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国家図書館古籍館編『清代民国調査報告叢刊』北京燕山出版社、2007 

 

解題 

 『清代民国調査報告叢刊』は中国国家図書館古籍館により編集され、国家図

書館所蔵の清末から民国 40年代までの調査文献の影印本である。2007 年に公刊

された 31 冊の叢刊は、80 余種の調査報告を収録し、政治、軍事、経済、財政、

文化、人口など広範な領域にわたり、その基本的資料は中国近代史研究に対し、

重要な手がかりとなるであろう。 

 周知のように、清末光緒新政期と民国北洋政府期にはそれぞれ大規模な民商

事慣習調査が行われ、当時の社会实態への理解や法律改革に貴重な資料を提供

した。今回公刊された調査報告からみると、性格について少し異なるが、中央

から地方までの各級政府が調査主体として行ったケースが大半であり、以下そ

れらの調査概要を簡単に紹介していきたいと思う。 

 

一、経済 

 調査農工商業表（第 12冊－17 冊）と『膠濟鉄路経済調査報告総編』（第 18冊

－21冊）は全体の中に比較的大きな分量を占めている。前者は、光緒 31年（1905）

に行われた大規模な経済調査であり、地域は開封府、河南府、衛輝府、彰徳府、

懐慶府、歸徳府、陳州府、南陽府、許州直隷州、汝甯府、光州直隷州、汝州直

隷州、陜州直隷州など所轄の州県にわたっている。調査表の格式は統一したも

のであり、植物表、蠺業表、畜産表、鉱産表、製品表、附説（水利、貿易、開

荒、運道、局所、公司）に分けられ、各知県より作成される。また各項目の下、

畝収数目、歳穫数目、輸出数目、販売先、価値なども明記されている。 

後者は経済調査と鉄道営業、及び国民経済との関係を解明するため、1933 年

膠濟鉄路管理委員会が 13ヶ月にかかって、鉄道沿線と山東省区域経済状況を实

地調査したものである。地域は莱州、青州、済南三府沿線市県、登州全府及び

武定、泰安両府所轄の数県にわたり、調査事項は地理、人口、農業、鉱業、工

業、商業、漁鹽、交通、社会という 9 項目に設定されている。1922 年に日本か

ら接収したあと、膠濟鉄道の経営が在地社会に与えた影響を考察するには不可

欠の史料だと思われる。 

 また、経済関係では、实業、鉱業、水利、漁業、鹽務など数多くの調査報告

が含まれ、経済史研究者に対し、非常に有用だと考えられる。 

 

二、少数民族 

 少数民族に関する報告は第9冊－11冊に収録されている。『調査各属土司報告』

は雲南における土司を考察するものであり、名称、位置、面積、人口、姓名、

原籍、宗支、沿襲歴史、雑項の項目を設け、各土司の状況をそれぞれ詳細に分

析した。1920年代から、西南少数民族が次第に学者の注目を集めてきた。『廣西

凌雲猺人調査報告』は中央研究院社会科学研究所の顔復禮と商承祖が 1928年に

広西凌雲県北部の六つの猺族の村に一ヶ月考察してまとめたものである。『両広
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猺山調査』は中山大学生物系の龐新民が 30 年代に広東、広西の猺山を实地調査

して、在地猺人の社会生活、風俗、工芸、婚姻などを全体的に考察したもので

ある。『少数民族調査報告』は民国年間に刊行され、『西蔵談屑』、『蒙人風俗』、

『蒙人之迷信活佛』、『北京回人之状況与特性』、『達爾虎族之風俗』、『纏回之風

俗』、『中国苗族之調査』、『台湾之風俗習慣』、『台湾番人之概況』、『獞人調査』、

『猺山両月観察記』を収録している。そのほか、1935 年国立編訳館が出版した

鳥居龍蔵の『苗族調査報告』も本資料集に収録されている。 

  

  これらの調査報告は膨大なデータを提供している一方、調査の経緯や具体

的年代など不明なところも少なくない。また、これらの調査報告には、調査者

や調査方法などについてはあまり言及されていないため、調査データと社会实

態とのすれ違いが生じる恐れがある。この点、利用に際し注意が必要となろう。

たとえば、『隴海鉄路宝天段経済調査報告書』（第 22冊）のまとめのところに指

摘してあるように、｢各県府に一般物産、商業などに関して、ほとんど統計デー

タがない。たとえ統計数字があっても信憑性が低いため…たとえば民国 24、25、

26 年の統計をいろいろ探したが、見つからなかった。今回は税局、銀行から多

大な協力をえた…｣。つまり、調査報告に載せられた事項を分析するには、関係

の史料を発掘し、合わせて参照したほうが無難であろう。 

 

付録 『清代民国調査報告叢刊』目録 

※は、すでに出版され世に出回っている他の資料集などに収録されたものを示す。 

 

第 1冊： 調査東部蒙古情形摺 【清】 

歴城県郷土調査録 【1928】孫寶生編、歴城県实業局印 

 姚銭報告二本 【清】 

     浙江省諮議局議案四種 【清】浙江省諮議局編 

 

第 2册： 今日之贵州（卷一）【1937】京滇公路週覧会貴州分会宣伝部  

第 3册： 今日之贵州（卷二）． 

※ 『民国貴州通志・民国今日之貴州』（巴蜀書社、2006）にも収録 

 

第４册： 河北省安平県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書

処第三調査組編 

     河北省高陽県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書

処第三調査組編 

     河北省広平県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書

処第三調査組編 

     河北省衡水県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書

処第三調査組編 

     河北省良郷県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書



東洋文庫現代中国研究資料室 資料ニュース 解題編 07-01  2008.07.31 

 

 3 

処第三調査組編 

     河北省濮陽県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書

処第三調査組編 

     河北省安新県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書

処第三調査組編 

河北省磁県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書処

第三調査組編 

     河北省塩山県地方实際情況調査報告書【1937】冀察政務委員会秘書

処第三調査組編 

 

第５冊： 台湾考察報告 【1937】李時霖など編 

※ 『台湾文献匯刊』第 5輯第 8冊（厦門大学出版社、2004）にも収録 

     北京文物保存保管状態之調査報告 【1945】姚鍳 

     調査山東移民来奉事故報告書 王海岺 

     莱陽事変实地調査報告書 【1910】欒振声、劉肇唐編 

※ 『近代史資料』1954 年第一期（中国社会科学出版社、1954）と『山東近代

史史料』 

第 2 分冊（山東人民出版社、1958）にも収録 

     民情風俗報告書 【清】 

 

第６冊： 山東河務行政沿習利弊報告 【清】 

     試辦遷旗實邊報告 【1910】 

     郵傳部調査員李景銘、方兆鼇第一次報告書 【1909】 

     雲南呈貢県人口普査初歩報告 【1940】国立清華大学国情普査研究

所編 

 

第７冊： 調査延吉邊務報告書 【1908】呉禄貞編 

     調査蒙古邊務意見 【1907】軍諮府陸軍部 

※ 『清代辺疆史料抄稿本匯編』第 15冊（国家図書館、2003）にも収録 

     調査永定河河流図説 【清】陳克俊、劉相臣 

※ 『中華山水誌叢刊』水誌第 1冊（国家図書館、2004）にも収録 

     北平、天津市善後救済調査報告 

 

第８冊： 呼倫貝爾邊務調査報告書 【1909】宋小濂 

※ 『長白叢書二集・宋小濂集』（吉林文史出版社、1989） 

     湖北水利堤工事務清理委員会清理報告書【1932】 

     勘査永定河道報告書 【1911】呂珮芬編 

     内務部陳報派員考察河塘大概情形並籌擬治本治標救済辦法文【1920】

田文烈 

 



東洋文庫現代中国研究資料室 資料ニュース 解題編 07-01  2008.07.31 

 

 4 

第９冊： 四川省二十県農田水利調査報告 四川省建設庁編 

     調査各属土司報告 

     広西凌雲猺人調査報告 【1929】顔復禮、商承祖編 

※ 国立中央研究院社会科学研究所専刊第２号[上海]（1929）にも収録 

     両広猺山調査 【1935】龐新民、中華書局． 

 

第 10册: 苗族調査報告 【1935】（日）鳥居龍蔵著、張暁柳など訳、国立編訳

館出版  

※ 『亜洲民族考古叢刊』第２輯（南天書局、1978）にも収録 

 

第 11册: 少数民族調査報告．           

第 12册: 調査農工商業表（巻一） 

第 13册: 調査農工商業表（巻二）  

第 14册: 調査農工商業表（巻三）  

第 15册: 調査農工商業表（巻四）  

第 16册: 調査農工商業表（巻五） 

第 17册: 調査農工商業表（巻六） 

 

第 18册: 膠濟鉄路経済調査報告総編/膠濟鉄路管理委員会輯（巻一） 

第 19册: 膠濟鉄路経済調査報告総編/膠濟鉄路管理委員会輯（巻二）  

第 20册: 膠濟鉄路経済調査報告総編/膠濟鉄路管理委員会輯（巻三）  

第 21册: 膠濟鉄路経済調査報告総編/膠濟鉄路管理委員会輯（巻四） 

第 22冊: 隴海鉄路宝天段経済調査報告書 【1940】李澤霖など 

     潮州糖業調査概略 【清】興禮 

※ 『農学叢書』第六集第七十二冊（上海農学会）にも収録 

     調査帰綏墾務報告書 【1916】甘鵬雲 

 

第 23冊: 調査延吉琿春農業報告書 【清】劉慶琦 

寧属農牧調査報告 【1937】李明良 

 

第 24冊: 奉天全省農業調査書 【1909】奉天農業試験場編 

 

第 25冊: 南海県蠺業調査報告 【清】姚紹書 

※ 『農学叢書』第六集第七十二冊（上海農学会）にも収録 

     南海県西樵塘魚調査問答 【清】羅振玉 

※ 『農学叢書』第六集第七十二冊（上海農学会）にも収録 

     勧業道委員調査奉省柞蠺報告書 【清】張培 

     山東農業情形調査書 【清】唐宝鍔 

     山東沿海漁航調査録 【1927】山東沿海漁航総局編 

     新昌農事調査 【1918】金城 

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/books-query?mode=3&key=B121032037414407&code=21344564
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第 26冊: 調査広州府新寧県实業情形報告 【清】趙天錫 

※ 『農学叢書』第六集第七十二冊（上海農学会）にも収録 

     調査胡中丞聘之辦理晋省鉄路鉱務始末詳記 【清】柏年、歩青編 

     調査湖北西路鉱産報告書 【1915】 張寿鏞 

調査冀省産硝土各県報告第六種  程知恥  

調査新化銻鉱報告書 余煥東  

調査新疆府州県各属諸種鉱産説明 【1907】 

広東实業調査概略 【清】祥林  

※ 『農学叢書』第六集第七十二冊（上海農学会）にも収録 

広東陽春県实業調査報告  【清】許南英 

※ 『農学叢書』第六集第七十二冊（上海農学会）にも収録 

漢陽鉄廠萍郷煤鉱調査本末 【1905】李維格 

 

第 27冊: 南満工場調査記 【1932】李定煥 

     湖南水口山鋁鋅鉱調査記 【1915】梁恵直 

     蘇杭甬鉄路始末記 【1910】郵電部図書通訳局印 

     綏新勘路報告 【1935】尤寅照 

※ 『西北史地文献』第 20巻 (蘭州古籍書店、1990)にも収録 

     台湾工鉱事業考察総報告 【1946】経済研究室編 

     徐聞県实業調査概略 【清】何炳修 

※ 『農学叢書』第六集第七十二冊（上海農学会）にも収録 

     粤閩南澳实業調査概略 【清】劉鈺徳 

※ 『農学叢書』第六集第七十二冊（上海農学会）にも収録 

 

第 28冊: 雲南鶴慶之造紙工業 【1941】範金台 

     雲南鋁土鉱調査報告彙編 【1945】資源委員会編 

     中国紡織廠調査之一：恒豊紡織新局 【1930】聶光地 

 

第 29冊: 長芦鹽務議略 【清】王守基  

※ 『滂喜齋叢書』第二函第十七冊（【清】潘祖蔭輯）にも収録 

調査録 【1919】陳翰如 奉天仁和山房印行 

     調査閩省鹽務紀略 【清】 

     調査山西省財政金融状況曁鹽務統税情形報告書 【1940】董学舒、

劉會文輯 

     調査委員欧本麟赴吉江両省調査塩務利弊 【清】欧本麟 

※ 『清代辺疆史料抄稿本匯編』第２冊（国家図書館、2003）にも収録 

     最近揚子江之大勢 【1902】【日】国府犀東著、趙必振訳、広智書局

出版 

 

第 30冊: 東三省国防事宜調査報告 【清】 
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     庫恰間軍事調査報告 【1911】春群 

※ 『清代辺疆史料抄稿本匯編』第 15冊（国家図書館、2003）にも収録 

     調査松花江上流森林報告 余樹桓  

※ 『清代辺疆史料抄稿本匯編』第６冊（国家図書館、2003）にも収録   

     鴨渾両江森林調査報告書 【1909】陳観文等 

 

第 31冊: 山西学務調査報告 【清】   

     定番県郷土教材調査報告 【1939】呉澤霖 

※ 『中国地方志集成・貴州府県志輯 27』（巴蜀書社、2006）にも収録 

 

文責・薛軼群（東京大学大学院総合文化研究科博士課程） 

 

 


