉；表側 同前表） 14年徴兵第4表（

  13年12月調）（表頭 前年送先入兵名簿総員，前年

  送先入兵兵名簿人員中〈21～28才の者〔1才区切

  り〕〉，徴集人員〈常備く兵科別〉〉，翌年回微

  兵令第67条相当人員く身幹4尺8寸未満，疾病労

  役堪えず等9項目〉，第2予備徴兵く海軍水兵服
  役〉，除役人員く疾病，欠損，犯罪〉；表側 同
  前表）

  徴兵免役料上納比較表（表頭 第1～第6，第7軍

  管の内函館；表側 徴兵：6年，7．年く全額，半

  額〉，8～14年） 軍人軍属現在総員表（14年6

  月30日調） 総員 内訳（組頭 軍人く将官及相

  当官く在職，非職》，上長置く無隊，密画（兵科

  別），非職，後備軍躯員〉等9種類〉，軍：属く奏

  任，准奏任等8種類；表側 人員，13年6月30日

  に比較） 近衛各鎮台諸隊人員表（14年6月30日

  調） （表頭 近衛く隊数：歩兵2連隊（4大隊），

  騎兵1中隊，砲兵1大隊，工兵1中隊〉，鎮台
  〈6鎮台臨く工数別〉＞；表側 官等：上長官，

  士官，下士，兵卒，生兵，職工、13年6月30日に

  比較）憲兵隊人員表（14年6月30日調） （表頭

  憲兵隊；表側 官等：上長官，士官，准士官，下

  士，兵卒，小使）士官学校生徒大隊人員表（14年

  6月30日調） （表頭 生徒大隊；表側 官等：上

  長官，士官，下士，生徒〈3年く歩，騎，砲，工〉，

  2年く歩，騎，特科〉，1古く無科〉，13隼6月
  30日に比較）教導団諸隊人員表（14年6月30．下調）

  （岩頭 理数：歩兵1大隊（4中隊），騎兵1中
  隊，砲兵1大隊，工兵1中隊，軍楽2隊；表側
  官等：上長官，士官，下士，生徒，楽生，兵卒，

  13年6月30日に比較） 軍用電信隊人員表（14年
  6月30日工） （表頭 電信隊；表側 官等：上長

  官，士官，下士，技手，生徒，建築兵，生兵，13

  年6月30日に比較） 予備後備軍人員表（14年6
  月30日調） （冠頭 第1～第6軍：管；表側 予備，

  後備，13年6月30日置比較）

  国民軍人員表（13年12月調） （扇頭 第1～第7軍：

  管別く師管別く使府県別〉＞；表側 年齢：17，

  18，19，心計，師管計，善管計） 軍馬局調馬厩
  馬匹現在表（14年6月30日調） （店頭 本局馬車

  馬種馬，調馬厩，；表側 歯数，13年6月30日に比

  較） 近衛各墨壷諸隊諸官癬馬匹現在表（14年6

  ．月30日調） （表頭 近衛，士官学校，鎮台＜6鎮

  台別〉，諸官癬其他く教導団，砲兵第1．方面等7

  項目〉，参謀本部，監軍本部，諸県種馬；表側

  参謀部，諸隊〈兵科別〉，衛戌，備付，貸下，13

  年6月30日に比較） 病馬現在表（14年6月30日
  調） （表頭 近衛，士官学校，鎮台〈6鎮台別〉，

  教導団，軍馬局；表側 在所管・在病馬厩く兵科

  別〉，13年6月30日に比較）

矧r統計集誌」所収の徴兵総計

統計内容注記
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1）「統計集誌」第4号（14年12月）

 徴兵表（陸軍省年報）：その1（表頭 9～13年

 ；表側 全国丁壮総員，免役科目相当人員，応徴

 兵人員，実際徴集人員，補充より常備を補ひたる

 兵員）その2（表頭 徴兵連名簿人員く常備兵・

 補充兵く歩兵．騎兵，砲兵，工兵，輸重兵》等
 7．項目〉，免役簿人員〈身幹定尺未満，蔽弱宿絢

 及不具等11項目〉；表側 10～12年）明治13年徴

兵表（陸軍年報） （徴集名簿人員中〈歩兵，騎兵

 等11項目〉，翌年回名簿人員噴く常備下士卒兄弟，

 陸海軍生徒兄弟等17項目〉，先入兵名簿人員中く

＜逃亡，他行等7項目〉，第2予備徴．兵名簿人員
 中く50才未満嗣子等14項目〉，免役名簿人員中＜

＜戸主，独子（独孫）等11項目〉，除役名簿人員

 中く廃疾，不具等5項目〉）国民軍人員表（表頭

 17～40才％；表側 10年12月調，11年12月調）（表

 中10年目分は総計の数より年別の数を集計したる

 もの10人多く11年の分は総計の数より年別の数を

 集計したるもの10，000人多し是此原本即陸軍年

報の蓋し誤刷に係るものならん）

2） 「統計集誌」第17号（16年1月）

 自明治13年無二15年徴兵人員（陸軍省調書に拠る）

 （佐藤佳馬）：第1 壮丁人員（表頭 第1～第

 6軍管別〈府県別〉；表側 免役名簿人員・徴集

 名簿人員〈3～15年〉） 第2 徴集名簿人員（

 表出 同前表；表側 翌年回・除役・徴集＜13～
 15年〉）

3）「統計集誌」第25号（16年9月）

 明治15年常備徴兵職業別（陸軍省調） （表頭 職

 業：農，杣職等78項目；表側 第1～第6軍管，
 第7軍管の内函館）

4）「統計集誌」第37号（17年9月）

 第2軍管徴兵丁壮者身体熟否（大日本私立衛生会

 雑誌第15号による）：その1（表頭 青森県，岩

 手県，秋田県，宮城県；表側 甲種，乙種，丙種，

 不合格） その2（同前表 百分比例）明治17年

第2軍士徴兵身長表（表頭 県別k検査単音〉；
表側 被検査人員，合計身長，平均身長） 明治

 16年徴兵表（統計院調書に拠る） （鴨頭 徴集人

員〈常備，補充，第1予備徴兵〉，翌年回人員

く海軍兵員志願者，兄弟同時徴兵等18項目〉，先

入兵人員〈逃亡，詐偽等12項目〉，第2予備徴兵

く戸主，50才未満の者の嗣子等18項目〉，免役人

員〈戸主，独チ独孫等19項目〉，除隊人員〈病疾，

歓伯，犯罪〉）

解 題

 徴兵統計は「陸軍省年報」に掲載されているが，人口統計との関係で重要と思われるので他の徴兵統計資料と

ともにここでまとめて解題することにしたい。

 ωの「明治14年徴兵調」は1府27県より統計院へ報告された国別の徴兵調を合製したもので，巻頭に統計院の

図書印がある。調査対象年は主として14年であるが，県により11年からの分を報告したものもある。綴込文書中

に15年6月19日附で鹿児島県書記官より内閣書記官に宛てた，昨14年6月進達した13年政表中大韓国大島郡の国

民軍人員を送るので先年の政中中に記入願いたいという文書があるので，この「徴兵調」は統計院が14年の政表作

成のため府県から徴集したものの一部と思われる。

 （2｝の「徴兵並免役上納比較以下19表」は明治14年度α）．「陸軍省年報」の原稿の一部と思われる。

 〔3）は雑誌「統計集誌」に掲載された徴兵関係の統計表を収録したものであって「陸軍省年報」の噂すいが多い

が，第37号掲載の体格統計表のように「年報」で得られない統計もある。

 つぎに徴兵統計の沿革，調査対象，調査系列について述べよう。

1 沿 革

  徴兵統計は「徴兵令」によって全国から20才の壮丁を徴集して常備軍を編成する旨を国民に達したことから

はじまる。「徴兵令」そのものの沿革については第3章の解題において大よそ述べたのでここでは繰返さないが，

徴兵統計の理解に必要な限り関係する箇所をあげてみよう。「徴兵は国民の年甫めて二十才に至る者を微し以て海

陸両軍に充てしむる者なり今葦…に陸軍を大別して三種となす其一常備軍其二後備軍三三国民軍是なり又其兵丁の

身材に従ひ五派の兵種に区別す日砲兵日騎兵日歩兵日工兵日轍重兵…」とはじめにある。常備軍については

「概則」のその1に「常備軍は本年徴兵の抽銭せし者を以て編成し三ケ年の役を帯はしむる者なり」とあり，後

備軍については同じく「概則」のその2に「後備軍は常備軍三ケ年の役を勤め終りし者を以て編成し常に家居し

産業を営まし復之を別ちて二種となす日第一後備軍日第二後備軍是なり」とあり，国民軍については同じく「概

則」のその3に「国民軍は常備後備両軍の外に全国の男子←七才より四十才迄の者悉く兵籍に載せ置き全国大挙

の役あるに方り均しく隊伍に編入し以て管内の守備に供する者なり」とある。

 同令の附録の6管鎮台徴員並式の軍管区別および兵種別の徴員予定表および，全国徴兵表によると3府70県か

ら31，680人を3ケ年計画で整備する計画であり，これに従って毎年10．560人を徴募することになっている。
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また同令の第13條により，府県において徴兵連名簿および免役連名簿を作成し陸軍省へ差出すことが義務づけら
れた。

 この「徴兵令」にもとづき6年は東京鎮台下のみ徴兵を実施することとなり，同日陸軍省第5号をもって東京
鎮台管下の東京府及び17県へ2月15日より徴兵使を派遣する旨の達しが出されている。それによると管下府県に

L500石に1人の割で当年20才の者を調べ徴兵使派遣の節召集するようになっており，管下の石高737万石，相

当園主約4，907で常備兵1ケ年徴員2，300人，補充兵972人，計3，272人が予定されている。同年3月18日陸軍
省第79号をもって京阪2府および47県へ，直ちに召集する訳ではないが，本年の徴兵人員を調べて徴兵連名簿お

よび免役連名簿を差出すよう達している。また同月20日陸軍省第80号をもって各府県へ国民軍取調べるにつき，

17才以上40才以下の者の名簿（口塞簿）を作成して差出すよう命じている。同年5月9日には「徴兵入費概則」

が制定され，同年5月17日陸軍省第161号により国民馬丁簿，徴兵連名簿，免役連名簿の雛形が定められた。

（但し法令全書にはこの雛形の別紙は省略されている）。7年12月22日には「徴兵事務手続書」が定められ（府

県へは8年5月29日に達せられている），このなかで徴兵表雛形も定められた。これによって徴兵関係の事務手

続および表式もほぼ大枠はでき上ったといってよい。

 12年の「徴兵令」改正の意味については第3章で述べたが，この改正に伴って「徴兵事務條例」が定められた。

これによって戸長の備付けるべき個々の徴集杜猛者，免役壮丁者の表式と郡区長の備えるべき壮丁名簿，使府県

徴兵支署の備えるべき除役名簿，免役名簿，第2予備徴兵名簿，翌年回名簿，入営延期翌年回名簿，先入兵名簿，

徴集名簿の書式および使府県庁の備えるべき国民軍名簿の書式が定められた。また鎮台で作成すべき煙管所要人

員表等の帳簿が以下のように定められ，その雛形もあり，ここに徴兵統計の様式の基礎が確立したといってよい。

 除役名簿，免役名簿，免役料上納名簿，第2予備徴兵名簿，翌年回名簿，先入兵名簿，前年送名簿，入営延期

前年送名簿，前年送先入兵名簿，徴集名簿，兵卒明細名簿，兵卒検査名簿，第1予備徴兵名簿，銭簿，諸願解並

証書，蟹田軍管徴兵表，同徴兵職業表，同徴兵豆幹表．

2～3 調査目的 謂査対象
 徴兵統計は「徴兵令」にもとづいて毎年実施される徴兵検査に関連して作成される業務統計である。その結果

の数値は毎年の「陸軍省年報」に発表されているが，毎年の徴集予定者の数値は「年報」には掲載されておらず

法令に記載されているのに留るので，これを知るためには「法令全書」に掲載されているものが利用し得る。以

上の徴兵統計によって「徴兵令」が明治6年に施行されてからの毎年の徴兵実施状況や国民の徴兵忌避の実態を

知ることができる。いま徴兵統計の主な調査項目を，後出の3 調査系列で述べた徴兵事務手続の順に従ってあ
げてみよう。

 第1に当年20才の壮丁の総員（男子総人日）が毎年の戸籍簿にもとづいて作成される。これが全国壮τ総員で

ある。つぎに免役條項に該当して徴兵を免れる者が調査されて免役連名簿が作成される。全国壮．丁人員から免役

連名簿の人員を引いたものが徴兵連名簿（徴兵試験を受けるべき人員の総計）人員である。

 免役連名簿の内訳は免役條鷲別であって，例えば「第1．年報」 （明治9年）のばあい，つぎのようである。

 身幹定尺未満者，病弱または不具者，院省使庁府県に奉職の者，陸海軍其他の公電に学ぶ生徒，戸主，嗣子・及

び承祖の孫，独子書判，罪科ある者，父兄に代り家を治むる者，常備兵在役或はその兄弟。

 このなかで大部分をしめるのは家族主義温存のために免役條項とした戸王および嗣子であって，そのため20才

総丁の総員から免役連名簿人員を引いた徴兵連名簿の人員は極端に低くなっている。いま明治9年についてこれ

をみると20才壮丁の人員は296，086名，免役人員総数は242，860名であり，その大部分の222，251名は戸主およ

び嗣子（戸主66，592名，嗣子155，659名）である。従って連名簿人員総数は53，221名であり，連名簿人員から，

採用した常備兵5，405名，補充兵1，090名，計10，495名の採用者と20才壮丁の比率（徴兵率）は3．54％ という

低率となる。 「明治10年陸軍省年報」に11年から17年迄の徴兵率の数値があるが，これをみると11年3．86％，

12年3．36％，13年8．77％，14年7．85％，15年9．48％，16年10．38％，17年16．98％ となっており，12年迄は

3％台であり，12年改1Eによって7％にのぼり，10％台にのったのは16年であり，16年の「徴兵令」改正ではじ

めて17％台になっている。

 この徴兵忌避をしめす統計数値は「陸軍省年報」．の各年度について見られるが，なお「第2年報」と「第3年

報」の前書が徴兵忌避の実情を知るための資料として参考になろう。

 「徴兵の事たる各地方漸く慣習せる者の如しと難も官吏にして或は徴兵の苦情を助け或は之を厳制せず唯甘言

を以て一時の責を逃るるが如き姑息を脱せず人民は遂年詐偽に長じ……」 （第2年報）。 「免役連名簿中戸主並

嗣子及承祖の孫或は父兄に代り家を治むる者等の増加するは所謂法を仮り官を欺き以て兵役を逃れんと欲し或は

他人に依頼し一時養子となりて嗣子の名義を冒し或は名のみ分家を為して其実は実家に同居する者漸々増加する
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故ならん若し之を矯正するの道なくんば数年を出でずして大に徴兵の欠乏を訴るに至らん」（第3年報）。

 徴兵の決定は徴兵連名簿の人員を召集して検査の結果，本省であらかじめ作成した徴兵人員表に従って軍管区

別に実施されるが，この徴兵人員表は毎年1月に本省より軍管別兵種別の現役および補充兵の徴集予定人員が各

鎮台各陶管徴兵使および府県に宛てて陸軍省の布達によって通知される。この数値は「陸軍省年報」にはなく，

10年以降については，つぎのように毎年の「法令全書」の陸軍省の布達によってみることができる。明治10年徴

員表（達乙第28号，10年1月29日）， 明治11年徴員表（達甲第6号，11年2月9日）， 明治12年徴員表（達甲第

1号，12年1月17日），明治13年徴員表（布第1号，13年1月22日），明治14年徴集人員表（布目1．号，14年2
月3日），明治15年徴集人員表（原肥1．号，15年1月17．日），明治16年徴集人員表（告第1．号，16年1．月12日）。

9年以前の徴集人員表については各年度毎のものはなく，6年の「蘭月令」の附録別冊の6管鎮台徴員並式の全

国徴員表に初年度から7．爪先迄の毎才徴員表がある。これは8年に改訂されている。 （布第15号，明治8年1月
15日）

 徴兵忌避関係の統計ではまた一定の金額を上納して兵役を免れた代人料上納人員の毎年数値が「年報」によっ

て得られる。この制度は有産階級に有利な制度で立法の精神は問題であったが，実際はもっとも多い年で562人

という数字であり，結局16年に廃止されたことは前述のとおりである。

 つぎに徴兵検査の結果採用決定した蘭月決定者の軍管区別，兵種別の常備兵，補充兵および後備兵の数値は「年

報」によってみることができる。また国民軍人員表は17才から40才迄の男子人口の年令別統計であるが，

8年から13年迄の数値は「第6年報」の第19 累年事業一覧表によって得ることができる。

 以上が軍の徴兵の概況を知ることのできる主要な統計項目であるカ～微兵統計は狭義の軍事統計として利用

し得るほか，一般統計，とくに人口・衛生統計との関係でも使用しうる統計であろう。例えば20才壮丁総員は毎年

の男子20才総人口であり，国民軍総員は毎年の17才から40才迄の年令別男子総人ロである。その他注目すべき

ものは壮丁の職業統計表と体格統計表であろう。

 職業統計表は今回の収録範囲では「第8年報」に16年徴兵職業表があり， 「統計集誌」第25号に「明治15年常

備徴兵職業別」がある。また今回の収録対象外であるが「第10年報」 （明治17年）に軍管区別の「徴兵職業表」

と10年～17年の「累年徴兵職業別人員表」がある。また体格統計表は「統計集誌」第37号に明治17年の「第2負

目徴兵丁壮者身体働口」等があり， 「第10年報」に軍戸区別の「徴兵身固尺度表」と10～17年の「徴兵白峰尺度

累年代表数」がある。

4 調査系列
 「徴兵令」の徴兵編成並概則によると，前言に「…而して各種の兵皆各自鎮台の国郡より徴集し若干年の役を

帯はしめ所管鎮台に備へて以て地方の守備に充つ」とある。また第1章 徴兵官員並職掌の第1條 徴兵使に
は「陸軍中佐或は少佐の内一人之に任じ府県に出張し知事令参事官と議し徴兵の職務を総管す…」とある。

 また第2章 徴兵使巡行並検査前事務の第3條に「府県より陸軍省へ差出たる徴兵連名簿を照し当府県に於て，

当年徴兵幾人其内兵種相当の人員及び補充の員数を算定し又免役連名簿並びに箇條書取糺し中に就て学徒は
学校の証書及び科目免許書等点検の上紛れなき者は姓名の上に徴兵署免役の検印を押すべし」とある。

 なお徴兵適格者の選定の手続きは第6章徴兵雑則並扱方の第13條につぎのような規定がある。「男児20歳に至

れば兵役に就くべきを以て毎年12月25日迄に府県庁に於て19才の者を調べ徴兵連名簿に税することとす
是故に19歳の者は其年の11月10日迄に前條17歳の万口の如く戸長へ届出て戸長は11月20日迄に成仏簿を照し現人

に引合せ其内免役に適する者は篤と取調べ夫々箇條書相添へ区長へ差出し区長は11月30日迄に区括りにして証印

し府県庁へ差出すべし府県庁之を点検し徴兵連名簿に載せ12月25日迄に陸軍省へ差出すべし最：免役に適する者は

区々より差出したる免役箇條書を取糺し免役連名簿を認め各個箇條を詳細に書載せ徴兵連名簿と共に差出すべし」。

 また12年11月に定められた「徴兵事務古例」の第1章 徴兵事務順序はつぎのとおりである。

 第1條 微兵事務は其期を別て三節とす

 第2條 其一節は徴兵各自の届出より始まり郡区長及び戸長に於て各自届書を調査し壮丁名簿を製する等凡て

徴兵’F検査の準備を為す之を第一次徴兵事務とす

 第3條 其二節は使府県に於て徴兵支署を開設し徴兵相当者の身幹を検査し並に徴兵第27條乃至第30條の項目

に当る者を区別し其姓名を数冊に謄記する等凡て下検査に係る事務並に国民軍名簿調整の事を施行す之を第二次

徴兵事務とす

 第4條 其三節は軍管徴兵署使府県徴兵署及び徴兵検査所を開設し簿冊の復審除役免役徴集猶予当否の判決及
び検査抽銭其他本年徴兵一切の事務を完了す之を第三次徴兵事務とす。

 以上の諸規定によってみると徴兵事務は本省において各府県から提出された徴兵連名簿，免役連名簿等の徴兵
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関係諸表によって各軍需管ドの府県に徴兵予定者を配当し，これにもとづいて各三管の鎮台より徴兵使が各府県

に出張して地方庁の担当官とともに徴兵適格者より選定するという手続きによっていたことが分る。従って徴兵

統計の調査系列は本省一軍管区一使府県一目区長一戸長ということになる。

 また徴兵纂務の末端は地方自治体が受けもち，戸長が葺務遂行責任者であった。徴兵免役軸比の実質的運営が

戸長の採量によるところが多いことからおきる徴兵忌避を巡る肥州については既に述べたので省略する。

 なお本省における徴兵事務は当初陸軍省弟一局第二課の担当であった。12年10月の「陸軍省職制事務章程」改

1Eによって第一一局は総務局と改称され，13年6月に定められた「総務局各課二二並順序」によると徴兵餐務は徴

兵課が担当し，入兵，予備重，褒備嵐，国民軍の4掛の構成であり，第4條 徴兵課の第2項以Fに各係に備え

付けるべき帳簿が列記されている。また各係の主管門口については第3項以降につぎのようにある。
 第3項 入店掛専務は三兵に係る一切の法例草案徴兵人員の調査並に其人員を徴兵区に配当の事務除役免徴集

猶予出願の適否…を掌る」， 「第5項 予備軍掛専務は予備軍補充兵に係る一切の條規人員の取調をなし…を掌

る」， 「第7項 後備重三専務は後備箪に係る一切の條規人員の取調をなし…を掌る」， 「第9項 ㎏民軍掛専

務は国民軍及び第一，第二予備徴兵廃兵等の人員調…を掌る」とある。16年，17年に徴兵課の各係は若十の異動

があったが大勢において変動がないので省略する。

5根拠法
 明治5年11月28日 太政官第379号気徴兵令詔書及び徴兵告諭 法令全書 明治5年）

 明治6年1月10日 陸軍省第5号 東京府及神奈川県外16県（東京鎮台管下徴兵使派遣に付心得方 法令全書

明治6年）

 明治6年1月20日

 明治6年1月22日

 明治6年3月18日
む 法令全書 明治6年）

 明治6年3月20目

 明治6年5月17日
別紙略）

 明治7年5月9日 陸軍省第203号輪廓附
 明治7、年12月22日 陸軍省第472号 輪廓附

書 法令全書 明治7年 別冊共）

 明治8年1月15日
 明治8年1月23日
 明治8年5月29日
 明治8年11月5日
 明治8年11月7日
目明治9年2月9日
明治9年 別冊共）

 明治10年1月29日 陸軍省達甲第7号

 明治11年8月3日 太政官布告第20号
11年）

 明治12年1月8日
方 法令全書

 明治12年10月27日

 明治12年11月17日

 明治16年12月28日

陸軍省第16号 府県L徴兵令 法令全書 明治6年 男「冊は1月10日太政官達に載す）

陸軍省第17号 府県（徴兵令附録 法令全書 明治6年目別冊は1月10日太政官達に載す）

陸軍省第79号 京阪2府47．県 東京鎮台管下府県を除く （本年徴兵人員を取調べ差出さし

陸軍省第80号．府県（徴兵二丁簿の件取消改達 法令全書 明治6年）

陸軍省第161号（徴兵令中国民成丁丁徴兵連名簿及免役連名簿雛形 法令全書 明治6年

目2国管諸県（徴兵入費概則 法令全書 明治7年 別冊共）

陸軍全部 府県へは8年5月29日布第162号達（徴兵事務手続

陸軍省布第15号 輪廓附 陸軍全部（微兵令附録改訂 法令全書 明治8年 別冊共）

陸軍省布第沼号 輪廓附 陸軍全部（徴兵令参考四重 法令全書 明治8年 別冊共）

陸軍二布第162号 府県（徴兵事務手続書 法令全書 明治8年 別冊略）

太政官布告第162号（徴兵令改訂 法令全書 明治8年 別冊共）

陸軍省達第111号 輪廓附 陸軍全部（徴兵令参考改訂 法令全書 明治8年 別冊共）

陸軍省達第18号 輪廓附 鎮台府県（徴兵入費概則並徴兵入費明細表雛形改正 法令全書

輪廓附（徴兵令参考追加改止 法令全書 明治10年 別紙共）

輪廓附（常備兵役を寛えざる前分家するを禁ず 法令全詩1二明治11年）

   陸軍省口出1号 輪廓附（第一後備を・予備軍，第二後備軍を後備軍と改称及服役年期計算：

明治12年）

   太政官布告第46号 輪廓附（徴兵令改正 法令全書 明治12年 別冊共）

   陸軍省布第2号 輪廓附（徴兵事務條例 法令全書 明治12年 別冊共）

   陸軍卿海軍卿連署 太政官布告第46号（徴兵令改正 法令全書 明治正6年 別冊共）
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内閣記録局＝法規分類大全 第1編（明治元年～20年） 同局 明治22～27年（関係各冊）
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古島敏雄： 〔農務顛末〕解題「農商務省：農務顛末 第1巻 肇林省 昭和27年」所収
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石塚裕道：日本資本主義成立史研究一明治国家と殖産興業政策一 吉川弘文館 昭和48年

笠井恭悦：林野制度の発展と山村経済 御茶の水書房 昭和39年

児島俊弘：明治期農業統計の問題意識「農業総合研究」12巻4号（昭和33年）

児島俊弘：日奉農林水産統計史の概略 その1 明治期の農水産統計 アジア経済研究所 昭和42年

国立国会図書館参考書誌部：前田正名関係文書目録 同館 昭和44年（憲政資料目録 7）

前田正名：直接貿易一班 明治12年

前田正名：彼我対照欧州視察 明治44年

目 泰博：幕末明治初期北摂津村の経済と社会「宮本又次編：近畿農村の秩序と変貌  『商業的農業の展開』

 続編 大阪大学経済学部社会経済研究室 昭和32年」所収

内務省地理局：地名索引 乾．坤 明治18年 2冊（覆刻版 雄松堂書店 昭和42年 明治地理叢刊 3）

中村 哲：明治稚新の基礎構造一日目資本主義形成の起点一未来社 昭和43年

日本統計研究所：日本統計発達史 東京大学出版会 昭和35年

丹羽邦男：明治維新の土地変革一領主的土地所有の解体をめぐって一 御茶の水書房 昭和37年

綾一発達史調査会：調査編集月報 61号（7巻5・6号）

農事調査 大阪府之部 調査主眼 現況 沿革 明治23年

 （覆刻版 明治文献資料刊行会：明治前期産業発達史資料 補巻（104）～（105） 同会 昭和48年 2冊）

野村兼太郎：村明細帳の研究 有斐閣 昭和24年

農林省：農林行政史 第1～第5巻 農林協会 昭和32年～38年 5冊

農林大臣官房統計課；明治2年以降農林省統計関係法規輯覧 同課 昭和7年

農林省農務局：明治前期勧農事蹟輯録上，下巻 大日本農会 昭和14年 2冊
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 資料 編の19）

  目次 原 政司：農業統計の成立とその発展（日本農業発達史第9巻より転載） 木村太郎：農林統計調

   査史（日本統計調査年表より転載） 三輪芳郎：農林水産統計調査史（経済企画庁統計資料第141号）

   多田 誠；農家経済調査の沿革と方法（農林統計調査 昭和26年9月号より転載） 石橋幸雄1農産物

   生産費調査の沿革（統計調査局資料第8輯）
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 編の26）

農林省農林経済局統計調査部＝農林水産統計調査関係法規輯覧 同部 昭和34年（農林水産統計調査史編輯資

 料 編の23）

農林省農林経済局統計調査部：農林水産統計調査史解説 その1 農作物調査の部 その2 経済統計調査の

 部 その3 農林統計調査の部 同部 昭和36年～42年（農林水産統計調査史編輯資料 編の30～32）
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農林省図書館：農林文献解題 農業統計編 同館 昭和41年

農林統計協会：日本統計調査年報 同協会 昭和27年

農商務省：農商務省図書類別目録 第1輯 和書之部 同省 明治34年（覆刻版 明治文献資料刊行会編：

 明治前期産業発達史資料 別冊〔8ゆ1，2 昭和40年 2冊）

鏑務省文目口一面出版図書一覧同省明治32年（覆刻版「明治文化資糠卸1行会編＝明治文

 化資料叢書 第7巻 書目編 風間書房 昭和38年」所収）

林野庁：日本林業発達史 上 林業発達史調査会 昭和35年

祖田 修：前田正名 吉川弘文館 昭和48年（人物叢書）

田中芳男；平山成信編：湊國博覧会参同記要 明治30年（覆刻版 明治文献資料刊行会編＝明治前期産業発達

 史資料 8の｛2）昭和39年）

梅村又次他＝長期経済統計 推計と分析 9 農林業 東洋経済新報社 昭和41年

山口和雄：明治前期経済の分析 増補版 東京大学出版会 昭和38年

安岡重明・賃労働層形成期の繍と社会明治前期の大壷村・ついて「油田嬬’ ﾟ畿澤村の秩序と変貌

 『商業的農業の展開』 三編 大阪大学経済学部社会経済研究室 昭和32年」所収

3 軍事統計（第3章，第4章）関連文献

藤原 彰＝軍事史 東洋経済新報社 昭和36年細’本現代卑大系）

古島敏雄：明治期における都市の動向「地方史研究協議会編：日本の町 1翠 雄山閣 昭和36年」所収

石田竜次郎：皇国地誌の編纂一その経緯と思想一「社会学研究（一橋大学）」8号（昭和41年）

海軍有終会；近世帝国海軍史要． ｯ会 昭和13年

黒崎千晴：近代化・都市化の一側面一人口の都市集中を中心として一「社会科学討究」11巻3号（昭和41年）

鵬千晴一壷命の一側面一小運送車輌の導入●普及過程を中心としで「社会繍史学」雛2号．

（昭和42年）

黒崎〒晴：工業化の一基盤・ついて一明治期における鍛工・分布および変動を中心として一「社会経済蝉」

 35巻5・6号『（昭和45年）

黒崎千晴：明治前期め都市について「社会経済史学」39巻6号（昭和49年）

松下芳男：徴兵令制定史 内外書房 昭和18年

松下芳男：明治軍制史論 上，下 有：斐閣 昭和31年 2冊

明治法制経済史研究所：元老院会議筆記 前期第13巻 元老院会議筆記刊行会 昭和42年
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森川 洋：明治初年の都市分布「人文地理」14巻5号（昭和37年）

村上一郎：日本軍隊論序説 人物往来社 昭和48年

織田武雄＝地図の歴史 講談社 昭和48年

清水靖夫；関東地方と迅速測図「山崎謹哉編：近世関東の歴史地理 明玄書房 昭和38年」所収

末尾至行： r共武政表』の水車統計とその吟味「人文地理」14巻5号（昭和37年）

末尾至行：奈良県の水車一明治期期資料『水車調』による水力開発；利用の実証的研究（1｝一「奈良女子大学文

 学会 研究年報」9号（昭和40年）

末尾至行：奈良県の水車一その機能分析一明治前期資料『水車調』による水力開発一利用の実証的研究｛2｝一

 「人文地理」19巻5号（昭和42年）

末尾至行：明治時代，特に明治末期における水車動力の意義について「人文地理」9巻4号く昭和32年）

末尾至行：r共武政表』水車再考「関西大学文学論集」17巻2号（昭和43年）

田中惣五郎＝日本軍隊史 理論社 昭和29年

海野福寿：明治初年・都市研究の2・3の問題「地方史研究協議会編；日本の町 皿 雄山閣 昭和36年」所

 収

米山梅吉：幕末西洋文化と沼津兵学校 三省堂 昭和10年
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索     引

（アルファベット順）

1 文 献 索 引

  本文（第1章～第4章）中に現われた統計資料，地図およびその他

  の文献（但し参考文献は除く）をすべて掲げた。そのうち統計内容

  注記をもつ統計資料名の索引番号には芸印を付した。

2～3 機関名および人名索引

  統計資料，地図とその他の文献の編著者および本文中に現われた機

  関名と個人名を掲げた。そのうち，すべての統計資料と地図の編著

  者の索引番号はゴシック活字を使用した。
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1 文 献 索 引

青森大林区署統計書……………・…・・…………56

萬国地誌略物産…………・…・…・………………73

物産表…………………………府県物産表を見よ

物産書上……………・…………………・…・・… 64

6物産表（村段階）………………・…一……64，70

地名索引…・…・………・………・・……一・・……73

廠発物件一覧表………一・…90，91，92，93

     107， 108，109， 136， 140， 141

 明治16年徴発物件一覧表……140，美140

 明治17年徴発物件一覧表・一…140，芸140

徴兵並免役上納比較以下19表…芙145，146

徴兵調……・………・…・明治14年徴兵調を見よ

直接貿易一班………………・・…一…………・一85

 大日本物産学類…………・……・・………………73

大日本帝国内務省統計報告…………・……・・34

 大日本帝国内務省第1回統計報告…… 35

大林区署統計年報……………………………36

大林区署統計書…………………………………56

営林局統計書……………・…・・……………・…・・56

馳爾県物産表……1，2，5，7，9，14，15

    ・… 16， 56， 61， 63， 64， 65， 68， 72

  明治6年府県物産表……61，美61，63，64

 暗鬼刻本………………・・……・………………61

  明治6年物産 2府54県 米 大麦 小麦

  茶 莫 大豆 酒 醤油 油・・61，美61

  明治7年府県物産表 府3県60……56，61

             … 一）←62． 63， 64

 同覆刻本…… ・…………・…・…………一・・61

 明治7年物産 3府60県 米 大麦 小麦

              ・・・・・・… 61， 今←62

 明治8年府県物産表 ・…一・……61，一〉←62

 明治8年全国物産種類金額総計表…………

              ・・・… 61， 一）←62

 同覆亥旺一・… …………・…・・……………… …… 61

明治8年府県物産金額増減比較表…61，苦62

 同覆刻………・・………………………………61

府県物産志・…一……・一・…………72，※72

府県物産国富全……………・・…・…72，美72

府県農産表 ……・………・…・……………・…・・70

府県統計書………………・……一……36，37

福岡県物産誌…………………………・一…70

藩吏一覧表 …・……………・・…………… 2，4

兵要日本地理小誌………一一…・110，137

彼我対照欧州視察……………・…・・…………85

広島大林区署統計書…………………………56

1使2府31県特有物産表…61，※62，65，70

維新産業建設史資料第2巻一一……22，34

迅速測図…………………………・一・92，103

＼／海軍省報告書・

  海軍省報告

  海軍省報告

  海軍省報告

 海軍省統計年報…

  昭和16年海軍省統計年報（第67回）・

 海軍諸表便覧…・・

 海軍省年報・“

 開拓使本庁管内特有物産表

 …明治10年開拓使本庁管内特有物産表を見よ

㌔／勧農局年報… L13，35，36，38，42，43

  旧勧業寮第1回年報撮要 ……………………

            38， 今←38， 42， 63

  同覆刻本………………………………・…・・38

      ・・91， 99， 108， 129， 133

      明治10年度………………133

      明治11年度… 129，甚129

      明治12年度 一

          129， 一〉←130， 134

海軍省報告 明治13年度・一…129，芸131

海軍省報告 明治14年度・…

        ・…  129， 一）←131， 134

海軍省報告書 明治15年後半………・…

             129， 今←132

       ……………”…’…’一・133

                ・・133

       … 。・… 9・・… …・・・・・・・・・… …  99

     ………… 海軍省報告書を見よ
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   勧農局第2回年報…… 38，苦39，42、63

   同語刻本…………………………………… 38

   勧農局第3回年報……………38，苦40，42

   同士刻本………・………・・………………… 38

   勧農局第4回年報……………38，美41，42

   同覆刻本………………一・………………一・38

  勧農局農事月報…・……………・・…………… 68

V〆興業意見……1，20，70，80，芸81，84，85

  同翻刻本・一……・……・・・………・…………80

  興業意見他前田正名関係資料………… 80

  興業意見 定本…… 84，85，86，87，88

  興業意見 未定稿……・

       ・・。・・・… 80， 84， 85， 86， 87， 88

  興業意見 草稿………・………・・………… 80

  皇国物産概略……………・…・・……………… 73

 皇国物産表……………・…・・………………… 73

 皇国物産略……………・…・・………………… 73

 皇国地誌……20，34，35，73，110，136

 国有林野一班・………∵…・・………………… 56

》戸籍局年報………………・…・・……………… 35

V〆共武政表 …………90，91，92，93，98，99，

      103， 104， 107， 109， 110， 135

        136， 137， 138， 140， 141

  第1回共武政表……・…

    ・… 一・・ 135， 今←135， 136， 137， 138

  第2回共武政表………・

     ・・。・…  135， →〉←135， 136， 137， 138

  第3回共武政表……・…

       135， →ぐ一135， 136， 137， 138

  第4回共武政表（13年）……………

       135， 136， 今←136， 137， 138

  第5回共武政表（14年）………135，136

 旧勧業寮第1回年報撮要…勧農局年報を見よ

  前田正名関係文書目録…・・………80，81，84

  明治8年陸軍軍政年報…陸軍軍政年報をみよ
朔治1・軸拓山本囎内鮪物産ち……61

86，87，88＞〆内務省年報

明治13年共武政表……第4回共武政表を見よ

明治14年徴兵調一…一・………芸145，146

明治14年共武政表……第5回共武政表を見よ

明治17年報告………………内務省年報を見よ

明治大正大阪二二 ……………・…・・…………65

明治前期勧農事蹟輯録…………………42，70

明治前期産業発達史資料…22，61，66，74

明治前期財政経済史料集成…………・……・・80

         1， 22， 34， 35， 36， 37

 内務省第1回年報……22，一）←22，34，42

 同覆刻本………………………………………22

 内務省第2回年報 …………

        22， 一）く一27， 34， 42， 63， 64

 同覆刻本……………・・…・……………………22

 内務卿第3回年報 ……22，苦31，34，42

 同覆刻本……………・・…・……………………22

 内務卿第4回年報 …………………22，一）←31

 同覆刻本………………………………・…・・…22

 内務卿第5回年報 ……………… 22，芸31

 回避刻本……・……・……・………………一・…22

 明治17年報告……………一・・………・一34

 内務省統計書 上巻，中巻…芙32，35，36

日本物産字引……………………・…………・…・73

日本物産国尽 前編 ………………・・…・……73

日本地誌略物産…………………………………73

日本地誌提要……………………………………20

日本農業発達史 10・一・……………………66

日本産物志 前編 ……………・…・・…………73

日本全国戸籍表 明治5年調…・………・・…35

農事調査 大阪府之部………

       大阪府之部 農事調査を見よ

農事月報………………・・…・……………・・……・68

農事報告………………・・・………………………68

農務局年報………………一・………………42，77

農務提要…………・…・…・………………………89

農務統計表……………・…・・………74，76，77

 農務統計図表…・一……一・・…… 74，苦74
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 同覆刻本………………一・……………・…・・…74

 第2次農務統計表…………74，苦74，76

 同覆刻本……………………・……・………・…74

 第3次農務統計表…………74，＊75，76

農産表 ………・……・…・…全国農産表を見よ

農商務卿報告 ……………・…・・…………… 35

 農商務卿第1回報告…………………… 35

農省務省報告………………………………… 35

農商務統計表………………………………… 68

襖国博覧会血止紀要 ……………………… 72

大阪府之部 農事調査…………………… 89

陸軍軍政年報（明治8年目 ……… 98，112

     ・今← 112， 113， 126， 127， 135

遠雷年報 36，9q91，105，113

  114，12α134136・1窪6・147・148

 陸軍省第1年報

      113， 114， →〈一114， 127， 147

 陸軍省第2年報

         114， 一）←116， 127， 147

 陸軍省第3年報

      114， →ぐ一117， 127， 147， 148

 陸軍省第4年報…・…一…・

         113， 114， 一）〈一118， 126

 陸軍省第5年報 …… 114，苦119，135

 陸軍省第6年報

      114， 一）←121， 127， 135， 148

 陸軍省第7年報 …………・

         114，一）〈一123， 136， 146

 陸軍省第8画面 …………・

         114，→ぐ・125， 136， 148

 陸軍省第10年報 …………・……・・………148

 陸軍省第12年報 …………………………127

陸軍省統計年報………………一・……126，127

 陸軍省第1回統計年報………………一・127

産物一覧……………………………・……・・… 73

参謀本部5万分の1地図一・・…………… 92

山林局年報………………35，36，45，55，56

  山林局第1回年報……45，芙45，56，57

  山林局第2回年報…………45，芙45，57

  山林局第3回年報 …………45，芙46，57

  山林局第4回年報・一・……45，芸48，57

  山林局第5回年報 …”’……45，芙50，57

 山林局統計年報……………・…・……・……… 56

 土地台帳………・一・…………・……・・… 10，56．

）ノ統計集誌………………………79，146，148

  「統計集誌」所収の物産統計……………美78

  「統計弊誌」所収の徴兵統計………芸145

 坪刈帳……………幽・…・…・…………・・……… 8

 内見帳……………………・……………・・…… 8

 山梨県甲斐国農産表 …………・……・…・… 70

 V釜国農産表……一…一43，56，66，70，88

  明治9年全国農産表…………………………

        ……   66， →ぐ一66， 68， 69， 70

  同覆刻本……………………………・……・・ 66

  明治10年全国農産表…66，う←66，69，70

  同覆刻本及び翻刻本・・…………………… 66

  明治11年全国農産表………66，芙67，69

  同覆刻本及び翻刻本……………一・…… 66

  明治12年全国農産表…・……………・

           66， 一）（一67， 68， 69， 71

  同覆刻本………………………・…・………・ 66

  明治13年農産表………………66，芙67，70

  同覆刻本………………『・・………………… 66

  明治14年農産表………………66，苦67，70

  霜覆刻本………………………………・・…・ 66

  明治15年農産表…………66，芙67，68，70

  同覆刻本………………・………・…・…・・…・ 66
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2 機 関 名 索 引

地租改正事務局

地租改正局……・・

中央気象台……・・

太政官……

一正院………………………

一一
謖ﾜ科政表掛……

一一
n誌課 ……………

一一
r高課 …………

福岡県第二課’’”……’………’”●

仏式伝習所………………………

博覧会事務局…………・・………

兵学校…………・……・・……・…

兵学寮……’…………””’………

兵学寮戸山出張所・……・・……

兵学所……………・…・・…………

兵部省一……・……………94，95，

一水路局……………・…・・…

自治省………………・……・……

樹木試験場……………・・…・……

貨幣制度調査会

海軍軍令部……………………・

海軍兵学校………………………

海軍兵学寮……………・・…・……

海軍観象台………・………・・……

海軍省…… 90，94，97，

一軍事部………・・

一軍務局………

一廓軍本部 …・・

一 言臣道課   一・… ・

一一@一統計掛
一内局統計課
一主船局………・・

      ……9， 56

          55

  ’…’     110

1 ， 36， 61， 94， 96， 99

    108，110，113

         136

      15， 36， 77

          20

          8

          70

          95

          72

          95

          95

      ・・・・… 一   95

          95

       97，100

         100

          13

         141

    …     106

      ………110

       95，110

       92，110

    99， 100， 108

      133，140

         106

…         106

 …” …”     101

 ・…・  99， 129， 134，

       99，108

         129

          97

海軍省主記紀………  …・   …… 97

一水路部………・……    109，110

一水路局…一一    93，100，108

一一
ｻ図課………     109

   一測量課      ・……109

一 一図毒断      ………109

一水路寮…・…  …・    93，100

一総務局統計課 ・・…・・     108

一統計課・……一 99，108，129，134

一提督府………          97

海軍操練所………・一・一    ・・一95，97

会計事務課………………・       2

仮士官学校…………一      ・・… 95

警視庁…・……・………

建設省……………・…・・

金穀出納所・・   …・       2

工部省……・一…・1 8，9 20，43，97

一電話局”．…’…    ’………・・141

一測量司…………・…・  …’…”… 9

国立林業試験場…………・   ………… 13

厚生省……………・………   ………… 34

教導団……………………9   …・……・・ 95

教導隊一…             95

民部省… 4，5，h6，7，8，13，19，35

                 55，63

一地理司一… ・・…   …5，8，35

高岡種畜場…・・       …・……・・ 42

三田育種所…・…   …        42

三田農具製作所            42

文部省…………         73，110

内務省… 1，9，10，11，15，20，22，34

     34， 35， 36， 42， 43， 56， 57， 63

          ・・・・・・… 68，  107，  110

一地理局・ ・13，34，35，58，73，78
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内務省地理局山林課 ………………◆・・10，13

一一
o張所 ……………………… 14

一一 n理寮……………一・………… 10，35

一一
n誌課………………一・…… 20

一一
ｯ林作業課………………… 13

一第二局…………・……・・……………… 36

一土木局…………一…・…・・一… 34，35

一衛生局・…一……一・………… 34，35

一駅逓局………………一・……・………・・ 34

一駅逓寮………………………………… 35

一準自局…………・……・・……………… 36

一監獄局…………・・……・……………… 35

＿会計局…………・…・…・……………… 35

一勧業寮…………・……・・11，42，61，63

一一
謗O課’………’………’”… 43

一一
ﾒ纂課 ●…’…………”…… 43

一一一
ﾒ纂掛…………’… 43

一一一
�衰|………’…… 43

『 『一照査掛’…・●………” 43

一一一
ｻ表掛…’『’………” 43

一勧農局…” 11，12，13，34，38，42

      42， 61， 66，70， 71， 74， 76

一   報告課…”…’……●’…” 43

一    一三呼掛…………… 44

一一一
G書掛…………… 43

一一一
ﾒ輯掛……………… 44

一一
@一翻訳掛一’………” 43

一一一
ｻ表掛…””…”… 43

一一一
C成掛”…………” 43

一一一
搆v掛…’…… 44，70

一一一
ﾊ報掛…’…’………  43

一一一
ﾊ信掛………… 44，70

一勧二曹……………・…・・………”’…… 35

一警保局・…噂……………’……………… 35

一警視局………………’”………’…”… 34

一戸籍局……’…・”…’噸…”…” 34，35

一内局．…“…………”◆…”……………’35

内務省林区出張所…………………………… 14

＿山林局………10，11，13，14，35，45

一一
o張所 …・………・・………… 14

一社寺局………………………………… 35

一庶務局…………………………… 35，36

一  一編帆掛  ・・・・・・… …・… 一・・… 。・。・ 36

一統計課……………一・・……32，34，36

一一一 }書局…………………34，35，36，36

一図書寮……………・…・・……………… 36

一 一編集課 ……………・・…・…… 36

一＿
薄ｱ課………………一・…… 36

一一一
厲諸N報掛………… 36

一一
o版課……………………… 36

農商務省…1，10，11，12，13，14，34，35

     43， 57， 68， 70， 71， 80， 84，85，

              85， 86， 87

    第四課……………一・…………… 88

    農務局…・・42．66，71，74，76，77

    山林事務所 …………・……・・…… 14

    山林局…………13，45，56，57，58

       章計課……………・…・・… 58

    一出張所…………………… 14

       統計課……………… 58，78

内藤新宿試験場……………………………… 42

日本銀行…………………………………一・…141

農学校……………・…・・……・………・…・…… 42

農業発達史調査会 ……………一・… 66，70

農林省………………………・…………・・…… 34

一経済更生部………・………・一……… 80

沼津兵学校…・…・……・一・・…………95，110

沼津出張兵学寮………・…・……・…………… 95

同国博覧会事務局……………・…・・………… 72

大蔵省 4，5，7，8，9，15，19，20

     34， 35， 43， 55，・56， 63， 84， 85

             ・88， 92， 141

一土木寮…………．……”…’”’………” 9

一駅逓寮……”…”……’”…………’…’ 9
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大蔵省常平局…’…………●…・……………… 78

一勧業局………………’”………… 9，13

一勧農寮……’…………’……………” 9

一戸籍寮……………’”●…’…………” 9

一租税局．…’…………”●’……………●78

一租税寮…”’………’…’………” 9，11

一一
n理課’……………．…”……” 35

一統計課…”…………”5，8，15，36

一一一 搆v司………………’●’…”………… 8

陸軍大学校………………’”……………… 101

陸軍兵学寮’…………’’’’”………’95，110

陸軍省’……’…”…● 43，90，94，95，98

 100， 102， 106， 107， 110， 112． 113

 114， 127， 136， 137， 138， 140， 145

         ”●曾．”●’ 147， 148， 149

一第一局…’………… ’”…’…’98，斜4

一一
謫�ﾛ …………’……’’’” 149

一一
ﾒ纂課 ………………’”… 127

一一
N報編纂掛………………” 98

一第六局……’…”……’……●’95，138

『近衛局…’……………冒『…’………… 94

一陸地測量部 ”………………”…” 111

一陸軍文庫………””…95，135，138

一参謀本部………92，100，101，103

             ゆ●．’  104， 135

一 一 編纂課103，104，135，138

『 『 海防局 ………………●’ 107

一 一 管東西 ”……………’’” 107

一 一 管西局”……………’『107

一一一 @一 測量課 ………… 103，107

一一
@測量局 ……’… 107，111

一参謀局……’…95，100，135，138

一一 @一回州政誌課………’……●…’98

『一 @ 一第五課  …’一”一●…’”…一一’一 @ 138

一総務局………………’”… 工41，149

r一 一徴兵課 ……’”………”’… 149

一 一報告課…………’…108，140

陸軍省総務局報告課徴発物件取謂掛”’108

一 一一調査掛      105

一 一一編纂掛
            104，  105， 127

一『一
l丁掛      105

一一一
L丁掛 ……’……105

一一一
ｻ表掛 …………104

一 一『雑務掛       104
陸軍幼年学校 ……………’…”……’”…… 95

労働省’…”…’”……”噸………”………’……

堺紡績所…’            43

参事院’…’…’……”’’”…’……………’……107

千住製絨所 ………………”’……………  43

司法省………’…’……          9

一警保寮 ………          9

士官学校              95

下総牧羊場 ……’”…’……’『…………” 42

下総種畜場 ……”…………’…”…………  42

新町屑糸紡績所”……         43

修史館第二局乙科…’        72

総理府統計局 ……’…………”……”……

東海鎮守府 …’0’”…’…’…’…”… 97，106

統計委員会 ’”……………’’”…9●… 93，108

統計院 ”……’……●●’…．”…冒… 93，146

東京気象台             110

東京帝国大学農科大学’…       42

東京天文台             92

東京統計協会 ……………’…’……” 78，79

富岡製干場             43

取香種畜所              42

戸山学校              95

通産省………

横浜語学所             95

横須賀鎮守府………………’”… 97，106

横須賀海軍工廠”……’        97

横須賀造船所’●’……’……”……’●97，106

幼年学舎……・            95
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3 人 名 索 引

安藤良雄・…・

有泉貞夫・・…

榎本武揚・…・

江藤新平……・・…

古島敏雄………

後藤象二郎……・・

原政司……・…・

橋爪貫一・……∴・・

服部雪斉・………・

平山成信…・・……

堀江荘太郎……・・

生駒耕雲・…・

井上 馨………・・

猪飼太極…・……・

石田竜次郎・・

伊藤博文………・・

伊藤圭介（舜民）

岩倉具視……・・…

加藤景孝…・……・

勝 安房・……一

川村純義…………

河野通万…………

河瀬秀司…………

木戸孝允…………

桐野利秋…………

北崎豊ニ……

小林平左衛門……

児島俊弘…………

駒井準準…………

黒崎千晴…………

前原一誠…………

前田正名…… 1．

松方正義

．＿ @        80，86

           97

         9，97

       ・・…   64， 71

・            8

・            7， 14， 65

・            73

・・。・・…
@               73

・。・・…
@                    72

… 一・  。・・・・     ・・… 一・・  78

…・@         73

・            9

・            73

          137

・      4，11，34，45

           73

’         4， 106， 111

・       ・・・・ …       73

  …・・       93， 94， 97

        96，106

・・。・・ @     ・・・・・・・ ・・・…  73

・・@          63

        4，111

          109

           65

           80

           14

           73

          141

          109

． 42， 70， 80， 84， 84， 85

       88，88，89

     45， 84， 85， 88

三瀕U言成一良区… …・一…・一・・・・…           79

森泰博………      71
物集女（もづめ）消雪……一      78

村上一郎………………………・・    109

村田 豊……………………・…・     78

陸奥宗光・・…・           85

中島 彰（翠堂）……・…………     73

中村隆英……………………      141

中村哲……        65
中根淑……………    110，137
南麻………・…・            15

西周…………     110

西川俊作…             141

野村文夫…・・一・          78

野村兼太郎…           64，70

大木喬任………………一・……・      9

大久保利通…………4，5，8，9，34，34

       ・・・・… 。・ 35， 42， 100， 111

大隈重信……………・一・4，8，9，11，92

大村益次郎……一…・一・… 95，96，109

大山 厳…………… 103，114，127，128
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は し が き

 本文献センターは主として天保期以降の統計資料および統計データを収集，整備して公開利用

に供しているが，そのための基礎作業のひとつとしてわが国における統計資料の刊行および所在

状況の調査を続けてきた。今回刊行する「明治前期日本経済統計解題書誌 富国強兵篇」は，従

来もっともこの種の調査のおくれている明治前期における統計資料の刊行および所在状況の調査

であり，さらに個々の統計書に統計内容細目および解題を付すことによって統計調査の全貌，統

計書の成立事情，各統計書の関連をも明らかにしょうと試みた。

 この調査においては対象を明治元年より17年（1868～1884）に刊行された統計資料に限定し

たが，17年迄を明治前期としたのは次のような理由による。明治17、年はその翌年の18年に太政官

制にかわって内閣制度が設けられ，総理府統計局の前身である統計院が廃止されて内閣に統計局

が発足した前年であり，また統計年鑑および府県統計書の様式が定められた年である。従って17

年を近代統計調査体系がほぼ確立した年とみなすことができるし，またこの年以降の統計書の発行

および所在状況はそれ以前の時期に比べて比較的解明が進んでいるからに外ならない。

 統計調査史の視点から見た明治前期は，統計局の前身である統計院（その前身は政品品）と並

んで大蔵，内務，陸軍等の有ヵ中央官庁がそれぞれ自己の所管行政に必要な限り関連した人口，

物産，物価等の重要な統計調査をそれぞれ実施していた時期である。その結果，同一主題の調査

結果がそれ等の中央官庁の報告書に散在している。従って日本全体め全国統計の概観を得るため

には統計院およびその前身の政表課によって刊行された「帝国統計年鑑」にいたる系列の総括統

計書の他に上記の有力中央官庁の発行統計書を一括しておかなければならない。

 今回刊行する「解題書誌 富国強兵篇」は富国強兵という観点から上記の総括統計書を紙上で

再現する事を意図したものである。その理由は明治政府の権力機構の頂点に立つ政治家の共通の

政策目標が「富国強兵」という言葉で概括できるといえるからであり，統計調査もそのような視

角からなされたものが多かったからである。

 上巻には「帝国統計年鑑」にいたる総括統計書の系列の他，大蔵省の総括統計書をはじめ有力

官庁の統計年報と強兵を創出するために人口をとらえようとした，内務省を中心として刊行され

た人ロ統計書を収録したg下巻には物産関係総括統計書および軍用の観点から調査した物産，人

口を含めた諸軍事統計書を収録した。

 明治前期にはこの他，富国強兵を実現するために中央官庁が実行した殖産興業政策，地租改正

等の個々の具体的政策実施に関連する統計調査と民情把握のために実施された物価調査，労働調



査等の結果報告，業務統計および政策実施の末端である地方官庁によって発行された各地の地方

統計書等，本書で収録しなかった分野が多数ある。これらに関する書誌の作成は今後の課題とし

たい。

 なお本巻に収録する予定であった上，下両巻の内容項目索引は近い機会に別冊で刊行したい。

 所在調査については今回は内閣文庫，総理府統計局図書館，国立国会図書館，一橋大学附属図

書館，一橋大学経済研究所日本経済統計文献センターの5機関に限定した。

 本巻の主題．についての調査も浅学のため取りあげるべき重要統計書で逸しているものも多いと思

われる。また所在調査の範囲も今回は極めて限定されたものであるための不備が多い。大方の叱

正をあおぎたい。      ．                ．

 本書成立に際し日太経済統計文献センター前センター長石川滋教授，センター主任藤野正三郎教

授には出版について種々御配慮をいただいた。本書誌の計画時点から元センター主任（現センタ

ー長）梅村又次教授には貴重な御助言をいただいた。早稲田大学大学史編輯所石山昭次郎氏，京

都大学経済研究所前田昇三助手，東京大学経済学部図書室，一橋木学経済学部法律資料室，同社

会学部社会地理学研究室には有力な御助言や資料の利用等の便宜を図っていただいた。新井恭子，

佐藤正彦，源 昌久には資料収集，統計表の書き上げ，原稿の浄書等について協力を得た。

 資料の閲覧利用に種々の便宜を与えられた総理府統計局図書館，国立公文書館，内閣文庫，国

立国会図書館の諸機関にこの機会に厚く御礼を申上げたい。

 なお，本書の編集は本文献センターの開発部門の作業として行なわれ，成稿にいたる迄に事務

部門の方々の多くの協力を得た。とりわけ高橋益代事務官には資料収集をはじめとして調査の細

部にわたって協力を得た。本上巻所収の人口篇の書誌解題は同氏の手によるものに全体の統一の

ために加筆したものである。開発部門の松田芳郎助教授には昨秋着任以来調査の細部について多

くの助言をいただいた。
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