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No. 標題 著者名 誌名等
1 「音楽」「哥」「絞殺」「戒厳令」(ATGアーカイヴ) 寺本直未 キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1373 2003.2.1 p163
2 『源氏物語』宿木巻の自然と人間――国宝絵巻のデジタル・ア-カイブから(特集 カノンとしての

王朝文学――イメ-ジ・うた・物語)
河添房江 国文学 解釈と教材の研究 [ISSN:04523016] (学灯社) 48(1) 2003.1 p34～42

3 世界最大級の映像アーカイブス、NHKアーカイブス ニューメディア 235 2003.1 p41
4 「文化資産」が産業を誘引する時代を証明 衣川由希 ニューメディア 235 2003.1 p42
5 「もう頬づえはつかない」「サード」「近頃なぜかチャールストン」「原子力戦争 LOST LOVE」(ATG

アーカイヴ)
寺本直未 キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1371 2003.1.1 p183

6 ドイツ・ケルン大学のセントラル・ア-カイヴ(ZA)の歴史と発展 真鍋一史 関西学院大学社会学部紀要 [ISSN:04529456] (関西学院大学社会学部) 91 2002 p221～228
7 座談会 キャメラマン達のフィルム・ア-カイヴ 2つの「幻の原爆映画」について 奥村祐治;

一之瀬正
史;清水良

映画撮影 [ISSN:02850346] (日本映画撮影監督協会) 153 2002 p32～36

8 フランスのア-カイヴ 高村倉太 映画撮影 [ISSN:02850346] (日本映画撮影監督協会) 153 2002 p62～65
9 ア-カイブとしての電子ジャ-ナル:JSTOR(特集 電子ジャ-ナル) 松本和子 専門図書館 [ISSN:03850188] (専門図書館協議会) 194 2002 p17～21

10 ウフィッツィ美術館におけるデジタルア-カイブ化の試み 高島秀之;
今村早苗

情報研究 [ISSN:03893367] (文教大学情報学部) 27 2002 p111～124

11 博物館収蔵品のデジタルア-カイブ化の取り組み 江口健治 岐阜県博物館調査研究報告 [ISSN:0388550X] (岐阜県博物館) 23 2002 p53～56
12 文化財ア-カイブデ-タとその利用(特集 ブロ-ドバンドネットワ-クと大容量メモリ-の時代のコンテ

ンツ流通)
深見拓史;
林太一

日本印刷学会誌 [ISSN:09143319] (日本印刷学会) 39(3) 2002 p159～162

13 Analysis of tunas behavior using acoustic, archival and pop-up tags: A review 北川貴士;
中田英昭;
木村伸吾

Otsuchi marine science [ISSN:13448420] (東京大学海洋研究所大槌臨海研究センタ-) 272002
p1～6

14 本格的デジタルア-カイブを目指して:アジア歴史資料センタ-の実験(情報知識学会 第10回
(2002年度)研究報告会――セッション4 電子図書館・資料館の実現)

牟田昌平 情報知識学会研究報告会講演論文集 (情報知識学会 情報知識学会事務局) 10 2002 p65～70

15 解説 インタラクティブ性を持つニュ-ア-カイブの研究――芸術作品にデジタル技術とインタラク
ティブ性を附加することにより広がる新しい作品展示形態とその学習方法

早乙女恵
子;高橋季

画像ラボ [ISSN:09156755] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 13(12) 2002.12 p15～17

16 ARCHIVES 日中外交秘史(11)大平外相訪ソ コスイギンに「詰問」される Jiji top confidential (時事通信社) 11015 2002.12.10 p11～13
17 「あさき夢みし」「星空のマリオネット」「廃市」「北村透谷 わが冬の歌」(ATGアーカイヴ) 寺本直未 キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1369 2002.12.1 p169
18 新たな友好協力関係の一翼を担う公文書・档案行政 菊池光興 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p2～4
19 中国の公文書館の現状 小原由美 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p5～9
20 中国における保存文書整理の改革 中島康比 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p10～15
21 中国国家档案局における評価選別 塩満正哉 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p16～22
22 国立公文書館が所蔵する林羅山旧蔵の『十三経注疏』 尼子昭彦 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p23～26
23 近現代公文書資料群への予防的な保存手当て 木部徹 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p27～33
24 保存対策マニュアル(2)支持体別劣化症状の特徴と保存対策 国立公文

書館業務
ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p34～41

25 公文書館をめぐる地方の動き 日本復帰30周年記念特別展「資料にみる沖縄の歴史」を終えて 久部良和 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p41～44
26 国立公文書館ニュ-ス 国立公文書館における展示について 国立公文

書館統括
公文書専

ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p51～54

27 国立公文書館ニュ-ス 平成14年度公文書保存管理講習会及び公文書館等職員研修会 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p55～58
28 ビジュアル記述(小特集 マルチメディア内容記述の国際標準MPEG-7――標準化された技術) 山田昭雄 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 56(11) 2002.11 p1711～
29 ARCHIVES 日中外交秘史(10)大平外相訪ソ グロムイコ、日中「結託」に警告 Jiji top confidential (時事通信社) 11010 2002.11.19 p12～15
30 文化財デジタルア-カイブにおけるシソ-ラス研究――インフラストラクチャ-としてのシソ-ラス 平尾大輔 情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(107) 2002.11.15 p17～23
31 文化財保存科学へのデジタルア-カイブ・インタ-フェイス研究――デジタルコンテンツにおける

グロ-バルデザイン指標
鈴木真;平
尾大輔

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(107) 2002.11.15 p33～38

32 文化財保存修復における三次元デジタルア-カイブの可能性 岡本篤志;
牧野隆夫;
長島茂(他)

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(107) 2002.11.15 p39～45

33 文化財環境における遍在型デジタルア-カイブ研究――非接触型ICチップ/タグを利用した、文
化財環境でのユビキタス・ア-カイブの実現について

小池公二;
平尾大輔;
大谷淳

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(107) 2002.11.15 p47～54

34 分散型デジタルア-カイブサ-バ環境の構築 前川道博 情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(107) 2002.11.15 p55～61
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35 PCによる高リアリティVR――文化財ア-カイブへの応用 小黒久史 研究会講演予稿 [ISSN:02853957] (画像電子学会) 197 2002.11.13 p61～64
36 招待論文 PCによる高リアリティVR――文化財ア-カイブへの応用(高臨場感ディスプレイフォ-ラ

ム2002)
小黒久史 電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 102(433) 2002.11.13

p61～64
37 ARCHIVES 日中外交秘史(9)田中訪中 ついに日中国交正常化成る Jiji top confidential (時事通信社) 11006 2002.11.5 p10～14
38 ATGアーカイヴ 寺本直未 キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1367 2002.11.1 p163
39 都市の記憶としての映画資料ア-カイヴのデザイン――京都を事例として 権藤千恵 政策科学 [ISSN:09194851] (立命館大学政策科学会) 10(1) 2002.10 p63～72
40 ディジタルア-カイブとVR表現(特集 失われゆく情報の復元・保存技術――人文科学における情

報処理(博物館・美術館・遺跡・埋蔵品))
加茂竜一 情報処理 [ISSN:04478053] (情報処理学会 オ-ム社) 43(10) 2002.10 p1052～1057

41 考古遺物用3Dディジタルア-カイブシステムの開発とデ-タ活用法の研究(特集 失われゆく情報
の復元・保存技術――人文科学における情報処理(博物館・美術館・遺跡・埋蔵品))

塚本敏夫 情報処理 [ISSN:04478053] (情報処理学会 オ-ム社) 43(10) 2002.10 p1070～1077

42 紹介 アジア歴史資料センタ-――本格的なデジタルア-カイブを目指して 牟田昌平;
小林昭夫

情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団情報事業本部) 45(7)
2002.10 p477～483

43 デジタルアーカイブより文書館の整備を(ずいひつ史楽百景) 根本彰 歴史読本 47(10) 2002.10 p218～219
44 ARCHIVES 日中外交秘史(8)田中訪中 ついに妥結、国交正常化交渉 Jiji top confidential (時事通信社) 11001 2002.10.15 p18～20
45 招待講演 文化遺産のデジタルア-カイブ 池内克史 マイクロエレクトロニクスシンポジウム論文集 (エレクトロニクス実装学会) 12 2002.10.8 p1～8
46 ウェブコンテンツで見られる「発想の貧困」と「遺産化」の対極(IT公論 e-JAPAN:bad Japan) 福冨忠和 経済界 37(19) 2002.10.8 p148～149
47 ARCHIVES 日中外交秘史(7)田中訪中 毛沢東と「政治」論議 Jiji top confidential (時事通信社) 10997 2002.10.1 p6～9
48 ATGアーカイヴ 寺本直未 キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1365 2002.10.1 p161
49 横尾忠則「迎術」論――あるいはア-カイブ・ウィ-バ-としてのア-ティスト像(横尾忠則という迷宮

――「森羅万象」展から)
ドミニクチェ
ン

美術手帖 [ISSN:02872218] (美術出版社) 54(825) 2002.9 p88～91

50 KCIデジタル・ア-カイブ公開 新居理絵 博物館研究 [ISSN:09119892] (日本博物館協会) 37(9) 2002.9 p14～17
51 ア-カイブズノ-ト 〔国文学研究資料館〕史料館の収蔵史料目録EAD/XML化 五島敏芳 史料館報 [ISSN:03859517] (国立史料館) 77 2002.9 p11～13
52 情報公開法と図書館サ-ビス――文書館(ア-カイブ)の経験を中心に 小川千代 日本農学図書館協議会誌 [ISSN:13421905] (日本農学図書館協議会) 126 2002.9 p1～16
53 研究会報告 情報社会研究会 ブロ-ドバンド時代・放送コンテンツ流通の課題と展望――NHKア

-カイブスのオ-プンを前に(特集 第19回情報通信学会大会)
大井康祐 情報通信学会誌 [ISSN:02894513] (情報通信学会) 20(1) 2002.9 p71～78

54 デジタルア-カイブ推進を目指して――誰にも身近なア-カイブを 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(9) 2002.9 p10～20
55 中間報告(デジタルア-カイブ推進を目指して――誰にも身近なア-カイブを) 自民党e-

Japan重点
計画特命
委員会デジ
タルア-カイ
ブ小委員会

月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(9) 2002.9 p11～20

56 視点 空飛ぶア-カイブ(建築年報2002) 中谷礼仁 建築雑誌 [ISSN:00038555;13420720;13420739] (日本建築学会) 117(1493) 2002.9 p12～15
57 いまさら人に聞けない デジタル・アーカイブって何? 八木隆 THE21 [ISSN:09109811] 19(9) 2002.9 p102～103
58 最新科学を読み解く(24)ネット上の博物館 デジタル・ア-カイブ探訪記 久道健三 週刊ダイヤモンド (ダイヤモンド社) 90(37) 2002.9.28 p136～137
59 ネット上の博物館、デジタル・アーカイブ探訪記(最新科学を読み解く〔24〕) 久道健三

(科学ライ
ダイヤモンド 90(37) 2002.9.28 p136～137

60 古楽マイクロフィルムのア-カイブ 新
麗;TimCraw
ford

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(90) 2002.9.20 p9～14

61 ARCHIVES 日中外交秘史(6)田中訪中 日中接近、実態は「反ソ同盟」 Jiji top confidential (時事通信社) 10994 2002.9.13 p12～14
62 デジタルア-カイブの現状と課題(マルチメディア通信と分散処理 電子化知的財産・社会基盤 合

同研究報告)
清水宏一 情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(85) 2002.9.12 p1～8

63 大容量ア-カイブにおける″MPEG-7 over cID″の実験的研究――コンテンツ流通のIPR管理・
諸問題(マルチメディア通信と分散処理 電子化知的財産・社会基盤 合同研究報告)

石橋洋一;
小暮拓世;
丹野義和

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(85) 2002.9.12 p9～14

64 ARCHIVES 日中外交秘史(5)田中訪中 「戦争終結」で修正案 Jiji top confidential (時事通信社) 10991 2002.9.3 p14～15
65 インタ-ネット・ア-カイブへの挑戦――デジタル情報の記録と記憶 石井威望 Techno current [ISSN:13410733] (世界経済情報サ-ビス 世界秩序研究会) 329 2002.9.1 p1～
66 成瀬巳喜男劇場―「朝の並木道」/ATGアーカイヴ―「九月の冗談クラブバンド」「鬼の詩」「午前

中の時間割」
田中真澄;
寺本直未

キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1363 2002.9.1 p164～165

67 劇評 その背後の無底の深淵――T factory=ア-カイヴス、遊・機械/全自動シアタ-=ピッチフォ-
クディズニ-、テアトロ・ヴァシェッロ=かもめ、ポかリン記憶舎=庭宴

里見宗律 テアトロ (カモミ-ル社) 725 2002.8 p58～60

68 アジア歴史資料センタ-――本格的なデジタルア-カイブを目指して 牟田昌平 図書館雑誌 [ISSN:03854000] (日本図書館協会) 96(8) 2002.8 p544～546
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69 図書館統計のデジタル化と公開による共有について――山口大学附属図書館の取り組み 赤野徹 大学図書館研究 [ISSN:03860507] (国立大学図書館協議会 学術文献普及会) 65 2002.8 p35～
70 特集1 デジタルア-カイブ最新研究事例 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 34(8) 2002.8

p14～36
71 デジタルミュ-ジアムの次のステップを目指して(特集1 デジタルア-カイブ最新研究事例) 坂村健 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 34(8) 2002.8

p15～20
72 「世界の′デジタル奈良絵本′」プロジェクト(特集1 デジタルア-カイブ最新研究事例) 渋川雅俊 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 34(8) 2002.8

p21～25
73 分光イメ-ジングとその利用(特集1 デジタルア-カイブ最新研究事例) 三宅洋一 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 34(8) 2002.8

p26～29
74 視覚メディアを介した際の感性情報の再現性――オリジナル、CRT、ビデオプロジェクトの比較

(特集1 デジタルア-カイブ最新研究事例)
三浦佳世;
井上一

映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 34(8) 2002.8
p31～36

75 解説 分光反射率推定におけるフィルタの最適化(特集 分光画像処理――研究の現状と課題) 羽石秀昭 日本写真学会誌 [ISSN:03695662] (日本写真学会) 65(4) 2002.8 p245～250
76 解説 分光画像記録再現システムの開発(特集 分光画像処理――研究の現状と課題) 林純一郎 日本写真学会誌 [ISSN:03695662] (日本写真学会) 65(4) 2002.8 p258～263
77 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(50)大統領暗殺 ダラスの悲劇にCIA関与か 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10990 2002.8.30 p11～13
78 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(49)米秘密工作 自民党創設にCIAの影 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10989 2002.8.27 p12～13
79 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(48)大戦秘話 日本軍も化学兵器使用を検討 Jiji top confidential (時事通信社) 10988 2002.8.23 p12～13
80 ARCHIVES 日中外交秘史(4)田中訪中 「日米安保」「自衛力」を容認 Jiji top confidential (時事通信社) 10987 2002.8.20 p17～19
81 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(47)原爆投下 日本の破局も回避 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10985 2002.8.6 p4～5
82 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(46)占領原案 千島は日本領、朝鮮は信託統治 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10984 2002.8.2 p16～18
83 ATGアーカイヴ 寺本直未 キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1361 2002.8.1 p165
84 デジタルは重病人だ――フィルムア-カイヴの現場から(特集 ドキュメンタリ-――映画、世界を 松本圭二 現代詩手帖 [ISSN:13425544] (思潮社) 45(7) 2002.7 p92～95
85 公文書館の責務と課題 大浜徹也 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p1～22
86 ア-カイブズシステムの構築 森本祥子 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p23～33
87 世界情報社会サミットのための北京準備会合の報告 高川定義 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p34～48
88 第14回都道府県・政令指定都市等公文書館長会議報告 国立公文

書館業務
ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p49～51

89 公文書の保存を考える(9)インドネシアと日本のリ-フキャスティング 有友至 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p52～56
90 保存対策マニュアル(1)時代別劣化症状の特徴と保存対策 国立公文

書館業務
ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p57～64

91 外国の評価選別論(概要) 塩満正哉 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p65～70
92 ア-カイブズ海外情報(1)アメリカのア-カイブズ教育――アメリカ・ア-キビスト協会の新しい教育

ガイドライン
小原由美
子

ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p71～74

93 アメリカ,ヨ-ロッパのX線,ガンマ線ア-カイブスの状況(特集 デ-タベ-ス天文学(2)) 海老沢研 天文月報 [ISSN:03742466] (日本天文学会) 95(7) 2002.7 p325～333
94 解説 デジタルア-カイブとバ-チャルリアリティ表現――文化財,美術品のデジタル保存とメディア

表現(特集 画像センシング技術の産業応用)
加茂竜一 科学と工業 [ISSN:03685918] (大阪工研協会) 76(7) 2002.7 p344～349

95 ああ怪物 吉田直哉 文芸春秋 80(8) 2002.7 p88～89
96 ARCHIVES 日中外交秘史(3)田中訪中 「侮辱」と激怒した周恩来 Jiji top confidential (時事通信社) 10983 2002.7.30 p14～15
97 ARCHIVES 日中外交秘史(2)田中訪中 幻の「高島発言」 Jiji top confidential (時事通信社) 10982 2002.7.26 p20～21
98 デジタルア-カイブと電子自治体 清水宏一 情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(73) 2002.7.26 p1～8
99 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(45)米ソ密約(下)スタ-リンに振り回された米国 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10981 2002.7.19 p16～18

100 ARCHIVES 日中外交秘史(1)田中訪中 「台湾」と「米国」が焦点に Jiji top confidential (時事通信社) 10980 2002.7.16 p6～9
101 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(44)米ソ密約(上)ソ連対日参戦、必要なかった 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10980 2002.7.16 p10～11
102 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(43)米中秘話 核の傘は張り子の虎 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10979 2002.7.12 p12～14
103 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(42)米ロ秘話 クリントン・エリツィン密約 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10976 2002.7.2 p12～14
104 成瀬巳喜男劇場/ATGアーカイヴ 田中真澄;

寺本直未
キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1359 2002.7.1 p160～161

105 戯曲 ア-カイヴス 川村毅 テアトロ (カモミ-ル社) 722 2002.6 p142～171
106 特集 地域映像教材のア-カイブ化をめざして 視聴覚教育 [ISSN:00373664] (日本視聴覚教育協会) 56(6) 2002.6 p32～43
107 質問紙調査(特集 地域映像教材のア-カイブ化をめざして) 視聴覚教育 [ISSN:00373664] (日本視聴覚教育協会) 56(6) 2002.6 p35～39
108 新しい通信手段による情報の提供及び活用方法の在り方(モデル調査)(特集 地域映像教材の

ア-カイブ化をめざして)
視聴覚教育 [ISSN:00373664] (日本視聴覚教育協会) 56(6) 2002.6 p40～43

109 関東大震災と女子高等教育機関の復興活動――女子ア-カイブズより 佐々木啓 UP [ISSN:09133291] (東京大学出版会) 31(6) 2002.6 p23～30
110 観測デ-タア-カイブMOKAとSMOKA(特集 デ-タベ-ス天文学(その1)) 市川伸一 天文月報 [ISSN:03742466] (日本天文学会) 95(6) 2002.6 p266～271
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111 解説 映像ア-カイブにおける国際標準化――MPEG-7が拓くオ-プン仕様のマルチメディアア-カ
イブ市場

山田昭雄 画像ラボ [ISSN:09156755] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 13(6) 2002.6 p36～39

112 映像断片照合を用いた大規模ニュ-ス番組映像ア-カイブの構造化 片山紀生;
佐藤真一

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 102(155) 2002.6.27
p21～26

113 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(41)日米秘話 日本の核保有、5年で可能 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10974 2002.6.25 p7～9
114 デジタルア-カイブを構築、運営するにあたっての法的問題について 萩原大 情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(57) 2002.6.22 p23～28
115 伝統芸能の保存と継承のための動画像デジタル化とその活用技術(特集 マルチメディア教材と

教育・学習システム)
北川博美;
磯本征雄

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 102(139) 2002.6.21
p31～36

116 本格的電子ア-カイブを目指して――アジア歴史資料センタ-の紹介(小特集: 日本情報の利用
と提供――関係機関の紹介)

牟田昌平 カレントアウェアネス [ISSN:03878007] (〈国立国会図書館図書館協力部〉 日本図書館協会) 272
2002.6.20 p11～12

117 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(40)日米秘話 2元首相に核保有の誘惑 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10972 2002.6.14 p11～13
118 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(39)〔トウ〕・カ-タ- 米中蜜月「暗黙の同盟」で一致 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10969 2002.6.4 p12～14
119 成瀬巳喜男劇場/ATGアーカイヴ キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1357 2002.6.1 p160～161
120 「国民の教育権」論の総括――教育法学のア-カイブス(課題研究報告1 教育経営学の再構築

(1)福祉国家下における教育経営学の総括)
篠原清昭 日本教育経営学会紀要 [ISSN:02872870] (日本教育経営学会 第一法規) 44 2002.5 p144～150

121 デジタルア-カイブとメディア表現(特集 デジタル技術とミュ-ジアム) 加茂竜一 Science of humanity Bensei (勉誠出版) 39 2002.5 p97～104,図巻頭1p
122 BSデジタル放送用番組送出サ-バシステム(放送方式・放送現業) 森野照義;

高橋剛三;
小島治彦

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 26(34) 2002.5 p1～4

123 第3回デジタルアーカイブ・アウォード受賞―中川恵司/古家時雄/高橋昭憲(デジタルアーカイ
ブのリーダーたち)

ニューメディア 226 2002.5 p64,66,68

124 「もしもIBM PCが成功していなかったら?」(創刊25周年/300号記念企画・月アス・アーカイブズ―
月刊アスキーの過去記事から検証するもう1つのコンピュータの歴史〔2〕)

ASCII [ISSN:03865428] 26(5) 2002.5 p122～129

125 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(38)対中政策 ニクソンが角栄に指南 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10965 2002.5.21 p4～6
126 映像インデクシング研究のための大規模放送映像ア-カイブシステムの試作(デ-タベ-スシステ

ム・情報学基礎合同研究報告 テ-マ:マルチメディアコンテンツ管理:映像情報のモデリング・検
索・デ-タベ-ス構築,および一般)

片山紀生;
孟洋;佐藤
真一(他)

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(41) 2002.5.21 p17～23

127 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(37)ロッキ-ド 「総理の犯罪」、30年目の新事実 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10963 2002.5.14 p4～6
128 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(36)日ソ秘話 佐藤首相が北方領土購入論 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10962 2002.5.10 p11～13
129 成瀬巳喜男劇場/ATGアーカイヴ キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1355 2002.5.1 p166～167
130 時評 21世紀日本の歴史情報資源とア-カイブズ――大学共同利用機関の再編統合問題に寄 安藤正人 歴史学研究 [ISSN:03869237] (歴史学研究会 青木書店) 761 2002.4 p54～58,64
131 時局インタビュ- 番組制作過程の電子化とア-カイブスへの対応――ベアトス、素材単位の権利

管理、映像付台本実現――NHK番組制作局副部長 吉沢章氏,放送技術局制作技術センタ- 二
階堂良樹氏(特集 最新放送システム2002)

吉沢章;二
階堂良樹

月刊放送ジャ-ナル [ISSN:03853810] (放送ジャ-ナル社) 32(3) 2002.4 p36～39

132 未来工研コ-ナ-(173)デジタルア-カイブの発展に向けて 野路進 技術と経済 [ISSN:02859912] (科学技術と経済の会) 422 2002.4 p64～69
133 解説 デジタル時代のフィルム・ア-カイヴを考える――ア-キヴィストたちの視点(特集 写真と文 岡島尚志 日本写真学会誌 [ISSN:03695662] (日本写真学会) 65(2) 2002.4 p118～120
134 関東と関西でデジタルアーカイブ現場研究会開催―「電子自治体の情報危機管理」に熱い視線 壱岐徹 ニューメディア 225 2002.4 p52～53
135 創刊25周年/300号特別企画・月アス・アーカイブズ―本誌の過去記事から検証するもう1つのコ

ンピュータの歴史
ASCII [ISSN:03865428] 26(4) 2002.4 p267～272

136 アジアにおける歴史資料ネットワークの構築に向けて(特集・21世紀・日本のグランドデザイン) 石井米雄 環 9 2002.4 p171～174
137 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(35)日ソ交渉秘話 「2島先行返還論」は敗北主義 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10960 2002.4.26 p12～14
138 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(34)ミグ事件で米亡命、その後… ベレンコ中尉の転 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10957 2002.4.16 p4～6
139 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(33)米中秘話 キッシンジャ-に悪者扱い 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10955 2002.4.9 p10～11
140 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(32)ゾルゲ事件 上海からソ連が後方支援 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10953 2002.4.2 p12～13
141 「ア-カイブ教育はどこへゆく」参加記 清水邦俊 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会関東部会) 54 2002.3 p9～11
142 京都・民族芸能の今――デジタル・ア-カイブをめぐって 山路興造 ア-ト・リサ-チ [ISSN:13462601] (立命館大学ア-トリサ-チセンタ- 立命館大学ア-ト・リサ-チセン

タ-) 22002.3 p67～71
143 「一橋ディジタルア-カイヴズ」計画について(第18回大学図書館研究集会記録 21世紀における

大学図書館の役割と責務――社会の多様化・個性化・共同化に対応した情報資産の蓄積、活
用及び展開――第3分科会:所蔵情報の公開と資料保存及び共同化)

叶井貫一
郎

大学図書館研究集会記録 [ISSN:09164286] (日本図書館協会 日本図書館協会大学図書館部
会〔ほか〕) 18 2002.3 p111～115

144 ドイツ・ケルン大学セントラル・ア-カイヴの歴史と発展(特集 〔日本世論調査協会〕2001年度研 真鍋一史 よろん (日本世論調査協会) 89 2002.3 p26～30
145 公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p1～23
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146 「現用文書の管理と公文書館」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に) 野内正美 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p2～6
147 「目的に即した保存・修復」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に) 西村晃 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p7～12
148 「保存環境について」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に) 丸茂博 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p13～18
149 「公文書館における保存の在り方について」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中 新井浩文 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p19～23
150 第35回国際公文書館会議円卓会議の報告 内田尚子 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p24～29
151 熱帯気候におけるア-カイブズの保存に関する国際会議報告 椛沢富治;

有友至
ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p30～33

152 アジア歴史資料センタ-について 牟田昌平 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p34～44
153 公文書の保存を考える(8)国立公文書館においてのリ-フキャスティング(2) 丸山正広 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p45～54
154 ストリ-ミング/ア-カイブサ-バを用いた地域文化ア-カイブの構築 前川道博;

白神浩志;
松村茂

東北芸術工科大学紀要 (東北芸術工科大学) 9 2002.3 p138～149

155 情報伝達体としてのア-カイブズ及び文書館――情報伝達機能的観点からの再整理(小特集
公文書館専門職員養成課程修了研究論文)

太田富康 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 15 2002.3 p3～19

156 国際標準記録史料記述一般原則:ISAD(G)――その基本構造・考え方と問題点 田窪直規 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 44 2002.3 p1～22
157 デジタル・ア-カイブの現状と問題点 原田隆史 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 44 2002.3 p23～34
158 貴重書のデジタル化:「グ-テンベルク聖書」の事例 富岡麻理 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 44 2002.3 p49～58
159 調査資料 情報としての地域文化資源のデジタルア-カイブ化とその活用に関する考察――ヴォ

-リズ建築と近江商人の旧居群のデジタルハイビジョンによるア-カイブ
谷口知司;
井口貢

文化経済学 [ISSN:13441442] (文化経済学会日本 文化経済学会(日本)) 3(1) 2002.3 p79～84

160 創価教育研究センタ-における大学ア-カイブズ機能と課題 韮沢賢一 創価教育研究 [ISSN:13472372] (創価大学創価教育研究センタ-) 1 2002.3 p35～55
161 特別鼎談 セラ-テム社の新画像フォ-マット 京都発、デジタルア-カイブ技術のデファクトスタン

ダ-ド「VFZ」
長尾真;新
藤次郎;柴
田満(他)

New media (ニュ-メディア) 20(3) 2002.3 p7～10

162 The Quality of DNA Recovered from the Archival Tissues of Atomic Bomb Survivors is Good
Enough for the Single Nucleotide Polymorphism Analysis in Spite of the Decade-long
Preservation in Formalin

YumikoNitt
a;HideoTan
aka;YujiMas
uda(他)

Journal of Radiation Research [ISSN:04493060] (Japan Radiation Research Society) 43(1) 2002.3
p65～75

163 数学 Toward the Establishment of Pascal Digital Archive ShujiShirais
hi;ShouFuji
mura

福岡大学理学集報 [ISSN:0386118X] (福岡大学研究所) 32(1) 2002.3 p19～29

164 セラーテム社の新画像フォーマット 京都発、デジタルアーカイブ技術のデファクトスタンダード
「VFZ」

長尾真;新
藤次郎;柴
田満;清水

ニューメディア 224 2002.3 p7～10

165 資料紹介 アジア歴史資料センタ-について――デジタル・ア-カイブの可能性と問題 三品英憲;
大沢武彦;
大沢肇

現代中国研究 [ISSN:13432656] (中国現代史研究会) 10 2002.3.30 p102～111

166 Active Video Delivery for a Large-Scale Video Archival and Retrieval System Chih-
ChangHsu;
YouichiIshi
bashi;Takuy
oKogure(他

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(715) 2002.3.15
p343～348

167 Active Video Delivery for a Large-Scale Video Archival and Retrieval System Chih-
ChangHsu;
YouichiIshi
bashi;Takuy
oKogure(他

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(717) 2002.3.15
p343～348

168 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(31)ラオス(下)究明避けた「事なかれ」外務省 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10948 2002.3.12 p10～11
169 ARCHIVES 在ラオス外交官殺害の「闇」――名越健郎の20世紀ア-カイブス(30)ラオス(上) 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10947 2002.3.8 p14～15
170 出土頭蓋骨のデジタル化と顔推定システム構築に関する研究(ヒュ-マンコミュニケ-ショングル-

プ(HCG)大会)
吉田俊介;
遠藤守;横
井茂樹

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(700) 2002.3.7 p43
～48

171 ARCHIVES ブッシュ親子の″資質″公文書が語る中国での2人――名越健郎の20世紀ア-カイ
ブス(29)米中秘話

名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10946 2002.3.5 p8～9
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172 DADDIプロジェクト ダイレクトデジタル画像化によるデジタルア-カイブ(特集2 美術館・博物館の
デジタル化)

大島渡 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 34(2) 2002.2
p73～76

173 報告 2001年度日本写真学会秋季大会特別企画 フォ-ラム「デジタルア-カイブ――その現状と 水口淳 日本写真学会誌 [ISSN:03695662] (日本写真学会) 65(1) 2002.2 p55～58
174 デジタルアーカイブ現場研究会「電子自治体と情報危機管理」(関東編)―電子自治体を推進す

る50人が現場でアーカイブの実際を視た
月尾嘉男;
高沢信行;
清水宏一

ニューメディア 223 2002.2 p9～11

175 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(28)プエブロ号――北朝鮮限定空爆、地上攻撃も 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10942 2002.2.19 p8～9
176 ARCHIVES 「竹島を爆破しよう」――名越健郎の20世紀ア-カイブス(27)日韓秘話 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10940 2002.2.8 p10～11
177 ビデオア-カイブを利用した学習を支援するシステムの提案(ヒュ-マンインタフェ-ス,音声言語情

報処理 合同研究報告)
藤本寛史;
倉本到;藤
本典幸(他)

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(10) 2002.2.1 p1～6

178 書評 歴史人類学会編『国民国家とア-カイブズ』について 青山英幸 日本史研究 [ISSN:03868850] (日本史研究会) 473 2002.1 p76～84
179 文献・資料紹介 危機における外交――スタンフォ-ド大学フ-ヴァ-研究所ア-カイヴス所蔵ホ-ン

ベック・ペ-パ-に見る満州事変時のアメリカの対応
浜口裕子 文化女子大学紀要 人文・社会科学研究 [ISSN:09197796] (文化女子大学) 10 2002.1 p149～

164
180 WWWタイムマシン(飯吉透のThe Catcher in the U.S.A.) 飯吉透 ASCII [ISSN:03865428] 26(1) 2002.1 p360～361
181 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(26)秘密資金――ソ連、貿易操作で社会党支援 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10937 2002.1.29 p16～18
182 焼き物デ-タベ-スにおける検索手法の考察――画像による焼き物形状の検索キ- 伏見緑;樅

木智成;凍
田和美(他)

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(8) 2002.1.26 p71～76

183 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(25)米空母寄港――背景に沖縄の核継続の思惑 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10936 2002.1.25 p12～13
184 ARCHIVES 名越健郎の20世紀ア-カイブス(24)秘密資金援助――中国が日本共産党に2200万 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10935 2002.1.22 p14～16
185 電子出版の周辺(59)公共ア-カイブ(続) 合庭惇 出版ニュ-ス [ISSN:03862003] (出版ニュ-ス社) 1926 2002.1.21 p45
186 ARCHIVES 自民党勝利へ米が資金提供か――名越健郎の20世紀ア-カイブス(23)CIA工作 名越健郎 Jiji top confidential (時事通信社) 10932 2002.1.11 p14～16
187 私の大学ア-カイブス論――回想・状況・意義(特集 創立一二〇周年と大学史料館) 寺崎昌男 紫紺の歴程 [ISSN:13429965] (明治大学 明治大学大学史料委員会) 5 2001 p26～38
188 日本版General Social Surveys(JGSS)と家族測定項目――第1回予備調査デ-タの検討 岩井紀子 家族社会学研究 [ISSN:0916328X] (日本家族社会学会) 12(2) 2001 p261～270
189 デ-タ・ア-カイブの視点からみたNFR98(特集 全国家族調査) 西野理子 家族社会学研究 [ISSN:0916328X] (日本家族社会学会) 13(1) 2001 p35～45
190 情報政策の観点からみた情報公開(特集 情報公開の現状――情報政策の観点から) 宇賀克也 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 51(2) 2001 p80～85
191 ア-カイブと情報公開について(特集 情報公開の現状――情報政策の観点から) 小川千代 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 51(2) 2001 p95～101
192 Offentliche Archive im Kinki-Gebiet DetlevScha

uwecker
独逸文学 [ISSN:0286682X] (関西大学独逸文学会) 45 2001 p105～122

193 吾輩の死んだあとに――〈猫のア-カイヴ〉の生成と更新(特集 吾輩は猫である――その後の 日比嘉高 漱石研究 [ISSN:13437569] (翰林書房) 14 2001 p149～163
194 完全引きこもりを5年続けた青年と母親との7年半の面接過程――あるclinical archivesの発掘

の試み
児玉憲一 心理教育相談研究 [ISSN:09107886] (広島大学大学院教育学研究科心理教育相談室) 18 2001

p1～8
195 ア-カイブス・公文書館・情報公開 浅野次郎 Artes [ISSN:09147543] (宝塚造形芸術大学) 15 2001 p29～39
196 The Mahakarmavibhanga and the Karmavibhangasutra(4)Transliterations of the Original

Manuscripts Preserved in the National Archives of Nepal
工藤順之 創価大学国際仏教学高等研究所年報 [ISSN:13438980] (創価大学国際仏教学高等研究所 創

価大学・国際仏教学高等研究所) 5 2001 p87～133
197 デジタル・ア-カイブの現状と問題点(情報知識学会 第9回(2001年度)研究報告会――セッション

2 情報・知識の共有と配信)
原田隆史 情報知識学会研究報告会講演論文集 (情報知識学会 情報知識学会事務局) 9 2001 p51～54

198 通信・放送機構 山形映像ア-カイブリサ-チセンタ-の研究紹介――大容量ア-カイブ活用型放
送番組制作基盤技術の研究開発プロジェクト(連載グル-プ紹介――通信・放送機構(7))

長谷川文
雄;石橋洋
一;川畑優

画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 30(4) 2001 p482～484

199 招待論文 映像ア-カイブ技術の動向(〔画像電子〕学会創立30周年記念 次世代マルチメディア・
コンテンツ流通技術論文特集号)

児島治彦 画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 30(5) 2001 p540～545

200 MPEG-2エンコ-ド時の画紋分離による動画像スクランブル手法 高橋克直;
富永英義;
杉浦麻貴

画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 30(6) 2001 p695～705

201 Welcome to ナラ・ア-カイヴ! 創造の源泉に浮かぶ5つの島(特集 Yoshitomo Nara 奈良美智 読 藤原えりみ 美術手帖 [ISSN:02872218] (美術出版社) 53(813) 2001.12 p82～87
202 技術解説 ディジタル画像処理によるフィルム映像の復元(1) 斉藤隆弘 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(12) 2001.12 p1599～
203 報告 デジタル・ア-カイビング――電子ジャ-ナルを中心に 松村多美

子
情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本
部) 44(9) 2001.12 p622～628

6 / 119 ページ



アーカイブズ関連文献リスト（その1） 2003年2月14日現在

204 Vertical movement of a chum salmon Oncorhynchus keta in the wastern North Pacific Ocean
as determined by a depth-recording archival tag

YukimasaIs
hida;AkiraY
ano;Masato
shiBan(他)

Fisheries Science [ISSN:09199268] (Japanese Society of Fisheries Science) 67(6) 2001.12 p1030
～1035

205 ア-カイバルタグによるクロマグロ幼魚の行動生態の解明(特集「生物の追跡調査」) 山田陽巳 海洋と生物 [ISSN:02854376] (生物研究社) 23(6) 2001.12 p540～545
206 ア-カイバルタグから得られたクロマグロ幼魚の回遊経路と海洋環境(特集「生物の追跡調査」) 稲掛伝三 海洋と生物 [ISSN:02854376] (生物研究社) 23(6) 2001.12 p547～552
207 デ-タア-カイブと社会科学研究〔含 質疑応答〕(小特集 第11回 社会と情報に関するシンポジウ 佐藤博樹 社会情報 [ISSN:0917673X] (札幌学院大学 札幌学院大学社会情報学部) 11(1) 2001.12 p27～
208 電子出版の周辺(58)公共ア-カイブ 合庭惇 出版ニュ-ス [ISSN:03862003] (出版ニュ-ス社) 1924 2001.12.21 p13
209 Archives 海外 日中国交、修正された定説 時事解説 (時事通信社) 10930 2001.12.21 p14～15
210 Approach of Medical Image Processing Techniques in Picture Archiving and Communication

System
賈克斌;朱
青;沈蘭〔ソ
ン〕(他)

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(533) 2001.12.21
p59～66

211 絵画の分光記録と映像生成の一手法(テ-マセッション セキュリティとセイフティのためのパタ-ン
認識と理解)

富永昌治;
松本敏範;
田中法博

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(524) 2001.12.20
p117～122

212 Archives 名越健郎の20世紀ア-カイブス(22)暗号盗聴 「ニイタカヤマ…」は解読可能 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10929 2001.12.18 p2～4
213 Nuclearize 名越健郎の20世紀ア-カイブス(21)秘密開発 韓、台の核保有を米が阻止 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10925 2001.12.4 p12～13
214 ドイツ社会文化論としてのビデオ・ア-カイブズ(2)過去をまなざしつつ、統一後の新たな再生へ 吉田和比 法政理論 [ISSN:02861577] (新潟大学法学会) 34(1・2) 2001.11 p207～168
215 国際化が進展する新千年紀における公文書館に求められるもの――国立公文書館創立30周

年記念特別講演会
ヨアン・ファ
ンアルバダ

ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p1～10

216 昭和16年から29年までに使われた各省庁事務用紙の調査報告 宍倉佐敏 ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p11～21
217 国際公文書館会議東アジア地域支部総会報告 塩満正哉 ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p22～29
218 公文書の保存を考える(7)国立公文書館においてのリ-フキャスティング 第1回 丸山正広 ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p30～35
219 第13回都道府県・政令指定都市等公文書館長会議報告 国立公文

書館業務
ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p36～39

220 画像・映像デ-タベ-スの検索技術と国際標準(小特集 人にやさしいパタ-ン認識――人にやさし
い画像認識技術)

山田昭雄 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(11) 2001.11 p1391～
1393

221 Thoughtlessness 名越健郎の20世紀ア-カイブス(20)アフガン ソ連解体早めた無謀な侵攻 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10924 2001.11.30 p14～16
222 Option 名越健郎の20世紀ア-カイブス(19)ベトナム戦争 戦術核使用も一時選択肢に 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10922 2001.11.20 p12～13
223 学校資産のデジタルア-カイブス構築とその利用 中村隆敏 教育システム情報学会研究報告 [ISSN:13434527] (教育システム情報学会) 2001(3) 2001.11.17

p51～56
224 Concessions ア-カイブス(18)アフガン タリバン政権を歓迎 時事解説 (時事通信社) 10921 2001.11.16 p14～15
225 Deep Connection 名越健郎の20世紀ア-カイブス(17)アフガン CIAが育てたビンラディン 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10919 2001.11.9 p16～18
226 巨大市場の夜明け―巨大市場開拓の現場、中国縦断ルポ・悠久の美をデジタル保存、大日本

印刷が陥ったジレンマ(特集・世界の工場 世紀の市場―沸騰する中国)
ダイヤモンド 89(42) 2001.11.3 p46

227 Secret Agreement 名越健郎の20世紀ア-カイブス(16)在日米軍 不健全な安保条約運用 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10917 2001.11.2 p12～13
228 ラウンドテ-ブル デジタル時代の戦略拠点を目指して――NHKア-カイブス計画の現状と課題 大井康祐 ITUジャ-ナル [ISSN:09167544] (新日本ITU協会) 31(10) 2001.10 p42～45
229 Introduction 名越健郎の20世紀ア-カイブス(14)米軍核戦略 67年、沖縄に核1300個配備 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10913 2001.10.19 p10～12
230 Unlawful Occupation 名越健郎の20世紀ア-カイブス(13)領土交渉、米の冷酷な思惑 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10912 2001.10.16 p14～15
231 Attack 名越健郎の20世紀ア-カイブス(12)真珠湾で本土攻撃を覚悟 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10911 2001.10.12 p12～13
232 Detainee 名越健郎の20世紀ア-カイブス(11)GHQ、全土でソ連スパイ狩り 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10910 2001.10.9 p14～15
233 Espionage 名越健郎の20世紀ア-カイブス(10)ゾルゲ事件 大戦中の日独枢軸を冷却化 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10909 2001.10.5 p16～17
234 歴史的集合住宅の構・工法等に関する研究(基本性能・施工性に関する研究) 川窪七教 調査研究期報 [ISSN:13462008] (都市基盤整備公団総合研究所) 128 2001.9 p140～143
235 Nuclear 名越健郎の20世紀ア-カイブス(9)チャ-チルが止めた朝鮮戦争の核使用 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10906 2001.9.18 p18～19
236 Dropping 名越健郎の20世紀ア-カイブス(8)核爆弾、13個が不明 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10905 2001.9.14 p10～11
237 Abdication 名越健郎の20世紀ア-カイブス(7)昭和天皇、一時期、退位の意漏らす? 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10904 2001.9.11 p8～10
238 Spy 名越健郎の20世紀ア-カイブス(5)野坂参三に手玉に取られた米情報機関 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10902 2001.9.4 p14～16
239 共同討議・詩の現在Aspect(3)神話・ア-カイヴ――入沢康夫・高橋睦郎・藤井貞和 野村喜和

夫;城戸朱
理;田野倉

現代詩手帖 [ISSN:13425544] (思潮社) 44(8) 2001.8 p84～103

240 ILO関係 故きを温ねて――戦前のILO関係資料をさぐる――ILO中央図書館とア-カイブを訪ね
て(最終回)

工藤誠爾 世界の労働 [ISSN:02881810] (日本ILO協会) 51(8) 2001.8 p48～51
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241 「Museum Archiver」と櫛形町立春仙美術館(特集 新世紀デジタルア-カイビング) 粕谷徹 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 33(8) 2001.8
p23～27

242 高精細画像閲覧システム「Gigaview」とデジタルア-カイブソリュ-ション(特集 新世紀デジタルア-
カイビング)

指田丈夫 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 33(8) 2001.8
p29～33

243 池坊生け花展におけるインタ-ネット・ストリ-ミング配信実験とデジタルア-カイブ応用(特集 新世
紀デジタルア-カイビング)

小室幸央;
伊藤聡;佐
藤裕尚(他)

映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 33(8) 2001.8
p35～39

244 メディアア-カイブスの時代「MPEGバリアブルプレ-ヤ-」(特集 新世紀デジタルア-カイビング) 浜田幹也 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 33(8) 2001.8
p41～45

245 「MPEG Archive Station」とデジタルア-カイブ応用(特集 新世紀デジタルア-カイビング) 中島康之 映像情報industrial [ISSN:13461362] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 33(8) 2001.8
p51～60

246 ディジタルア-カイブと高臨場感ディスプレイ(小特集 高臨場感ディスプレイ) 西岡貞一 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(8・9) 2001.8 p1089～
247 電子記録のア-カイビング世界探訪(1)スイスのケ-ススタディ――2001年5～6月欧州ア-カイブ

会議での報告から
小川千代
子

行政&ADP [ISSN:13461540] (行政情報システム研究所) 37(8) 2001.8 p14～17

248 シュタイン・ロッカンの政治理論体系――欧州における現代政治学の形成:ロッカン・ア-カイヴス
における未発表の草稿も視野に入れて

白鳥浩 静岡大学法政研究 [ISSN:13422243] (静岡大学法経学会) 6(1) 2001.8 p1～80

249 超高精細(SHD)画像技術を用いたディジタルア-カイブプラットフォ-ム(特集論文1 超高精細
(SHD)画像応用技術)

石丸勝洋;
山口高弘;
藤井竜也

NTT R&D [ISSN:09152326] (日本電信電話株式会社技術情報センタ 電気通信協会) 50(8)
2001.8p545～552

250 東川・旭川・美瑛 道央フォト・アーカイブスの旅(グラビア)(特集・もっと深く、北海道) 斎藤潤 旅 [ISSN:04921054] 75(8) 2001.8 p38～43
251 Ultimatum 名越健郎の20世紀ア-カイブス(4)開戦通告遅れ昭和天皇が激怒 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10899 2001.8.24 p8～10
252 Intelligence 名越健郎の20世紀ア-カイブス(3)生きていた?東洋のマタ・ハリ 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10896 2001.8.7 p8～9
253 独立行政法人国立公文書館の概要 国立公文

書館総務
ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p1～7

254 歴史資料として重要な公文書等の「移管基準」について 遠藤廉 ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p8～27
255 国立公文書館所蔵公文書等保存状況等調査――第二次調査報告書 元興寺文

化財研究
ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p28～53

256 公文書の保存を考える(6)修復事情――海外編(1) 有友至 ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p54～60
257 公文書館をめぐる地方の動向――宮城県公文書館の開館について/「東京都公文書館におけ

る保存・公開等に関する研究会」報告書の概要
ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p61～63

258 独立行政法人国立公文書館利用規則について 国立公文
書館業務

ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p64～69

259 Espionage 名越健郎の20世紀ア-カイブス―1―英が察知「ゾルゲはスパイ」 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10892 2001.7.24 p10～11
260 電子出版の周辺(No.53)インタ-ネットア-カイブ 合庭惇 出版ニュ-ス [ISSN:03862003] (出版ニュ-ス社) 1909 2001.7.21 p15
261 電子図書館用デジタルア-カイブの検索方法の検討 依田平;大

月一弘;森
下淳也(他)

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(192) 2001.7.18
p301～308

262 付箋のメタファを用いた人文科学系研究支援ア-カイヴ管理システム 吉沢正晶;
遠山元道

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(192) 2001.7.18
p309～316

263 デジタルア-カイブにおける閲覧コ-ス生成システム 門間洋一;
遠山元道

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(192) 2001.7.18
p317～322

264 特別招待論文 次世代の放送を支援する映像処理技術(テ-マセッション 映像・マルチメディア処
理とパタ-ン認識・理解)

苗村昌秀 電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(200) 2001.7.18
p91～98

265 特別招待論文 次世代の放送を支援する映像処理技術(テ-マセッション 映像・マルチメディア処
理とパタ-ン認識・理解)

苗村昌秀 電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(202) 2001.7.18
p91～98

266 特別招待論文 次世代の放送を支援する映像処理技術(テ-マセッション 映像・マルチメディア処
理とパタ-ン認識・理解)

苗村昌秀 電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(204) 2001.7.18
p91～98

267 電子図書館用デジタルア-カイブの検索方法の検討(デ-タベ-スシステム 研究報告) 依田平;小
椋正道;大
月一弘(他)

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2001(70) 2001.7.17 p469～476

268 付箋のメタファを用いた人文科学系研究支援ア-カイヴ管理システム(デ-タベ-スシステム 研究
報告)

吉沢正晶;
遠山元道

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2001(70) 2001.7.17 p477～484
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269 デジタルア-カイヴにおける閲覧コ-ス生成システム(デ-タベ-スシステム 研究報告) 門間洋一;
遠山元道

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2001(70) 2001.7.17 p485～490

270 Archives 72年の田中・周恩来会談記録 時事解説 (時事通信社) 10890 2001.7.13 p10～11
271 エンコ-デッド ア-カイヴァル デスクリプション EAD:SGML-XMLの応用形として 安沢秀一 情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2001(67) 2001.7.13 p17～24
272 貴重文化資料デジタルア-カイブのWebによる検索・共有システムの構築 小島篤博;

宮本貴朗;
富坂敏子

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(180) 2001.7.13
p61～68

273 Mushroom Cloud 名越健郎の20世紀ア-カイブス(2)北朝鮮沖で発生したキノコ雲 名越健郎 時事解説 (時事通信社) 10894 2001.7.31 p10～12
274 学界消息 人口学研究とデ-タ・ア-カイブの活用 安蔵伸治 人口学研究 [ISSN:03868311] (日本人口学会) 28 2001.6 p39～42
275 大規模自動装填ロボットによるペタバイト級映像ア-カイブシステム(システム開発論文特集) 丹野義和;

前原文雄;
関谷里美

電子情報通信学会論文誌 D-2 情報・システム 2 パタ-ン処理 [ISSN:09151923] (電子情報通信
学会 電子情報通信学会情報・システムソサイエティ) 84(6) 2001.6 p1102～1111

276 研究資料 デジタルモデリングによる3次元立体の復元と複製 近藤邦雄;
佐藤尚;町
田芳明(他)

図学研究 [ISSN:03875512] (日本図学会) 35(2) 2001.6 p7～11

277 地域資料流通のためのデジタル・ア-カイブス開発の課題(特集 教育における認知的アプロ-チ
/一般)

三宅茜巳;
楓森博;加
納豊子(他)

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(115) 2001.6.16
p37～40

278 「超」整理日記(152)清少納言は電子図書館(ア-カイブ)の夢を見たか 野口悠紀 週刊ダイヤモンド (ダイヤモンド社) 89(23) 2001.6.16 p114～115
279 清少納言は電子図書館(アーカイブ)の夢を見たか(「超」整理日記〔152〕) 野口悠紀 ダイヤモンド 89(23) 2001.6.16 p114～115
280 宝塚、文化史のア-カイヴ(特集 宝塚) ユリイカ [ISSN:13425641] (青土社) 33(5) 2001.5 p180～218
281 「レビュ-」の変遷――岸田辰弥から白井鉄造へ(特集 宝塚――宝塚、文化史のア-カイヴ) 袴田麻祐 ユリイカ [ISSN:13425641] (青土社) 33(5) 2001.5 p182～194
282 宝塚を遠く離れて――白井鉄造と〈東宝国民劇〉(特集 宝塚――宝塚、文化史のア-カイヴ) 鷲谷花 ユリイカ [ISSN:13425641] (青土社) 33(5) 2001.5 p195～201
283 「宝塚アイデンティティ」の形成とオリエンタリズム――1938年・宝塚のベルリン公演(特集 宝塚

――宝塚、文化史のア-カイヴ)
渡辺裕 ユリイカ [ISSN:13425641] (青土社) 33(5) 2001.5 p202～209

284 宝塚、シェイクスピア、グロ-バリゼ-ション(特集 宝塚――宝塚、文化史のア-カイヴ) 大谷伴子 ユリイカ [ISSN:13425641] (青土社) 33(5) 2001.5 p210～218
285 UCI KDDア-カイブ:デ-タマイニング研究と実験のための大規模デ-タ集合のア-カイブ(特集 デ-

タマイニングコンテスト)
StephenD.B
ay;DennisKi
bler;Michae
lJ.Pazzani(
他)

情報処理 [ISSN:04478053] (情報処理学会 オ-ム社) 42(5) 2001.5 p462～466

286 テレビ報道 過去の番組があぶり出す現在(メディア時評) 国広陽子 放送文化 83 2001.5 p28
287 「リトル・ニッキー」「ジュエルに気をつけろ!」「ガールファイト」「JSA」「クイルズ」「ベティ・サイズモ

ア」「ハリー、見知らぬ友人」「彼女を見ればわかること」「ダブルス」「ユマニテ」「ジーザスの
日々」/新藤兼人からの遺言状/「I.K.U.」「ザ・スカルズ髑髏の誓い」「ザ・デリバリー」「岸ザ・コン
ヴェント」「アンチェイン」「ファイターズ・ブルース」「悪魔が棲む家2001」「青の瞬間」/アンダーグ
ラウンド・アーカイブス1958-1976(新作紹介)

キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1332 2001.5.15 p99～102,104,106～108,110～111

288 3DCGを用いた講義ア-カイブ(テ-マ:先端メディアの教育利用と教材デ-タの格納・再利用) 飯塚重善;
亀田能成;
美濃導彦

知的教育システム研究会 [ISSN:09185674] (人工知能学会) 32 2001.5.11 p1～6

289 3DCGを用いた講義ア-カイブ(特集 先端メディアの教育利用と教材デ-タの格納・再利用/一般) 飯塚重善;
亀田能成;
美濃導彦

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(41) 2001.5.11 p1
～6

290 ディジタルア-カイブ:コンテンツ作成と検索(特集:ディジタルメディアの現状と将来――新しい研
究分野を切り拓くディジタルメディア)

安達淳 学術月報 [ISSN:03872440] (日本学術振興会) 54(4) 2001.4 p391～395

291 エッセイ ビネガ-博士のラクラク健康法――フィルム・ア-カイヴの仕事 松本圭二 図書館の学校 [ISSN:13453688] (図書館の学校 図書館流通センタ-) 16 2001.4 p10～14
292 大容量ア-カイブ活用型放送番組制作システム 前原文雄;

川畑優;比
企春夫(他)

電子情報通信学会論文誌 B 通信 [ISSN:13444697] (電子情報通信学会 電子情報通信学会通
信ソサイエティ) 84(4) 2001.4 p809～817

293 舞踏をデジタル・ア-カイヴ化する――その可能性と問題点(特集 21世紀への提言/NEW 熊倉敬聡 Inter communication [ISSN:09183841] (NTT出版株式会社 NTT出版) 10(2) 2001.4 p124～131
294 インターネット・データセンターの新しい波―eソーシング・ビジネス「津波」の挑戦 工藤信治;

向井宣尊;
柴田満

ニューメディア 212 2001.4 p43～46
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295 情報資源保管サ-ビス基地としてのア-カイヴズ・ライブラリィ・ミュ-ジアム:目録記述要素の特性
比較(講演会要旨)

安沢秀一 一橋大学社会科学古典資料センタ-年報 [ISSN:02851105] (一橋大学社会科学古典資料センタ
-) 21 2001.3p32～43

296 Phase-Change Media for High-Numerical-Aperture and Blue-Wavelength Recording(Optical
Memories)

HermanJ.B
org;Markva
nSchijndel;J
anC.N.Rijpe
rs(他)

Japanese Journal of Applied Physics Regular Papers, Short Notes& Review Papers Pt. 1
[ISSN:00214922] (Publication Office, Japanese Journal of Applied Physics, Faculty of Science,
University of Tokyo) 40(3B) 2001.3 p1592～1597

297 Digital Preservation――Some Policy and Legal Issues(「ディジタル図書館」ワ-クショップ第20回
(図書館情報大学.2001年3月13日))

MariaLuisa
Calanag;杉
本重雄;田
畑孝一(他)

ディジタル図書館 [ISSN:13407287] (ディジタル図書館編集委員会 「ディジタル図書館」編集委
員会) 20 2001.3 p46～57

298 国立公文書館における歴史公文書等の公開基準について 遠藤廉 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p1～5
299 公文書館における公開をめぐる諸問題――第8回公文書館実務担当者研究会議報告 国立公文

書館公文
ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p6～22

300 Aグル-プ報告(公文書館における公開をめぐる諸問題――第8回公文書館実務担当者研究会 数野文明 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p7～11
301 Bグル-プ報告(公文書館における公開をめぐる諸問題――第8回公文書館実務担当者研究会 河村克典 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p12～16
302 Cグル-プ報告(公文書館における公開をめぐる諸問題――第8回公文書館実務担当者研究会 太田富康 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p17～22
303 公文書館資料において閲覧を制限すべき情報に対する一考察――閲覧制限期間の設定につ 鈴木利通 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p23～33
304 公文書の保存を考える(5)媒体変換(4)活用 金沢勇二 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p34～38
305 第14回国際公文書館会議総会の報告 高岡完治 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p39～46
306 第14回国際公文書館大会・総会報告 内田尚子 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p47～52
307 国際公文書館会議東アジア地域支部理事会会合及びセミナ-報告 内田尚子 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p53～58
308 第5回国際公文書館会議東アジア地域支部総会における講演の紹介 Initiatives for the

management of electronic records and archives〔英文〕
TonyNewto
n

ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p59～64

309 授業実践・教材開発 総合科目「現代都市論」のための『ビデオ・ア-カイブ』――教育研究リファ
レンスとしての映像メディア

吉田和比
古;高津斌

大学教育研究年報 (新潟大学大学教育開発研究センタ-) 6 2001.3 p5～27

310 アメリカにおけるテレビニュ-スア-カイヴの試練――「CBS対Vanderbilt」事件と「Baker修正」に
見るテレビニュ-ス保存・公開への法理

魚住真司 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 42 2001.3 p22～35

311 インタ-ネット上の国文学デジタルア-カイブの現状調査とその情報提供――インタ-ネット検索エ
ンジンを利用して

北村啓子 国文学研究資料館紀要 [ISSN:03873447] (国文学研究資料館) 27 2001.3 p1～18

312 奈良女子大学附属図書館におけるデジタルア-カイブ作成の取り組み 岡田暎子 大学図書館研究 [ISSN:03860507] (国立大学図書館協議会 学術文献普及会) 61 2001.3 p8～
313 特集 日米政府の電子化文書を使った多言語ア-カイブ・サイトの開発 メディア・コミュニケ-ション [ISSN:13441094] (慶応義塾大学メディアコミュニケ-ション研究所 慶

応義塾大学メディア・コミュニケ-ション研究所) 51 2001.3 p2～50
314 母国語ア-カイブ・サイトの意義と研究の進捗状況(特集 日米政府の電子化文書を使った多言

語ア-カイブ・サイトの開発)
林絋一郎;
豊福晋平

メディア・コミュニケ-ション [ISSN:13441094] (慶応義塾大学メディアコミュニケ-ション研究所 慶
応義塾大学メディア・コミュニケ-ション研究所) 51 2001.3 p3～10

315 インタ-ネット翻訳による情報受発信(特集 日米政府の電子化文書を使った多言語ア-カイブ・サ
イトの開発)

横山晶一 メディア・コミュニケ-ション [ISSN:13441094] (慶応義塾大学メディアコミュニケ-ション研究所 慶
応義塾大学メディア・コミュニケ-ション研究所) 51 2001.3 p11～18

316 インタ-ネット翻訳ソフトの現状と将来展望(特集 日米政府の電子化文書を使った多言語ア-カイ
ブ・サイトの開発)

宮沢信一
郎

メディア・コミュニケ-ション [ISSN:13441094] (慶応義塾大学メディアコミュニケ-ション研究所 慶
応義塾大学メディア・コミュニケ-ション研究所) 51 2001.3 p19～25

317 要約ソフトの現状と将来展望(特集 日米政府の電子化文書を使った多言語ア-カイブ・サイトの
開発)

石崎俊;岡
本潤

メディア・コミュニケ-ション [ISSN:13441094] (慶応義塾大学メディアコミュニケ-ション研究所 慶
応義塾大学メディア・コミュニケ-ション研究所) 51 2001.3 p26～33

318 議会情報の利用促進とWebの多言語表示――アジア太平洋議員フォ-ラム「APOINT2001」につ
いて(特集 日米政府の電子化文書を使った多言語ア-カイブ・サイトの開発)

山内康英;
小町祐史;
松下周二

メディア・コミュニケ-ション [ISSN:13441094] (慶応義塾大学メディアコミュニケ-ション研究所 慶
応義塾大学メディア・コミュニケ-ション研究所) 51 2001.3 p34～41

319 情報源としてのWWW(特集 日米政府の電子化文書を使った多言語ア-カイブ・サイトの開発) 上田修一 メディア・コミュニケ-ション [ISSN:13441094] (慶応義塾大学メディアコミュニケ-ション研究所 慶
応義塾大学メディア・コミュニケ-ション研究所) 51 2001.3 p42～50

320 オ-バリン大学ア-カイブズ所蔵の資料にみる桜美林学園とオ-バリン大学の関係――″
Oberlin-in-Tokyo″をめぐって

堤稔子 紀要 [ISSN:03868516] (桜美林大学) 41 2001.3 p47～56

321 デジタルア-カイブによるオンラインコミュニティの形成と知的共創 稲葉光行;
平林幹雄

ア-ト・リサ-チ [ISSN:13462601] (立命館大学ア-トリサ-チセンタ- 立命館大学ア-ト・リサ-チセン
タ-) 1(1) 2001.3 p111～126

322 Migration of young bluefin tuna, Thunnus orientalis Temminck etSchlegel, through archival
tagging experiments and its relationwith oceanographic conditions in the western North Pacific

稲掛伝三;
山田陽巳;
瀬川恭平

遠洋水産研究所研究報告 [ISSN:03867285] (遠洋水産研究所) 38 2001.3 p53～81
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323 招待講演 IT時代の放送サ-ビスとコンテンツ制作――知的コンテンツ制作システムの実現を目 榎並和雅 映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 25(21) 2001.3 p1～6
324 横浜放送ライブラリ-システムの構築――システム概要と設備の運用 野尻裕司;

山岸哲夫;
小泉裕一

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 25(24) 2001.3 p53～
58

325 横浜放送ライブラリ-における番組情報デ-タベ-ス検索について――番組情報デ-タベ-ス検索
システム概要と運用状況

小泉裕一;
山岸哲夫;
野尻裕司

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 25(24) 2001.3 p59～
64

326 横浜放送ライブラリ-における番組送出システム――DVD自動送出カ-ト装置の概要を中心とし
て

種野浩嗣;
山岸哲夫;
野尻裕司

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 25(24) 2001.3 p65～
70

327 ドイツ社会文化論としてのビデオ・ア-カイブズ(1)ドイツ戦後史の映像レファレンス 吉田和比 法政理論 [ISSN:02861577] (新潟大学法学会 新潟大学人文学部) 33(3) 2001.2 p66～150
328 デジタルア-カイブとコンテンツ配信――VFZ(特集 ネットワ-ク用最新画像フォ-マット) 田辺忠 印刷雑誌 [ISSN:00201758] (印刷学会 印刷学会出版部) 84(2) 2001.2 p7～13
329 デジタル制作情報システム(ベアトス)の開発(放送方式/放送現業) 二階堂良

樹;八木伸
行;吉田勝

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 25(20) 2001.2 p35～
40

330 アーカイブス(富良野風話〔163〕) 倉本聡 財界 49(5) 2001.2.27 p135
331 LC,初の電子ジャ-ナルア-カイブを構築 カレントアウェアネス [ISSN:03878007] (〈国立国会図書館図書館協力部〉 日本図書館協会) 258

2001.2.20 p7～8
332 クラシック音楽映像ア-カイブスの音声復元――「20世紀の名演奏」・「N響アワ-」におけるステ

レオ化と音質改善
辻本廉 放送技術 [ISSN:02878658] (兼六館出版株式会社 兼六館出版) 54(1) 2001.1 p191～197

333 22世紀へ残せ,滅び行く映像・文化遺産(特集 新時代の映像情報メディアへ――文化,歴史,伝統
を支えるメディアの展開)

中嶋正之 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(1) 2001.1 p2～4

334 時代を伝える放送映像のア-カイブ(特集 新時代の映像情報メディアへ――文化,歴史,伝統を支
えるメディアの展開――放送映像・映像文化を支える映像メディア)

児野昭彦 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(1) 2001.1 p5～8

335 放送映像のア-カイブの試み――最新のディジタル技術導入による新・放送ライブラリ-の誕生
(特集 新時代の映像情報メディアへ――文化,歴史,伝統を支えるメディアの展開――放送映像・
映像文化を支える映像メディア)

山岸哲夫;
野尻裕司

映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(1) 2001.1 p9～13

336 映画フィルムの収穫と復元――2つの事例「忠次旅日記」と「滝の白糸」を中心に(特集 新時代
の映像情報メディアへ――文化,歴史,伝統を支えるメディアの展開――放送映像・映像文化を
支える映像メディア)

佐伯知紀 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(1) 2001.1 p14～17

337 狩野派400年の歴史(特集 新時代の映像情報メディアへ――文化,歴史,伝統を支えるメディアの
展開――歴史,伝統を遺す試み)

手嶋毅;菅
原敦夫;室
田秀樹

映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(1) 2001.1 p55～61

338 ディジタルア-カイブと文化記憶(特集 新時代の映像情報メディアへ――文化,歴史,伝統を支え
るメディアの展開――歴史,伝統を遺す試み)

武邑光裕 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 55(1) 2001.1 p62～69

339 Eコマースの旬のツール、アーカイブの旬のコンテント(未来メディア研究交流会レポート) 竹本隆 ニューメディア 208 2001.1 p62
340 ネットワ-ク時代におけるア-カイヴズのデジタル化のための方法論をめぐって:人文科学とコン

ピュ-タシンポジウム「じんもんこん2000」に参加して
千速敏男 ア-ト・ドキュメンテ-ション通信 [ISSN:09157956] (ア-ト・ドキュメンテ-ション研究会) 48 2001.1.25

p10～12
341 大学教育における「視聴覚教育」の現代化――学校教育・生涯学習職員養成のための情報倫

理の構築とマルチメディア環境整備に向けて
矢口徹也;
塩塚理恵;
上河辺康

早稲田教育評論 [ISSN:09145680] (早稲田大学 早稲田大学教育総合研究室) 14(1) 2000 p99
～122

342 クラフト産業におけるデジタルア-カイブ戦略の現状と課題 荒木国臣 流通 [ISSN:09149937] (日本流通学会 芽ばえ社) 13 2000 p112～125
343 国立婦人教育会館調査研究事業 生涯学習の現状と情報通信技術を利用した情報提供に関す

る調査研究
安達一寿 国立婦人教育会館研究紀要 (国立婦人教育会館) 4 2000 p91～98

344 大阪芸術大学所蔵のシリンダ-レコ-ド――デ-タベ-ス構築とデジタルア-カイブ 芹沢秀近 芸術 [ISSN:03891224] (大阪芸術大学) 23 2000 p229～236
345 ア-カイヴズを読むG.C.Spivak 鵜殿えりか 愛知県立大学文学部論集 英文学科編 [ISSN:13425528] (愛知県立大学 愛知県立大学文学部

〔ほか〕) 49 2000 p75～84
346 The Mahakarmavibhanga and the Karmavibhangasutra(3)Transliterations of the Original

Manuscripts Preserved in the National Archives of Nepal
工藤順之 創価大学国際仏教学高等研究所年報 [ISSN:13438980] (創価大学国際仏教学高等研究所 創

価大学・国際仏教学高等研究所) 4 2000 p117～141
347 日本教育情報学会第16回年会 パネル討論 デジタル・ア-カイブ化の課題――教育利用を目的

として
加藤直樹;
坂井知志;
井上透(他)

教育情報研究 [ISSN:09126732] (日本教育情報学会) 16(3) 2000 p33～57

348 インタ-ネット・ア-カイブによる 日本剣道形の一考察:訳述と覚え書き 杉山融 静岡大学情報学研究 [ISSN:13420909] (静岡大学 静岡大学情報学部) 6 2000 p47～91
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349 伝統産業とデジタルア-カイブ 中村好宏 京染と精練染色 [ISSN:02892596] (京染研究会,精練染色研究会(京都市染織試験場内)) 51(2)
2000 p33～40

350 特徴的な動画像から抽出される画紋のDCT特徴を用いた動画像ア-カイブのための高効率な階
層的動画像検索法

高橋克直;
杉浦麻貴;
富永英義

画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 29(5) 2000 p578～584

351 特徴的な動画像の画紋を用いた高能率動画像検索法 高橋克直;
富永英義;
杉浦麻貴

画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 29(6) 2000 p818～825

352 REPORT 地域資料デジタル・ア-カイブスと生涯学習(特集 IT学習をどうするか) 久世均 社会教育 [ISSN:13425323] (全日本社会教育連合会) 55(12) 2000.12 p14～17
353 古代学研究手法への提言 弥生土器デジタル・ア-カイブと土器研究への期待 森沢和明;

森田敬子;
桐山吉生

古代学研究 [ISSN:03869121] (古代学研究会) 151 2000.12 p14～20

354 音楽・音の文化遺産(文化情報資源)の構築(その3)歴史的な音楽・音を再現する方法の体系化:
古楽における再現

加藤修子 文化情報学 [ISSN:13410962] (駿河台大学 駿河台大学文化情報学部) 7(2) 2000.12 p15～28

355 講義ア-カイブのための講師状態認識に関する一検討(放送方式――画像符号化と一般) 飯塚重善 映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 24(78) 2000.12 p121
～126

356 デジタルソフトバンクとしてのNHKアーカイブスの機能 大井康祐 ニューメディア 207 2000.12 p38～39
357 嵐山光三郎(作家)(私のテレビ日誌〔8〕) 嵐山光三 放送文化 78 2000.12 p76～77
358 会議音声の自動ア-カイブ化システム(第2回音声言語シンポジウム(SPLC)――session-3 ポス

タ- 音声処理とマルチモ-ダル)
秋田祐哉;
河原達也

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(520) 2000.12.21
p61～66

359 会議音声の自動ア-カイブ化システム(第2回音声言語シンポジウム(SPLC)――session-3 ポス
タ- 音声処理とマルチモ-ダル)

秋田祐哉;
河原達也

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(522) 2000.12.21
p61～66

360 会議音声の自動ア-カイブ化システム(音声言語情報処理 研究報告 第2回音声言語シンポジウ
ム(SPLC))

秋田祐哉;
河原達也

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2000(119) 2000.12.21 p61～66

361 講義ア-カイブのための講師状態認識に関する一検討 飯塚重善 電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(499) 2000.12.14
p121～126

362 講義ア-カイブのための講師状態認識に関する一検討 飯塚重善 電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(501) 2000.12.14
p121～126

363 講義ア-カイブのための講師状態認識に関する一検討(オ-ディオビジュアル複合情報処理 研究 飯塚重善 情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2000(116) 2000.12.14 p121～126
364 IBC2000現地レポ-ト インタラクティブ、ネットワ-ク、ア-カイブ等が鮮明に――最先端の放送技

術がアムステルダムに集結(特集 IBC2000と欧州最新放送局設備)
月刊放送ジャ-ナル [ISSN:03853810] (放送ジャ-ナル社) 30(10) 2000.11 p34～41

365 事例紹介 重要文化財「旧函館区公会堂」のデジタルア-カイブ――文化財のデジタル化とマル
チメディアによる利活用(特集 文化財保護法50年記念)

凸版印刷
株式会社

文部時報 [ISSN:09169830] (文部省 ぎょうせい) 1494 2000.11 p26～29

366 デジタルア-カイブと高臨場感ディスプレイ(情報ディスプレイ映像表現――ディスプレイフォ-ラ
ム2000――セッション2(招待講演):大画面/コンテンツ/応用)

西岡貞一 映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 24(71) 2000.11 p33
～38

367 講義ア-カイブのための講師追尾方式に関する比較評価(放送方式 マルチメディア情報処理 映
像表現 ネットワ-ク映像メディア 画像情報システム)

飯塚重善 映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 24(73) 2000.11 p39
～46

368 画像コンテンツ内容に基づくID抽出とその応用について 竹内一樹;
小舘亮之;
富永英義

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2000(109) 2000.11.24 p15～22

369 講義ア-カイブのための講師追尾方式に関する比較評価 飯塚重善 電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(461) 2000.11.21
p39～46

370 デジタルア-カイブと高臨場感ディスプレイ 西岡貞一 研究会講演予稿 [ISSN:02853957] (画像電子学会) 181 2000.11.16 p33～38
371 デジタルア-カイブと高臨場感ディスプレイ(高臨場感ディスプレイフォ-ラム2000――セッション2:

大画面/コンテンツ/応用)
西岡貞一 電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(436) 2000.11.16

p33～38
372 デジタルア-カイブと放送――市民社会の文化装置として(特集 放送ライブラリ-) 合庭惇 月刊民放 [ISSN:03873811] (日本民間放送連盟 コ-ケン出版) 30(10) 2000.10 p4～7
373 デジタル時代の戦略拠点を目指して――NHKア-カイブス計画の意義と課題(特集 放送ライブラ

リ-――放送ライブラリ-施設概要/放送番組収集基準)
大井康祐 月刊民放 [ISSN:03873811] (日本民間放送連盟 コ-ケン出版) 30(10) 2000.10 p20～23

374 デジタルア-カイヴの欲望 二木麻里 季刊・本とコンピュ-タ (季刊本とコンピュ-タ編集室 大日本印刷ICC本部) 14 2000.10 p44～51
375 随筆 住居・建築・都市計画分野の近過去資料ア-カイヴズの可館性 中島明子 学術の動向 [ISSN:13423363] (日本学術協力財団) 5(10) 2000.10 p72～75
376 映像情報記録技術の21世紀への期待と課題(小特集 20世紀の映像情報記録技術と21世紀へ

の期待と課題)
野村竜男 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 54(10) 2000.10 p1371～

1374
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377 日本への精神分析の導入と丸井清泰――ジョンズ・ホプキンズ大学医学部ア-カイブ資料を中
心に

安斉順子 心理学史・心理学論 [ISSN:13451146] (心理学史心理学論刊行会 「心理学史・心理学論」刊行
会) 2 2000.10 p1～16

378 映像ア-カイヴの利用者調査実験とその結果 住田修一;
森達男;野
須潔(他)

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2000(99) 2000.10.26 p1～5

379 「国益」と「TAXi2」(大高宏雄のファイト・シネクラブ〔18〕) 大高宏雄 キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1317 2000.10.1 p147
380 国立公文書館所蔵公文書等保存状況等調査について 国立公文

書館公文
アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p1～27

381 「昭和10年各省庁使用事務用紙」分析調査報告 宍倉佐敏 アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p28～39
382 複写機の歴史とコピ-の保存性について 田辺征夫 アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p40～45
383 公文書の保存を考える(4)媒体変換(3)保存について 金沢勇二 アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p46～50
384 第12回都道府県・政令指定都市公文書館長会議報告 国立公文

書館公文
アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p51～53

385 米国における連邦機関記録の処分について――『Disposition of Federal Records』の紹介 遠藤廉 アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p54～77
386 徳島大学附属図書館における近世絵図史料の超高精細画像化とその利用公開 岡田恵子 大学図書館研究 [ISSN:03860507] (国立大学図書館協議会 学術文献普及会) 59 2000.9 p26～
387 デジタルア-カイブの向かうところ(特集 デジタルア-カイビング最新動向) 笠羽晴夫 映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 32(17) 2000.9.1 p19～23
388 「東京国立博物館法隆寺献納宝物デジタルア-カイブ」の製作(特集 デジタルア-カイビング最新 長谷川健 映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 32(17) 2000.9.1 p25～30
389 デジタルア-カイブで使用される画像入力・再現システム(特集 デジタルア-カイビング最新動向) 大山永昭 映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 32(17) 2000.9.1 p37～41
390 画像ファイリングソフトウェア「PC-Archive1.2」(特集 デジタルア-カイビング最新動向) 三好勝也 映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 32(17) 2000.9.1 p55～60
391 書評と紹介 安藤正人著『記録史科学と現代――ア-カイブズの科学をめざして』 富善一敏 日本歴史 [ISSN:03869164] (日本歴史学会 吉川弘文館) 627 2000.8 p124～127
392 新番組「NHKア-カイブス」とIT革命 益子広司 映画撮影 [ISSN:02850346] (日本映画撮影監督協会) 146 2000.8 p50～53
393 大容量ア-カイブシステム(特集 マルチメディア・システムソリユ-ション――各種業界) 飯尾俊典;

石橋洋一
Matsushita technical journal [ISSN:13439529] (松下電器産業株式会社 松下電器産業技術総務
センタ-技術情報部) 46(4) 2000.8 p454～460

394 特集 ア-ト・ア-カイヴ 現代の眼 (国立近代美術館) 523 2000.8 p2～11
395 特集にあたって(特集 ア-ト・ア-カイヴ) 水谷長志 現代の眼 (国立近代美術館) 523 2000.8 p2
396 近代美術ア-カイヴとダンボ-ル箱(特集 ア-ト・ア-カイヴ) 田中淳 現代の眼 (国立近代美術館) 523 2000.8 p3～4
397 フィ-ルドワ-クからア-カイヴへ(特集 ア-ト・ア-カイヴ) 森仁史 現代の眼 (国立近代美術館) 523 2000.8 p4～5
398 ア-カイヴとしての『万鉄五郎書簡集』出版に至るまで(特集 ア-ト・ア-カイヴ) 平沢広 現代の眼 (国立近代美術館) 523 2000.8 p6～7
399 国吉康雄ア-カイヴスの形成とAAAのこと(特集 ア-ト・ア-カイヴ) 小沢律子 現代の眼 (国立近代美術館) 523 2000.8 p8～9
400 神奈川近代文学館の特別資料について(特集 ア-ト・ア-カイヴ) 藤木尚子 現代の眼 (国立近代美術館) 523 2000.8 p10～11
401 米沢市の老人ホームなどでナトコが主催―古いアーカイブ映像で「心いやす回想法」 松本美菜 ニューメディア 203 2000.8 p44
402 ロマン追求―凸版印刷、世界の文化遺産をデジタル化(時流超流 e革命の波) 日経ビジネス [ISSN:00290491] 1055 2000.8.28 p251
403 ア-カイブ・ドキュメントの保存と管理(特集 メディアの保存と管理) 小川千代 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 50(7) 2000.7 p376～382
404 電子出版物の保存(特集 メディアの保存と管理) 大島薫 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 50(7) 2000.7 p383～388
405 学術雑誌の共同保存としての「JSTOR」の紹介(特集 メディアの保存と管理) 三原勘太 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 50(7) 2000.7 p393～397
406 紹介 電子記録をめぐって(2)電子媒体と情報の保存管理 小川千代

子
情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本
部) 43(4) 2000.7 p294～300

407 デジタルア-カイブ振興への取り組み(特集 デジタルコンテンツ) 笠羽晴夫 機械振興 [ISSN:03899500] (機械振興協会) 33(7) 2000.7 p47～50
408 新しい情報通信サ-ビスの文理融合・学際的探求活動(特集 NTTにおけるオ-プン・ラボ活動) 野須潔;住

田修一;森
達男(他)

NTT技術ジャ-ナル [ISSN:09152318] (日本電信電話株式会社 電気通信協会) 12(7) 2000.7
p58～61

409 『NHKアーカイブス 村野タマノの証言』(NHK総合)(河瀬直美の目) 河瀬直美 放送文化 73 2000.7 p1
410 高知大学気象情報頁――インタ-ネットを利用した衛星画像提供システム(夏のデ-タベ-スワ-ク

ショップin花巻温泉――みちのく湯けむりデ-タベ-スワ-クショップ――4A:画像・映像DB)
菊地時夫;
喜連川優

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(227) 2000.7.27
p79～83

411 芸術情報のデジタルア-カイビングにおけるXMLの利用(夏のデ-タベ-スワ-クショップin花巻温
泉――みちのく湯けむりデ-タベ-スワ-クショップ――1A:XML(1))

高橋悠子;
遠山元道;
河村嘉之

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(226) 2000.7.26 p9
～16

412 テ-プア-カイブシステムにおけるホットレプリケ-ションの性能評価(夏のデ-タベ-スワ-クショップ
in花巻温泉――みちのく湯けむりデ-タベ-スワ-クショップ――2B:性能評価)

根本利弘;
喜連川優

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(226) 2000.7.26
p105～112

413 芸術情報のデジタルア-カイビングにおけるXMLの利用(デ-タベ-スシステム 研究報告) 高橋悠子;
遠山元道;
河村嘉之

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2000(69) 2000.7.26 p9～16
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414 テ-プア-カイブシステムにおけるホットレプリケ-ションの性能評価(デ-タベ-スシステム 研究報
告)

根本利弘;
喜連川優

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2000(69) 2000.7.26 p105～112

415 高知大学気象情報頁――インタ-ネットを利用した衛星画像提供システム(デ-タベ-スシステム
研究報告)

菊地時夫;
喜連川優

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2000(69) 2000.7.26 p223～227

416 NHK的体質を打破せよ(大高宏雄のファイト・シネクラブ〔13〕) 大高宏雄 キネマ旬報 [ISSN:13425412] 1312 2000.7.15 p143
417 メディア時評 テレビ 注目に値する新番組「NHKア-カイブス」 薩摩耕太 前衛 [ISSN:13425013] (日本共産党 日本共産党中央委員会) 725 2000.6 p193～195
418 特集 デ-タ・ア-カイブ Estrela [ISSN:13435647] (統計情報研究開発センタ-) 75 2000.6 p2～18
419 デ-タ・ア-カイブと「実証的」な社会科学研究(特集 デ-タ・ア-カイブ) 佐藤博樹 Estrela [ISSN:13435647] (統計情報研究開発センタ-) 75 2000.6 p2～6
420 SSJデ-タ・ア-カイブの概要(特集 デ-タ・ア-カイブ) 清水誠 Estrela [ISSN:13435647] (統計情報研究開発センタ-) 75 2000.6 p7～13
421 蒲島政治デ-タバンクについて――E-mailを使った政治デ-タの分析(特集 デ-タ・ア-カイブ) 蒲島郁夫;

山崎陽一
Estrela [ISSN:13435647] (統計情報研究開発センタ-) 75 2000.6 p14～18

422 テレビ―注目に値する新番組「NHKアーカイブス」(メディア時評) 薩摩耕太 前衛 [ISSN:13425013] 725 2000.6 p193～195
423 桝本頼兼・京都市長 「京都デジタルアーカイブ研究センター(仮称)」を開設予定(日本のリーダー 桝本頼兼 ニューメディア 201 2000.6 p12
424 ASP孵化装置、アーカイブ、ITベンチャー育成の視点(未来メディア研究交流会レポート) 竹本隆 ニューメディア 201 2000.6 p67
425 階層型検索を特徴とした分散ア-カイブシステム 杉山主税;

由比藤光
宏;関良明

NTT技術ジャ-ナル [ISSN:09152318] (日本電信電話株式会社 電気通信協会) 12(5) 2000.5
p63～66

426 ネットワ-ク対応高精細ミュ-ジアムシステム 久代真司;
塩谷泰行;
大久保寿

三洋電機技報 [ISSN:0285516X] (三洋電機中央研究所) 32(1) 2000.5 p108～117

427 滝口修造資料の寄贈とユニヴァ-シティ・ア-カイヴ 前田富士 三田評論 [ISSN:1343618X] (慶応義塾) 1023 2000.4 p76～79
428 大規模動画ア-カイブシステムにおける視覚的情報検索方式 前原文雄;

井上由紀
子;池田淳

映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 54(4) 2000.4 p601～608

429 文化記憶の経済――ア-カイブスの通商係数 武邑光裕 Inter communication [ISSN:09183841] (NTT出版株式会社 NTT出版) 9(2) 2000.4 p17～19
430 デジタル放送とニュー・ステーションへの展開(松下電器の放送システム提案〔2〕) 樋口政孝;

松井孝夫;
八塩仁

ニューメディア 199 2000.4 p33～36

431 NHK Engineering Services―The DVD Archives of the Tokyo NationalMuseum's Treasures from
Horyu-ji(グラビア)

ニューメディア 199 2000.4 p77～78

432 HITACHI Digital Image System and Its Applications(グラビア) ニューメディア 199 2000.4 p79～86
433 総合GENERAL―「NHKアーカイブス」の2つの意味(特集・デジタル元年 テレビジョン事始―

NHK・公共放送の新しい展開)
高橋孝輝;
小田桐誠;
鈴木健司
【取材・文】;
西谷毅彦

放送文化 70 2000.4 p15

434 山梨県デジタルア-カイブ推進事業報告 小林幸代 ネットワ-ク資料保存 [ISSN:09159266] (日本図書館協会 日本図書館協会・資料保存委員会) 59
2000.3 p1～3

435 デジタルア-カイブ見学記――日本図書館協会第3回資料保存見学会 重野明子 ネットワ-ク資料保存 [ISSN:09159266] (日本図書館協会 日本図書館協会・資料保存委員会) 59
2000.3 p4

436 アジアのア-キビスト教育:最近の状況 安藤正人 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 40 2000.3 p27～34
437 談話室 デジタル・ア-カイブ化された菅江真澄――真澄学提唱への機運に 磯沼重治 国学院雑誌 [ISSN:02882051] (国学院大学出版部) 101(3) 2000.3 p37～39
438 電子メ-ル投函による自動集積式画像集MAPNET Images Archivesの開発 永田好克 大阪市立大学学術情報総合センタ-紀要 [ISSN:13454145] (大阪市立大学学術情報総合センタ

-) 1 2000.3 p47～54
439 社会調査デ-タのデジタル・ア-カイブ化――学問、教育における貢献の可能性 文屋敬 福岡女学院大学紀要 人間関係学部編 [ISSN:13473743] (福岡女学院大学) 1 2000.3 p91～98
440 大型グラフィックス特集 第一次大戦フォトアルバム Selected Images from the NATIONAL

ARCHIVES,Aviation Photography Observation During WW1
YutakaYuza
wa

航空ファン [ISSN:04506650] (文林堂) 49(3) 2000.3 p9～16

441 特集 先導的ア-カイブ映像制作支援事業報告(2) New media (ニュ-メディア) 18(3) 2000.3 p73～86
442 インタビュ- 衰退滅亡の危機にある日本古来の人形芸術の収録保存(光映)(特集 先導的ア-カ

イブ映像制作支援事業報告(2))
増田年節 New media (ニュ-メディア) 18(3) 2000.3 p79～82

443 インタビュ- 超高精細画像ブラウジングシステムのコンテンツ制作――平等院の国宝仏像
(PFU)(特集 先導的ア-カイブ映像制作支援事業報告(2))

坂口修一 New media (ニュ-メディア) 18(3) 2000.3 p83～86
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444 日本版HSTデ-タア-カイブシステムの開発 安田直樹;
青木賢太
郎;渡辺大

国立天文台報 [ISSN:09156321] (国立天文台) 4(4) 2000.3 p209～220

445 ユネスコ世界遺産委員会の参加者が注目(特集・先導的アーカイブ映像制作支援事業報告〔2〕) 塚本弘 ニューメディア 198 2000.3 p73～74
446 ネットワークに乗せることと映像素材の流通が次の課題(特集・先導的アーカイブ映像制作支援

事業報告〔2〕)
江藤学;工
藤浩輔

ニューメディア 198 2000.3 p75～76

447 「万狂言の世界―人間国宝野村万蔵の秘曲」(ベンチャーユニオン)(特集・先導的アーカイブ映
像制作支援事業報告〔2〕)

鴻野健太
郎

ニューメディア 198 2000.3 p77～78

448 「衰退滅亡の危機にある日本古来の人形芸術の収録保存」(光映)(特集・先導的アーカイブ映像
制作支援事業報告〔2〕)

増田年節 ニューメディア 198 2000.3 p79～82

449 「超高精細画像ブラウジングシステムのコンテンツ制作―平等院の国宝仏像」(PFU)(特集・先導
的アーカイブ映像制作支援事業報告〔2〕)

坂口修一 ニューメディア 198 2000.3 p83～86

450 超マニアック!全国私設博物館(グラビア) 週刊読売 59(12) 2000.3.19
451 講義の自動撮影系における音声・映像インデキシング 石塚健太

郎;亀田能
成;美濃導

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 99(707) 2000.3.16 p91
～98

452 講義の自動撮影系における音声・映像インデキシング 石塚健太
郎;亀田能
成;美濃導

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 99(709) 2000.3.16 p91
～98

453 隔月連載 蔵出し住宅 近代建築ア-カイヴ/隠れたる逸品を探る 第13回/最終回 わが解体――
住宅成立の条件

中谷礼仁 住宅建築 [ISSN:03896358] (建築資料研究社) 299 2000.2 p6～13

454 国立公文書館からみた公文書等のライフサイクル 幕田兼治 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p1～5
455 国立公文書館法の一部改正について 酒井勤 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p6～10
456 公文書館学の課題と今後の展望 堀内謙一 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p11～12
457 公文書の保存を考える(2)媒体変換(1)マイクロフィルム 金沢勇二 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p13～17
458 第34回国際公文書館会議円卓会議等及び第4回国際公文書館会議東アジア地域支部総会等 玄羽昭 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p18～26
459 第4回国際公文書館会議東アジア地域支部総会における講演の紹介 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p27～61
460 基調講演 Making Choices and Assigning Values: Marco-Appraisal in a Shared Accountability

Framework for Government Record-Keeping(第4回国際公文書館会議東アジア地域支部総会
における講演の紹介)

RichardBro
wn

アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p27～46

461 特別講演 The Long Term Preservation of the Authenticity of Electronic Records(第4回国際公
文書館会議東アジア地域支部総会における講演の紹介)

LucianaDur
anti

アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p47～61

462 特集 先導的ア-カイブ映像制作支援事業作品 New media (ニュ-メディア) 18(2) 2000.2 p39～53
463 唐招提寺――鑑真と東山魁夷芸術(凸版印刷)(特集 先導的ア-カイブ映像制作支援事業作品) 樋沢明;大

庭幸雄
New media (ニュ-メディア) 18(2) 2000.2 p39～42

464 デジタルア-カイブ『西表の動物達』(沖縄映像センタ-)(特集 先導的ア-カイブ映像制作支援事 玉城惇博 New media (ニュ-メディア) 18(2) 2000.2 p43～46
465 『国宝源氏物語絵巻』高精細ディジタルア-カイブの試作 他(日立製作所)(特集 先導的ア-カイブ

映像制作支援事業作品)
神内俊郎 New media (ニュ-メディア) 18(2) 2000.2 p47～49

466 立命館大学ア-ト・リサ-チセンタ-(ARC)――時間芸術とディジタルア-カイブ 赤間亮 情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本
部) 42(11) 2000.2 p934～941

467 コンセプト2000(14)デジタルア-カイブによる文化財の保存と修復 測量 [ISSN:02857790] (日本測量協会) 50(2) 2000.2 p13～20
468 大容量ア-カイブのための遠隔検索・編集システム(映像メディアと一般 トピックス:インタ-ネット、

マルチメディア、3D画像、視覚と画質など)
比企春夫;
前原文雄;
丹野義和

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 24(10) 2000.2 p79～
84

469 電子図書館システムNetLibraの広域コンテンツ流通支援への適用検討(「ディジタル図書館」ワ-
クショップ第17回(図書館情報大学.2000年2月21日))

杉山主税;
高橋克則;
爰川知宏

ディジタル図書館 [ISSN:13407287] (ディジタル図書館編集委員会 「ディジタル図書館」編集委
員会) 17 2000.2 p22～31

470 「唐招提寺―鑑真と東山魁夷芸術」(凸版印刷)(特集・先導的アーカイブ映像制作支援事業作
品)

樋沢明;大
庭幸雄

ニューメディア 197 2000.2 p39～42

471 「デジタルアーカイブ『西表の動物達』」(沖縄映像センター)(特集・先導的アーカイブ映像制作支
援事業作品)

玉城惇博 ニューメディア 197 2000.2 p43～46

472 「『国宝源氏物語絵巻』高精細ディジタルアーカイブの試作」他(日立製作所)(特集・先導的アー
カイブ映像制作支援事業作品)

神内俊郎 ニューメディア 197 2000.2 p47～49
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473 「戦前から戦後にかけての地方生活映像史アーカイブ」(ナトコ)(特集・先導的アーカイブ映像制
作支援事業作品)

佐々木隆
信

ニューメディア 197 2000.2 p50～51

474 「東京国立博物館『法隆寺献納宝物アーカイブ』」他(大日本印刷)(特集・先導的アーカイブ映像
制作支援事業作品)

福森大二
郎

ニューメディア 197 2000.2 p52～53

475 「自治体の情報公開とアーカイブ」特別研究会報告 高沢信行;
清水宏一;
森井昌克

ニューメディア 197 2000.2 p54

476 大容量ア-カイブのための遠隔検索・編集システム 比企春夫;
前原文雄;
丹野義和

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 99(608) 2000.2.3 p79
～84

477 大容量ア-カイブのための遠隔検索・編集システム 比企春夫;
前原文雄;
丹野義和

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 99(610) 2000.2.3 p79
～84

478 地域マルチメディア・プロジェクト特別報告(29)山形県編――山形デジタル映像ア-カイブ、「映
像発掘探検」に踏み出す

赤坂憲雄;
野沢俊雄

New media (ニュ-メディア) 18(1) 2000.1 p23～26

479 特集 デジタルア-カイブの最前線 New media (ニュ-メディア) 18(1) 2000.1 p27～34
480 特別対談 デジタルア-カイブの魅力と可能性(特集 デジタルア-カイブの最前線) 月尾嘉男;

武邑光裕
New media (ニュ-メディア) 18(1) 2000.1 p27～29

481 デジタルア-カイブを理解するための日本の公文書館及びア-カイブ関連資料(特集 デジタルア
-カイブの最前線)

京都デジタ
ルア-カイブ
推進機構

New media (ニュ-メディア) 18(1) 2000.1 p30～32

482 特集 戦略的ア-カイブ「情報公開とネットワ-クセキュリティ」 New media (ニュ-メディア) 18(1) 2000.1 p36～39
483 トップ・インタビュ- 本格的デジタル時代を迎え重要性増すア-カイブシステム――デ-タストレ-

ジに特化したビジネスを展開へ
ロバ-ト・Lア
チソン;染矢
清和

月刊放送ジャ-ナル [ISSN:03853810] (放送ジャ-ナル社) 30(1) 2000.1 p68～71

484 連続講義:デジタルア-カイブの基礎の基礎(第3回)画像処理技術の将来 矢頭靖予 ア-ト・ドキュメンテ-ション通信 [ISSN:09157956] (ア-ト・ドキュメンテ-ション研究会) 44 2000.1 p8
485 Broadcasting Program Production System by Using Peta-Byte ClassLarge Scale Archive FumioHase

gawa;Fumio
Maehara;Ma
saruKawaba
ta(他)

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 24(2) 2000.1 p49～
54

486 21世紀大学博物館――デジタル・ア-カイヴの高度利用と非=序階型の分類システム(特集 マル
チメディアと教育)

西野嘉章 Inter communication [ISSN:09183841] (NTT出版株式会社 NTT出版) 9(1) 2000.1 p112～115

487 モーツァルト・丸ごとが1枚に!(DIGITAL TOY BOX〔57〕) 小山田敦 音楽の友 [ISSN:02893606] 58(1) 2000.1 p300～301
488 デジタルアーカイブの魅力と可能性(対談)(特集・デジタルアーカイブの最前線) 月尾嘉男;

武邑光裕
ニューメディア 196 2000.1 p27～29

489 デジタルアーカイブを理解するための日本の公文書館及びアーカイブ関連資料(特集・デジタル
アーカイブの最前線)

京都デジタ
ルアーカイ
ブ推進機構
【編】

ニューメディア 196 2000.1 p30～32

490 先導的アーカイブ映像制作支援事業(特集・デジタルアーカイブの最前線) 工藤浩輔 ニューメディア 196 2000.1 p33
491 最先端情報を発表する「デジタルフロンティア京都」を12月に開催(特集・デジタルアーカイブの 清水宏一 ニューメディア 196 2000.1 p34
492 標準化された電子化ドキュメントなくしてビジネスも「電子政府」も成立しない(特集・戦略的アー

カイブ「情報公開とネットワークセキュリティ」)
柴田憲満 ニューメディア 196 2000.1 p36～37

493 情報公開システムにおけるネットワークセキュリティシステム―IDS(特集・戦略的アーカイブ「情
報公開とネットワークセキュリティ」)

中本健司 ニューメディア 196 2000.1 p38

494 ファイヤーウォールから次世代不正侵入者検知システムIDS-Mへ(特集・戦略的アーカイブ「情
報公開とネットワークセキュリティ」)

森井昌克 ニューメディア 196 2000.1 p38～39

495 地域マルチメディア・プロジェクト特別報告〔29〕山形県編―山形デジタル映像アーカイブ、「映像
発掘探検」に踏み出す

赤坂憲雄;
野沢俊雄

ニューメディア 196 2000.1 p23～26

496 ケンブリッジ遊学報告――″ア-カイヴ″におけるケインズ研究(〔明海大学〕経済学部10周年記 那須正彦 明海大学経済学論集 [ISSN:09157638] (明海大学経済学会) 11(1) 1999 p124～134
497 Volkskunde und Brauchtumspflege im Nationalsozialismus in Salzburg:Referate Diskussionen,

Archivmaterial. Edited by Walburga Haas
JamesR.Do
w

Asian Folklore Studies [ISSN:03852342] (Society for Asian Folklore) 58(2) 1999 p463～466

16 / 119 ページ



アーカイブズ関連文献リスト（その1） 2003年2月14日現在

498 MINORITEN 725(Vienna,Minoritenkonvent,Klosterbibliothek und Archiv,Ms.14.725)の再検証―
―新たに発見されたフロ-ベルガ-のトッカ-タ13、トッカ-タ15、カプリッチォ4およびカプリッチォ9

石井明 オルガン研究 [ISSN:02875365] (日本オルガン研究会) 27 1999 p13～28

499 The Mabakarmavibbanga and the Karmavibbangasutra(2)Transliterations of the Original
Manuscripts Preserved in the National Archives of Nepal

NoriyukiKu
do

創価大学国際仏教学高等研究所年報 [ISSN:13438980] (創価大学国際仏教学高等研究所 創
価大学・国際仏教学高等研究所) 3 1999 p149～163

500 建築部品・構法の変遷に関する資料の保存とリスト化に関する研究 真鍋恒博;
小西敏正;
松留慎一

住宅総合研究財団研究年報 [ISSN:09161864] (住宅総合研究財団) 26 1999 p347～358

501 安藤正人「記録史科学と現代――ア-カイブズの科学をめざして」 辻川敦 歴史学研究 [ISSN:03869237] (歴史学研究会 青木書店) 731 1999.12 p25～29
502 東京国立博物館に「法隆寺献納宝物デジタルア-カイブ」登場 金子啓明;

高見沢明
雄;長谷川

New media (ニュ-メディア) 17(12) 1999.12 p15～18

503 地域マルチメデイア・プロジェクト特別報告―28―北見市北網圏北見文化センタ-オホ-ツク映像
ア-カイブシステム

神田孝次;
米谷忠良;
小林正義

New media (ニュ-メディア) 17(12) 1999.12 p19～22

504 先導的ア-カイブ映像制作支援事業・公開事業デジタルア-カイブ20作品を全国9カ所で公開展 工藤浩輔 New media (ニュ-メディア) 17(12) 1999.12 p23～25
505 次世代電子映像館実験システムの実現に向けて――マルチメディア・ア-カイブシステム 西野正和;

大森伸宏;
関良明

NTT技術ジャ-ナル [ISSN:09152318] (日本電信電話株式会社 電気通信協会) 11(12) 1999.12
p91～94

506 東京国立博物館に「法隆寺献納宝物デジタルアーカイブ」登場 金子啓明;
高見沢明
雄;長谷川
健;福森大

ニューメディア 195 1999.12 p15～18

507 北見市編―オホーツク映像アーカイブシステム(「地域マルチメディア・プロジェクト」特別報告
〔28〕)

神田孝次;
米谷忠良;
小林正義;
安部彰人;
太田敏量;
谷所敬;衣
笠聡夫;森

ニューメディア 195 1999.12 p19～22

508 デジタルアーカイブ20作品を全国9カ所で公開展示―先導的アーカイブ映像制作支援事業・公 工藤浩輔 ニューメディア 195 1999.12 p23～25
509 変わるNTT放送分野に挑む(2)番組流通プラットフォ-ムの構築――NHKア-カイブス受注へ中核

3社が団結,ディジタルBS放送でも布石
日経ニュ-メディア [ISSN:02885026] (日経BP社) 725 1999.12.13 p10～11

510 大容量ア-カイブ活用型放送番組制作基盤技術の研究開発 山形映像ア-カイブリサ-チ・プロ
ジェクト

長谷川文
雄;前原文
雄;川畑優

New media (ニュ-メディア) 17(11) 1999.11 p27～30

511 ディジタルア-カイブシステム(特集 より豊かな生活を提供するマルチメディア機器・システム) 中村正雄;
藤岡誠二;
石川徹

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 81(11) 1999.11 p21～24

512 大容量ア-カイブ活用型放送番組制作システム 長谷川文
雄;前原文
雄;川畑優

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 23(72) 1999.11 p1～
7

513 神戸大学電子図書館システムにおける「電子ア-カイブ」の構築(「ディジタル図書館」ワ-クショッ
プ第16回(図書館情報大学.1999年11月30日))

渡辺隆弘 ディジタル図書館 [ISSN:13407287] (ディジタル図書館編集委員会 「ディジタル図書館」編集委
員会) 16 1999.11 p3～11

514 京都駅前「大学のまち交流センター」にデジタルアーカイブの拠点施設(全国に続々と誕生する
公的アーカイブ関連人材育成・研究開発施設)

清水宏一 ニューメディア 194 1999.11 p24～25

515 通産省「先導的アーカイブ映像制作支援事業」採択20作品を全国公開(全国に続々と誕生する
公的アーカイブ関連人材育成・研究開発施設)

工藤浩輔 ニューメディア 194 1999.11 p26
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516 大容量アーカイブ活用型放送番組制作基盤技術開発 山形映像アーカイブリサーチ・プロジェク
ト(全国に続々と誕生する 公的アーカイブ関連人材育成・研究開発施設)

長谷川文
雄;前原文
雄;川畑優;
比企春夫;
丹野義和;
関谷里美;
伊藤学;松
村茂;古屋
浩人;白神
浩志;伊藤

ニューメディア 194 1999.11 p27～30

517 地域マルチメディア・プロジェクト特別報告〔27〕埼玉県編 NHKアーカイブスと連携した映像産業
振興拠点「SKIPシティー」整備事業(全国に続々と誕生する 公的アーカイブ関連人材育成・研究

西村和純 ニューメディア 194 1999.11 p32～33

518 神戸大学電子図書館システムにおける「電子ア-カイブ」の構築 渡辺隆弘 情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 99(102) 1999.11.30 p63～71
519 大容量ア-カイブ活用型放送番組制作システム 長谷川文

雄;前原文
雄;川畑優

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 99(445) 1999.11.19 p1
～7

520 デジタルア-カイブの基礎の基礎―2―画像デ-タの形式と利用 矢頭靖予 ア-ト・ドキュメンテ-ション通信 [ISSN:09157956] (ア-ト・ドキュメンテ-ション研究会) 43 1999.10p6
521 デジタルア-カイブの現在――自治省「次世代ハイビジョン・ミュ-ジアムシステムの開発に関す

る調査研究」をめぐって(特集 インタ-ネットの使い方あれこれ)
深井純 総研ジャ-ナル (関西学院大学 関西学院大学総合教育研究室) 75 1999.10 p2～13

522 An Astronomical Data Archive System with a Java-Based User Interface ToshihiroH
oraguchi;Eij
iNishihara;
MichitoshiY
oshida(他)

Publications of the Astronomical Society of Japan [ISSN:00046264] (Astronomical Society of
Japan) 51(5) 1999.10 p693～701

523 世界有数の放送番組の貯蔵庫「NHKア-カイブス」が2003年2月に誕生! 漆間治 New media (ニュ-メディア) 17(10) 1999.10 p32～34
524 日本初にして最大の「情報倉庫」業の展開戦略 ワンビシア-カイブズの挑戦 柴田憲満 New media (ニュ-メディア) 17(10) 1999.10 p35～38
525 地方公共団体が推進するデジタル・ア-カイブ デジタル・ミュ-ジアム構想 梶原拓;井

筒郁夫;武
邑光裕(他)

New media (ニュ-メディア) 17(10) 1999.10 p63～70

526 地方公共団体が推進するデジタル・アーカイブ―デジタル・ミュージアム構想 梶原拓;井
筒郁夫;武
邑光裕;渋
谷康生;中
田昭;椙山

ニューメディア 193 1999.10 p63～70

527 日本初にして最大の「情報倉庫」業の展開戦略―ワンビシアーカイブズの挑戦 柴田憲満 ニューメディア 193 1999.10 p35～38
528 世界有数の放送番組の貯蔵庫「NHKアーカイブス」が2003年2月に誕生! 漆間治 ニューメディア 193 1999.10 p32～34
529 地域の映像をDVDビデオで保存再生――上田市の地域映像デジタルア-カイブビデオ 井戸芳之 視聴覚教育 [ISSN:00373664] (日本視聴覚教育協会) 53(9) 1999.9 p20～23
530 クラフト産業における生産システムの限界と変革試行――伝統的絞り染織産業におけるデジタ

ル・ア-カイブ戦略
荒木国臣 オイコノミカ [ISSN:03891364] (名古屋市立大学経済学会) 36(1) 1999.9 p205～246

531 写真、マイクロフィッシュ、MIDAS、そしてDISKUS:画像ア-カイヴ・フォト・マ-ルブルク――ドイツ
美術史ドキュメンテ-ション・センタ-

FritzLaupic
hler;川口雅
子(訳)

ア-ト・ドキュメンテ-ション研究 [ISSN:09179739] (ア-ト・ドキュメンテ-ション研究会) 7 1999.9 p33
～45

532 映像ア-カイブ用検索・試写システムの検討 加藤隆;小
川正一郎;
真島恵吾

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 23(52) 1999.9 p13～
18

533 国立公文書館法の成立と今後の課題 亀谷博昭 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p2～4
534 情報公開法と文書管理 秦博之 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p5～8
535 独立行政法人制度と国立公文書館 佐藤貴美 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p9～13
536 公文書の保存を考える(1)複写の光源の影響 金沢勇二 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p14～17
537 日本の現代心理学形成にかかわる学問史的検討――明治・大正期に留学した先達、事例検証

「堀梅天」の場合
西川泰夫 心理学史・心理学論 [ISSN:13451146] (心理学史心理学論刊行会 「心理学史・心理学論」刊行

会) 1 1999.9p1～7
538 新元良一が読む、「思わず手にとった」2冊(Fishin' the Right Books〔16〕) 新元良一 エスクァイア日本版 13(9) 1999.9 p172～173
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539 RMNイメ-ジア-カイブ――ディジタルア-カイブにおけるイメ-ジライセンス 原瀬裕孝 情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本
部) 42(5) 1999.8 p390～402

540 映像ア-カイブ用動画検索システム――大規模映像資料の高速検索を目指して(′99〔NHK〕技
研公開 講演・研究発表会)

加藤隆 NHK技研R&D [ISSN:09147535] (日本放送協会放送技術研究所 日本放送出版協会) 57
1999.8 p44～51

541 Reconstructing the initiation of the Texas brown tide brown tide bloom of Aureoumbra
lagunensis from archived samples using an immunofluorescence assay

EdwardJ.Bu
skey;Tracy
A.Villareal;
TeresaLope
z-Barreiro

Plankton Biology and Ecology [ISSN:13430874] (Plankton Society of Japan) 46(2) 1999.8 p159～
161

542 京のメディア学(1)デジタルア-カイブが生み出す世界――地域振興の新しい手法 杉田繁治 瓜生通信 (京都造形芸術大学芸術文化情報センタ-) 11 1999.8 p37～39
543 変わる放送ビジネス最前線――巨人・NHKの変身(4)新たなメディア展開戦略――BSデ-タ放送

で生活情報,番組に付加価値――映像ア-カイブは多メディア時代の基礎
日経ニュ-メディア [ISSN:02885026] (日経BP社) 708 1999.8.9 p10～11

544 街と家の境界――露地庭の家(設計:森田克弥+川又美由喜/ARCHIVESTA)(特集 RC住宅作例 住宅建築 [ISSN:03896358] (建築資料研究社) 292 1999.7 p94～98
545 列柱のある田園風景――東松山の家(設計:森田克弥+川又美由喜/ARCHIVESTA)(特集 RC住

宅作例11題)
住宅建築 [ISSN:03896358] (建築資料研究社) 292 1999.7 p99～104

546 森の中の幾何学――ロトンダ(設計:森田克弥+川又美由喜/ARCHIVESTA)(特集 RC住宅作例 住宅建築 [ISSN:03896358] (建築資料研究社) 292 1999.7 p105～110
547 デジタルア-カイブの基礎の基礎(1)デジタル画像デ-タについて 矢頭靖予 ア-ト・ドキュメンテ-ション通信 [ISSN:09157956] (ア-ト・ドキュメンテ-ション研究会) 42 1999.7 p18
548 ケ-ス・スタディ 郷土資料の保存と活用の両立を図るデジタル化～山梨県デジタルア-カイブ推 広瀬敏夫 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(7) 1999.7 p10～15
549 アーカイブ・ビジネス最前線と情報流通のフロンティア(未来メディア研究交流会レポート) 竹本隆 ニューメディア 190 1999.7 p94
550 ネットワ-クが巨大なマルチメディア・ア-カイブになる 関良明;爰

川知宏
NTT技術ジャ-ナル [ISSN:09152318] (日本電信電話株式会社 電気通信学会) 11(6) 1999.6
p60～62

551 安藤正人『記録史料学と現代 ア-カイブズの科学をめざして』 佐藤賢一 科学史研究 第2期 [ISSN:00227692] (日本科学史学会) 38(210) 1999.6 p116～119
552 北アメリカのア-キテクチュラル・ア-カイブに関する調査報告 中原まり 日本建築学会技術報告集 [ISSN:13419463] (日本建築学会) 8 1999.6 p221～224
553 図書館におけるサ-チエンジンの構築と提供、そしてア-カイブへ 林賢紀 INFOSTAシンポジウム予稿集 [ISSN:13432044] (情報科学技術協会) 1999 1999.6.25 p89～91
554 美術品ディジタルア-カイブの構築と事業運用 荻原雄二 情報処理 [ISSN:04478053] (情報処理学会 オ-ム社) 40(5) 1999.5 p474～478
555 ハイビジョン・ミュージアム10年―すべては岐阜県美術館から始まった、非放送系キラーアプリ

ケーション(鼎談)
岩井禧周;
寒川幸一;
福森大二
郎;天野昭

ニューメディア 188 1999.5 p26～28

556 蔵出し住宅――近代建築ア-カイブ/隠れたる逸品を探る(第8回)三つのド-ム・コムナ 1928― 山崎揚史 住宅建築 [ISSN:03896358] (建築資料研究社) 289 1999.4 p129～135
557 ア-カイブズ(4完)ア-キビストの職業倫理 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(4) 1999.4 p26～28
558 世界の映画保存事情とフィルム・ア-カイヴ(特集 音楽・映像のドキュメンテ-ション) 岡島尚志 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 49(3) 1999.3 p106～112
559 米国のテレビニュ-ス資料ア-カイブズ(特集 音楽・映像のドキュメンテ-ション) 魚住真司 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 49(3) 1999.3 p119～125
560 デジタルマルチメディア時代の映像ア-カイブ技術 沼沢潤二;

上原年博
NHK技研だより [ISSN:13437720] (日本放送協会放送技術研究所) 109 1999.3 p7～14

561 マス・オブザベ-ション・ア-カイブについて 新田光子 ソシオロジ [ISSN:05841380] (社会学研究会) 43(3) 1999.2 p87～91
562 通産大臣賞受賞のデジタルアーカイブの秀作『Y.M.O.SELFSERVICE』(特集・最新CD-ROM・

DVD-ROM名作撰)
天谷修身 ニューメディア 185 1999.2 p32～33

563 ケンブリッジ遊学報告――″ア-カイブ″におけるケインズ研究 那須正彦 貯蓄経済理論研究会年報 [ISSN:09108793] (貯蓄経済研究センタ-) 14 1999.1 p175～190
564 ア-カイブズのABC＜第3回＞文書館の基本と原則 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(1) 1999.1 p30～31
565 ARCHIVE OF SOUND AND NON-SOUND:NOTO AKA CARSTEN NICOLAI(UNKNOWNMIX) 佐々木敦 Switch 17(1) 1999.1 p186～187
566 戦時下のキリスト教活動――課題に関するア-カイブの電子デ-タベ-ス化 森島牧人 関東学院大学人文科学研究所報 [ISSN:03867919] (関東学院大学人文科学研究所) 22 1998

p69～78
567 エレクトロニック・レコ-ド マネイジメントとメタデ-タ記述――国際ア-カイヴズ標準化規格策定の

基準(第6回(平成10年度)情報知識学会研究報告会・総会――セッション3:コンテンツ管理と高度
安沢秀一 情報知識学会研究報告会講演論文集 (情報知識学会 情報知識学会事務局) 6 1998 p39～42

568 SSJデ-タア-カイブとホ-ムペ-ジの紹介(第6回「社会・意識調査デ-タベ-ス」ワ-クショップ報告) 松井博 社会情報 [ISSN:0917673X] (札幌学院大学 札幌学院大学社会情報学部) 8(1) 1998.12 p127～
569 生き返る記録――記録史料と文書館・Archives 下河辺宏 鵬友 (航空自衛隊幹部学校幹部会) 24(4) 1998.11 p97～104
570 ア-カイブスのABC＜第2回＞電子情報の保存を考える 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(10) 1998.10 p52～53
571 伝説の研究・アメリカ社会とホームラン。(MLB「歴史を越える者」。Chasing History) 二宮清純

【文】;アー
カイブ・フォ
ト【写真】

スポーツ・グラフィック・ナンバー [ISSN:0287900X] 19(21) 1998.10.8 p26～27
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572 幻の最強軍団は甦るか「二都のバラード」。シカゴ・カブスとボストン・レッドソックス(MLB「歴史を
越える者」。Seizing The Champonship)

芝山幹郎
【文】;アー
カイブ・フォ
ト;NBL【写
真】

スポーツ・グラフィック・ナンバー [ISSN:0287900X] 19(21) 1998.10.8 p81～84

573 東京大学社会科学研究所で構築したSSJデ-タ・ア-カイブ 松井博 Estrela [ISSN:13435647] (統計情報研究開発センタ-) 54 1998.9 p37～41
574 医用画像とア-カイブ(小特集 遠隔医療と映像情報メディア――遠隔医療を支える技術の現状と 西原栄太 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 52(9) 1998.9 p1252～1255
575 インタビュー牧内勝哉(通産省新映像産業室長)―デジタルアーカイブに注力(通産省のマルチメ

ディア関連支援事業)
牧内勝哉 ニューメディア 180 1998.9 p60～61

576 HVCの「先導的アーカイブ映像制作支援」(通産省のマルチメディア関連支援事業) ニューメディア 180 1998.9 p62～63
577 古典作品のデジタル復元――フィルムア-カイブのデジタル化の波 戸田桂 映画テレビ技術 (日本映画テレビ技術協会) 551 1998.7 p32～35
578 高品質三次元コンピュ-タグラフィックス技術の応用――ディジタルア-カイブへの適用例(特集

21世紀を創造するマルチメディアシステム)
中川浩子;
森津俊之;
坂尾秀樹

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 80(7) 1998.7 p517～526

579 部分マイグレ-ション機構を有する3次記憶ファイルシステムPFSの8ミリテ-プア-カイブ装置への
実装とその性能評価

根本利弘;
迫和彦;喜
連川優(他)

電子情報通信学会論文誌 D-1 情報・システム 1-コンピュ-タ [ISSN:09151915] (電子情報通信
学会) 81(6) 1998.6 p747～754

580 ユニ-クなア-カイブズ――沖縄県公文書館 小玉正任 びぶろす [ISSN:00062030] (国立国会図書館図書館協力部) 49(5) 1998.5 p100～109
581 博物館管理とマルチメディアとア-カイブス 松本栄寿 博物館学雑誌 [ISSN:03894444] (全日本博物館学会) 23(2) 1998.3 p65～76
582 シンポジウム 国民国家とア-カイヴズ 史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p1～78
583 趣旨説明 シンポジウム「国民国家とア-カイヴズ」のねらいと論点(シンポジウム 国民国家とア-

カイヴズ)
史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p1～4

584 報告 日本近世国家における公文書管理――享保の改革を中心に(シンポジウム 国民国家とア
-カイヴズ)

大石学 史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p5～21

585 報告 近代中国における国家建設と档案工作(シンポジウム 国民国家とア-カイヴズ) 鐙屋一 史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p22～35
586 報告 歴史意識の変容と文書館の制度――フランスの場合(シンポジウム 国民国家とア-カイヴ 立川孝一 史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p36～48
587 コメント シンポジウム「国民国家とア-カイヴズ」で考えたこと――大石・鐙屋・立川報告へのコメ

ントにかえて(シンポジウム 国民国家とア-カイヴズ)
高橋実 史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p49～56

588 討論の記録(シンポジウム 国民国家とア-カイヴズ) 史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p57～67
589 参加記(シンポジウム 国民国家とア-カイヴズ) 石田信一;

榎陽介;太
田富康(他)

史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p68～78

590 HD-Graphicsとデジタルア-カイブ(特集 画像情報) 手嶋毅 電子ライブラリ- [ISSN:09174168] (電子ライブラリ-コンソ-シアム) 6(3・4) 1998.3 p55～57
591 化学教育デ-タベ-スの作成(1)Info-mac archive化学関連ソフトウェア日本語デ-タベ-ス 菅正彦;高

森サヤカ
教育実践研究指導センタ-紀要 [ISSN:13421530;09164979] (北海道教育大学教育学部附属教
育実践研究指導センタ-) 17 1998.3 p115～118

592 デジタル・アーカイブの世界―京都に「陶磁器仮想美術館」がオープン(メディア最前線) 窪悟 コンピュートピア [ISSN:00104906] 32(378) 1998.3 p64～65
593 ア-カイブとしてのWebペ-ジ利用に関して 久保田俊 文芸研究 [ISSN:03895882] (明治大学文芸研究会) 79 1998.2 p74～62
594 文化遺産をデジタルで後世へ――デジタルア-カイブ国際会議 藤野雅史 印刷雑誌 [ISSN:00201758] (印刷学会 印刷学会出版部) 81(2) 1998.2 p64～66
595 資料整理のプロを育てる――北米大学院におけるア-カイブス教育の歴史 小原由美

子
情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本
部) 40(11) 1998.2 p977～985

596 全放送をア-カイブに蓄積せよ(特集 衛星デジタル放送の勝者と敗者) 森本英之 論座 (朝日新聞社) 33 1998.1 p46～49
597 全放送をアーカイブに蓄積せよ(特集・衛星デジタル放送の勝者と敗者) 森本英之 論座 33 1998.1 p46～49
598 スウェ-デンにおけるフィルムア-カイヴとスカンジナビア諸国の映画事情 鳥山正晴 日本大学芸術学部紀要 [ISSN:03855910] (日本大学 日本大学芸術学部) 27 1997 p27～37
599 歴史学への招待(18)フランスの文書館 平瀬徹也 史論 [ISSN:03864022] (東京女子大学 東京女子大学学会史学研究室) 50 1997 p49～58
600 ア-カイブズ・ネットワ-ク 小山市の文書館設立運動について 平田輝明 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 8 1997.10 p143～146
601 研究会報告 マルチメディア時代のインフラ・ディジタルア-カイブ(特集 第14回情報通信学会大 畑祥雄 情報通信学会誌 [ISSN:02894513] (情報通信学会) 15(2) 1997.9 p43～45
602 上田市マルチメディア情報センタ-『未来への伝言』――「ア-カイヴ」とは何か 浜崎好治 季刊・本とコンピュ-タ (季刊本とコンピュ-タ編集室 大日本印刷ICC本部) 1 1997.7 p157～160
603 ア-カイブのオンライン化,ディジタル化の可能性 上浦良雄 映像情報メディア学会誌 [ISSN:13426907] (映像情報メディア学会) 51(5) 1997.5 p638～646
604 掘削試資料ア-カイブに関する考察(特集:プレ-ト沈み込み帯への掘削計画JUDGE) 宮崎光旗;

富沢憲之
地質調査所月報 [ISSN:00167665] (工業技術院地質調査所) 48(3・4) 1997.4 p244～252

605 解説:サイトの記憶のア-カイブ(高崎駅東口第四地区第一種市街地再開発群馬トヨタビル+イ-ス
トパ-ク,モンテ・エステ――大江匡/PLANTEC)

大江匡 新建築 [ISSN:13425447] (新建築社) 72(3) 1997.3 p153
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606 バ-ジニア大学における初期アメリカ小説の電子ア-カイブ〔含 英文〕(「ディジタル図書館」ワ-ク
ショップ第9回(図書館情報大学1997年3月5日))

DavidSeama
n;KendonSt
ubbs;杉本
重雄(訳)

ディジタル図書館 [ISSN:13407287] (ディジタル図書館編集委員会 「ディジタル図書館」編集委
員会) 9 1997.3 p38～54

607 デ-タア-カイブシステムMOKA2の開発 西原英治;
洞口俊博;
伊藤孝士

国立天文台報 [ISSN:09156321] (国立天文台) 3(2) 1997.3 p23～33

608 文化財保存にも応用できるデジタルアーカイブ("テクノロジー・日本"の先を読む) 石井威望 財界 45(9) 1997.3.25 p141
609 未発表資料集成 ジョン・ゾ-ン・ア-カイヴ(特集 ジョン・ゾ-ン「音楽と音とは関係がない」) JohnZorn ユリイカ (青土社) 29(1) 1997.1 p119～150
610 「音楽は音とは関係がない」「音楽は時間とは関係がない」(特集 ジョン・ゾ-ン「音楽と音とは関

係がない」――未発表資料集成 ジョン・ゾ-ン・ア-カイヴ)
柿沼敏江
(訳)

ユリイカ (青土社) 29(1) 1997.1 p120～123

611 「クズ」映画についてのノ-ト(特集 ジョン・ゾ-ン「音楽と音とは関係がない」――未発表資料集成
ジョン・ゾ-ン・ア-カイヴ)

浜野アキオ
(訳)

ユリイカ (青土社) 29(1) 1997.1 p124～132

612 『処女の臓腑』のジャケットをめぐって(特集 ジョン・ゾ-ン「音楽と音とは関係がない」――未発表
資料集成 ジョン・ゾ-ン・ア-カイヴ)

田井敏晴 ユリイカ (青土社) 29(1) 1997.1 p133～139

613 ラディカル・ニュ-・ジュ-イッシュ・カルチュア・フェスティヴァル1993年ペザハによせて(特集 ジョ
ン・ゾ-ン「音楽と音とは関係がない」――未発表資料集成 ジョン・ゾ-ン・ア-カイヴ)

中田崇(訳) ユリイカ (青土社) 29(1) 1997.1 p140～143

614 楽譜「砂の分与」(特集 ジョン・ゾ-ン「音楽と音とは関係がない」――未発表資料集成 ジョン・ゾ-
ン・ア-カイヴ)

ユリイカ (青土社) 29(1) 1997.1 p144～150

615 社会計画情報共有システムとしてのア-カイブスシステム構築に関する基礎的研究 今尚之 商学討究 [ISSN:04748638] (小樽商科大学) 47(2・3) 1997.1 p347～368
616 Feasibility of archival non-buffered formalin-fixed and paraffin-embedded tissues for PCR

amplification:An analysis of resectedgastric carcinoma
TeruhikoIno
ue;KazukiN
abeshima;Hi
roakiKataok
a(他)

Pathology International [ISSN:13205463] (Published by BlackwellScience for the Japanese
Society of Pathology) 46(12) 1996.12 p997～1004

617 放送革命の幕開け(東京映像アーカイブ主催シンポジウム'96―デジタル情報革命と放送メディ
アの将来)

楠田修司 ニューメディア 158 1996.12 p50～51

618 コンピュータ産業と地上テレビ産業の統合(東京映像アーカイブ主催シンポジウム'96―デジタル
情報革命と放送メディアの将来)

古川享 ニューメディア 158 1996.12 p52

619 パネルディスカッション・デジタル革命の及ぼすテレビ媒体への衝撃(東京映像アーカイブ主催
シンポジウム'96―デジタル情報革命と放送メディアの将来)

小林宏一;
有馬尉彰;
柄沢哲夫;
真藤豊;前

ニューメディア 158 1996.12 p53～55

620 デジタル・アーカイブの時代(論点) 石井威望 月刊自由民主 [ISSN:13425005] 524 1996.11 p26～27
621 「はかる計器」の原典――科学技術のア-カイブスから 松本栄寿 横河技報 [ISSN:05135532] (横河電機) 40(4) 1996.10 p157～168
622 情報―デジタル・アーカイブの時代(FORUM'96) 石井威望 サンサーラ 7(10) 1996.10 p52～53
623 文化の再定義のために――電子図書館とデジタルア-カイブ(特集 マルチメディア時代と文化の

ネットワ-ク)
合庭惇 現代の図書館 [ISSN:00166332] (日本図書館協会) 34(3) 1996.9 p129～132

624 デジタルア-カイブ構想について――悠久の文化資産の現代での活用と未来への継承(特集 マ
ルチメディア時代と文化のネットワ-ク)

深井暁 現代の図書館 [ISSN:00166332] (日本図書館協会) 34(3) 1996.9 p159～163

625 ア-カイブデ-タが切り拓く天文学 高田唯史 天文月報 [ISSN:03742466] (日本天文学会) 89(8) 1996.8 p322～328
626 事例解説 「デジタル・アーカイブ構想」をハイビジョンで実現岐阜県博物館「ハイパーハイビジョ

ン風土記ひだ・みの紀行」(特集・ハイビジョン・ミュージアム'96)
岩井禧周 ニューメディア 154 1996.8 p68

627 シリ-ズ・ア-カイブズの世界(その5)史料保存施設のあるべき姿勢とは バンク-バ-市立文書館 高野修 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 30 1996.7 p32～34
628 東京芸術大学名誉教授/デジタルアーカイブ推進協議会会長・平山郁夫(今月の表紙) ニューメディア 153 1996.7 p18
629 ア-ト・ア-カイヴズ＜全訳＞ AntjeB.Lem

ke;Deirdre
C.Stam;水
谷長志(他・

情報管理 [ISSN:00217298] (日本科学技術情報センタ-) 39(2) 1996.5 p101～123

630 デジタルアーカイブ新提案 画像データベース・システム ニューメディア 151 1996.5 p13～16
631 石川県知事・谷本正憲―ディジタルアーカイブのリーダー(今月の表紙〔50〕) ニューメディア 151 1996.5 p26
632 IDEAMA――国際電子音楽ア-カイヴ――初期電子音楽資料の作成など 宮沢彰 音楽芸術 [ISSN:00302600] (音楽之友社) 54(3) 1996.3 p81～84
633 アーカイブ化への欲求とコンピューティング(電脳周辺) 今泉大輔 コンピュートピア [ISSN:00104906] 30(351) 1995.12 p120
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634 ビデオ・ア-カイブズから来た男!――クエンティン・タランティ-ノの軌跡(いけいけタランティ-ノ軍
団!＜特別企画＞〔含 フィルモグラフィ-〕)

金沢誠 キネマ旬報 (キネマ旬報社) 1180 1995.12.15 p19～23

635 図書館のセキュリティを考える雑誌――Library and Archival Security 戸田あきら みんなの図書館 [ISSN:03860914] (図書館問題研究会) 221 1995.9 p71～73
636 次世代地域プロジェクト提案 ハイビジョンデータベース×通信で地域映像アーカイブ事業(特

集・ハイビジョン・ミュージアム'95)
ニューメディア 141 1995.7 p88～89

637 フィルムア-カイブの現在 鳥山正晴 映像研究 [ISSN:03885496] (日本大学芸術学部映画学科) 23 1995.3 p62～67
638 8 ミュージアム・ライブラリー・アーカイブをつなぐもの―アート・ドキュメンテーションからの模索

と展望〈美術情報と図書館〉
高階秀爾;
上田修一;
安沢秀一
【パネリス
ト】;水谷長
志【コーディ

美術情報と図書館(アート・ドキュメンテーション研究会1995) 第1回アート・ドキュメンテーション研
究フォーラム 報告書 1995.3

639 〔研究室報告〕フィルムアーカイブの現在 鳥山正晴 映像研究 第23号 日本大学芸術学部映画学科 1995.3 p62～67 A5 ISSN:0388-5496
640 方針転換したConners Peripherals社が業績回復(米) Elec.Bsns.Buyer 20(6) 1994.6 p24,26 図 抄　録Conner Peripherals社は,ディスクドライブ市場の

好調により資金力と販売力を甦らせた。94年第1四半期の純利益2380万ドル,売上げ5億6400万
ドル。この実績は証券界の予測の2倍で,コスト節減努力と新製品ラインの成功が大きく寄与した。
93年の同社は財務状態が悪化して,製品開発に影響が及んだ。その原因にはテープ・ドライブ・
メーカーArchive社の買収が失敗し,経営者の戦略が裏目に出たことが挙げられている。

641 バーンスタインは蘇るか―アーカイブ(マルチメディア最前線) 塩谷陽子 AERA [ISSN:09148833] 7(3) 1994.1.24 p70
642 Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts als Aufgabe――Ansatze am Beispiel des

Umweltschutzes/Wolfgang Hoffmann-Riem(1990)(Archiv des offentlichen Rechts)
大橋洋一 法政研究 [ISSN:03872882] (九州大学法政学会) 61(1) 1994.7 p152～161

643 経営ミスで業績悪化するConner社(米) Elec.Bsns.Buyer 19(12) 1993.12 p30,32 図 抄　録92年12月にテープドライブ・メーカーのArchive
社を買収したConner Peripherals社だが,その後の不適切な経営のために,93年第3四半期には
損失と減価償却合わせて3億7200万ドルを失うことになった。業界筋によると,Archive社は同社の
下で完全に破壊されてしまった。経営陣は1年の間に激しく入替えられ,取引相手のOEMメー
カーは顔見知りのスタッフがいなくなったことに大きな不満を抱いている。信用取引,サポート,新
製品開発なども完全に崩壊している。

644 ナショナル・セキュリティ・アーカイブ―「情報公開法」がより有効に機能するために、この機関は
生まれた。知られざる「情報の宝庫」とは(THE CLUB〔5〕)

木下玲子 Foresight [ISSN:13435213] 4(11) 1993.11 p56～62

645 一九九〇年代初頭のアーカイブス理解について (研究ノート) 梅村郁夫 山口県文書館研究紀要 第20号 山口県文書館 1993.3 p33～46 A5 ISSN:0286-9047
646 オ-ストリア抵抗史料館(Dokumentationsarchiv des osterreichischen Widerstandes=DOW)(軍事

史関係史料館探訪―2―)
庄司潤一
郎

軍事史学 [ISSN:03868877] (軍事史学会 錦正社) 29(2) 1993.9 p102～109

647 量子物理学史ア-カイブズ資料(科学技術資料1993＜特集＞) 科学技術文献サ-ビス [ISSN:00227633] (国立国会図書館) 100・101 1993.5 p60～61
648 A Letter from Ningi in the Sokoto Archives JohnEdward

Philips
アジア・アフリカ言語文化研究 [ISSN:03872807] (東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究
所) 45 1993p221～226

649 コンピュータ・メモリでディスクとテープの企業統合進む(米) Elec.News 38(1936) 1992.11.2 p1,17 抄　録HP社が2億ドルでCMS社を買収し,またコナー社が1
億5000万ドルでArchive社を吸収した動きは,コンピュータ・メモリ市場での製品統合,シェア増大
を進展させ,価格競争,価格下落が進むものと予測される。ディスクドライブ・メーカー大手がテー
プドライブ・メーカーを吸収合併して技術や品揃えの拡大を図ることで,メモリ・バックアップ用で伸
びているテープドライブの利益マージンは狭まり,大手メーカーによる市場支配が強まる見込み。

650 2 メディアと大規模知識―知識アーカイブ計画を素材にして〈メディアと情報処理シンポジウム 横井俊夫 メディアと情報処理シンポジウム論文集(情報処理学会) 1992.10
651 成長するデータ記憶用DAT市場(米) Elec.Bsns. 18(10) 1992.7 p12 図 抄　録4ミリ・デジタル・オーディオ・テープ(DAT)ドライブが3年

前に登場したことによって,8ミリ・ドライブでExabyte社が先駆的メーカーとなっていた高性能・低
価格のデータ保存装置市場に約30社が大挙参入した。その後現在までに,2億2400万ドル規模
の4ミリ市場はわずか5社に淘汰されたが,91年のドライブ出荷台数では,急成長のExabyte社が2
億5000万ドルを売る8ミリよりも,4ミリ用ドライブが上回るに至っている。DATを最も大量に売ってい
るメーカーはArchive,Hewlett‐Packard,Rexonの各社。

652 1 フィルム・アーカイヴの主要な仕事〈フィルム・アーカイヴの4つの仕事〉 ヴォルフガ
ング・クラウ

フィルム・アーカイヴの4つの仕事(東京国立近代美術館フィルムセンター) 国際映画シンポジウ
ム(東京・1990年)記録 1992.3

653 2 初期カラー映画のプリザーヴェイション〈フィルム・アーカイヴの4つの仕事〉 ロバート・
ギット

フィルム・アーカイヴの4つの仕事(東京国立近代美術館フィルムセンター) 国際映画シンポジウ
ム(東京・1990年)記録 1992.3

654 3 アーカイヴにおける映像カタロギングの諸問題〈フィルム・アーカイヴの4つの仕事〉 ハリエット・
W・ハリソン

フィルム・アーカイヴの4つの仕事(東京国立近代美術館フィルムセンター) 国際映画シンポジウ
ム(東京・1990年)記録 1992.3
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655 4 アーカイヴの機能と活動の中でドキュメンティションが果たす役割〈フィルム・アーカイヴの4つ
の仕事〉

ミシェール・
オベール

フィルム・アーカイヴの4つの仕事(東京国立近代美術館フィルムセンター) 国際映画シンポジウ
ム(東京・1990年)記録 1992.3

656 5 アーカイヴ・コレクションからのプログラミング〈フィルム・アーカイヴの4つの仕事〉 クライド・ジ
ヴォンズ

フィルム・アーカイヴの4つの仕事(東京国立近代美術館フィルムセンター) 国際映画シンポジウ
ム(東京・1990年)記録 1992.3

657 6 全体討議:フィルム・アーカイヴの4つの仕事〈フィルム・アーカイヴの4つの仕事〉 ヴォルフガ
ング・クラウ
エ;ロバー
ト・ギット;ハ
リエット・W・
ハリソン;ミ
シェール・
オベール;ク
ライド・ジ
ヴォンズ【発
言】;大場正
敏【司会】

フィルム・アーカイヴの4つの仕事(東京国立近代美術館フィルムセンター) 国際映画シンポジウ
ム(東京・1990年)記録 1992.3

658 忠孝一致の思想を貫き情報化時代の一翼を担う―ワンビシアーカイブズ会長・樋口捲三(人間
ウォッチング〔84〕)

財界 39(19) 1991.8.6 p189

659 テープドライブのArchive社,ライバル買収の損得勘定(米) Elec.Bsns. 17(14) 1991.7.22 p97～98 表図写 抄　録90年4月,テープドライブのArchive社がライ
バルのCipher Data Products社を買収し,総売上げも89年の1億8140万ドルから,90年は2億9323
万ドルへ急成長した。買収により,デジタル・オーディオテープ,0.25インチ・カートリッジ・ドライ
ブ,0.5インチ・カートリッジ・ドライブの20億ドル市場から競争相手を消した上,生産ラインと販売網
を手に入れた。OEM生産による事業機会,Cipher社側の顧客IBM社という余禄もついて,Archive

660 将来性が依然不透明な記憶用DATドライブ市場 Elec.Bsns. 17(11) 1991.6.3 p12 図 抄　録DATドライブ市場は成長を続けているものの,参入企業
は必ずしも多くない。OEM生産を軸に大量生産を行っているのは,Archive,Hewlett‐
Packard,WangDAT,Wangtek,ドイツのGiga Tape,アルプス電気,ソニーの各社。日本のJVCと米国
のR‐Byte,Alliance Technologyの各社も大量生産の開始を予定。かつては30社以上の市場参入
が予想されたが,それと比べてやや寂しい感がある。コンピュータ用記憶媒体としての評価も定

661 イギリス庶民の記録運動資料(Mass―Observation Archive)について 早川紀代 大原社会問題研究所雑誌 [ISSN:09129421] (法政大学大原社会問題研究所) 390 1991.5 p33
662 「記録と史料(Records & Archives)」全国歴史資料保存利用機関連絡協議会編 富田正弘 古文書研究 [ISSN:03862429] (日本古文書学会) 34 1991.5 p106～108
663 The Japanese Foreign Ministry Archives with Reference to the Middle East and North Africa in

the Pre-Oil Period
清水洋 名古屋商科大学論集 [ISSN:02864398] (名古屋商科大学 名古屋商科大学商学会) 35(2)

1991.3 p465～490
664 行政情報の総合的管理体制を――情報公開とア-カイブズ(情報公開――現状と展望) 安藤正人 新聞研究 [ISSN:02880652] (日本新聞協会) 473 1990.12 p27～29
665 行政情報の総合的管理体制を―情報公開とアーカイブズ(特集・情報公開―現状と展望) 安藤正人

〔アンドウマ
サヒト〕(国立
国文学研
究資料館・
史料館助

新聞研究 [ISSN:02880652] 473 1990.12 p27～29

666 ワンビシ アーカイブズ、重要書類等の保管で8割のシェア―株式公開も検討、事業多角化が進
む(異色企業)

ダイヤモンド 78(31) 1990.8.11・18 p95

667 Unpublished Documents pertaining to the Turco―Soviet Relationship between 1919-1922 in
the ATASE Archives in Ankara

MasayukiYa
mauchi

歴史学研究報告 [ISSN:0493430X] (東京大学教養学部歴史学研究室) 21 1990.3 p1～14

668 Gerhard Steiner:Freimaurer und Rosenkreuzer―Georg Forsters Weg durch Geheimbunde.Neue
Forschungsergebnisse auf Grund bisher unbekannter Archivalien (書評)

船越克己 ドイツ文学論攷 第31号 阪神ドイツ文学会 1989.12 p89～94 A5 ISSN:0419-5833

669 統合イメージ情報管理へ向かう光ファイリング・システム(特集・光システムの実用化とコード情
報との統合)

柴田憲満
(ワンビシ
アーカイブ

事務と経営 41(518) 1989.9 p6～10

670 DATのコンピュータ・メモリ標準で争い Elec.News 35(1756) 1989.5.1 p20 図 抄　録コンピュータ・メモリ供給メーカーは,DATテープを用
いるメモリの技術基準についてテープやテープドライブで2つのグループに分かれて標準化の争
いを展開している。ソニーとHP社のDDS標準はArchive,Wang DAT社等のサポートを,一方日立
製作所のDataDAT標準はCipher Data,富士通,シャープ,ティアック,東芝等のサポートを得てお
り,今のところANSI等へのアプローチはDDSの方が6カ月早いがDataDATの追上げも激しい。
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671 Mitteilungen aus dem Brenner―Archiv 滝田夏樹 オーストリア文学 第5号 オーストリア文学研究会 1989.3 p44～48 A5 ISSN:0912-3539 〈他言語
標題:Beitage zur osterreichischen Literatur〉

672 情報の保管と代行処理に独自システムを築く―ワンビシアーカイブズ(産業フロンティア) 安永弘 実業の日本 91(5) 1988.4.1 p100～101
673 4 米国におけるテレビ番組アーカイブ概観(テレビ番組アーカイブに関する参考資料)〈国際ビデ

オライブラリーフォーラム記録〉
F.C.シュラ
イブマン

国際ビデオライブラリーフォーラム記録(放送番組センター) 映像で伝える未来へのメッセージ
1987 1988.3

674 5 カナダ放送協会におけるテレビ番組保存の歴史(テレビ番組アーカイブに関する参考資料)〈国
際ビデオライブラリーフォーラム記録〉

A.W.ロス 国際ビデオライブラリーフォーラム記録(放送番組センター) 映像で伝える未来へのメッセージ
1987 1988.3

675 6 テレビ番組アーカイブのための選定方針と選定基準(テレビ番組アーカイブに関する参考資
料)〈国際ビデオライブラリーフォーラム記録〉

S.クーラ 国際ビデオライブラリーフォーラム記録(放送番組センター) 映像で伝える未来へのメッセージ
1987 1988.3

676 7 米国著作権法と米国議会図書館のテレビ番組コレクション(テレビ番組アーカイブに関する参
考資料)〈国際ビデオライブラリーフォーラム記録〉

P.C.スピ
アー

国際ビデオライブラリーフォーラム記録(放送番組センター) 映像で伝える未来へのメッセージ
1987 1988.3

677 The Adventure of Mustafa Subhi in Anatolia,January 1921――Enlightened by the Archives of
the Institute for the History of the Turkish Revolution,Ankara University

MasayukiYa
mauchi

歴史学研究報告 [ISSN:0493430X] (東京大学教養学部歴史学研究室) 20 1988.3 p259～286

678 ナショナル・レジスタ-・オブ・ア-カイヴスの目録について(資料) 渡辺泉 大阪経大論集 [ISSN:04747909] (大阪経大学会) 178 1987.7 p77～121
679 アメリカのスポ-ツ博物館めぐり―1―Amherst College Archivesから――体操伝習所体育館(写 木下秀明 体育の科学 [ISSN:00398985] (日本体育学会 体育の科学社) 37(3) 1987.3 p243～245
680 A Guide to the Zenon Archive/Pestman,P.W.et al.(1981)(PL Bat 21) 金沢良樹 西洋古典学研究 [ISSN:04479114] (日本西洋古典学会) 35 1987 p121～124
681 ワイマ-ル共和国における人民投票型民主制と地方自治(Archiv fur Kommunalwissenschaften

4.Jahrgang,1965)
WolfgangH
ofmann(著);
広田全男

都市問題 [ISSN:03873382] (東京市政調査会) 77(12) 1986.12 p79～98

682 今、情報記録類の保管が真盛り―(株)ワンビシアーカイブズ社長・樋口捲三氏(丹沢一延のイン
タビュールーム〔56〕)

樋口捲三;
丹沢一延

商工ジャーナル 12(11) 1986.11 p81～84

683 カートリッジ・ローディング技術に特許(米) Electronics 59(15) 1986.4.14 p13 抄　録Archive社とWangtek社は4分の1インチテープカートリッ
ジ・ドライブの主導的メーカであるが,両社は最近大きな脳みを抱えている。それはカートリッジ・
ローディング技術を使用することに対してパテント使用料を払わなければならないかどうかという
ことである。なぜなら先日Chipher Data Products社が同技術に関してパテントを得てしまったから

684 規模は縮小したが元気にスタート(バックアップ・センター)(コンピュータ・アイ) 大内和幸 日経コンピュータ 117 1986.3.17 p142～143
685 A Short Introduction to Some Archival Resources in the Netherlands,Spain,and Portugal for the

Study of Southeast Asia
LeonardYuz
onAndaya

東南アジア研究 [ISSN:05638682] (東南アジア研究センタ-) 24(1) 1986.6 p106～109

686 Palm Ms:Sarvavajrodakaについて―belonging to National archives,C.No.tr360 森口光俊 大正大学綜合仏教研究所年報 7 大正大学綜合仏教研究所篇 大正大学出版部 1985.3 p218
～197 A5 ISSN:0388-645X 〈他言語標題:Annual of the Institute for Comprehensive Studiesof
Buddhism,Taisho University〉

687 MARK3 VLBIア-カイブデ-タのMELCOM COSMO 9002への変換 石川利昭 緯度観測所彙報 [ISSN:05363403] (＜緯度観測所(文部省)＞ 緯度観測所) 24 1985.8 p9～19
688 特集・企業アーカイブスとアーキビスト 経営と歴史 8 1984.10 p2～30
689 ジーメンス史料館の75年(特集・企業アーカイブスとアーキビスト) バイアー,

ジークリフ
ト・フォン;渡
辺尚【訳】

経営と歴史 8 1984.10 p2～13

690 ワシントン・国立公文書館を訪ねて(特集・企業アーカイブスとアーキビスト) 山崎広明 経営と歴史 8 1984.10 p14～17
691 ビジネスアーキビストを考える(特集・企業アーカイブスとアーキビスト) 安澤秀一 経営と歴史 8 1984.10 p18～19
692 三井両替店の帳簿とその管理方式(日本の企業アーカイブス〔1〕)(特集・企業アーカイブスと

アーキビスト)
大谷明史 経営と歴史 8 1984.10 p20～24

693 企業史料の保存旧三菱本社の事例について(日本の企業アーカイブス〔2〕)(特集・企業アーカイ
ブスとアーキビスト)

宮川隆泰 経営と歴史 8 1984.10 p25～30

694 アメリカの企業アーカイブ寸描 井上如 経営と歴史 7 1984.4 p24～31
695 ワンビシ・アーカイブス―コンピュータ・データ保管の先発・最大手(続ニュー・フロンティア企業 小平協 東洋経済 [ISSN:09185755] 4507 1984.3.10 p80～81
696 "ハイテク&サービス"ビジネスの新しい世界(特集・100兆円の未来市場―S(ソフト)&S(サービス)

時代の日本産業)
東洋経済 [ISSN:09185755] 4495 1984.1.7 p116～121

697 国家の財産,公文書および債務に関する国家承継条約採択国連全権会議(United Nations
Conference on Succession of States in respect of State Property,Archives and Debts)(資料)

村上和夫 国際法外交雑誌 [ISSN:00232866] (国際法学会) 83(4) 1984.10 p456～473

698 国立フィレンツェ史料館―ASF;Archivio di Stato di Firenze(学術事情) 斉藤寛海 学術月報 36(9) 1983.12 p35～36
699 ジョナス・メカスのアンソロジ-・フィルム・ア-カイヴズ(ジョナス・メカスのポ-トフォリオ) 飯村昭子 美術手帖 [ISSN:02872218] (美術出版社) 516 1983.10 p91～94
700 アンソロジ-・フィルム・ア-カイヴズ〔フィルム資料保存館〕の構想(ジョナス・メカスのポ-トフォリ

オ)
ジョナスメカ
ス

美術手帖 [ISSN:02872218] (美術出版社) 516 1983.10 p94～97
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701 ヨ-ロッパ郵便電気通信主管庁におけるマ-ケティング関係組織―2―(Archiv―西ドイツ郵電省
研究論文集,1982年2号)

マンハイム
大学マ-
ケッティング
研究所

郵政調査時報 (逓信協会) 24(2) 1983.8 p1～18

702 Fe―Mn―Ni系マルエ-ジング鋼のマルテンサイト組織およびその機械的性質に及ぼす加工熱
処理の効果〔ARCHIV FUR DAS EISENHUTTENWESEN,53,Nr.9,1982〕

RanjitKuma
rRayAachen
(著);Sambh
uNathBasu
Hnwrah(著)
;金田孝(著)

不二越技報 [ISSN:04298349] (不二越 不二越営業推進部) 39(1) 1983.7 p115～120

703 ヨ-ロッパ郵便電気通信主管庁におけるマ-ケティング関係組織―1―(Archiv―西ドイツ郵電省
研究論文集,1982年2号)

マンハイム
大学マ-
ケッティング
研究所

郵政調査時報 (逓信協会) 24(1) 1983.6 p1～37

704 マックス・ウェ-バ-「資本主義の『精神』論」の一分析――Archiv fur Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik 1905.所載「倫理」論文の補訂について(小林昇教授記念号)

住谷一彦 立教経済学研究 [ISSN:00355356] (立教大学経済学研究会) 36(3) 1983.1 p1～31

705 社内資料とビジネス・アーカイブ(特集・昭和57年度全国研究集会) 末吉哲郎 専門図書館 90 1982.9 p105～110
706 磁気テープの倉庫業、コンピューター社会の"死角"ついて大繁盛―秩父山中の"要塞"で日本

の中枢情報を厳重保管
週刊朝日 87(9) 1982.3.1臨増 p128～9

707 社内資料とビジネス・ア-カイブ(昭和57年度専門図書館協議会全国研究集会＜特集＞――第
七分科会 社内資料)

末吉哲郎 専門図書館 [ISSN:03850188] (専門図書館協議会) 90 1982 p105～108

708 社内資料とビジネス・ア-カイブ(〔専門図書館協議会〕昭和57年度全国研究集会＜特集＞――
第七分科会 社内資料)

末吉哲郎 専門図書館 [ISSN:03850188] (専門図書館協議会) 90 1982 p105～108

709 災害から情報を守るアイデア商社 猪瀬直樹
(ルポライ

潮 263 1981.4 p124～33

710 特報!警察、防衛から1000社のデータも!"最重要企業(ワンビシアーカイブズ)"の正体 週刊現代 23(13) 1981.3.19 p32～5
711 産業ア-カイブと図書館――企業史料協議会の発足によせて(2月号のひろば)(特集のひろば) 末吉哲郎 図書館雑誌 [ISSN:03854000] (日本図書館協会) 75(11) 1981.11 p684～685
712 ア-カイブ・ドキュメンテ-ション(第17回ビジネス・ドキュメンテ-ション研究集会＜特集＞) 末吉哲郎 専門図書館 [ISSN:03850188] (専門図書館協議会) 87 1981 p9～10
713 ア-カイブドキュメンテ-ション(第17回ビジネス・ドキュメンテ-ション研究集会＜特集＞) 末吉哲郎 専門図書館 [ISSN:03850188] (専門図書館協議会) 87 1981 p9～10
714 The James Joyce Archive完成――ジョイスのprepublication materials 永原和夫 英語青年 [ISSN:02872706] (研究社出版株式会社 研究社出版) 126(2) 1980.5 P97～98
715 生きものは動く――映画「生きものは動く――微小管の機能」より EC日本ア-

カイブズ;東
京シネマ新
社;丸山工

自然 [ISSN:03870014] (中央公論社) 34(7) 1979.7 p108～109,11～14

716 Etude d′une affection nerveuse caracterisee par de l′incoordination motorice accompagnee
d′echolalie et de coprolalie(Archives de Neurologie(Paris),9～42,158～200,1885)

GillesdelaT
ourette(著);
保崎秀夫
(訳・解説);
藤村尚宏
(訳・解説)

精神医学 [ISSN:04881281] (医学書院) 20(10) 1978.10 p1125～1135

717 Gilles de la Tourette;Etude d′une affection nerveuse caracterisee ear de l′incoordination
motorice accompanee d′echolalie et decoprolalie(Archives de Neurologie,9;19―42,158―
200,1885)(古典紹介)―1―

保崎秀夫
(訳・解説);
藤村尚宏
(訳・解説)

精神医学 [ISSN:04881281] (医学書院) 20(9) 1978.9 p1019～1028

718 乱流中の濃度変動の局所測定(Archiv fur Technisches Messen(ATM)Oktober,1975) F.Laimer(著
);高曽徹(抄
訳)

機械の研究 [ISSN:03685713] (養賢堂) 30(7) 1978.7 p860～863

719 C.ラゼ-グ著「被害妄想について」(Charles Lasegue;Du delire de persecutions,Archives generals
de medecine,1852.in C.Lasegue,Ecrits psychiatriques:Textes choisis et Presentes par J
Corraze Ed.Privat,p.29―37,1971)

高橋徹(訳・
解説);影山
任佐(訳・解
説)

精神医学 [ISSN:04881281] (医学書院) 20(5) 1978.5 p575～587
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720 (1)原島重義「権利論とその限界(1)」九州大学法政研究第四二巻二=三号 (2)同「わが国におけ
る権利論の推多」法の科学四号(一九七六年) (3)同「Einige Gedanken zur"Gefahrdung"des
burgerlichen Rechts aus japanischer Sicht am Beispiel des subjektiven Rechts」Archiv fur die
civilistishe Praxis 176 Heft 4 (民法学のあゆみ)

沢井裕 法律時報 [ISSN:03873420] (日本評論社) 50(3) 1978.3 p152～155

721 簡単な積分式による境界層計算の新たな認識(Ingenir―Archiv 43,1973) TruckenBro
dt(著);石塚
勝(抄訳)

機械の研究 [ISSN:03685713] (養賢堂) 28(10) 1976.10 p1223～1227

722 Manjusrimulakalpa. Palm. MSについて――National Archives所蔵old No.5.814(New No.64) 森口光俊 智山学報 [ISSN:02865661] (大正大学真言学智山研究室 智山勧学会) 25 1976.7 p1～19
723 フィルム・ア-カイブ論(慶応大学文学部図書館・情報学科創立二十五周年記念特集号) 荻昌朗 Library and information science [ISSN:03734447] (三田図書館学会) 14 1976 p355～368
724 フィルム・ア-カイブ論(〔慶応義塾大学文学部図書館・情報学科〕創立二十五周年記念特集号) 荻昌朗 Library and information science [ISSN:03734447] (三田図書館学会) 14 1976 p355～368
725 K.Bonhoeffer;Die exogenen Reaktionstypen(「外因性反応型」,Archiv Psychiat.Nervenkr.,58;58―

70,1917)
仲村禎夫
(訳)

精神医学 [ISSN:04881281] (医学書院) 17(10) 1975.10 p1103～1112

※この文献リストは、日外アソシエーツ提供の「MAGAZINEPLUS」にて、「アーカイブ」「アーカイヴ」「archiv」のいずれかをキーワードとする文献を全て検索した結果をもとに作成したもの。刊行年の新しい順に配列し
（作成者：坂口貴弘）
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No. 標題 著者名 誌名等
1 特集カラ- 国立公文書館史料で見る「古代文書」の世界(特集 徹底検証 謎の古代文書――『古

事記』『日本書紀』の再検証)
歴史読本 (新人物往来社) 48(1) 2003.1 p11～15

2 特集カラー・国立公文書館史料で見る「古代文書」の世界 歴史読本 48(1) 2003.1
3 秀吉の宇都宮仕置――関東仕置と奥羽仕置 小林清治 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 6 2002 p1～21
4 元亀期の宇都宮氏――甲相同盟と宇都宮家中 江田郁夫 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 6 2002 p22～32
5 粂川芳雄家文書「万日記」について 小貫隆久 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 6 2002 p33～60
6 非公開基準の作成に関する試論 丸茂博 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 6 2002 p61～81
7 大阪築港と淀川 服部敬 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 14 2002 p3～20
8 大阪港の過去・現在・未来 藪内弘 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 14 2002 p21～40
9 介護保険制度とその運用について――介護保険制度施行から一年半が経過して 伊藤光行 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 14 2002 p41～76

10 市制特例期における大阪市政の行政意思形成の実態 村上大輔 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 14 2002 p77～97
11 大阪市区役所の組織の変遷(4)昭和30年から昭和48年まで 八木弘 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 14 2002 p98～113
12 特別展示報告 「大阪市の港」展の概要〔含 講演会要旨〕 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 14 2002 p114～138
13 資料紹介 オスマン朝ダマスクスの商事裁判所:ダマスクス歴史文書館所蔵「ダマスクス商事裁判

所台帳(sijillat mahkama tijariya Dimashq)」の紹介
五十嵐大
介

日本中東学会年報 [ISSN:09137858] (日本中東学会) 17-1分冊 2002 p201～224

14 大津郡捕鯨紛議(6)明治13年、大浦突鯨組の出願を巡って 戸島昭 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 29 2002 p1～27
15 萩藩参勤交代の行程――瀬戸内海通行から中国路通行への移行 南方長 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 29 2002 p29～50
16 史料紹介 国土地理院刊行「五万分一地形図作成・所蔵目録」と館蔵地形図 河村克典 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 29 2002 p51～68
17 山口県における公文書の管理と文書館への引き継ぎ 伊藤一晴 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 29 2002 p69～84
18 中世石造物転石石材利用の検討――榛名山給源の多孔質角閃石安山岩石材を通して 秋池武 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 19 2002 p1～26
19 近代文書体系論試案(2)近世文書の基本原理に基づく柱書文言の法則性 小沢賢二 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 19 2002 p27～66
20 群馬県内における明治期『郷土誌』編纂の動向――所在調査結果を中心に 今井啓介 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 19 2002 p67～84,巻末2p
21 翻刻『源氏物語古註』(37)よこ笛(山口県文書館蔵 右田毛利家伝来細川幽斎自筆本) 熊本守雄 山口県立大学国際文化学部紀要 [ISSN:13427148] (山口県立大学 山口県立大学国際文化学

部) 8 2002 p13～21
22 ハ-バ-ド時代の林語堂(下)ハ-バ-ド大学公文書館の林語堂資料 伊藤徳也 東方 [ISSN:09108904] (東方書店) 262 2002.12 p16～19
23 ハ-バ-ド時代の林語堂(上)ハ-バ-ド大学公文書館の林語堂資料 伊藤徳也 東方 [ISSN:09108904] (東方書店) 261 2002.11 p9～13
24 新たな友好協力関係の一翼を担う公文書・档案行政 菊池光興 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p2～4
25 中国の公文書館の現状 小原由美 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p5～9
26 中国における保存文書整理の改革 中島康比 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p10～15
27 中国国家档案局における評価選別 塩満正哉 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p16～22
28 国立公文書館が所蔵する林羅山旧蔵の『十三経注疏』 尼子昭彦 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p23～26
29 近現代公文書資料群への予防的な保存手当て 木部徹 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p27～33
30 保存対策マニュアル(2)支持体別劣化症状の特徴と保存対策 国立公文

書館業務
ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p34～41

31 公文書館をめぐる地方の動き 日本復帰30周年記念特別展「資料にみる沖縄の歴史」を終えて 久部良和 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p41～44
32 国立公文書館ニュ-ス 国立公文書館における展示について 国立公文

書館統括
公文書専

ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p51～54

33 国立公文書館ニュ-ス 平成14年度公文書保存管理講習会及び公文書館等職員研修会 ア-カイブズ (国立公文書館) 10 2002.11 p55～58
34 ケ-ス・スタディ 埼玉県立文書館における戦後写真資料整理事業について 新井浩文 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(11) 2002.11 p10～14
35 ケ-ス・スタディ 公文書館における公文書のマイクロフィルム撮影――和歌山県立文書館の緊急

地域雇用創出特別対策事業を例として
竜野直樹 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(10) 2002.10 p10～15

36 デジタルアーカイブより文書館の整備を(ずいひつ史楽百景) 根本彰 歴史読本 47(10) 2002.10 p218～219
37 情報公開法と図書館サ-ビス――文書館(ア-カイブ)の経験を中心に 小川千代 日本農学図書館協議会誌 [ISSN:13421905] (日本農学図書館協議会) 126 2002.9 p1～16
38 毛野と石城 森田悌 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 19 2002.9 p1～24
39 酒井忠挙の「譜代」意識――綱吉政権における家格をめぐる動向から 福留真紀 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 19 2002.9 p25～43
40 史料 大日本帝国憲法下における群馬県衆議院議員選挙録(4) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 19 2002.9 p45～134
41 米連邦政府の中の公文書館(3・最終回)評価担当ア-キビスト(その2) 仲本和彦 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(9) 2002.9 p23～29
42 ケ-ス・スタディ 神奈川県立公文書館におけるマイクロフィルム撮影事業 畑国和 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(8) 2002.8 p10～14
43 米連邦政府の中の公文書館(2)評価担当ア-キビスト(その1) 仲本和彦 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(8) 2002.8 p16～21
44 公文書館の責務と課題 大浜徹也 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p1～22
45 ア-カイブズシステムの構築 森本祥子 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p23～33
46 世界情報社会サミットのための北京準備会合の報告 高川定義 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p34～48
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47 第14回都道府県・政令指定都市等公文書館長会議報告 国立公文
書館業務

ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p49～51

48 公文書の保存を考える(9)インドネシアと日本のリ-フキャスティング 有友至 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p52～56
49 保存対策マニュアル(1)時代別劣化症状の特徴と保存対策 国立公文

書館業務
ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p57～64

50 外国の評価選別論(概要) 塩満正哉 ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p65～70
51 ア-カイブズ海外情報(1)アメリカのア-カイブズ教育――アメリカ・ア-キビスト協会の新しい教育ガ

イドライン
小原由美
子

ア-カイブズ (国立公文書館) 9 2002.7 p71～74

52 米連邦政府の中の公文書館(1)公文書の処分 仲本和彦 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(7) 2002.7 p10～15
53 資料紹介 進展するアメリカの戦争関係資料の公開――米国立公文書館資料調査報告(2) 林博史 戦争責任研究 [ISSN:13437348] (日本の戦争責任資料センタ-) 37 2002.6 p88～95
54 山口県文書館所蔵の絵図・地図 河村克典 地図ニュ-ス [ISSN:03895793] (日本地図センタ-) 356 2002.5 p19～22
55 現地からの報告 ロシア帝国外交文書館の中国関係文書について 渋谷浩一 満族史研究 [ISSN:13474669] (満族史研究会 東洋文庫清代史研究室満族史研究会) 1 2002.5

p92～112
56 史料紹介 モンゴル国立歴史中央文書館所蔵の財産関係文書――清代ハルハ・トシェ-ト=ハン部

左翼後旗の文書について
中村篤志 歴史 [ISSN:03869172] (東北史学会) 98 2002.4 p123～142

57 アジアにおける歴史資料ネットワークの構築に向けて(特集・21世紀・日本のグランドデザイン) 石井米雄 環 9 2002.4 p171～174
58 次々と公開される戦争関係資料――米国立公文書館資料調査中間報告 林博史 戦争責任研究 [ISSN:13437348] (日本の戦争責任資料センタ-) 35 2002.3 p82～91
59 西上州における信州米市場をめぐる市立て紛争の展開――西牧領本宿村の天明5年「穀市立て

の訴訟記録」の紹介
井上定幸 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 18 2002.3 p1～26

60 高山社創成期の研究――清温育の成立を中心として 松浦利隆 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 18 2002.3 p27～48
61 史料 大日本帝国憲法下における群馬県衆議院議員選挙録(3) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 18 2002.3 p49～147
62 特集 文書館所蔵の地図 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 21(4) 2002.3 p4～27
63 北海道立文書館所蔵の戦前の図面と関連文書(特集 文書館所蔵の地図) 青山英幸 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 21(4) 2002.3 p4～7
64 秋田県公文書館の絵図資料(特集 文書館所蔵の地図) 佐藤隆 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 21(4) 2002.3 p8～10
65 千葉県文書館の絵図・地図資料について(特集 文書館所蔵の地図) 豊川公裕 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 21(4) 2002.3 p11～13
66 東京都公文書館所蔵地図について(特集 文書館所蔵の地図) 田沢元久 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 21(4) 2002.3 p14～16
67 新潟県立文書館の絵図・地図(特集 文書館所蔵の地図) 本井晴信 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 21(4) 2002.3 p17～20
68 岐阜県歴史資料館 美濃と飛騨の古地図(特集 文書館所蔵の地図) 高橋秀典 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 21(4) 2002.3 p21～24
69 山口県文書館(特集 文書館所蔵の地図) 河村克典 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 21(4) 2002.3 p25～27
70 公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p1～23
71 「現用文書の管理と公文書館」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に) 野内正美 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p2～6
72 「目的に即した保存・修復」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に) 西村晃 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p7～12
73 「保存環境について」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に) 丸茂博 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p13～18
74 「公文書館における保存の在り方について」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中心 新井浩文 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p19～23
75 第35回国際公文書館会議円卓会議の報告 内田尚子 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p24～29
76 熱帯気候におけるア-カイブズの保存に関する国際会議報告 椛沢富治;

有友至
ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p30～33

77 アジア歴史資料センタ-について 牟田昌平 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p34～44
78 公文書の保存を考える(8)国立公文書館においてのリ-フキャスティング(2) 丸山正広 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p45～54
79 東京都公文書館における評価選別――現状と問題 宮島砂織 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 4 2002.3 p1～13
80 明治四年朱引内四十四区制について 中元幸二 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 4 2002.3 p14～39
81 東京都公文書館における保存・閲覧等に関する研究会――報告書の概要と今後の課題 須田正子 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 4 2002.3 p40～42
82 公報目次デ-タ-ベ-スの完成について――警視庁東京府公報・東京市公報検索の手引き 佐藤香織 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 4 2002.3 p83～66
83 レファレンスの杜 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 4 2002.3 p43～50
84 東京都公文書館編さん刊行物紹介『都史紀要三十八 東京の歴史をつむぐ』 山崎弥生 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 4 2002.3 p51～53
85 東京都公文書館編さん刊行物紹介 史料復刻『重宝録』第二 鈴木典子 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 4 2002.3 p53～55
86 東京都公文書館受贈 都内自治体刊行歴史関係文献目録(抄) 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 4 2002.3 p56～63
87 寛政期秋田藩における改革派官僚の形成――いわゆる「人材登用」について 金森正也 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 8 2002.3 p1～22
88 「公務控」に見る「八坂丸外債事件」 菊池保男 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 8 2002.3 p23～42
89 史料紹介 国文学研究資料館史料館所蔵「佐竹南家文書」について 後藤富貴 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 8 2002.3 p43～58
90 藩制後期・秋田藩家臣団の系図に関する覚書――いわゆる「文化年間等提出系図」を中心に 平田有宏 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 8 2002.3 p59～78
91 明治前期秋田県庁文書群の内的秩序の復元 柴田知彰 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 8 2002.3 p79～102
92 蝦夷地と近世北奥羽――多様な交流と蝦夷地観 長谷川成 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 17 2002.3 p1～23
93 開拓使の壬申戸籍編製について――明治前期北海道における「家」の創出過程(1) 青山英幸 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 17 2002.3 p24～88
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94 平成13年度徳島県立文書館歴史講演会記録 自由民権運動と徳島 稲田雅洋 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 3 2002.3 p1～13
95 阿波藩における幕府への報告石高の内実――天保郷帳を中心として 宇山孝人 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 3 2002.3 p14～26
96 酒井家文書の法事帳 金原祐樹 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 3 2002.3 p27～37
97 近世後期における阿波商家の支店運営――藍商鈴屋「坂東家文書」書簡より 外園英彦 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 3 2002.3 p38～44
98 史料紹介 美馬郡東端山 武田家文書『御触帳』目録(1) 松本博 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 3 2002.3 p45～94
99 小特集 公文書館専門職員養成課程修了研究論文 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 15 2002.3 p3～54

100 情報伝達体としてのア-カイブズ及び文書館――情報伝達機能的観点からの再整理(小特集 公
文書館専門職員養成課程修了研究論文)

太田富康 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 15 2002.3 p3～19

101 埼玉県における近代県庁文書の編纂と保存――知事官房文書編纂主任の起案から(小特集 公
文書館専門職員養成課程修了研究論文)

芳賀明子 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 15 2002.3 p20～38

102 文書館における民間所在資料(古文書)の取り扱いをめぐって(小特集 公文書館専門職員養成課
程修了研究論文)

新井浩文 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 15 2002.3 p39～54

103 文久2(1862)年の麻疹流行に伴う麻疹絵の出版とその位置づけ 加藤光男 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 15 2002.3 p55～70
104 天保期における幕府代官の廻状伝達――下総国葛飾郡上金崎村「御用留」を中心に 兼子順 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 15 2002.3 p71～87
105 房川渡中田関所改方制度の変遷――足立家文書より 石岡康子 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 15 2002.3 p118～88
106 特集2 アメリカ国立公文書館(特集 戦時期・占領期の一次資料による研究調査の現在) Intelligence [ISSN:13472275] (20世紀メディア研究所) 1 2002.3 p33～52
107 アメリカ国立公文書館のOSS資料ガイド――リサ-チャ-のための概説(特集 戦時期・占領期の一

次資料による研究調査の現在――特集2 アメリカ国立公文書館)
LawrenceM
cDonald;山
本武利(訳)

Intelligence [ISSN:13472275] (20世紀メディア研究所) 1 2002.3 p33～37

108 ア-キビストから見た公文書館資料とリサ-チャ-――ジョン・テイラ-氏に聞く(特集 戦時期・占領
期の一次資料による研究調査の現在――特集2 アメリカ国立公文書館)

JohnE.Tayl
er;土屋礼
子(訳)

Intelligence [ISSN:13472275] (20世紀メディア研究所) 1 2002.3 p38～47

109 ワシントン・リサ-チガイド――DCで初めてリサ-チをする方に(特集 戦時期・占領期の一次資料に
よる研究調査の現在――特集2 アメリカ国立公文書館)

井川充雄 Intelligence [ISSN:13472275] (20世紀メディア研究所) 1 2002.3 p48～52

110 県史講座 上杉房定と長尾為景 矢田俊文 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 9 2002.3 p3～23
111 県史講座 「榊原藩文書」と藩日記について――史料学的視点から 花岡公貴 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 9 2002.3 p24～54
112 県史講座 明治期越後女性による慈善活動――「新潟婦人慈善会」を中心として 星野吉曹 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 9 2002.3 p55～90
113 県史講座 新潟県立文書館におけるコンピュ-タの利用 田中聡;清

野真紀
新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 9 2002.3 p91～104

114 史料と教育シリ-ズ(8)高等学校「政治経済」における県立文書館の活用――ディベ-ト学習「情報
公開」での試み

坂上法子 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 9 2002.3 p105～124

115 日前・国懸宮の応永六年神事記について 伊藤信明 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 7 2002.3 p1～68
116 『加納諸平之瀬見善水宛書簡』を巡る二、三の問題――『類題鰒玉集』編集の話題を中心として 須山高明 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 7 2002.3 p69～86
117 文書館におけるマイクロフィルムの撮影について(2)公文書撮影 竜野直樹 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 7 2002.3 p194～167
118 「古文書」目録に関する一考察――冊子目録を中心に 鎌田和栄 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 7 2002.3 p166～122
119 文書館における古文書の修復について 藤隆宏 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 7 2002.3 p120～87
120 ブルキナファソ・マリ・セネガルにおける学術研究体制の動向――ワガドゥグ大学・マリ大学の学

術研究機構,セネガル国立公文書館収蔵資料,およびコ-トディヴォワ-ルの政治情勢について
真島一郎 アジア・アフリカ言語文化研究 [ISSN:03872807] (東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究

所) 63 2002.3 p175～195
121 国際標準記録史料記述一般原則:ISAD(G)――その基本構造・考え方と問題点 田窪直規 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 44 2002.3 p1～22
122 近世在方承認の情報記録史料奥州川俣渡辺家「累世年鑑」から 村川友彦 福島県歴史資料館研究紀要 [ISSN:03877663] (福島県歴史資料館 福島県文化振興事業団) 24

2002.3 p11～25
123 文書館関係寄贈図書一覧(2001年3月～2002年2月分まで受入分) 福島県歴史資料館研究紀要 [ISSN:03877663] (福島県歴史資料館 福島県文化振興事業団) 24

2002.3 p78～85
124 今川神原一族と相模国津久井県牧野村 久保田和 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 4 2002.3 p1～11,図巻頭1
125 歴史的公文書の評価・選別について 野田宜弘 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 4 2002.3 p12～26
126 公文書「保存」の今日的あり方に関する一考察――事例としての神奈川県の場合 植村昭紀 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 4 2002.3 p27～32
127 町村合併と公文書保存――神奈川県高座郡を事例として 樋口雄一 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 4 2002.3 p33～40
128 足利尊氏・成氏・義明・上杉定正・朝良文書と上杉朝良のもう一つの花押 田島光男 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 4 2002.3 p41～51
129 現代公文書の評価選別――その理論と実践 富川貴子 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 4 2002.3 p52～76
130 情報公開・文書管理・公文書館――市町村連絡会議講演録(平成12年10月24日)(地域の記憶と

記録を残すために(収集資料保存活用検討事業報告))
後藤仁 青森県史研究 [ISSN:13427431] (青森県) 6 2002.2 p142～165

131 国立公文書館法の制定と歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用について(特集 国の
情報と図書館――行政情報の電子化を中心として)

遠藤廉 図書館研究シリ-ズ [ISSN:04541960] (〈国立国会図書館図書館協力部〉 日本図書館協会) 37
2002.1 p91～141
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132 公文書 その情報提供と保存――公文書館から眺めれば(特集 官公庁資料 情報の提供と保存) 水野保 ネットワ-ク資料保存 [ISSN:09159266] (日本図書館協会 日本図書館協会・資料保存委員会) 66
2002.1 p9～11

133 下野の戊辰戦争と民衆 大岳浩良 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 5 2001 p1～28
134 下野宇都宮領太閤検地の施行過程について 江田郁夫 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 5 2001 p29～46
135 当流剣術の伝来とその門人層――北条文次郎家文書を中心に 小貫隆久 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 5 2001 p47～62
136 栃木県立文書館収蔵『昭和14年日光県事務所行啓日誌』について 丸茂博 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 5 2001 p63～105
137 史料管理研究 広島県における戸長役場・町村役場文書の引継と管理――広島県山県郡芸北町

旧村役場文書を事例として
西村晃 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 6 2001 p1～43

138 史料管理研究 地方自治体文書館の性格について――広島県立文書館設立史の考察 西向宏介 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 6 2001 p44～74
139 史料管理研究ノ-ト 評価選別論の課題 安藤福平 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 6 2001 p75～93
140 文書館業務論 広島県立文書館における史料整理手順について 長沢洋 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 6 2001 p94～119
141 文書館業務論 市町村における文書管理の現状と課題――広島県の事例から 数野文明 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 6 2001 p120～172
142 煉瓦からみた群馬の近代化遺産 星野富夫 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 18 2001 p1～20
143 文書館の普及活動と学校教育との連携――学校教育における文書館の利用・活用の可能性を 佐藤健 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 18 2001 p21～38
144 群馬県立文書館ホ-ムペ-ジ上での館所蔵文書紹介の試み 小暮隆志;

鈴木一哉
双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 18 2001 p39～68

145 明治25年 町村役場巡視表(9)佐位郡・那波郡 群馬県文
書館行政
文書課

双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 18 2001 p69～116

146 情報政策の観点からみた情報公開(特集 情報公開の現状――情報政策の観点から) 宇賀克也 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 51(2) 2001 p80～85
147 ア-カイブと情報公開について(特集 情報公開の現状――情報政策の観点から) 小川千代 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 51(2) 2001 p95～101
148 特別寄稿 児童自立支援事業100周年を記念して 児童自立支援施設が所蔵する記録史料の保 二井仁美 非行問題 [ISSN:02888548] (全国教護院協議会) 207 2001 p102～112
149 近代大阪における文化施設について――明治・大正・昭和戦前期を中心に 植松清志;

緒方裕子;
谷直樹

大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p3～24

150 大阪市立博物館の沿革と新博物館 相蘇一弘 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p25～40
151 難波橋、大正橋の開通 松村博 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p41～54
152 大阪市における下水道使用料の沿革と使用料制度の課題について 青野親裕 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p55～77
153 大阪市区役所の組織の変遷(3)戦後の職制 末田直 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p79～98
154 大阪市公文書館の収蔵資料と利用状況について 姉川宗夫 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p99～113
155 ひとこと 下水道科学館のススメ 宮崎隆介 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p114～118
156 特別展示報告 「大阪市の文化事業」展――文化施設の歩み 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p119～136
157 講演会 文化財の保護と活用――難波宮跡を中心に(特別展示報告 「大阪市の文化事業」展―

―文化施設の歩み)
植木久 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 13 2001 p134～136

158 第3回〔山口県〕文書館ウィ-ク特別講演・シンポジウム 文書館の昨日・今日・明日――世紀を越
えて

安藤正人;
広田暢久;
利岡俊昭
(他)

山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 28 2001 p1～50

159 学校教育と文書館――活用講座の取り組み 南方長 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 28 2001 p51～66
160 資料紹介 大内氏家臣安富氏の関係史料について(1) 和田秀作 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 28 2001 p67～81
161 史料紹介 〔山口県文書〕館蔵の海図について 河村克典 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 28 2001 p83～96
162 コメント2 旧ソ連圏中央アジアの図書館、文書館の現状と問題点(特集 シンポジウム「歴史と史料

――文書と古地図と遺跡」〔含 討論〕)
大石真一
郎

神戸大学史学年報 [ISSN:09126538] (神戸大学史学研究会) 16 2001 p32～36

163 翻刻『源氏物語古註』(36)かしは木(山口県文書館蔵 右田毛利家伝来細川幽斎自筆本) 熊本守雄 山口県立大学国際文化学部紀要 [ISSN:13427148] (山口県立大学 山口県立大学国際文化学
部) 7 2001 p13～29

164 ア-カイブス・公文書館・情報公開 浅野次郎 Artes [ISSN:09147543] (宝塚造形芸術大学) 15 2001 p29～39
165 情報共有手段としてのCD-ROM出版を考える――関東部会編『文書館学文献目録』CD-ROM版

報告
毛塚万里 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会関東部会) 53 2001.12 p1～6
166 国立公文書館所蔵公文書等保存状況調査と同館の見学 相京真澄 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会関東部会) 53 2001.12 p11～13
167 講演 デジタル記録のア-カイビング原則、戦略、最良の実践方法(3:最終回)デジタル記録の保存

について米国での議論と米国国立公文書館の決定
CharlesDoll
ar

月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 40(12) 2001.12 p16～19

168 国際化が進展する新千年紀における公文書館に求められるもの――国立公文書館創立30周年
記念特別講演会

ヨアン・ファ
ンアルバダ

ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p1～10
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169 昭和16年から29年までに使われた各省庁事務用紙の調査報告 宍倉佐敏 ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p11～21
170 国際公文書館会議東アジア地域支部総会報告 塩満正哉 ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p22～29
171 公文書の保存を考える(7)国立公文書館においてのリ-フキャスティング 第1回 丸山正広 ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p30～35
172 第13回都道府県・政令指定都市等公文書館長会議報告 国立公文

書館業務
ア-カイブズ (国立公文書館) 7 2001.11 p36～39

173 歴史文書と歴史文書館制度(再論)(ワ-クショップの記録 植民地資料と植民地研究) 権上康男 エコノミア [ISSN:00129712] (横浜国立大学経済学部) 52(2) 2001.11 p83～88
174 講演 デジタル記録のア-カイビング原則、戦略、最良の実践方法(2)デジタル記録の保存につい

て米国での議論と米国国立公文書館の決定
CharlesDoll
ar

月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 40(11) 2001.11 p19～21

175 明治初期における伊・仏国外交官による養蚕地帯の視察――特に上野国の視察に視点を当て 今井幹夫 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 17 2001.10 p1～18
176 ヴィダルの上州温泉紀行――富岡製糸場勤務のフランス人医師による温泉調査 須永泰一 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 17 2001.10 p19～36
177 史料 大日本帝国憲法下における群馬県衆議院議員選挙録(2) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 17 2001.10 p37～130
178 講演 デジタル記録のア-カイビング原則、戦略、最良の実践方法(1)デジタル記録の保存につい

て米国での議論と米国国立公文書館の決定
チャ-ルズ
ダラ-

月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 40(10) 2001.10 p21～25

179 WAVE デジタル情報の消失に備え米国で対策が本格化――元米国立公文書館プロジェクトリ-ダ
-,ダラ-氏に聞く

CharlesM.
Dollar;久保
田啓介

日経サイエンス [ISSN:0917009X] (日経サイエンス) 31(9) 2001.9 p102～104

180 資料紹介 BOOK 「図書館・文書館における環境管理――シリ-ズ本を残す(8)」稲葉政満 雨谷逸枝 ネットワ-ク資料保存 [ISSN:09159266] (日本図書館協会 日本図書館協会・資料保存委員会) 65
2001.9 p14

181 デジタル情報の消失に備え米国で対策が本格化(WAVE) 日経サイエンス [ISSN:0917009X] 31(9) 2001.9 p102～104
182 英国の博物館・文書館・図書館における「学習とアクセスに関する基準」 松井一子 カレントアウェアネス [ISSN:03878007] (〈国立国会図書館図書館協力部〉 日本図書館協会) 264

2001.8.20 p2
183 第9回アジア・オセアニア地域国立図書館長会議(CDNLAO)および「図書館・文書館サ-ビスの新

動向に関する国際会議」に出席して
土屋紀義 国立国会図書館月報 [ISSN:00279153] (国立国会図書館) 484 2001.7 p1～6

184 独立行政法人国立公文書館の概要 国立公文
書館総務

ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p1～7

185 歴史資料として重要な公文書等の「移管基準」について 遠藤廉 ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p8～27
186 国立公文書館所蔵公文書等保存状況等調査――第二次調査報告書 元興寺文

化財研究
ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p28～53

187 公文書の保存を考える(6)修復事情――海外編(1) 有友至 ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p54～60
188 公文書館をめぐる地方の動向――宮城県公文書館の開館について/「東京都公文書館における

保存・公開等に関する研究会」報告書の概要
ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p61～63

189 独立行政法人国立公文書館利用規則について 国立公文
書館業務

ア-カイブズ (国立公文書館) 6 2001.7 p64～69

190 ケ-ス・スタディ 「東京都板橋区公文書館」の開設と資料の整理 三浦喜代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(6) 2001.6 p10～16
191 国際ネットワ-キングイベント「図書館・博物館・文書館 デジタル時代の協力挑戦」に参加して 上保佳穂 国立国会図書館月報 [ISSN:00279153] (国立国会図書館) 483 2001.6 p16～22
192 地域情報 福井県立公文書館(仮称)の建設について 柳沢芙美 地域公共政策研究 [ISSN:13463411] (地域公共政策学会) 4 2001.6 p121～125
193 動向――ア-キビスト問題 日本歴史学協会シンポジウム「文書館・ア-キビスト問題」に参加して 馬場弘臣 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 51(2) 2001.4 p61～64
194 会議報告(Page2001から)XML2000と国立公文書館 大野邦夫 情報知識学会誌 [ISSN:09171436] (情報知識学会) 11(1) 2001.4 p39～41
195 和歌山県立文書館発行冊子と電子公開 立花秀浩 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 6 2001.3 p1～10
196 和歌山県の参事会 森脇義夫 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 6 2001.3 p11～31
197 高野寺領の神主と神道裁許状 伊藤信明 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 6 2001.3 p33～61
198 地域資料保存事業への思考と試行 竜野直樹 和歌山県立文書館紀要 [ISSN:13458469] (和歌山県立文書館 和歌山県) 6 2001.3 p98～63
199 徳島県における屯田兵の募集と北海道移住 平井松午 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 2 2001.3 p1～13
200 学校教育資料の整理・保存と利用――徳島県立脇町高等学校芳越歴史館資料の展示と目録作 逢坂俊男 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 2 2001.3 p15～43
201 北海道開拓と徳島――徳島県人の北海道移住関係資料調査事業報告 立石恵嗣 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 2 2001.3 p45～58
202 徳島県内の市町村公文書管理の現状について――実態に関するアンケ-ト集計結果より 金原祐樹 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 2 2001.3 p71～82
203 徳島県立文書館歴史講演会記録 徳島藩の裁判――裁許所のしくみと役割 安沢秀一 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 2 2001.3 p59～70
204 〔新潟〕県史講座 越後の幕府代官たち――竹垣直温・平岡良忠等を中心として 西沢淳男 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 8 2001.3 p1～30
205 佐渡地区史料所在調査の概要(下) 徳永和夫 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 8 2001.3 p31～46
206 笠原恵氏関係史料の紹介――中頸城郡大潟町笠原家文書より 川上達也 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 8 2001.3 p47～72
207 公文書保存の意義と文書管理――新潟県における文書規程改正と県立文書館の対応も含めて 伊藤一億 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 8 2001.3 p73～94
208 利用者投稿 『新講談北越奇聞 高田事件』に書かれた警醒社と長谷川三郎について 田宮覚 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 8 2001.3 p95～110
209 史料と教育シリ-ズ(7)新潟から見た自由民権運動――県立文書館収蔵・山際家文書を活用して 兵藤清一 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 8 2001.3 p111～132
210 国立公文書館における歴史公文書等の公開基準について 遠藤廉 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p1～5
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211 公文書館における公開をめぐる諸問題――第8回公文書館実務担当者研究会議報告 国立公文
書館公文

ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p6～22

212 Aグル-プ報告(公文書館における公開をめぐる諸問題――第8回公文書館実務担当者研究会議 数野文明 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p7～11
213 Bグル-プ報告(公文書館における公開をめぐる諸問題――第8回公文書館実務担当者研究会議 河村克典 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p12～16
214 Cグル-プ報告(公文書館における公開をめぐる諸問題――第8回公文書館実務担当者研究会議 太田富康 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p17～22
215 公文書館資料において閲覧を制限すべき情報に対する一考察――閲覧制限期間の設定につい 鈴木利通 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p23～33
216 公文書の保存を考える(5)媒体変換(4)活用 金沢勇二 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p34～38
217 第14回国際公文書館会議総会の報告 高岡完治 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p39～46
218 第14回国際公文書館大会・総会報告 内田尚子 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p47～52
219 国際公文書館会議東アジア地域支部理事会会合及びセミナ-報告 内田尚子 ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p53～58
220 第5回国際公文書館会議東アジア地域支部総会における講演の紹介 Initiatives for the

management of electronic records and archives〔英文〕
TonyNewto
n

ア-カイブズ (国立公文書館) 5 2001.3 p59～64

221 書庫の不思議――太平洋戦争下における東京府・市文書の疎開について 白石弘之 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 3 2001.3 p1～41
222 電子情報と保存問題 小川千代 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 3 2001.3 p42～48
223 公文書の検索システムを考える――東京都公文書館の件名目録事業から 水野保 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 3 2001.3 p134～82
224 東京都公文書館所蔵寺院沿革史料について――江戸・東京寺院沿革史料索引作成にあたって 西光三 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 3 2001.3 p49～68
225 日本の開国と北方・蝦夷地 井上勝生 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 16 2001.3 p1～30
226 北海道立文書館所蔵「旧記」の来歴について 佐藤京子 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 16 2001.3 p31～79
227 記録管理をめぐる連載エッセイ(リレ-形式)(7)図書館と公文書館の位相 中村恵信 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 42 2001.3 p62～66
228 明治十年代の秋田県土木行政の展開 菊池保男 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 7 2001.3 p1～24
229 記録史料群の内的秩序の復元に関する一考察 柴田知彰 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 7 2001.3 p25～48
230 史料紹介 秋田藩の系図史料について――系図史料の整理と系図目録の編集 佐藤隆 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 7 2001.3 p49～68
231 報告 秋田県公文書館における今後の燻蒸と総合的害虫管理 三沢亜希 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 7 2001.3 p69～86
232 報告 古文書課における史料代替化事業の現状と課題 平田有宏 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 7 2001.3 p87～106
233 第20航空軍・第21爆撃機軍団戦記史料の目録記述の試み――記録史料学からみたピ-スおおさ

か史料
佐々木和
子

戦争と平和 [ISSN:09194576] (大阪国際平和センタ-) 10 2001.3 p14～23

234 児童自立支援施設の記録史料の保存と公文書館――専門文書館の必要性を巡って 二井仁美 史料館研究紀要 [ISSN:03869377] (文部省史料館) 32 2001.3 p1～28
235 ネパ-ル国立古文書館所蔵『百八観音白描集』 森雅秀 密教文化 [ISSN:02869837] (密教研究会) 206 2001.3 p73～22
236 公文書館資料の構成と利用について 樋口雄一 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 3 2001.3 p3～15
237 「古文書解読講習会」と市民活動 小松郁夫 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 3 2001.3 p16～21
238 鎌倉幕府―御家人の系譜――色部氏 田島光男 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 3 2001.3 p22～28
239 後北条氏家臣間宮一族と相模国足柄上郡金子村 久保田和 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 3 2001.3 p29～40
240 公文書資料編成(収集・評価・選別)についての実務上の諸課題――神奈川県のこれからの可能

性を考える
平岡孝弥 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 3 2001.3 p41～57

241 神奈川県立公文書館と情報の電子化の課題 畑国和 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 3 2001.3 p58～80
242 神奈川県管内郡役所史料について 石倉光男 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 3 2001.3 p81～93
243 ロシア国立海軍文書館の歴史と所蔵史料(研究(集)会・シンポジウム報告 ロシア所在日本関係

史料をめぐるシンポジウム)
М.Е.Ма
льви
нска
я(他・訳)

東京大学史料編纂所研究紀要 [ISSN:09172416] (東京大学史料編纂所) 11 2001.3 p106～117

244 利用者の立場からロシアの文書館のあり方を語る(研究(集)会・シンポジウム報告 ロシア所在日
本関係史料をめぐるシンポジウム)

保田孝一 東京大学史料編纂所研究紀要 [ISSN:09172416] (東京大学史料編纂所) 11 2001.3 p125～139

245 ロシア国立海軍文書館所蔵1860～61年長崎関係史料について(研究(集)会・シンポジウム報告
ロシア所在日本関係史料をめぐるシンポジウム)

宮地正人 東京大学史料編纂所研究紀要 [ISSN:09172416] (東京大学史料編纂所) 11 2001.3 p140～151

246 インドネシア国立文書館所蔵オランダ時代史料について――日本関係文書を中心に 松井洋子 東京大学史料編纂所研究紀要 [ISSN:09172416] (東京大学史料編纂所) 11 2001.3 p1～19
247 文書館等関係寄贈図書一覧(2000年3月から2001年2月まで受入分) 福島県歴史資料館研究紀要 [ISSN:03877663] (福島県歴史資料館 福島県文化センタ-) 23

2001.3 p79～84
248 特集 〔埼玉県立〕文書館の30年(Part2)独立、そして新館の時代 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 14 2001.3 p1～119
249 吉本富男元館長オ-ラル・ヒストリ-(2)文書館発展のころ(特集 〔埼玉県立〕文書館の30年(Part2)

独立、そして新館の時代)
文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 14 2001.3 p3～11

250 文書館沿革資料(2)(特集 〔埼玉県立〕文書館の30年(Part2)独立、そして新館の時代) 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 14 2001.3 p12～101
251 年表(2)1975.1-2000.3(特集 〔埼玉県立〕文書館の30年(Part2)独立、そして新館の時代) 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 14 2001.3 p102～109
252 上野国における平安時代の神社行政 川原秀夫 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 16 2001.2 p1～22
253 島村蚕種業者による栃木県延島新田進出と蚕室経営 宮崎俊弥 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 16 2001.2 p23～47
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254 史料 大日本帝国憲法下における群馬県衆議院議員選挙録(1) 小暮隆志 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 16 2001.2 p49～131
255 広島県における小作料統制令の運用実態 坂根嘉弘 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 24 2001.1 p1～45
256 資料紹介 「永浜家文書仮目録」について 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 24 2001.1 p46～74
257 資料紹介 橋本秀夫氏旧蔵資料目録 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 24 2001.1 p75～80
258 歴史研究と歴史文書館制度――フランス現代経済史研究の現場から(平成12年度講演会(平成

12年5月19日))
権上康男 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会関東部会) 50 2001.1 p1～8
259 松本市文書館の視察研修と長野県史料協の設立について(第117回月例研究会参加記(平成12

年8月4日))
浜野一重 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会関東部会) 50 2001.1 p9～11
260 三島通庸と道路開削写真展について――「栃木県下諸景撮影」を中心にして 篠崎学美 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 4 2000 p1～63
261 〔栃木〕県公文書にみる戦中の行啓・御成 丸茂博 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 4 2000 p64～103
262 中世の下野国安蘇郡天命について 江田郁夫 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 4 2000 p104～118
263 栃木町善野佐次兵衛家文書について 小貫隆久 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 4 2000 p119～134
264 大津郡捕鯨紛議(5)――明治9年、川尻捕鯨組の分裂 戸島昭 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 27 2000 p1～22
265 明治・大正・昭和初期刊行の山口県全図 河村克典 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 27 2000 p23～38
266 諸山周防永興寺の住職・住僧資料 百田昌夫 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 27 2000 p39～54
267 大内氏家臣安富氏の関係史料について(1) 和田秀作 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 27 2000 p55～84
268 「山口県史料」未収録「二十八冊御書付」記事目録 山崎一郎 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 27 2000 p85～96
269 明治期山口県庁における文書保存規程 伊藤一晴 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 27 2000 p97～112
270 北欧公文書館巡り(都市情報学に関する論説) 稲葉千晴 都市情報学研究 [ISSN:13421654] (名城大学 名城大学都市情報学部) 5 2000 p170～173
271 戦前期における大阪市の住宅政策と住民生活 佐賀朝 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 12 2000 p3～22
272 大阪市立市民病院の移り変わり 木村正樹 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 12 2000 p23～44
273 大阪市立婦人会館の沿革 落合和子 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 12 2000 p45～68
274 消防局コンピュ-タ指令システムの沿革について 太田信 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 12 2000 p69～82
275 大阪市における交通料金の沿革と料金制度の課題について 新川広樹 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 12 2000 p83～104
276 大阪市区役所の組織の変遷(2)明治から終戦まで 末田直 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 12 2000 p105～127
277 〔大阪市立〕公文書館における「ポスタ-」の収集と保存 山崎信和 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 12 2000 p129～134
278 特別展示報告 「大阪市の社会事業」展――近代社会事業の幕開け〔含 講演会要旨〕 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 12 2000 p135～144
279 近世文書体系論試案(1)近世文書の基本原理に基づく柱書文言の法則性 小沢賢二 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 17 2000 p1～50
280 群馬県内における「字誌」編纂の動向 田中康雄 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 17 2000 p51～70
281 入会林野をめぐる諸問題――南木山下戻関係資料の紹介 横尾勝美 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 17 2000 p71～94
282 明治25年 町村役場巡視表(8)邑楽郡 群馬県文

書館行政
文書課

双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 17 2000 p95～128

283 翻刻『源氏物語古註』(35)わかな下(その2)(山口県文書館蔵 右田毛利家伝来細川幽斎自筆本) 熊本守雄 山口県立大学国際文化学部紀要 [ISSN:13427148] (山口県立大学 山口県立大学国際文化学
部) 6 2000 p13～31

284 文書館事情 ル-ル地域図書館財団について 白川耕一 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 46 2000 p63～67
285 文献目録3題――地方史文献年鑑・文書館文献目録・日本宗教史研究文献目録 岩田博 文献探索 (文献探索研究会) 2000 2000 p73～81
286 史料紹介「中院家古文書」(国立公文書館内閣文庫所蔵)中の土御門家領関係文書 金井静香 鹿大史学 [ISSN:04511913] (鹿児島大学文理学部史学地理学教室) 48 2000 p27～36
287 歴史の焦点 東京都板橋区公文書館(日本史の研究(191)) 三浦喜代 歴史と地理 [ISSN:13435957] (山川出版社) 540 2000.12 p61～68
288 国立公文書館から――恩給原書のことなど 菅野弘夫 恩給 [ISSN:09128050] (恩給研究会(総務庁恩給局内) 大蔵省印刷局) 237 2000.11 p16～22
289 行政機関情報公開制度と国立公文書館制度 早川和宏 成城法学 [ISSN:03865711] (成城大学法学会) 63 2000.11 p115～147
290 『孔子家語』補注稿(2) 尼子昭彦 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 33 2000.11 p3～23
291 『寺務方諸廻請』紙背文書抄(下) 八嶌幸子 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 33 2000.11 p24～53,図巻頭1p
292 石敢当攷――わが国における現状と史料に基づく由来の検討 小玉正任 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 33 2000.11 p54～71,図巻頭1p
293 『内閣文庫漢籍分類目録』補訂稿(8) 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 33 2000.11 p72～129
294 「諸雑公文書」整理の中間報告 中野目徹;

山田英明
北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 33 2000.11 p130～135

295 「内閣文庫」関係公文書について 大賀妙子 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 33 2000.11 p136～149
296 庚辰余録 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 33 2000.11 p150～158,図巻頭1p
297 「古書・古文書に見る歴史上の人物展」報告 内閣文庫 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 33 2000.11 p159～161,図巻頭1p
298 随想 民事判決原本は国立公文書館へ 林屋礼二 ジュリスト [ISSN:04480791] (有斐閣) 1188 2000.11.1 p48
299 民事判決原本は国立公文書館へ(随想) 林屋礼二 ジュリスト [ISSN:04480791] 1188 2000.11.1 p48
300 平将門の王権――その「国家」構想の特質について 高島英之 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 15 2000.10.12 p1～19
301 三新法期における郡政運営について――群馬県を事例として 神山知徳 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 15 2000.10.12 p21～43
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302 史料 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(9) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 15 2000.10.12 p45～136
303 国立公文書館所蔵公文書等保存状況等調査について 国立公文

書館公文
アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p1～27

304 「昭和10年各省庁使用事務用紙」分析調査報告 宍倉佐敏 アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p28～39
305 複写機の歴史とコピ-の保存性について 田辺征夫 アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p40～45
306 公文書の保存を考える(4)媒体変換(3)保存について 金沢勇二 アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p46～50
307 第12回都道府県・政令指定都市公文書館長会議報告 国立公文

書館公文
アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p51～53

308 米国における連邦機関記録の処分について――『Disposition of Federal Records』の紹介 遠藤廉 アーカイブズ (国立公文書館) 4 2000.9 p54～77
309 批評と紹介 ブリジット・マリノ&大河原知樹編『ダマスクス歴史文書館所蔵オスマン時代法廷台帳 三浦徹 東洋学報 [ISSN:03869067] (東洋文庫) 82(2) 2000.9 p306～299
310 北海道立文書館の史料について 福井卓治 郵便史研究 (郵便史研究会) 10 2000.9 p31～37
311 沖縄県公文書館における保存環境管理 大湾ゆかり ネットワ-ク資料保存 [ISSN:09159266] (日本図書館協会 日本図書館協会・資料保存委員会) 61

2000.9 p4～5
312 埼玉県立文書館「地図センタ-」の紹介(特集 図書館・博物館の地図) 笠原健司 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 20(1) 2000.6 p16～19
313 出張報告 ポ-ランド・ワルシャワにおける公文書館訪問について 富塚一彦 外交史料館報 [ISSN:09160558] (外務省外交史料館) 14 2000.6 p94～98
314 ケ-ス・スタデイ 松本市文書館における資料のマイクロ化と公開 小松芳郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(5) 2000.5 p10～13
315 情報公開時代における地方自治体の文書管理と史料保存の課題 高野修 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 40 2000.3 p17～26
316 アジアのア-キビスト教育:最近の状況 安藤正人 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 40 2000.3 p27～34
317 文書館所在情報の状況調査 田中康雄 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 40 2000.3 p35～41
318 エ-ジェンシ-の組織・運営原理――イギリス国立公文書館を題材として(諸外国公務員制度の展 高橋滋 公務研究 (良書普及会) 2(2) 2000.3 p1～21
319 歴史的・文化的価値のある文書の評価・選別 大日向孝 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 2 2000.3 p1～12
320 日付日記解題――宝暦～寛政期における日付の職務 辻まゆみ 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 2 2000.3 p13～30
321 目録整備の現状と課題 須田正子 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 2 2000.3 p31～36
322 東京都公文書館所蔵「博覧会」関係史料 須合宏道 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 2 2000.3 p37～100
323 もうひとつの麹町区役所文書 畑中佳子 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 2 2000.3 p101～108
324 東京都公文書館受贈 都内自治体刊行歴史関係文献目録(抄) 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 2 2000.3 p111～118
325 大間々町立文書館(仮称)の施設と構想 佐藤健 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会関東部会) 48 2000.3 p1～3
326 文書館等の資料くん蒸をめぐる諸問題について 竜野直樹 和歌山県立文書館紀要 (和歌山県立文書館 和歌山県) 5 2000.3 p92～62
327 公文書の歴史と手続き・機能・効力――律令制時代を中心として 立花秀浩 和歌山県立文書館紀要 (和歌山県立文書館 和歌山県) 5 2000.3 p1～22
328 弁慶の説話的構造 中瀬喜陽 和歌山県立文書館紀要 (和歌山県立文書館 和歌山県) 5 2000.3 p23～52
329 展示業務の紹介 和歌山県立文書館紀要 (和歌山県立文書館 和歌山県) 5 2000.3 p53～61
330 記録史料調査論の現段階 高橋実 作新学院大学紀要 [ISSN:09171800] (作新学院大学 作新学院大学経営学部) 10 2000.3 p163
331 カナダの国立公文書館と地形図類(特集 カナダの地図) 金沢敬 地図情報 [ISSN:02863111] (地図情報センタ-) 19(4) 2000.3 p8～11
332 蝦夷地、北蝦夷地について――蝦夷地観をめぐって 田端宏 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 15 2000.3 p1～34
333 開拓使の組織と職員(2)勅任官・奏任官の経歴(3) 山田博司 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 15 2000.3 p108～36
334 断章――エステラジ-の謎 一八九六まで 横山謙一 国学院法政論叢 [ISSN:03889602] (国学院大学大学院) 21 2000.3 p1～31
335 幕藩制後期秋田藩における一上級武士の動静――渋江和光日記断章 渡部紘一 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 6 2000.3 p1～22
336 秋田県公文書館における地域史料の調査と収集 佐藤隆 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 6 2000.3 p23～42
337 改正教育令期の秋田県小学校試験規則(2)不正の発生と試験規則の問題点 柴田知彰 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 6 2000.3 p43～60
338 史料紹介 「元禄家伝文書」に関する一考察 加藤昌宏 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 6 2000.3 p61～76
339 報告 公文書書庫収蔵資料の保存対策とその課題について 菅原亜希 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 6 2000.3 p77～90
340 全史料協全国大会(新潟大会)特集 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 7 2000.3 p1～95
341 大会をふり返って(全史料協全国大会(新潟大会)特集) 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 7 2000.3 p1～40
342 続 新潟からの提唱――全史料協新潟大会の残照(全史料協全国大会(新潟大会)特集――大会

をふり返って)
岡崎久次
郎

新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 7 2000.3 p1～21

343 全史料協新潟大会テ-マ研究会の設定経緯(記録)(全史料協全国大会(新潟大会)特集――大会
をふり返って)

山本幸俊 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 7 2000.3 p22～29

344 史料認識の再検証――全史料協全国大会全体報告補遺(全史料協全国大会(新潟大会)特集―
―大会をふり返って)

本井晴信 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 7 2000.3 p30～40

345 大会テ-マ研究会全体会報告 地域と歩む史料保存活動――越佐歴史資料調査会の活動を中心
に(全史料協全国大会(新潟大会)特集)

長谷川伸 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 7 2000.3 p41～66

346 大会テ-マ研究会分科会報告 佐渡における区有文書の保存と活用(全史料協全国大会(新潟大
会)特集)

佐藤利夫 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 7 2000.3 p67～93
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347 文書館等関係寄贈図書一覧(1999年3月から2000年2月まで受入分) 福島県歴史資料館研究紀要 [ISSN:03877663] (福島県歴史資料館 福島県文化センタ-) 22
2000.3 p87～92

348 特集 文書館の30年(Part1)〔埼玉〕県立図書館文書課及び文書部の時代 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 13 2000.3 p1～95
349 構成と概要(特集 文書館の30年(Part1)〔埼玉〕県立図書館文書課及び文書部の時代) 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 13 2000.3 p2～5
350 吉本富男元館長オ-ラル・ヒストリ-(1)文書館創造のころ(特集 文書館の30年(Part1)〔埼玉〕県立

図書館文書課及び文書部の時代)
吉本富男 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 13 2000.3 p6～23

351 森末義彰氏文書館落成記念講演原稿 史料保存の現状と将来(特集 文書館の30年(Part1)〔埼
玉〕県立図書館文書課及び文書部の時代)

森末義彰 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 13 2000.3 p24～30

352 文書館沿革資料(1)(特集 文書館の30年(Part1)〔埼玉〕県立図書館文書課及び文書部の時代) 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 13 2000.3 p31～91
353 年表(1)1948.6～1975.3(特集 文書館の30年(Part1)〔埼玉〕県立図書館文書課及び文書部の時 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 13 2000.3 p92～94
354 紹介文献(1)(特集 文書館の30年(Part1)〔埼玉〕県立図書館文書課及び文書部の時代) 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 13 2000.3 p95
355 近世初期上武幕領における伊奈氏の年貢徴収政策とその後の変遷(2) 小沢正弘 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 13 2000.3 p150～97
356 国立公文書館からみた公文書等のライフサイクル 幕田兼治 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p1～5
357 国立公文書館法の一部改正について 酒井勤 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p6～10
358 公文書館学の課題と今後の展望 堀内謙一 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p11～12
359 公文書の保存を考える(2)媒体変換(1)マイクロフィルム 金沢勇二 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p13～17
360 第34回国際公文書館会議円卓会議等及び第4回国際公文書館会議東アジア地域支部総会等報 玄羽昭 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p18～26
361 第4回国際公文書館会議東アジア地域支部総会における講演の紹介 アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p27～61
362 基調講演 Making Choices and Assigning Values: Marco-Appraisal in a Shared Accountability

Framework for Government Record-Keeping(第4回国際公文書館会議東アジア地域支部総会に
おける講演の紹介)

RichardBro
wn

アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p27～46

363 特別講演 The Long Term Preservation of the Authenticity of Electronic Records(第4回国際公
文書館会議東アジア地域支部総会における講演の紹介)

LucianaDur
anti

アーカイブズ (国立公文書館) 2 2000.2 p47～61

364 『三国三社権現縁起』研究序論――土佐光芳画の縁起絵巻をめぐって 大島由紀 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 14 2000.2.18 p1～22
365 酒井忠清の申渡状について 福田千鶴 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 14 2000.2.18 p23～47
366 史料 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(8) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 14 2000.2.18 p49～131
367 デジタルア-カイブを理解するための日本の公文書館及びア-カイブ関連資料(特集 デジタルア-

カイブの最前線)
京都デジタ
ルア-カイ
ブ推進機構

New media (ニュ-メディア) 18(1) 2000.1 p30～32

368 デジタルアーカイブの魅力と可能性(対談)(特集・デジタルアーカイブの最前線) 月尾嘉男;
武邑光裕

ニューメディア 196 2000.1 p27～29

369 デジタルアーカイブを理解するための日本の公文書館及びアーカイブ関連資料(特集・デジタル
アーカイブの最前線)

京都デジタ
ルアーカイ
ブ推進機構
【編】

ニューメディア 196 2000.1 p30～32

370 関東取締出役の道案内について 川田純之 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 3 1999 p1～14
371 中世下野鍋山衆の成立と終焉 江田郁夫 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 3 1999 p15～27
372 坂入源左衛門の「事績考」作成と史料調査 小貫隆久 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 3 1999 p28～39
373 栃木県における公文書の整理と移管 丸茂博 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 3 1999 p40～60
374 中世都市宇都宮について 江田郁夫 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 3 1999 p61～72
375 「明治八年安芸矢野村山林畑地図」の考察 東皓伝 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 22 1999 p1～38
376 神仏分離令から教院制へ――明治初期の法令からみた政教関係の一側面 熊田重邦 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 22 1999 p39～68
377 占領下の翻訳絵本と教育――広島図書について 森本和子 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 22 1999 p69～93,〔含 図〕
378 一村限明細絵図地下図の図様と全体構成 山田稔 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 26 1999 p1～36
379 山口県近代市町村役場文書の所在状況――地方行政文書の評価・選別を考えるために 戸島昭 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 26 1999 p37～56
380 大内義弘菩提寺香積寺の住僧――十刹列位と対外的役割に触れて 百田昌夫 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 26 1999 p57～72
381 周防長門両国「国絵図」関係史料 河村克典 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 26 1999 p73～88
382 第1回文書館ウィ-ク実施報告 伊藤一晴 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 26 1999 p89～99
383 〔大阪市公文書館〕開設10周年記念号 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 11 1999 p1～150
384 都市交通事業の経営形態――関一の市営事業論を中心として 伊勢田穆 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 11 1999 p9～23
385 大阪市のまちづくりと区画整理 高東宏 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 11 1999 p25～50
386 大阪市における水道料金の沿革と料金制度の課題について 森本泰正;

鹿野雅人
大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 11 1999 p51～74

387 大阪港咲洲トンネルの建設 木山正明 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 11 1999 p75～96
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388 大阪市区役所の組織の変遷(1)市制施行まで 末田直 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 11 1999 p97～116
389 行政資料センタ-の拡充と有償刊行物の頒布について 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 11 1999 p117～121
390 [特別展示報告]「大阪の災害」展 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 11 1999 p122～138
391 公文書の管理・移管・評価選別について 安藤福平 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 5 1999 p1～34
392 諸統計の体系と統計関連資料の評価・選別について 数野文明 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 5 1999 p35～74
393 近世近代における尾道豪商の経営活動と文書 西向宏介 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 5 1999 p75～116
394 広島県立文書館における展示活動の課題 西向宏介 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 5 1999 p117～134
395 記述標準化の前提について――ISAD(G)と記録史料記述と目録 長沢洋 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 5 1999 p170～136
396 文書館における展示の意義――利用としての展示を考える 吉江剛 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 16 1999 p1～23
397 上野国吾妻郡植栗村の百姓代引継文書 鈴木一哉 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 16 1999 p25～58
398 群馬県立文書館マイクロ収集文書の概要(2) 新井幸弘 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 16 1999 p59～88
399 明治25年 町村役場巡視表(7)――利根北勢多郡・山田郡・新田郡 群馬県立

文書館行
政文書課

双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 16 1999 p89～122

400 アメリカ・ロシア・イスラエルの文書館事情――ユダヤ系文書館を中心に 高尾千津 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 45 1999 p80～86
401 トルコの文書館事情 粕谷元 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 45 1999 p87～92
402 広島平和記念都市建設法制定50周年記念特集号 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 23 1999 p1～95,図巻頭8p
403 広島平和記念都市建設法の成立過程とそれに関わる新聞報道内容についての考察(広島平和

記念都市建設法制定50周年記念特集号)
石丸紀興 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 23 1999 p1～39,図巻頭3p

404 広島計画を展開した意図・その後の丹下氏の活動(広島平和記念都市建設法制定50周年記念特 藤森照信 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 23 1999 p41～67,図巻頭5p
405 「広島平和記念都市建設法制定50周年記念イベント」について(広島平和記念都市建設法制定

50周年記念特集号)
広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 23 1999 p69～89

406 資料紹介 広島平和記念都市建設法関係資料(広島平和記念都市建設法制定50周年記念特集 広島市公文書館紀要 [ISSN:03866432] (広島市公文書館) 23 1999 p91～95
407 地域文化施設としての文書館 小森治夫 鹿児島県立短期大学地域研究所研究年報 [ISSN:02885883] (鹿児島県立短期大学地域研究所)

30 1999 p26～36
408 公文書館・博物館見学記(特集 度量衡――博物館見学) 熊井保 東京家政学院生活文化博物館年報 [ISSN:09183728] (東京家政学院生活文化博物館) 7・8

1999 p79～82
409 軍事史関係資料館探訪(24)米国国立第二公文書館 高橋久志 軍事史学 [ISSN:03868877] (軍事史学会 錦正社) 35(3) 1999.12 p122～124
410 国立公文書館つくば分館見学会参加記 鴨志田智

啓
ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資
料保存利用機関連絡協議会関東部会) 47 1999.12 p1～4

411 入間市博物館の文書館的機能導入の経緯 工藤宏 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資
料保存利用機関連絡協議会関東部会) 47 1999.12 p5～8

412 関東部会加盟機関最新デ-タ(No.1)開館30周年を迎えた埼玉県立文書館 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資
料保存利用機関連絡協議会関東部会) 47 1999.12 p11

413 法典調査会関係資料(国立公文書館所蔵資料)紹介(4完) 高橋良彰 法律時報 [ISSN:03873420] (日本評論社) 71(12) 1999.11 p85～88
414 国立公文書館法 法令解説資料総覧 [ISSN:03873617] (第一法規出版株式会社 第一法規出版) 214 1999.11 p17
415 米国立公文書館、マッカーサー記念館で発掘 GHQマル秘資料に「他殺・複数犯」説(追及 下山事

件米国編〔下〕)
週刊朝日 104(50) 1999.11.12 p136～139

416 法典調査会関係資料(国立公文書館所蔵資料)紹介(3) 高橋良彰 法律時報 [ISSN:03873420] (日本評論社) 71(11) 1999.10 p86～90
417 大阪市公文書館の収蔵資料と利用内容の概略 姉川宗夫 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 49(5) 1999.10 p128～134
418 「文書館員・ア-キビスト問題について」参加記 新井浩文 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 49(5) 1999.10 p135～137
419 日本歴史学協会主催シンポジウム「文書館員・ア-キビスト問題について」参加記 奥平晋 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 49(5) 1999.10 p138～140
420 古代坂東についての基礎的考察 前沢和之 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 13 1999.10 p1～21
421 上州における″大塩の乱″情報の流布について 田畑勉 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 13 1999.10 p23～48
422 本明院普寛と上州武尊開山――『武尊山開闢記』をもとに 中山郁 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 13 1999.10 p49～75
423 史料 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(7) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 13 1999.10 p77～126
424 『孔子家語』補注稿(1) 尼子昭彦 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 32 1999.10 p3～17
425 江戸幕府評定所の記録類について 大賀妙子 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 32 1999.10 p18～43
426 『内閣文庫漢籍分類目録』補訂稿(7) 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 32 1999.10 p44～75
427 『寺務方諸廻請』紙背文書抄(上) 八嶌幸子 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 32 1999.10 p76～100,図巻頭1p
428 己卯余録 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 32 1999.10 p103～113
429 PROと国立公文書館 佐藤貴美 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 32 1999.10 p1～9
430 法典調査会関係資料(国立公文書館所蔵資料)紹介(2) 高橋良彰 法律時報 [ISSN:03873420] (日本評論社) 71(10) 1999.9 p86～90
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431 歴史の焦点 長野県立歴史館――文書館・埋蔵文化財センタ- 歴史博物館の諸機能をもつ複合
館の試み

福島正樹 歴史と地理 [ISSN:13435957] (山川出版社) 527 1999.9 p50～57

432 《第4回記録史料の保存・修復に関する研究集会》 に参加して(特集 歴史研究と文化財) 相京真澄 法政史学 [ISSN:03868893] (法政大学史学会) 52 1999.9 p94～99
433 国立公文書館法の成立 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(9) 1999.9 p19～21
434 国立公文書館法の成立と今後の課題 亀谷博昭 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p2～4
435 情報公開法と文書管理 秦博之 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p5～8
436 独立行政法人制度と国立公文書館 佐藤貴美 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p9～13
437 公文書の保存を考える(1)複写の光源の影響 金沢勇二 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p14～17
438 立法の話題 民事判決原本の保存へ大きな前進――国立公文書館法の成立 法学セミナ- [ISSN:04393295] (日本評論社) 44(9) 1999.9 p121
439 立法の話題―民事判決原本の保存へ大きな前進(ロー・フォーラム) 法学セミナー [ISSN:04393295] 44(9) 1999.9 p121
440 法典調査会関係資料(国立公文書館所蔵史料)紹介(1) 高橋良彰 法律時報 [ISSN:03873420] (日本評論社) 71(9) 1999.8 p74～78
441 公文書館システムについて(特集 デジタル百科への期待) 横山伊徳 人文学と情報処理 [ISSN:09194428] (勉誠社) 23 1999.8 p46～52
442 日本の文書館運動から学ぶ韓国の課題――全史料協第24回全国大会(沖縄大会)報告会 伊藤然 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会関東部会) 46 1999.7 p1～4
443 メディア慨念から文書館情報システムを解読する(特集 日本史研究の情報化) 田窪直規 人文学と情報処理 [ISSN:09194428] (勉誠社) 22 1999.7 p58～63
444 国立公文書館法と情報公開法――判例タイムズ1000号に寄せて 倉田卓次 判例タイムズ [ISSN:04385896] (判例タイムズ社) 50(15) 1999.7.1 p4～13
445 歴史資料の情報公開はどうなる?――国立公文書館法案の問題点 情報公開 (情報公開法を求める市民運動) 80 1999.6 p3～5
446 国会の情報公開と欧米の議会文書館制度 山田敏之 調査と情報 (国立国会図書館調査及び立法考査局) 319 1999.6 p1～14
447 文書館のマイクロフィルム撮影事情 竜野直樹 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(6) 1999.6 p10～16
448 安藤正人『記録史料学と現代 ア-カイブズの科学をめざして』 佐藤賢一 科学史研究 第2期 [ISSN:00227692] (日本科学史学会) 38(210) 1999.6 p116～119
449 古文書めぐり 栃木県立文書館の収蔵文書 江田郁夫 古文書研究 [ISSN:03862429] (日本古文書学会) 49 1999.4 p105～115
450 板垣退助『民撰議員設立建白書』森鴎外の『結婚願』など29点展示―― 「公文書にみる歴史上

の人物展」 国立公文書館で
官界通信 (官界通信社) 2269 1999.4.16 p14～16

451 記録史料群の名称に関する一考察――都道府県立文書館の事例検討 吉田千絵 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 14 1999.3 p1～14
452 開拓使の組織と職員(2)――勅任官・奏任官の経歴(2) 山田博司 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 14 1999.3 p78～16
453 文書館活動と情報資源化の構想――古文書整理からの展開 大友一雄;

五島敏芳
史料館研究紀要 [ISSN:03869377] (文部省史料館) 30 1999.3 p414～358

454 開館5周年を迎えて 広瀬一郎 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 2 1999.3 p1～11
455 神奈川県立公文書館主催「古文書解読講座」の成果と課題 小松郁夫 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 2 1999.3 p12～22
456 現代公文書の評価・選別方法について――神奈川県立公文書館の実務から 石原一則 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 2 1999.3 p23～32
457 公文書館における評価と選別――原則的考えかた 樋口雄一 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 2 1999.3 p33～43
458 神奈川県立公文書館におけるマイクロフィルムによる文書保存について 鈴木利通 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 2 1999.3 p44～53
459 神奈川県足柄上地方の自由民権運動史料――山北町谷峨 武尾家文書を中心にして 石倉光男 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 2 1999.3 p54～67
460 黒船来航直後における一民間人の軍船建造案――相州大山 宮大工棟梁 手中明王太郎の発想 武井達夫 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 2 1999.3 p68～85
461 神奈川県立公文書館所蔵 毛利元就書状についての訂正と補足 田島光男 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 2 1999.3 p86～96
462 「渋江和光日記」小考 煙山英俊 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 5 1999.3 p1～16
463 秋田藩における境目方支配 加藤昌宏 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 5 1999.3 p17～34
464 改正教育令期の秋田県小学校試験規則 1 試験制度の再編と過渡期的問題点 柴田知彰 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 5 1999.3 p35～54
465 《史料紹介》古文書課所蔵の絵図史料について 佐藤隆 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 5 1999.3 p55～74
466 公文書書庫収蔵資料の複製本作成について 桜庭文雄 秋田県公文書館研究紀要 [ISSN:13411101] (秋田県公文書館) 5 1999.3 p75～92
467 中国国民革命とモスクワ 1924年～27年――ロシア公文書館史料を手がかりに 富田武 成蹊法学 [ISSN:03888827] (成蹊大学法学会) 49 1999.3 p357～401
468 明治期東京府における文書管理事務担当組織の変遷について 中元幸二 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 1 1999.3 p3～23
469 塚越芳太郎についての一考察――『東京市史稿』刊行までの軌跡〔含 塚越芳太郎年譜〕 松平康夫 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 1 1999.3 p24～56
470 東京都公文書館におけるレファレンス業務について――現状と課題 増田桂子 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 1 1999.3 p56～72
471 資料紹介 東京土地区画整理換地決定番地図について――東京建物(株)寄贈震災復興区画整

理図〔含 東京建物株式会社寄贈目録〕
田沢元久 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 1 1999.3 p73～91

472 東京都公文書館編さん刊行物の紹介『都史資料集成』第1巻――日清戦争と東京 畑中佳子 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 1 1999.3 p92～96
473 図書の諸相――蔵書目録の働き 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p3～21
474 江戸城多聞櫓文書「職制の部」解題 太田尚宏 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p22～38
475 『大乗院寺社雑事記』紙背文書内容細目(7) 八嶌幸子 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p39～94
476 第33回国際公文書館円卓会議報告 田口正志;

西山春夫;
玄羽昭

北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p95～107
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477 EAST1CA理事会・臨時総会セミナ-報告 高岡完治;
玄羽昭;幕
田兼治

北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p108～119

478 国立公文書館つくば分館の開館 つくば分館 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p122～127
479 戊寅余録 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p128～199
480 「北の丸」ニュ-ス(平成10年1月～12月) 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p201～204
481 公文書館関係外国文献受入目録(1998年1月～12月受入分) 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 31 1999.3 p1～4
482 文書館等関係寄贈図書一覧(1998年1月から1999年2月まで受入分) 福島県歴史資料館研究紀要 [ISSN:03877663] (福島県文化センタ-) 21 1999.3 p101～106
483 続・徳山毛利藩における伊能測量――山口県公文書館・徳山毛利文庫蔵「測量方御用意記」の

紹介
渡辺一郎;
伊藤栄子

地図 [ISSN:00094897] (日本国際地図学会) 37(1) 1999.3 p7～18

484 講演 公文書館と史料保存(第2回歴史学入門講座) 高野修 宮城歴史科学研究 [ISSN:03893227] (宮城歴史科学研究会) 47・48 1999.3 p1～20
485 第4回「記録史料の保存修復に関する研究集会」報告 鎌田和栄 ネットワ-ク資料保存 [ISSN:09159266] (日本図書館協会 日本図書館協会・資料保存委員会) 55

1999.3 p7
486 資料紹介 BOOK 『図書館、文書館における災害対策』(シリ-ズ本を残す(7))サリ-・ブキャナン著 竹内秀樹 ネットワ-ク資料保存 [ISSN:09159266] (日本図書館協会 日本図書館協会・資料保存委員会) 55

1999.3 p10
487 県史講座 明治期新潟県の政党運動 阿部恒久 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 6 1999.3 p1～20
488 佐渡地区史料所在調査の概要(上) 徳永和夫 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 6 1999.3 p21～33
489 新潟県立文書館の現状と課題――特に書庫スペ-スの問題と選別作業について 田中良盛 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 6 1999.3 p34～39
490 佐渡中世史の再検討――本間氏を中心に 田中聡 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 6 1999.3 p40～72
491 史料と教育シリ-ズ(6)江戸期における地元特産物の授業について――「産物見立取組」を利用し 佐々木尚 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 6 1999.3 p73～80
492 武田氏の西上野経略と甘利氏 黒田基樹 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 12 1999.2 p1～27
493 新井毫と良民党計画 丑木幸男 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 12 1999.2 p29～52
494 史料 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(6) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 12 1999.2 p53～154
495 米国国立公文書館と組織改革 仲本和彦 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 38 1999.1 p1～10
496 ア-カイブズのABC＜第3回＞文書館の基本と原則 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(1) 1999.1 p30～31
497 情報を残すということ――公文書館・図書館を例に(特集:情報のライフ) 益田宏明 マテリアルライフ [ISSN:09153594] (マテリアルライフ学会) 11(1) 1999.1 p21～24
498 歴史講座 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p1～77
499 中世の讃岐(2)郷と荘園(歴史講座) 田中健二 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p1～21
500 戦国期の讃岐(歴史講座) 橋詰茂 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p23～37
501 讃岐の食文化について――晴と褻の間の食(歴史講座) 秋山照子 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p39～52
502 近世の塩飽(歴史講座) 入江幸一 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p53～63
503 香川県人の北海道移住(歴史講座) 細川滋 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p65～77
504 高松藩の徴租法をめぐって――一名一結改めの特質 岡俊二 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p79～89
505 香川県史編さん史料とその公開 野中寛文 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p91～101
506 行政資料の収集・整理・利用の現状 喜田成彦 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p103～108
507 日柳燕石と木戸孝允 小山泰弘 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p109～116
508 外から文書館を見て 丸尾寛 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 2 1998 p117～119
509 山口県文書館蔵「朝鮮国之図」の内容とその系統本 河村克典 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p1～18
510 雲谷等顔・等益の慶長期の史料 吉積久年 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p19～48
511 「御国廻御行程記」とその異本について 山田稔 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p49～79
512 毛利家文庫・法令138「諸御書付」について 山崎一郎 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p81～99
513 徳山藩の地方支配一端――正月15日庄屋・町年寄への節飯儀式 小山良昌 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p101～110
514 「山口祇園御祭礼之覚」系統の諸本について 百田昌夫 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p111～134
515 文書館の役割(第23回全史料協香川大会での発表要旨) 小山良昌 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p135～146
516 館蔵「大内版妙法蓮華経板木」の文化財指定 吉積久年 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p147～160
517 文書館利用状況の推移と利用規程の改正 百田昌夫 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 25 1998 p161～170
518 公文書等の保存に向けて――情報公開と史料提供 水口政次 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 15 1998 p1～20
519 群馬県史編さん資料の引継と保存・活用 岡田昭二 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 15 1998 p21～40
520 明治25年 町村役場巡視表(6)吾妻郡 行政文書 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 15 1998 p41～85
521 文書館事情 アルザス・ロレ-ヌの文書館 西山暁義 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 44 1998 p97～103
522 文書館事情 ナミビア国立文書館について 永原陽子 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 44 1998 p104～110
523 大転換期の日雇労働者問題――大阪の事例を中心に 玉井金五 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 10 1998 p3～20
524 大阪市庁舎の変遷――中之島旧庁舎の誕生 平塚哲朗 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 10 1998 p21～60
525 新修大阪市史(本文編)の完成 藤本篤 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 10 1998 p61～74
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526 大阪市立大学学術情報総合センタ-の建設について 姉川宗夫 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 10 1998 p75～110
527 [ひとこと]文化遺産としての大坂城跡の保存と活用 渡辺武 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 10 1998 p112～113
528 [特別展示報告]「大阪の交通」展 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 10 1998 p114～131
529 『大阪市公文書館研究紀要』総目次(創刊号～第10号) 大阪市公文書館研究紀要 (大阪市公文書調査研究会 大阪市公文書館) 10 1998 p巻末1～4
530 フランスの文書館と日本関係史料――幕末維新期の軍事関係史料調査報告 保谷徹 東京大学史料編纂所研究紀要 [ISSN:09172416] (東京大学史料編纂所) 8 1998 p108～120,図

巻頭1p
531 上杉禅秀の乱と下野 江田郁夫 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 2 1998 p1～17
532 明治前期の栃木県庁文書とその保存 川田純之 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 2 1998 p18～42
533 資料紹介 北条文次郎家文書「如在書」(2) 小貫隆久 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 2 1998 p43～94
534 MadakarmavibbangaとKarmavibbangasutra(1)ネパ-ル国立古文書館所蔵のサンスクリット写本 辛嶋静志;

吹田隆道;
工藤順之

創価大学国際仏教学高等研究所年報 [ISSN:13438980] (創価大学国際仏教学高等研究所 創価
大学・国際仏教学高等研究所) 2 1998 p93～128

535 現在の史料を後世に残そう――公文書館の回顧と展望 所理喜夫 学術の動向 [ISSN:13423363] (日本学術協力財団) 3(12) 1998.12 p44～46
536 第11回国立国会図書館保存フォ-ラム報告――もしもの時に何で消す?――図書館・文書館にお

ける消火設備
国立国会図書館月報 [ISSN:00279153] (国立国会図書館) 453 1998.12 p24～27

537 文献紹介 博物館,古文書館,植物標本館所蔵品の窒素,アルゴン,2酸化炭素による害虫防除の比
較検討

山野勝次
(訳)

文化財の虫菌害 [ISSN:0389729X] (文化財虫害研究所) 36 1998.12 p9～18

538 科学運動通信 シンポジウム「文書館・ア-キビスト問題について」参加記 新井浩文 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 583 1998.11 p109～110
539 山口県文書館の萩城城郭侍屋敷古図 北野隆 山口県地方史研究 [ISSN:02891751] (山口県地方史学会) 80 1998.11 p43～46
540 生き返る記録――記録史料と文書館・Archives 下河辺宏 鵬友 (航空自衛隊幹部学校幹部会) 24(4) 1998.11 p97～104
541 漢籍善本紹介――内閣文庫(8) 国立公文

書館
新しい漢字漢文教育 [ISSN:13455885] (全国漢文教育学会) 27 1998.11 p5～8,110～111

542 古文書めぐり 柳川古文書館の収蔵史料 田淵義樹 古文書研究 [ISSN:03862429] (日本古文書学会) 48 1998.10 p111～117
543 保存・活用の現状――米沢市立上杉博物館,千葉県文書館,東京大学史料編纂所,国学院大学図

書館,彦根城博物館,京都府((特集)古文書・古記録の保存と活用)
文化庁月報 [ISSN:09169849] (文化庁) 361 1998.10 p12～19

544 司法資料問題と公文書館 松尾正人 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 48(5) 1998.10 p103～107
545 鎌倉武士団と板碑造立――上野国甘楽郡の場合 久保田順 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 11 1998.10 p1～21
546 幕府巡見使迎接における在地の馳走 今村和昭 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 11 1998.10 p23～49
547 史料 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(5) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 11 1998.10 p51～142
548 14 内閣文庫所蔵『東山古文書』小考―古本表紙裏から出てきた五山史料〈古代中世史料学研 今泉淑夫 古代中世史料学研究(吉川弘文館) 下巻 1998.10
549 グロ-バルスタンダ-ドと文書館 吉田千絵 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 37 1998.9 p34～38
550 沖縄県公文書館5ヶ年計画スタ-ト「USCAR」資料の収集事業 宮城剛助 びぶろす [ISSN:00062030] (国立国会図書館図書館協力部) 49(7) 1998.7 p150～153
551 「ライプチッヒ時代の軍事研修」補遺――ザクセン州立中央公文書館(Sachsisches

Hauptstaatsarchiv,Dresden)の資料から
武智秀夫 鴎外 [ISSN:02877880] (森鴎外記念会) 63 1998.7 p101～114

552 パソコン利用と史料学・記録史料管理学研究(特集 コンピュ-タと日本史研究) 安沢秀一 日本歴史 [ISSN:03869164] (日本歴史学会 吉川弘文館) 601 1998.6 p33～40
553 平成10年10月開館国立公文書館つくば分館 石堂達夫 びぶろす [ISSN:00062030] (国立国会図書館図書館協力部) 49(6) 1998.6 p17～20
554 山口県文書館蔵「朝鮮八道之図」の作成経緯 河村克典 山口県地方史研究 [ISSN:02891751] (山口県地方史学会) 79 1998.6 p1～7
555 ユニ-クなア-カイブズ――沖縄県公文書館 小玉正任 びぶろす [ISSN:00062030] (国立国会図書館図書館協力部) 49(5) 1998.5 p100～109
556 漢籍善本紹介――内閣文庫(7) 国立公文

書館
新しい漢字漢文教育 [ISSN:13455885] (全国漢文教育学会) 26 1998.5 p5～8,90～91

557 米国立公文書館とナチゴ-ルド資料騒動 山本武利 総合ジャ-ナリズム研究 [ISSN:0387334X] (東京社) 35(2) 1998.4 p45～51
558 高橋実著『文書館運動の周辺』安藤正人・青山英幸共編著『記録史料の管理と文書館』全国歴

史資料保存利用機関連絡協議会(全史科協)関東部会編『文書館学文献目録』
鈴江英一 古文書研究 [ISSN:03862429] (日本古文書学会) 47 1998.4 p132～135

559 デジタル記録は長期保存に耐えるか *Bsns.Wk. 3558 1998.4.20 p61～62 抄　録2000年の米国ではデータの半分から4分の3までがデ
ジタル記録となると見られている。つまり紙の上には残らないということである。ところが最近,デジタ
ル記録は磁場,酸化,湿気,材質の変化にかなり弱いことが判明した。日進月歩のハードやソフトの
急激な変化,データの転記がそれに輪をかける。米国政府はコダック,IBM,連邦文書館などの専門
家に依頼して対策を研究しているが,マイクロフィルムや紙を利用する以外名案はない。

560 箱館奉行運上会所文書における老中への書付について 青山英幸 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 13 1998.3 p1～39
561 開拓使の組織と職員―2―勅任官・奏任官の経歴 山田博司 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 13 1998.3 p40～88
562 文書館学(もんじょかんがく)における「arrangement」とはなにか――文書整理の重要な機能 柴田容子 資料館紀要 [ISSN:02884070] (京都府立総合資料館) 26 1998.3 p巻末1～21
563 昭和戦前期までの鉄道関係公文書について――運輸省所蔵公文書を中心として 河野敬一 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 30 1998.3 p3～21
564 江戸城多聞櫓文書「幕末軍事職制の部」 保垣孝幸 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 30 1998.3 p22～34
565 『大乗院寺社雑事記』紙背文書内容細目(6) 木藤久代 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 30 1998.3 p35～83
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566 第32回国際公文書館円卓会議報告 武田正志;
大賀妙子

北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 30 1998.3 p84～100

567 第4回EASTICA理事会及び第3回EASTICA総会報告 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 30 1998.3 p101～107
568 丁丑余録 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 30 1998.3 p108～151
569 「北の丸」総目次第1号～第30号(1973年11月～1998年3月) 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 30 1998.3 p158～164
570 報告 歴史意識の変容と文書館の制度――フランスの場合(シンポジウム 国民国家とア-カイヴ 立川孝一 史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p36～48
571 ロシアの図書館と文書館(ペテルブルクとキ-ロフ,1996年) 村知稔三 長崎大学教育学部教育科学研究報告 [ISSN:03882802] (長崎大学 長崎大学教育学部) 54

1998.3 p43～58
572 前田育徳会尊経閣文庫所蔵別符文書の紹介――「正応6年4月21日付関東下知状」について 武井尚 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 11 1998.3 p2～6,巻頭図1枚
573 小室家文書所収の中世文書――『工村々舎叢書』所収「内山氏古文書写」について 新井浩文 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 11 1998.3 p7～28
574 「府県史料」の性格・構成とその編纂作業 太田富康 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 11 1998.3 p29～68
575 文書館普及活動における二つの試み 白井哲哉 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 11 1998.3 p69～86
576 史料をみる眼――文書館実務雑感 原由美子 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 11 1998.3 p87～94
577 徳山毛利藩における伊能測量――山口県文書館・徳山毛利文庫館蔵「測量方御用意記」の紹介 渡辺一郎;

伊藤栄子
地図 [ISSN:00094897] (日本国際地図学会) 36(1) 1998.3 p12～26

578 長野県史編纂後における文書館機能を中心とした長野県立歴史館の役割(動向 史料保存利用 小平千文 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 48(1) 1998.2 p74～77
579 「上毛教界月報」と大正デモクラシ- 金井千広 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 10 1998.2 p1～19
580 史料 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(4) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 10 1998.2 p21～119
581 「群馬県史研究」分野別総目次 1号～35号(昭和50年3月～平成4年2月) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 10 1998.2 p121～136
582 「国際標準記録史料記述(一般原則)」適用の試み――行政文書の場合 森本祥子 史料館研究紀要 [ISSN:03869377] (文部省史料館) 29 1998.2 p430～402
583 文書館・史料館めぐり 宮内庁書陵部 中村一紀 日本歴史 [ISSN:03869164] (日本歴史学会 吉川弘文館) 596 1998.1 p115～116
584 米国国立公文書館の活動(編集テ-マ:情報公開と記録管理) 小川千代 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 36 1998.1 p2～7
585 第53回ギャザリング(例会)報告:「米国国立公文書館の活動とわが国の国立公文書館のビデオ上

映と紹介」参加記
林聖子 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 36 1998.1 p33～35

586 見学記:沖縄県公文書館 加藤修子 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 36 1998.1 p44～46
587 2 羊皮紙が伝えてくれること―ヴィエンヌ県立古文書館所蔵のふたつの資料より〈歴史を読む〉 熊岡直子 歴史を読む(東洋書林) 堀越孝一編著歴史論集 1998.1
588 電子時代の逆風に曝される科学技術専門出版社 *Economist 346(8052) 1998.1.24 p81～82 写 抄　録科学技術専門書の出版社は,マージンが

40%以上もある。価格も,米国図書館協会の調べだによると10年間で124%もの値上りだという。しか
し電子時代になって学者が文書館へEプリントを送ることが極めて容易になり,出版社の機能は権
威ある精査能力を残すのみとなった。だがこれも関係者がその気になりさえすればどうにでもなる。
出版社にとって鷹揚な時代はそろそろ終りにきているようだ。

589 広島藩における村方文書の管理規定とその実態 西村晃 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 4 1997 p1～20
590 商家文書における経営帳簿組織の復元と目録編成――備後尾道橋本家文書を事例として 西向宏介 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 4 1997 p21～55
591 現代記録の評価・選別と新聞記事――自治体文書館の視座から 松井輝昭 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 4 1997 p56～69
592 戦国大名毛利氏の尾道町支配と渋谷氏 松井輝昭 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 4 1997 p70～106
593 朝鮮漂着民との関連で作成された朝鮮図 河村克典 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 24 1997 p1～17
594 一村限明細絵図清図の図様と接合形態――接合シミュレ-ションを通して 山田稔 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 24 1997 p19～62
595 元禄～正徳期,徳山藩の経済統計 吉積久年 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 24 1997 p63～93
596 萩藩当職所における文書整理と記録作成 山崎一郎 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 24 1997 p95～129
597 宗祇「老葉」の諸伝本と石見出羽氏奥書本について 百田昌夫 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 24 1997 p131～150
598 第13回ICA北京大会参加記 吉積久年 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 24 1997 p151～160
599 明治天皇の御巡幸と民衆――明治9年,14年栃木県の場合 大町雅美 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 1 1997 p1～17
600 15世紀の下野長沼氏について 江田郁夫 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 1 1997 p18～33
601 下総結城氏と南河内地域の家臣 荒川善夫 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 1 1997 p34～53
602 下野中世の終焉――宇都宮国綱の動向を通して 新川武紀 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 1 1997 p54～83
603 徘徊する浪人の実態とその社会 川田純之 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 1 1997 p84～100
604 資料紹介 北条文次郎家文書「如在書」(未完) 小貫隆久 栃木県立文書館研究紀要 (栃木県立文書館) 1 1997 p101～164
605 『官報』に見る群馬県の文化財保護――文化財の国指定と解除 外山和夫 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 14 1997 p1～33
606 平成7年度古文書解読講習会及び学習団体の実態調査(概要) 群馬県立

文書館古
文書課

双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 14 1997 p34～52

607 明治25年町村役場巡視表(5)――碓氷郡 群馬県立
文書館行
政文書課

双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 14 1997 p53～113
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608 歴史講座 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p6～61
609 中世の讃岐――郡の変遷(歴史講座) 田中健二 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p6～23
610 中世の瀬戸内――海の時代,船・港・島(歴史講座) 橋詰茂 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p24～35
611 丸亀城について(歴史講座) 直井武久 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p36～44
612 讃岐の漁業史について(歴史講座) 千葉幸伸 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p46～54
613 近代讃岐の産業について(歴史講座) 細川滋 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p56～61
614 近世塩飽漁業の諸問題 浜近仁史 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p62～71
615 年貢筋頼母子について 小山泰弘 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p72～79
616 近世仏生山門前町についての一考察 丸尾寛 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p80～91
617 明治十年代の郡吏任用について 野中寛文 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p92～108
618 公文書・古文書管理検索システムについて 菅谷芳修 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p110～119
619 ＜史料紹介＞三野家文書――三野有造宛長尾雨山書簡 松本昭雄 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p120～133
620 ＜歴史随想＞史料探索こぼれ話 東原岩男 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p134～137
621 博物館と文書館における資料整理と展示活動について 久野雅司 東洋大学博物館学年報 [ISSN:13438077] (東洋大学 東洋大学教務部) 10 1997 p1～3
622 エジプト国立図書・古文書館に資料保存の技術援助協力者として派遣されて 小林輝男 東洋文庫書報 [ISSN:02885921] (東洋文庫) 29 1997 p46～49
623 歴史学への招待(18)フランスの文書館 平瀬徹也 史論 [ISSN:03864022] (東京女子大学 東京女子大学学会史学研究室) 50 1997 p49～58
624 情報公開・記録史料・公文書館 後藤仁 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p3～39
625 公文書収集システムの確立と課題 村杉泰雄 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p40～49
626 公文書選別事務の現状と課題 揖場徹夫 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p50～58
627 神奈川県立公文書館所蔵毛利元就書状について 付,徳川秀忠御内書二通 田島光男 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p59～74
628 旗本支配と村方文書 小松郁夫 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p75～81
629 幕末維新期における宿場の事件簿――東海道平塚宿・「手討」一件をめぐって 武井達夫 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p82～94
630 明治6年神奈川県庁の文書管理関係史料 石原一則 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p95～101
631 自由民権学習結社の会計簿の分析――湘南講学会(神奈川県大住・淘綾両郡内設置)について 石倉光男 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p102～111
632 資料 当館〔神奈川県立公文書館〕展示関係資料 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p113～161
633 公文書館の情報提供(5)――公文書館の業務 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 33(10) 1997.10 p18～25
634 公文書館における公文書の管理とア-キビスト 中村恵信 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 35 1997.10 p38～42
635 文献紹介 S.A.ホルム著,田窪直規監訳『博物館ドキュメンテ-ション入門』ICA記述基準特別委員

会編『国際標準記録史料記述:一般原則』
安沢秀一 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 35 1997.10 p76～79

636 上野国分寺文字瓦の再検討――多胡郡の郷名と氏族をめぐる二・三の問題 松田猛 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 9 1997.10 p1～21
637 「笛田武男日記」にみる山村住民の生業――昭和五十五年・利根村日向南郷 永島政彦 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 9 1997.10 p23～49
638 史料 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(3) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 9 1997.10 p51～138
639 地域史の研究と文書館――歴史史料の電子情報化に絡んで 渡辺英夫 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 8 1997.10 p106～117
640 ア-カイブズ・ネットワ-ク 小山市の文書館設立運動について 平田輝明 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 8 1997.10 p143～146
641 書評と紹介 安藤正人・青山英幸編著『記録史料の管理と文書館』合評会記録 大藤修;斎

藤潤;高橋
修(他)

記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 8 1997.10 p160～169

642 書評と紹介 高橋実著『文書館運動の周辺』『自治体史編纂と史料保存』 中村光夫 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 8 1997.10 p169～172
643 戦争と史料――マレ-シアの文書館を訪ねて 安藤正人 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 8 1997.10 p203～208
644 情報公開 記録史料マネジメント 公文書館(3完) 後藤仁 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 36(10) 1997.10 p15～18
645 5 ベトナム国立公文書館における保存の現状と課題〈保存環境を整える〉 グエン・

ティ・タム
保存環境を整える(日本図書館協会) 厳しい気候、各種災害から資料をいかに守るか 第7回資料
保存シンポジウム講演集 1997.10

646 公文書館の情報提供(4)公文書館のネットワ-ク 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 33(9) 1997.9 p26～30
647 古文書めぐり オランダ国立中央文書館 八百啓介 古文書研究 [ISSN:03862429] (日本古文書学会) 46 1997.9 p77～84
648 情報公開 記録史料マネジメント――公文書館―第2回― 後藤仁 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 36(9) 1997.9 p16～19
649 公文書館の情報提供(3)公文書館の原則―2―(30年原則と情報公開) 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 33(8) 1997.8 p27～34
650 情報公開 記録史料マネジメント 公文書館―1― 後藤仁 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 36(8) 1997.8 p15～18
651 39 内閣文庫本『新古今聞書』について〈和歌文学の伝統〉 青木賢豪 和歌文学の伝統(角川書店) 1997.8
652 特集/博物館・文書館の現在 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 567 1997.7 p1～48
653 差別・人権と近現代展示の射程(特集/博物館・文書館の現在) 朝治武 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 567 1997.7 p2～12
654 災害と人文・歴史系専門家の役割(特集/博物館・文書館の現在) 坂本勇 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 567 1997.7 p13～23
655 情報公開と文書館――官僚機構の諸問題との関連から(特集/博物館・文書館の現在) 黒滝哲哉 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 567 1997.7 p24～34
656 【歴史のひろば】フランスにおける文書館の利用と歴史研究(特集/博物館・文書館の現在) 堀越宏一 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 567 1997.7 p35～43
657 高野修著『地域文書館論』(特集/博物館・文書館の現在) 白井哲哉 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 567 1997.7 p44～48
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658 公文書館の情報提供(2)公文書館の原則(1) 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 33(7) 1997.7 p30～33
659 沖縄県公文書館――風土と建築(特集 今まちづくりに求められるもの――公共建築の担う役割

――事例紹介)
国場幸房 公共建築 [ISSN:03862232] (公共建築協会) 39(153) 1997.7 p50～51

660 公文書館の情報提供(1)公文書館法と公文書館制度 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 33(6) 1997.6 p9～16
661 安藤正人・青山英幸編著『記録史料の管理と文書館』 高野修 日本歴史 [ISSN:03869164] (日本歴史学会 吉川弘文館) 588 1997.5 p135～136
662 ア-キビスト問題――『公文書館における専門職員の養成機関の整備等に関する研究会報告書』

の紹介
地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 47(2) 1997.4 p72～90

663 古文書保存のための技術援助協力――エジプト国立図書・公文書館での技術指導 国立国会図書館月報 [ISSN:00279153] (国立国会図書館) 433 1997.4 p11～17
664 エジプト国立図書・公文書館に派遣されて――資料保存の技術協力者として(古文書保存のため

の技術援助協力――エジプト国立図書・公文書館での技術指導)
小林輝男 国立国会図書館月報 [ISSN:00279153] (国立国会図書館) 433 1997.4 p12～15

665 わが国のア-キビストの養成計画:国立公文書館の構想とその問題点 高山正也 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 33 1997.4 p1～8
666 公文書館における公文書の管理とア-キビスト(記録管理学会1997年大会予稿集) 中村恵信 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 33 1997.4 p35～38
667 図書館と文書館とのはざまで:奈良図書館郷土資料室の事例(記録管理学会1997年大会予稿集) 山上豊 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 33 1997.4 p47～49
668 記録管理教育と専門職養成:文書館学教育の立場から(記録管理学会1997年大会予稿集――パ

ネルディスカッション「記録管理学教育と専門職養成」)
安沢秀一 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 33 1997.4 p59～63

669 東部ドイツの文書館 篠塚敏生 熊本学園大学論集「総合科学」 [ISSN:13410210] (熊本学園大学総合科学研究会) 3(2) 1997.4
p227～245

670 湧別屯田兵の土地拡大――国有未開地処分法完結文書の利用から 鶴原美恵 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 12 1997.3 p1～42
671 国際標準記録史料記述等による箱館奉行文書作成の実験について 青山英幸 北海道立文書館研究紀要 [ISSN:09122575] (北海道立文書館) 12 1997.3 p84～44
672 国際標準記録史料記述(一般原則)適用の試み――諸家文書の場合 森本祥子 史料館研究紀要 [ISSN:03869377] (文部省史料館) 28 1997.3 p229～274
673 古文書めぐり 和歌山県立文書館の収集史料 竜野直樹 古文書研究 [ISSN:03862429] (日本古文書学会) 44・45 1997.3 p139～145
674 江戸城多聞櫓文書「給与の部」解題 渡辺純子 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 29 1997.3 p3～16
675 『大乗院寺社雑事記』紙背文書抄(5) 佐藤進一;

笠松宏至;
永村真

北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 29 1997.3 p17～50

676 『大乗院寺社雑事記』紙背文書内容細目(5) 木藤久代 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 29 1997.3 p51～84
677 第13回国際公文書館大会及びEASTICA理事会報告 稲橋一正;

高塩純子;
玄羽昭

北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 29 1997.3 p85～105

678 丙子余録 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 29 1997.3 p106～141
679 地誌調出役の現地調査行程 白井哲哉 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 10 1997.3 p3～12
680 収蔵地図の社会科学習における利用についての一考察――三郷市に関する地図を中心にして 河田重三 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 10 1997.3 p13～24
681 「府県史料」編輯期における記録と編輯の職制――秋田・埼玉両県の比較レポ-ト 太田富康 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 10 1997.3 p25～46
682 明治前期埼玉の外国人に関する史料について――埼玉県外事関係行政文書を中心に 芳賀明子 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 10 1997.3 p47～103
683 史料と歴史叙述――利用のあり方をめぐって 三好昭一 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 1 1997.3 p1～8
684 地方文書館の使命と課題――地域に根ざした文書館像を求めて 大和武生 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 1 1997.3 p9～16
685 棟付改への抵抗――東端山政所助左衛門 宮本和宏 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 1 1997.3 p17～25
686 絵図資料の保存と利用――徳島県立文書館の場合 立石恵嗣 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 1 1997.3 p27～35
687 徳島県立文書館のデ-タベ-スシステム 金原祐樹 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 1 1997.3 p37～44
688 歴史講演会記録 蜂須賀重喜の改革――主君「押込」の慣行をめぐって 笠谷和比 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 1 1997.3 p45～63
689 文書館・史料館めぐり 大阪府立中之島図書館 平野翠 日本歴史 [ISSN:03869164] (日本歴史学会 吉川弘文館) 585 1997.2 p104～105
690 「第3回記録史料の保存・修復に関する研究集会」参加記(動向 史料保存利用,自治体史編纂,遺

跡保存運動,博物館問題)
和田実 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 47(1) 1997.2 p79～80

691 萩原進先生を偲ぶ〔含 略歴〕 近藤義雄 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 8 1997.2 p1～6,肖像巻頭1枚
692 室町期東上野における佐野一族の活動――桐生氏との関わりについて 須藤聡 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 8 1997.2 p7～25
693 非政党主義の史的考察――1890-1924年の群馬県勢多郡の政治情況 手島仁 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 8 1997.2 p27～60
694 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(2) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 8 1997.2 p61～144
695 教養講座―10完―文書館を知ろう―6―日本の文書館の将来像(下) 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 36(2) 1997.2 p19～23
696 記録史料学と史料論について 保坂裕興 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 561 1997.1 p2～9
697 特集 海外の記録管理:第13回国際文書館大会によせて レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 32 1997.1 p3～22
698 第13回ICA大会in北京(特集 海外の記録管理:第13回国際文書館大会によせて) 小川千代 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 32 1997.1 p3～8
699 ICA北京大会に参加して(特集 海外の記録管理:第13回国際文書館大会によせて) 水口政次 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 32 1997.1 p9～12
700 西安,上海の〔トウ〕案館事情(特集 海外の記録管理:第13回国際文書館大会によせて) 並河みつえ レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 32 1997.1 p13～18
701 西蔵自治区〔トウ〕案館を訪れて(特集 海外の記録管理:第13回国際文書館大会によせて) 高野修 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 32 1997.1 p19～22
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702 教養講座―9―文書館を知ろう―6―日本の文書館の将来像(上) 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 36(1) 1997.1 p23～26
703 災害に対処する史料保存――史料保存機関における災害対策 伊藤然 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 13 1996 p1～20
704 江戸時代刀剣関係諸規定と館蔵刀剣資料紹介(2) 駒形義夫 双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 13 1996 p21～60
705 明治25年 町村役場巡視表(4)――北甘楽郡 群馬県立

文書館行
政文書課

双文 [ISSN:0910058X] (群馬県立文書館) 13 1996 p61～115

706 「樺太」のソ連邦領土編入に関する資料――サハリン州公文書館の調査から 矢野牧夫;
小田島和
平;西村巌

北海道開拓記念館研究紀要 [ISSN:13412795] (北海道開拓記念館) 24 1996 p85～102

707 米国の文書館事情 油井大三 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 42 1996 p66～72
708 イタリアの文書館事情 北村暁夫 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 42 1996 p73～77
709 (文書館・史料館めぐり)早稲田大学図書館特別資料室 藤原秀之 日本歴史 [ISSN:03869164] (日本歴史学会 吉川弘文館) 583 1996.12 p95～96
710 中心都市と公文書館 鵜川馨 比較都市史研究 [ISSN:02871637] (比較都市史研究会) 15(2) 1996.12 p58～60
711 文書館・三井文庫の位置と課題 大谷明史 三井文庫論叢 [ISSN:03898261] (三井文庫) 30 1996.12 p15～44
712 教養講座―8―文書館を知ろう――災害と記録保存(下) 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(12) 1996.12 p21～25
713 「上野国交替実録帳」にみる国と郡――郡官舎の管理を通して 前沢和之 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 7 1996.11 p1～12
714 武田氏の白井城攻略と長尾憲景の動向 飯森康広 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 7 1996.11 p13～25
715 厩橋北条氏の存在形態 栗原修 ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 7 1996.11 p27～43
716 上野国緑埜郡三波川村御廻状写帳(1) ぐんま史料研究 [ISSN:13403362] (群馬県立文書館) 7 1996.11 p45～120
717 教養講座―7―文書館を知ろう――災害と記録保存(上) 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(11) 1996.11 p18～20
718 文書館・史料館めぐり 宇治市歴史資料館 岡井毅芳 日本歴史 [ISSN:03869164] (日本歴史学会 吉川弘文館) 581 1996.10 p104～105
719 特集/市町村文書館の創造 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p1～49
720 特集にあたって(特集/市町村文書館の創造) 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p1～3
721 地域文書館の創造に向けて――特に市町村文書館創造への展望(特集/市町村文書館の創造) 佐藤勝巳 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p4～14
722 基礎的自治体における公文書館設立のための序論(特集/市町村文書館の創造) 堀内謙一 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p15～24
723 北谷町現用文書の流れより(特集/市町村文書館の創造) 渡口善明 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p25～39
724 入間市博物館の文書館的機能導入の経緯,その現状と課題(特集/市町村文書館の創造) 工藤宏 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p40～49
725 情報化時代の文書館 MichaelG.C

ook
記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p50～60

726 高野修著『地域文書館論』 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p91～93
727 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会災害対策小委員会「文書館の災害対策の手引き(初 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 7 1996.10 p123～130
728 教養講座―6―文書館を知ろう―4―ア-キビスト=文書館の専門家の養成制度(下) 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(10) 1996.10 p20～24
729 沖縄県公文書館――国建エ-・ア-ル・ジ-共同企業体 新建築 (新建築社) 71(10) 1996.9 p222～228
730 風土と建築(沖縄県公文書館――国建エ-・ア-ル・ジ-共同企業体) 国場幸房 新建築 (新建築社) 71(10) 1996.9 p227
731 文書館を知ろう 4 ア-キビスト=文書館の専門家の養成制度(上) 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(9) 1996.9 p27～29
732 教養講座―4―文書館を知ろう(3)文書館と記録管理 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(8) 1996.8 p18～22
733 文書館・史料館めぐり――金沢市立玉川図書館近世史料閲覧室 宇佐美孝 日本歴史 [ISSN:03869164] (日本歴史学会 吉川弘文館) 578 1996.7 p99～100
734 我が国と諸外国の公文書館 高塩純子 びぶろす [ISSN:00062030] (国立国会図書館 国立国会図書館図書館協力部) 47(7) 1996.7

p147～153
735 シリ-ズ・ア-カイブズの世界(その5)史料保存施設のあるべき姿勢とは バンク-バ-市立文書館の 高野修 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 30 1996.7 p32～34
736 1 将軍吉宗と史料保存〈史料保存シンポジウム記録集〉 原島陽一 史料保存シンポジウム記録集(群馬県立文書館) 地域社会と史料保存 公文書等の保存と地域の

連携を求めて 1996.7
737 2 埼史協の活動と八潮市立資料館〈史料保存シンポジウム記録集〉 遠藤忠 史料保存シンポジウム記録集(群馬県立文書館) 地域社会と史料保存 公文書等の保存と地域の

連携を求めて 1996.7
738 3 新史料協の成立と活動〈史料保存シンポジウム記録集〉 南憲一 史料保存シンポジウム記録集(群馬県立文書館) 地域社会と史料保存 公文書等の保存と地域の

連携を求めて 1996.7
739 4 小山市立博物館における史料保存活動―地域文書館の設立に向かって〈史料保存シンポジウ

ム記録集〉
平田輝明 史料保存シンポジウム記録集(群馬県立文書館) 地域社会と史料保存 公文書等の保存と地域の

連携を求めて 1996.7
740 5 市史編さん事業と資料保存に向けて〈史料保存シンポジウム記録集〉 関恒雄 史料保存シンポジウム記録集(群馬県立文書館) 地域社会と史料保存 公文書等の保存と地域の

連携を求めて 1996.7
741 文書館専門職問題の現況とその課題 松尾正人 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 46(3) 1996.6 p98～100
742 文書館における史料保存活動――新潟県の場合 山本幸俊 歴史と地理 (山川出版社) 490 1996.6 p57～64
743 教養講座―3― 文書館を知ろう―2― 30年原則を考える(下) 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(7) 1996.6 p13～16
744 宝暦期,徳山藩三祭市と芝居興行 吉積久年 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 23 1996.3 p1～34

43 / 119 ページ



アーカイブズ関連文献リスト（その2） 2003年2月14日現在

745 萩藩当職所における文書の保存と管理 山崎一郎 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 23 1996.3 p35～64
746 藩制後期,山口町の衰微と振興策 小山良昌 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 23 1996.3 p65～86
747 史料紹介 新収文書「三坂圭治文庫」――郷土史研究資料,「吉敷服部家文書」――漢学から洋 平瀬直樹 山口県文書館研究紀要 [ISSN:02869047] (山口県文書館) 23 1996.3 p87～97
748 史料の保存と活用――図書館・博物館そして文書館 栗山欣也 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 9 1996.3 p2～16
749 行政文書の劣化状態調査について――起案用紙の劣化を中心に 新井浩文 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 9 1996.3 p17～35
750 文書館所蔵の「荒川堤外地調査平面図」について 河田重三 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 9 1996.3 p36～46
751 近世史料に見るいま使われていない語彙と表記法の事例 長谷川宏 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 9 1996.3 p47～71
752 埼玉県関係古文書旧郡村名等目録(目録刊行分) 文書館紀要 [ISSN:09116648] (埼玉県立文書館) 9 1996.3 p1～9
753 終戦の詔書成立過程 石渡隆之 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 28 1996.3 p3～20
754 大正・昭和戦前期における鉄道敷設申請却下について――国立公文書館蔵「鉄道省文書」にみ

る地方鉄道建設の動向
河野敬一 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 28 1996.3 p21～54

755 『大乗院寺社雑事記』紙背文書抄(4) 佐藤進一;
笠松宏至;
永村真

北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 28 1996.3 p55～88

756 『大乗院寺社雑事記』紙背文書内容細目(4) 木藤久代 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 28 1996.3 p89～128
757 第31回国際公文書館円卓会議報告 高塩純子;

長沢孝三
北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 28 1996.3 p129～153

758 中国第一歴史档案館創立70周年記念式典参加報告 稲橋一正;
氏家幹人

北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 28 1996.3 p154～160

759 国際公文書館会議・東アジア地域支部(EASTICA)第2回総会について 稲橋一正;
坂井忠

北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 28 1996.3 p161～174

760 乙亥余録 長沢孝三 北の丸 [ISSN:02865750] (国立公文書館) 28 1996.3 p174～192
761 シンポジウム「ア-キビスト(文書館専門職)問題を考える」参加報告(動向 ア-キビスト問題) 青木直己 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 46(1) 1996.2 p89～91
762 オ-ストリア抵抗史料研究所(DOW)――収集・編纂・研究(文書館事情) 小沢弘明 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 41 1995 p57～65
763 ポ-ランドの文書館について 安井教浩 現代史研究 [ISSN:03868869] (現代史研究会) 41 1995 p67～71
764 新潟県立文書館の収蔵文書 山本幸俊 古文書研究 [ISSN:03862429] (日本古文書学会) 41・42 1995.12 p171～177
765 「文書館運動と地域史研究・運動」覚書 大石学 名城大学人文紀要 [ISSN:02878224] (名城大学一般教育人文研究会) 31(1) 1995.12 p15～20
766 モトローラ・エレクトロニクス博物館を訪ねて―米国の企業博物館・文書館の一例 高橋雄造 電子 35(10) 1995.10 p13～17
767 貴重な写真は米国国立公文書館に眠っていた(戦後50年 米軍が撮った昭和20年の東京) AERA [ISSN:09148833] 8(38) 1995.8.28 p38
768 初期商務印書館の源流――美華書館,修文書館,岸田吟香,金港堂(特集市場経済における出版

と出版教育――第4回日中出版教育交流会議――日本側報告)
稲岡勝 出版教育研究所所報 (日本エディタ-スク-ル出版教育研究所 日本エディタ-スク-ル出版部) 7

1995.7 p34～40
769 「記録史料の保存と修復――文書・書籍を未来に遺す」「記録資料の保存・修復に関する研究集

会」実行委員会編(図書館員の本棚)
久芳正和 図書館雑誌 [ISSN:03854000] (日本図書館協会) 89(6) 1995.6 p472

770 秋田県公文書館設立の経緯 (特集・博物館の現場から) 須藤健吉 日本史学集録 第18号 つくば 筑波大学日本史談話会 1995.5 p57～63 B5 ISSN:0913-7203
771 〈研究動向〉フィンランド・ソ連関係史(1944‐48)セミナー(1994年3月21日‐25日,於 フィンランド国

立公文書館)
渡辺克義 北欧史研究 第12号 小平 バルトスカンディナヴィア研究会 1995.5 p94～102 B5 ISSN:0286-6331

772 記録史料の保存・修復に関する研究集会参加記(動向 文化財保存問題) 石井里佳 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 45(2) 1995.4 p71～74
773 ランカシャ紡績企業7社の生誕から消滅まで――ロンドン公文書館所蔵の資料を利用して 米川伸一 商学研究 [ISSN:05831075] (一橋大学一橋学会) 35 1995.3 p47～115
774 ロシア国内各文書館所蔵中国関係史料 Alexander

M.Grigoriy
ev;川島真

中国研究月報 [ISSN:09104348] (中国研究所) 565 1995.3 p23～31

775 北欧の文書館と文書館専門職――1992年訪問調査概要報告 安藤正人 史料館研究紀要 [ISSN:03869377] (文部省史料館) 26 1995.3 p410～350
776 浦運上銀の取立にみる徳山藩諸町の衰微について 小山良昌 山口県文書館研究紀要 第22号 山口県文書館 1995.3 p1～29 A5 ISSN:0286-9047
777 明暦の買い物―十七世紀半ばの物流 吉積久年 山口県文書館研究紀要 第22号 山口県文書館 1995.3 p31～56 A5 ISSN:0286-9047
778 昭和大戦時山口県下の陸海軍部隊 (史料紹介) 戸島昭 山口県文書館研究紀要 第22号 山口県文書館 1995.3 p57～68 A5 ISSN:0286-9047
779 旧長州藩士・出羽家文書および内藤家文書 (史料紹介) 平瀬直樹 山口県文書館研究紀要 第22号 山口県文書館 1995.3 p69～81 A5 ISSN:0286-9047

※この文献リストは、日外アソシエーツ提供の「MAGAZINEPLUS」にて、「文書館」「記録史料」のいずれかをキーワードとする文献のうち、1995年以降のものを検索した結果をもとに作成したもの。刊行年の新しい順に
配列した。
（作成者：坂口貴弘）
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No. 標題 著者名 誌名等
1 ローレンス・リバモア国立研究所の画期的なスパコン開発(米) *Wall Str.J. 239(98) 2002.5.20 pB4 表図 抄　録Lawrence Livermore National Laboratory

は,BlueArc社の超高速記憶ハードを標準的なコンポーネントと繋いで,次世代のスーパーコン
ピュータを開発している。この強力マシンの大きな特徴は,大量の情報を効率的に記憶・検索する
ファイリング・データシステムLustreにあり,兵器開発や映画製作で威力を発揮するといわれてい
る。同研究所では,それぞれにPentium 4プロセッサを2個搭載した700のコンピューティング・エレメ
ントで構成されるシステムを外注しており,BlueArc社はその1社としてそれぞれが24のディスクドライ
ブを持つ64の高速データ記憶システムを提供している。

2 アンケ-トに見る『電子納品』最前線――ASP/ファイリングDB(電子納品(3)1年目迎える「電子納
品」――その課題と今後)

橋梁&都市project [ISSN:13447084] (〈科学書刊株式会社〉 橋梁編纂委員会) 38(4) 2002.4 p40
～43

3 ケ-ス・スタディ 広域水道事業におけるリスクマネジメントシステム構築――完成工事図面のデジ
タルファイリングの実際

芦沢博明 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 41(2) 2002.2 p12～15

4 分類する意味について(2色刷り)(家族みんなで生活科学―本・雑誌を分類して活用する) 石田武久 婦人之友 96(2) 2002.2 p80～81
5 実例・300冊の本棚/処分するときはきっぱりと/10年分のレシビを月別に分類(家族みんなで生活

科学―本・雑誌を分類して活用する)
婦人之友 96(2) 2002.2 p82～87

6 クボタ農業水利施設管理システム(Waters-agri)(農村領域特集) 長坂富雄;
長田健一;
鳥越剛

Kubota technical report [ISSN:09168249] (クボタ クボタ技術企画室) 37 2002.1 p67～72

7 学校と大学のパ-トナ-シップに基づく教育実践研究――知的障害養護学校・学習指導案の電子
ファイリングシステムの構築及びWeb公開

前田宏治;
八幡ゆかり;
高原光恵
(他)

鳴門教育大学学校教育実践センタ-紀要 [ISSN:13459414] (鳴門教育大学学校教育実践センタ-
) 16 2001 p41～50

8 TCP/IPネットワ-クを用いた大規模電子ファイリングシステム 森真一;上
原孝悌

ソフトピアジャパン共同研究報告書 [ISSN:1344879X] (ソフトピアジャパン) 5 2001 p5-1～15,別1
枚

9 日精協情報システムと精情研センタ-の役割(特集 精神科医療とIT) 高橋正和 日本精神病院協会雑誌 [ISSN:02860244] (日本精神病院協会) 20(9) 2001 p57～65
10 透過型および走査型電子顕微鏡観察における微生物試料作製法の検討と画像のデ-タベ-ス化

(第2報)ウイルス類について
西村公志;
大石功

大阪府立公衆衛生研究所研究報告 [ISSN:13432923] (大阪府立公衆衛生研究所) 39 2001 p89
～99

11 Venture 内視鏡画像ファイリングシステムの現状と今後 楠岡敦志 細胞 [ISSN:13467557] (ニュ-サイエンス社 ニュ-・サイエンス社) 33(10) 2001.9 p381～383
12 応用ソフトウエア編 専用ソフトでスクラップから本格的なファイリングへ(特集 取り込んで捨てる

実践 電子スクラップ)
日経パソコン [ISSN:02879506] (日経BP社) 387 2001.6.11 p110～113

13 内視鏡ファイリングシステムと電子カルテとの連携(特集2 内視鏡Up Date) 堤幹宏;伊
藤透;堀有
行(他)

映像情報medical [ISSN:13461354] (〈産業開発機構株式会社〉 産業開発機構) 33(5) 2001.5
p506～509

14 第50回日本病院学会推薦演題 市販アプリケ-ションを利用した腹部超音波画像ファイリングシス
テムの構築

和歌山博;
阿部宏也;
和歌山直
美(他)

日本病院会雑誌 [ISSN:03859363] (日本病院会) 48(3) 2001.3 p411～416

15 情報公開とファイリングシステム 福留芳文 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 112(1) 2001.1 p96～101
16 ファイリング機能によるナレッジマネジメントの指向 亀垣大佳 JETI [ISSN:02894343] (ジェティ) 49(1) 2001.1 p144～146
17 内視鏡デジタル動画ファイリングシステム(2000年情報学シンポジウム――ネットワ-ク型情報メ

ディアの活用と情報を活かす新技術――セッション2:ネットワ-クの活用)
永田宏;石
川ベンジャ
ミン光一;鈴
木光輝(他)

情報学シンポジウム講演論文集 (日本学術会議 〔日本学術会議〕) 2000 2000 p31～39

18 Separate-Filing System for Each Individual Result in Web Examination 丹羽俊文 東北大学医療技術短期大学部紀要 [ISSN:09174435] (東北大学医療技術短期大学部) 9(2)
2000 p153～160

19 電子写真デ-タファイリングシステム 産経新聞
大阪本社

新聞技術 [ISSN:09148388] (日本新聞協会) 44(4) 2000 p110～114

20 透過型および走査型電子顕微鏡観察における微生物試料作製法の検討と画像のデ-タベ-ス化
(第1報)細菌類について

西村公志;
大石功

大阪府立公衆衛生研究所研究報告 [ISSN:13432923] (大阪府立公衆衛生研究所) 38 2000 p73
～82
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21 DNA arrayを用いた高感度な遺伝子発現ブロファイリング技術の開発(第18回バイオテクノロジ-シ
ンポジウム予稿集――ポスタ-セッッションの部――ゲノムインフォマティクス技術)

工業技術
院生命工
学工業技
術研究所
生体情報

バイオテクノロジ-シンポジウム予稿集 (バイオテクノロジ-開発技術研究組合) 18 2000.9.28 p128
～131

22 画像ファイリングソフトウェア「PC-Archive1.2」(特集 デジタルア-カイビング最新動向) 三好勝也 映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 32(17) 2000.9.1 p55～60
23 業界 ″転機″予報 この企業に聞く(5)日本ファイリング保管は物流の原点だ! 高橋映治 流通ネットワ-キング [ISSN:13435566] (日工テクノリサ-チ 日工・テクノリサ-チ) 138 2000.8 p52～
24 電子カルテと眼科臨床教育 綾木雅彦;

亀田俊忠
医学教育 [ISSN:03869644] (日本医学教育学会) 31(4) 2000.8 p261～264

25 高機能ファイリングソフト「PaperPort DELUXE PRO」(特集 オフィス・流通業務を効率化するシス
テム・アプリケ-ション製品特集――シゴトに活かすデジタルイメ-ジ情報)

オムロンソ
フトウェア

情報端末 [ISSN:13445928] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 2(5) 2000.5 p24～26

26 当院〔国立がんセンタ-中央病院〕における超音波画像ファイリングおよびレポ-ティングシステム
(特集 超音波と内視鏡における最新動向)

水口安則;
篠田アキ
子;安藤秋
子(他)

映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 32(10) 2000.5.15 p527～
532

27 私の文書整理――ファイリング基準表を利用して(特集 「仲間の実践」ここが知りたい) 小林和枝 学校事務 (学校出版) 51(4) 2000.4 p16～24
28 ナレッジマネジメント支援システム「e-Filing Master(イ-ファイリングマスタ-)」(情報端末ソリュ-ショ

ン最前線)
東芝 情報端末 [ISSN:13445928] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 2(2) 2000.2 p57～60

29 ゼロ・ハリの携帯電脳通信〔17〕こんな「モバイル電子ファイリング」PCコンパニオンが欲しかっ
た!(Mobile ASCII〔19〕)

ゼロ・ハリ ASCII [ISSN:03865428] 24(1) 2000.1 p348～349

30 電子カルテ時代に向けて――オ-ダリングシステム,画像ファイリングシステム導入について(第37
回全国自治体病院学会管理分科会の記録)

小野成樹;
曲淵達雄;
武村福子
(他)

事務管理の研究 [ISSN:09158499] (全国自治体病院協議会 全国自治体病院協議会事務長部
会) 30 1999 p82～84

31 デンマ-クの電子記録政策(2) 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 35(12) 1999.12 p8～14
32 ファイリングソフトを仕事で活用する――高性能ファイリングソフト PAPER PORT DELUXE

PRO(特集1 デジカメをシゴトで使う――画像情報を活かす業務アプリケ-ション)
オリンパス
販売

情報端末 [ISSN:13445928] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 1(10) 1999.12 p2～5

33 オフィスの整理&情報活用はこれでOK!――オフィス点検隊「ファイリング」 月刊総務 (総合経営管理協会) 37(11) 1999.11 p77～86
34 使える情報システム〈画像ファイリングシステム〉デジタル化で写真の保管場所を大幅節約――

山名眼科病院(福岡県中間市)
日経ヘルスケア [ISSN:09154191] (日経BP社) 121 1999.11 p108～110

35 自治体に学ぶ,紙文書の適正管理(3)「情報活用システム型」ファイリングシステム――埼玉県浦
和市を事例として

広田伝一
郎

行政&ADP (行政情報システム研究所) 35(10) 1999.10 p56～65

36 店舗出店、改装の煩雑な管理作業を軽減する「Cocon(ココン)ファイリングシステム」のコスト削減 激流 [ISSN:03850722] (国際商業出版株式会社 国際商業出版) 24(9) 1999.9 p89～92
37 画像ファイリングソフトPAPERPORT DELUXE――PAPERPORT DELUXEによるイメ-ジデ-タの整

理と活用及びその応用例
本間雅哉 画像ラボ [ISSN:09156755] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 10(8) 1999.8 p54～59

38 活用の幅を広げる画像ソフト――画像ファイリングソフト「GazouShell」(特集1 デジタルカメラ新時
代)

角島秀輝;
蝦名信英

情報端末 [ISSN:13445928] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 1(6) 1999.8 p20～23

39 松戸市における固定資産税の新たなファイリングシステム――ただ今,事務改善実施中 田中稔 税 [ISSN:09134824] (ぎょうせい) 54(7) 1999.7 p263～271
40 Profiling(11)討論会「ブロファイリング」の現状と展望(上) 田村雅幸;

岩美広一;
横井幸久
(他)

警察公論 (立花書房) 54(6) 1999.6 p63～70

41 運転免許台帳ファイリングシステムと方面ネットワ-ク(特集 運転免許手続きにおける国民負担の 高橋貞夫 月刊交通 [ISSN:03857956] (警察庁交通局 東京法令出版) 30(4) 1999.4 p31～39
42 運転免許台帳ファイリングシステムと展望(特集 運転免許手続きにおける国民負担の軽減) 安本公雄 月刊交通 [ISSN:03857956] (警察庁交通局 東京法令出版) 30(4) 1999.4 p40～51
43 ファイリングシステム(創造型オフィスをめざして) 中堀清 しろあり [ISSN:03889491] (日本しろあり対策協会) 116 1999.4 p37～41
44 美唄市における既存の什器及びパソコンを使ったファイリングシステムの導入 中茎英俊 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(4) 1999.4 p10～16
45 特集 対談:内視鏡診断・最近の話題――内視鏡装置と、画像ファイリング装置の進歩 片山修;森

久保寛
映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 31(8) 1999.4.15 p420～
435

46 「日本ファイリング大量脱酸プラント見学会」参加記 小圷のり子 ネットワ-ク資料保存 [ISSN:09159266] (日本図書館協会 日本図書館協会・資料保存委員会) 55
1999.3 p8

47 MailDigest99 キヤノン販売―ファイリングに便利なメール段組み印刷ソフト(New Products INTERNET MAGAZINE 50 1999.3 p247
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48 特別企画座談会(第2回)レコ-ドマネジメントにおけるディジタルファイリングとマイクログラフィック
スの将来について考える

広岡毅;村
岡洋一;高
橋通彦(他)

月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(2) 1999.2 p16～22

49 中央モニタリングシステムとファイリング(特集 ベッドサイドモニタ-――ベッドサイドモニタリングの
進歩)

横田順一
朗(他)

救急医学 [ISSN:03858162] (へるす出版) 23(2) 1999.2 p229～236

50 特別企画 座談会 第1回「レコ-ドマネジメントにおけるディジタルファイリングとマイクログラフィック
スの将来について考える」

広岡毅;村
岡洋一;高
橋通彦(他)

月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(1) 1999.1 p11～18

51 情報に関する資格と専門職(2)「ト-タル・ファイリングシステム」の推進スタッフを養成する――ファ
イリング・デザイナ-と電子化ファイリング能力検定

壷阪竜哉 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 48(7) 1998.7 p414～417

52 インタ-ネット上の情報ファイリングシステム 岩本元;柿
本俊博

電気学会論文誌 C 電子・情報・システム部門誌 [ISSN:03854221] (電気学会) 118(7/8) 1998.7
p1203～1210

53 DICOM規格による超音波画像の通信・ファイリングシステムの現状(特集 超音波診断の最前線) 秋山昌範 映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 30(8) 1998.4.15 p490～
54 意外と簡単にできる電子ファイリング法(厳選史上最強のビジネス・アイテム―いま話題のデジカ

メからアイデア事務用品まで)
下島朗 THE21 [ISSN:09109811] 特別増刊 1998.4.1(情報の集め方活かし方) p101～103

55 パ-ソナルコンピュ-タで構築するクライアント/サ-バ-型マルチファイリングシステム
NSXPRES300Xの開発(エレクトロニクス・情報通信事業特集)

下村修;伊
勢田昌洋

新日鉄技報 [ISSN:09167609] (新日本製鉄株式会社 新日本製鉄) 366 1998.3 p58～64

56 話題の製品と技術 マルチメディアファイリングソフト――デ-タ形式やメディアを意識せずに一元
管理「ナビ!デ～太」V1.5

荻野秀雄 画像ラボ [ISSN:09156755] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 9(2) 1998.2 p53～58

57 デスクワ-ク指南書(2)ファイリング・システムについて(下) 喜入勇 人事院月報 [ISSN:04464893] (人事院管理局 大蔵省印刷局) 51(1) 1998.1 p32～33
58 講演録 ト-タル・ファイリングシステムのすすめ(文書&電子情報管理)――紙と電子媒体を使い分 壷阪竜哉 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 35 1997.10 p66～68
59 インタビュ- 白石武彦氏に聞く(日本ファイリング(株)常務取締役営業本部長)――保管システムを

変革する水平式パレット流動棚
自動化技術 [ISSN:02878461] (工業調査会) 29(10) 1997.10 p1～3

60 文書画像ファイリングのための帳票識別 浅野三恵 画像ラボ [ISSN:09156755] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 8(8) 1997.8 p46～49
61 鹿児島県立図書館における郷土新聞の収集と保存――原紙保存と郷土関係新聞記事(切り抜き

資料)の光ファイリングシステム(特集:図書館資料を問う―3―新聞)
山口まゆみ 現代の図書館 [ISSN:00166332] (日本図書館協会) 35(2) 1997.6 p83～88

62 WWWを利用した画像ファイリングシステム(特集 医療画像情報システム――発展のキ-ポイント) 中野善久;
魚川亨資;
黒川弘晶
(他)

映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 29(12) 1997.6.15 p709～
712

63 平成8年度のファイリングの状況 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 578 1997.5 p68～71
64 第49回ギャザリング報告ト-タルファイリング賞受賞企業「株式会社ファンケル」の研究・見学会 尾上宏 レコ-ド・マネジメント [ISSN:09154787] (記録管理学会) 33 1997.4 p93～97
65 小規模から大規模までカバ-するファイリングシステム(複合ドキュメント管理) 佐藤実(他) 東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 52(4) 1997.4 p51～
66 エアロフィルムのデジタル化及びファイリング 加々美剛 測量調査技術 (日本測量調査技術協会) 66 1997.1 p7～16
67 住金物産 ファイリングシステムの徹底で机の共用が可能に(個人専用のデスクを撤廃――フリ-

アドレスオフィスの試み――"価値"を生み出すオフィスとは)
人事マネジメント (ア-バンプロデュ-ス) 6(11) 1996.11 p70～74

68 「超」ファイリング・システム(PRODUCTS SHOWCASE) ASCII [ISSN:03865428] 20(11) 1996.11 p356～357
69 DICOM3.0を利用したX線CT画像のファイリング,三次元画像作成,およびレポ-ティングシステムの

構築とその使用経験
伊藤久雄;
武田賢;前
沢裕道(他)

映像情報 [ISSN:0389214X] (産業開発機構株式会社 産業開発機構) 28(22) 1996.11.15 p1341
～1343

70 人事労務 OA化進展で注目高まるフリ-アドレス制――ファイリング対策と機能的配置で効率化
図る3社の事例――清水建設技術研究所/チトセ/住金物産

労政時報 [ISSN:13425250] (労務行政研究所) 3278 1996.11.1 p43～52

71 平成8年度第1四半期(4月～6月)のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 569 1996.8 p57～59
72 ケ-ス・スタディ 製造部品作業票のマイクロフィルム化によるファイリングシステムと信頼性の確

立――日本飛行機(株)横浜製作所における考え方とその活用
月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(8) 1996.8 p10～14

73 平成7年度の東証のファイリングの状況 山崎克也 旬刊商事法務 [ISSN:02891107] (商事法務研究会) 1424 1996.6.5 p25～29
74 平成7年度のファイリングの状況 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 566 1996.5 p91～94
75 高精細画像ファイリングシステムの土地情報管理への利用 赤松幸生;

瀬戸島政
測量 [ISSN:02857790] (日本測量協会) 46(4) 1996.4 p32～38

76 検索とキーワード(システム化のコツ〔25〕) 岡崎宏行 行政とADP 31(12) 1995.12 p68～71
77 ファイリングのコツ(システム化のコツ〔24〕) 岡崎宏行 行政とADP 31(11) 1995.11 p70～73
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78 机の中の書類をスッキリ整理する知的ファイリング術 野口靖夫
(ビジネス評
論家)

オールセールス 361 1995.9 p62～65

79 医用画像の電子ファイリングシステムの現状と将来(医用画像技術の動向技術解説特集) 大山永昭 画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 24(4) 1995.8 p358～364
80 平成7年6月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 557 1995.8 p75～77
81 書類・資料のすっきりファイリングに便利な手法&ツール 池田宏(コク

ヨ・株・ファ
イルマーケ
ティング部
大阪コンサ
ルティング

企業実務 457 1995.8 p84～87

82 ファイリング機能付脳波計EE3000(新しい医療機器＜特集＞) 藤重隆一;
石井昭浩

NEC技報 [ISSN:02854139] (NECクリエイティブ) 48(7) 1995.7 p14～18

83 平成7年5月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 556 1995.7 p118～122
84 OA時代の文書管理のあり方〔21・最終回〕 野口輝文

(NTファイリ
ング研究

行政とADP 31(7) 1995.7 p70～72

85 電子ファイリング装置を活用したペ-パ-レスシステム――大量の文書,帳票デ-タの効率的な運用
と管理(金融機関におけるクライアントサ-バコンピュ-ティングの進展＜特集＞)

光岡悦夫
(他)

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 77(6) 1995.6 p423～426

86 平成7年4月のファイリングの状況 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 555 1995.6 p64～67
87 平成7年3月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 554 1995.5 p56～63
88 OA時代の文書管理のあり方〔20〕 野口輝文

(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 31(5) 1995.5 p60～63

89 平成7年2月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 553 1995.4 p59～64
90 小企業で便利な文書の受・発信と整理・保管の超「簡単」マニュアル―受・発信文書の管理のポ

イント/郵便物の種類と料金/文書の整理とファイリングの仕方(特集 文書の作成・管理マニュア
企業実務 452 1995.4 臨増 p34～40

91 OA時代の文書管理のあり方〔19〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 31(4) 1995.4 p62～65

92 日本ガイシ―オフィスワーク合理化に本格的取り組み(中部特集・中部・明日へ翔く―愛知・三 経済界 30(8) 1995.4.11 p128
93 平成7年1月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 552 1995.3 p25～40
94 OA時代の文書管理のあり方〔18〕 野口輝文

(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 31(3) 1995.3 p66～70

95 平成6年12月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 551 1995.2 p56～62
96 捨てることから始めよう――ファイリングシステムにおける廃棄の考え方・進め方(ザ・廃棄＜特集 松尾佳文 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 45(2) 1995.2 p68～73
97 OA時代の文書管理のあり方〔17〕 野口輝文

(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 31(2) 1995.2 p60～62

98 平成6年11月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 550 1995.1 p65～68
99 OA時代の文書管理のあり方〔16〕 野口輝文

(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 31(1) 1995.1 p48～51

100 ファイリング―15完―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(12) 1994.12 p54～59
101 平成6年10月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 549 1994.12 p44～51
102 平成6年9月のファイリングの状況 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 548 1994.11 p55～61
103 平成6年8月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 547 1994.10 p24～30
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104 省エネなど22項目の基準示す―推進協議会「ニューオフィスミニマム」―一般執務スペース/リフ
レッシュメント/光・照明機器/騒音対策/空気・空調/床OA機器対策/家具/ファシリティ・マネジメ
ント/社会・福祉と環境/環境保全/ファイリング(特集資料)(特集・生産性向上めざすニューオフィ

総合資料M&L 168 1994.10.15 p13～25

105 平成6年7月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 546 1994.9 p64～71
106 旭テック―事務量30%削減を目指し事務効率化推進委員会を設置,各部門が職制の下で自主活

動を展開(ケーススタディ)(実例特集 管理・間接部門の生産性向上運動―ホワイトカラーの大胆
な業務改革も基本は地道な取り組みから〔下〕)

ニュー人事システム 4(9) 1994.9 p52～58

107 雪印乳業―ファイリングから情報管理の思想まで包含した「レコードマネジメントシステム」で省ス
ペースと事務効率の向上を図る(ケーススタディ)(実例特集 管理・間接部門の生産性向上運動―
ホワイトカラーの大胆な業務改革も基本は地道な取り組みから〔下〕)

ニュー人事システム 4(9) 1994.9 p59～64

108 SYSOUT電子ファイリングシステム(OSUF)(金融アプリケーションソフトの紹介) 日立製作 金融情報システム 144 1994.9 p106～108
109 平成6年6月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 545 1994.8 p98～103
110 JR西日本―官から民への移行に伴い事務の簡素化・効率化を推進,仕事の質を高める運動とし

て継続的に取り組む(ケーススタディ)(実例特集 管理・間接部門の生産性向上運動―ホワイトカ
ラーの大胆な業務改革も基本は地道な取り組みから〔上〕)

ニュー人事システム 4(8) 1994.8 p46～61

111 平成6年5月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 544 1994.7 p18～23
112 私だけの情報整理法―自己完結できる修正・野口式5ブロック制ファイリング(女性のための"超"

整理法)
猪口邦子
(上智大学
教授)

マリ・クレール 13(7) 1994.7 p211

113 平成6年5月のファイリングの状況(資料) 証券 46(544) 1994.7 p18～23
114 ファイリング制度の実証分析――業績予想修正の情報効果 河栄徳 企業会計 [ISSN:03864448] (中央経済社) 46(6) 1994.6 p803～812
115 平成6年4月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 543 1994.6 p96～101
116 商品トレンド―カラー広告をデータベース化(トレンド・プレビュー) ビジネス情報センサー 35 1994.6 p21～22
117 ファイリング制度の実証分析―業績予想修正の情報効果 河榮徳 企業会計 46(6) 1994.6 p83～92
118 平成6年3月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 542 1994.5 p60～63
119 画像ファイリングシステムへの適用(オブジェクト指向分析・設計＜特集＞) 山城明宏

(他)
情報処理 [ISSN:04478053] (情報処理学会 オ-ム社) 35(5) 1994.5 p432～438

120 ホワイトカラ-の生産性向上施策――3社の実際例――業務の削減,会議の効率化,ファイリングな
ど多彩に展開

労政時報 (労務行政研究所) 3162 1994.5.20 p2～40

121 コメント(ホワイトカラ-の生産性向上施策――3社の実際例――業務の削減,会議の効率化,ファイ
リングなど多彩に展開)

労政時報 (労務行政研究所) 3162 1994.5.20 p2～7

122 西日本旅客鉄道――ファイリングシステム構築等を柱とする事務改善運動で,時間意識を醸成(ホ
ワイトカラ-の生産性向上施策――3社の実際例――業務の削減,会議の効率化,ファイリングなど

労政時報 (労務行政研究所) 3162 1994.5.20 p8～21

123 積水化成品工業――事務生産性20%アップを目指すJP運動(ホワイトカラ-の生産性向上施策―
―3社の実際例――業務の削減,会議の効率化,ファイリングなど多彩に展開)

労政時報 (労務行政研究所) 3162 1994.5.20 p22～27

124 明治生命保険――本社業務の30%削減により生産性の向上目指す(ホワイトカラ-の生産性向上
施策――3社の実際例――業務の削減,会議の効率化,ファイリングなど多彩に展開)

労政時報 (労務行政研究所) 3162 1994.5.20 p28～33

125 ホワイトカラ-業務効率化運動の各種方式とポイント(ホワイトカラ-の生産性向上施策――3社の
実際例――業務の削減,会議の効率化,ファイリングなど多彩に展開)

小柳勝二
郎

労政時報 (労務行政研究所) 3162 1994.5.20 p34～40

126 ホワイトカラーの生産性向上施策―3社の実際例―業務の削減、会議の効率化、ファイリングな
ど多彩に展開

労政時報 3162 1994.5.20 p2～40

127 コメント(ホワイトカラーの生産性向上施策―3社の実際例―業務の削減、会議の効率化、ファイリ
ングなど多彩に展開)

労政時報 3162 1994.5.20 p2～7

128 西日本旅客鉄道/積水化成品工業/明治生命保険(ホワイトカラーの生産性向上施策―3社の実
際例―業務の削減、会議の効率化、ファイリングなど多彩に展開)

労政時報 3162 1994.5.20 p8～29

129 平成6年2月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 541 1994.4 p197～202
130 リコー―蔵楽のイメージデータ活用のリファイルイメージMOリンクソフト(GOOD NEWS) 実業界 782 1994.4 p95
131 ベストセラー超整理法を完全図解―「時間軸」がキーワード!(特集・情報整理のうまい人・へたな

人)
野口悠紀
雄(一橋大
学教授)

THE21 [ISSN:09109811] 11(4) 1994.4 p82～84

132 4つのファイルで情報は自在に管理できる(特集・情報整理のうまい人・へたな人) 桜井良子 THE21 [ISSN:09109811] 11(4) 1994.4 p85
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133 平成4年度電子計算機利用に関する技術研究会・研究成果報告〔8〕執務環境改善策に関する調
査研究

工業技術
院総務部
総務課電
子計算機
利用技術

行政とADP 30(4) 1994.4 p43～49

134 ビジネス文書をデザインする〔41〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1106 1994.4.21 p18～21

135 平成6年1月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 540 1994.3 p53～57
136 光ディスクファイリングシステムを用いた病理情報管理(情報管理) 市沢末広

(藤枝市立
志太総合
病院臨床
病理室)

Business Research 837 1994.3 p56～69

137 平成5年12月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 539 1994.2 p37～40
138 日立製作所が電子ファイリングシステム―Windows対応で低価格化も実現(コンピュートピア・

ニュース・ディスク)
コンピュートピア [ISSN:00104906] 28(329) 1994.2 p83

139 文書管理セミナー・講演要旨―株式会社大京におけるファイリングシステムの導入と現状 小田穂積
(株・大京総
務部長)

行政とADP 30(2) 1994.2 p42～47

140 平成5年の東証ファイリングの状況 牧田隆 旬刊商事法務 [ISSN:02891107] (商事法務研究会) 1347 1994.2.25 p20～24
141 平成5年の東証ファイリングの状況 牧田隆 旬刊商事法務 1347 1994.2.25 p20～24
142 「超」整理術かスーパー書斎術か―ビジネスマンのための新・情報整理学(対談) 野口悠紀

雄(一橋大
学教授);山
根一真

ダイヤモンド 82(5) 1994.2.5 p82～85

143 平成5年11月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 538 1994.1 p48～50
144 ファイリング―14―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(11) 1994.11 p68～73
145 ファイリング―13―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(10) 1994.10 p66～71
146 分散コンピュ-ティング環境における複合電子ファイリングシステム(ミドルウェア＜特集＞) 古沢義隆;

河合泰彦;
本多裕彦

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 49(10) 1994.10
p736～738

147 PWB図面電子ファイリングシステム"LOCUS"の開発(電子コンポ-ネント特集――プリント配線板) 桐井成子;
小久保美

NEC技報 [ISSN:02854139] (NECクリエイティブ) 47(10) 1994.10 p48～52

148 医用画像・音声診断レポ-トの同時ファイリングシステムの構築(携帯情報機器とヒュ-マンインタ
フェ-ス論文＜特集＞)

梅田徳男
(他)

画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 23(5) 1994.10 p429～437

149 ファイリング―12―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(9) 1994.9 p96～101
150 ファイリング―11―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(8) 1994.8 p74～78
151 ファイリング―10―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(7) 1994.7 p84～89
152 住宅平面図画像ファイリングシステムに関する研究――住宅平面に関する統計的研究―1― 安原治機 日本建築学会計画系論文集 [ISSN:13404210] (日本建築学会) 461 1994.7 p141～150
153 ファイリング―9―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(6) 1994.6 p90～95
154 ファイリング―8―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(5) 1994.5 p92～97
155 ファイリング―7―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(4) 1994.4 p92～97
156 ファイリング―6―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(3) 1994.3 p84～89
157 ファイリング―5―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(2) 1994.2 p78～83
158 オ-プン化・分散化に対応した小型電子ファイリングシステム(分散化・オ-プン化に対応するト-タ

ルデ-タストレ-ジシステム＜特集＞)
藤縄雅章
(他)

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 76(2) 1994.2 p187～192

159 ファイリング―4―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 105(1) 1994.1 p84～89
160 平成5年10月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 537 1993.12 p54～58
161 平成5年9月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 536 1993.11 p92～101
162 5 京都大学統合情報通信ネットワーク(KUINS)と電子ファイリングシステム〈21世紀に向けての大

学図書館〉
慈道佐代
子

21世紀に向けての大学図書館(日本図書館協会) 日米ワンデイセミナー・第13回大学図書館研究
集会報告集 1993.11
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163 平成5年8月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 535 1993.10 p41～49
164 平成5年7月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 534 1993.9 p92～96
165 平成5年6月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 433 1993.8 p40～44
166 ファイリングシステムの改善(探す・調べるムダ)(特集・実によくわかるムダ・ムラ・ムリの見つけ方) 工場管理 39(11) 1993.8 p50～51
167 平成5年5月のファイリングの状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 532 1993.7 p43～49
168 ネットワ-ク時代の画像通信とファイリング(画像・イメ-ジ情報へのアクセス＜特集＞) 梶原賢一 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 43(7) 1993.7 p650～657
169 ネットワーク時代の画像通信とファイリング(特集・画像・イメージ情報へのアクセス) 梶原賢一 情報の科学と技術 43(7) 1993.7 p650～657
170 ファイリングシステム構築のすすめ―業務改善への助言 城下直之

(エスオー
ファイリング
研究所)

産業能率 436 1993.7 p30～33

171 ファイリング制度と平成5年4月の状況(資料) 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 531 1993.6 p36～50
172 ファイリング制度と平成5年4月の状況(資料) 証券 45(531) 1993.6 p36～50
173 光ファイルシステム市場の展望 ヤノ・レポート 914 1993.6.25 p65～68
174 ペーパーレス出版の可能性―電子出版を中心として〔上〕(出版学会シンポジウム) 合庭惇(岩

波書店
ニューメ
ディア開発
室長);林克
彦(クラレLD
事業部);菊
地実(日本
大学講師);
岩崎勝海
(専修大学
講師)

出版ニュース 1634 1993.6.21 p8～11

175 光ファイリングシステム市場―今後は低位機の機種分野で市場が拡大 マーケットシェア・マンスリー 43 1993.5 p13～27
176 ファイリングシステムを確立させるために(ズームアップ総務) 内田憲次 スタッフアドバイザー 4(3) 1993.3 p106～107
177 敵の陣地にパラシュートひとつで降りていく気分です―株式会社イトーキ勤務、ファイリング・コン

サルタント・小野裕子さん(インタビュー)(Lip Stick―私は働いています〔22〕)
小野裕子
〔オノヒロコ〕

毎日グラフ [ISSN:00250813] 46(11) 1993.3.14 p50

178 成功に導くための,電子ファイリングの活用と問題点(企業のレコ-ド・マネジメント＜特集＞) 梅原敦 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 43(2) 1993.2 p108～123
179 特集・企業のレコード・マネジメント 情報の科学と技術 43(2) 1993.2 p79～140
180 特集「企業のレコード・マネジメント」の編集にあたって(特集・企業のレコード・マネジメント) 情報の科学と技術 43(2) 1993.2 p79
181 記録管理(レコード・マネジメント)の意義(特集・企業のレコード・マネジメント) 高山正也 情報の科学と技術 43(2) 1993.2 p80～86
182 わが国におけるレコード・マネジメントの概要(特集・企業のレコード・マネジメント) 作山宗久

(CRM)
情報の科学と技術 43(2) 1993.2 p87～97

183 企業におけるレコード・マネジメント―コンサルタントの立場から(特集・企業のレコード・マネジメン 壷阪龍哉 情報の科学と技術 43(2) 1993.2 p98～107
184 成功に導くための、電子ファイリングの活用と問題点(特集・企業のレコード・マネジメント) 梅原敦 情報の科学と技術 43(2) 1993.2 p108～123
185 レコード・マネジメントとオフィス・プランニング(特集・企業のレコード・マネジメント) 浦野保 情報の科学と技術 43(2) 1993.2 p124～131
186 (株)大京のレコード・マネジメントへの取り組み方―文書F・Sと電子F・Sの効率的併用(特集・企業

のレコード・マネジメント)
小田穂積 情報の科学と技術 43(2) 1993.2 p132～140

187 ファイリング―3―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 104(12) 1993.12 p82～88
188 ファイリング―2―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 104(11) 1993.11 p84～90
189 オ-プン化指向により広がる電子ファイリングシステム(画像情報ファイル装置＜特集＞) 東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 48(11) 1993.11

p838～846
190 図面技術情報検索システム――NS90シリ-ズとIBMホストコンピュ-タ連動システム(画像情報ファ

イル装置＜特集＞――オ-プン化指向により広がる電子ファイリングシステム)
三島佳史;
中山昌信

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 48(11) 1993.11
p838～841

191 WindowsパソコンによるTOSFileTM画像表示システム(画像情報ファイル装置＜特集＞――オ-プ
ン化指向により広がる電子ファイリングシステム)

博多屋匡;
荻島浩司

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 48(11) 1993.11
p841～844

192 統合図面管理システム――ヤンマ-農機(株)中央技術研究所(画像情報ファイル装置＜特集＞―
―オ-プン化指向により広がる電子ファイリングシステム)

天野正隆;
中村浩文

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 48(11) 1993.11
p844～846

193 ファイリング―1―(教養講座) 伊藤晃 刑政 [ISSN:02874628] (矯正協会) 104(10) 1993.10 p80～84
194 電子ファイリングシステムNEFILEシリ-ズ 鮫田裕治

(他)
NEC技報 [ISSN:02854139] (NECクリエイティブ) 46(9) 1993.9 p102～108
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195 工程管理部門―部品進捗板による目でみる管理/金型部品加工の目でみる管理/パソコンによる
部品管理とライン供給提示/進捗板による業務の目でみる管理/ファイリングシステム(事例)(特
集・カラー版「目でみる管理」大図鑑―工場間接部門編)

工場管理 38(12) 1992.10 p44～53

196 レコードマネジメントとオフィス環境―西日本旅客鉄道株式会社を事例として(事例研究)(特集・環
境の時代)

廣田傳一
郎

オフィス・オートメーション 13(3) 1992.10 p30～41

197 日用雑貨品の配送センター事例(特集・多品種変量に対応するロジスティクス構築事例) 堀信幸(日
本ファイリン
グ)

省力と自動化 23(10) 1992.10 p84～87

198 東京工業大学附属図書館における光ファイリングシステムの導入について 杉村俊一 大学図書館研究 [ISSN:03860507] (国立大学図書館協議会 学術文献普及会) 40 1992.9 p22～
199 新・情報管理入門―4―管理―3―電子ファイリングの活用 島田佳一;

染谷浩司
情報管理 [ISSN:00217298] (日本科学技術情報センタ-) 35(4) 1992.7 p323～334

200 情報通信の鍵(人間の新経営革命〔4〕) 片方善治
(システム情
報センター
理事長)

経営コンサルタント 524 1992.6 p191～199

201 光ディスクファイルシステムを利用したオフィス業務の効率化(第25回全国大会報告集) 赤木文男;
横川京次;
豊福泰子

オフィス・オートメーション 13(2) 1992.5 p97～101

202 知的生産の技術カード支援システムの実現(第25回全国大会報告集) 宗森純;和
田満;長澤
庸二

オフィス・オートメーション 13(2) 1992.5 p162～167

203 エディタと個人ファイリング(パソコン活用講座〔11〕) 齋藤勇二
(産能短期
大学)

行政とADP 28(2) 1992.2 p58～61

204 光ディスク技術と光ディスクファイリング・システムの展望(情報システムにおける光ディスクの活
用＜特集＞)

斉藤孝 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 42(1) 1992.1 p9～16

205 三洋電機(株)―ハイビジョン静止画ファイルシステム、ハイビジョンベースバンドビデオディスクプ
レーヤシステム、450万絵素液晶プロジェクターシステムを3本柱に展開(ハイビジョン・プロダク
ションシステムの提案)

ニューメディア 98 1992.1 p48～50

206 特集・光ディスクの活用 情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p2～64
207 情報システムにおける光ディスクの活用(特集・光ディスクの活用) 情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p2
208 光ディスクの可能性と情報システムの未来(特集・光ディスクの活用) 神尾達夫 情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p3～8
209 光ディスク技術と光ディスクファイリング・システムの展望(特集・光ディスクの活用) 斉藤孝 情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p9～16
210 光ディスク技術の現状(特集・光ディスクの活用) 小野澤貴 情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p17～24
211 電子図書館で求められる画像情報処理―テレマティーク国際研究所における研究(特集・光ディ

スクの活用)
岩渕保;谷
脇芳正;佐
藤衛

情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p25～32

212 電子ディスクの採用と活用への対応―マイナス思考からプラス思考へ(特集・光ディスクの活用) 中沢俊一 情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p33～40
213 特許情報資料館における光ファイルの活用(特集・光ディスクの活用) 川島順;熊

田史郎;田
中雅雄

情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p41～46

214 美術館における映像情報の提供の可能性(特集・光ディスクの活用) 深田独 情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p47～52
215 日立システムプラザ新川崎における技術情報検索システム―光ディスクファイルシステムの利用

(特集・光ディスクの活用)
岡英毅 情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p53～57

216 群馬大学附属図書館における光ディスクの利用―古文献等の保存と資料提供サービス(特集・
光ディスクの活用)

瀧澤憲也;
土師守

情報の科学と技術 42(1) 1992.1 p58～64

217 クラレ・光ファイリングシステム―光がもたらす21世紀のファイルシステム('92 BUSINESS ANGLE) ダイヤモンド 80(3) 1992.1.18 p3～6
218 電子ファイリングシステムTOSFileTMNS90シリ-ズ 菅野雅之;

弘瀬憲二;
神山忠信

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 47(10) 1992.10
p807～810

219 リモ-トアクセス形文書ファイリングシステム 井沢伸芳;
酒井昌男;
磯村嘉伯

NTT R&D [ISSN:09152326] (日本電信電話株式会社技術情報センタ 電気通信協会) 41(8)
1992.8p987～996
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220 "MELFANET"光ディスクファイリング機能付きファクシミリ情報通信システムの構築 岡本俊也;
高柳勉;野
村信夫

三菱電機技報 [ISSN:03692302] (三菱電機技報社) 66(6) 1992.6 p668～671

221 高速処理性に優れたネットワ-ク対応イメ-ジデ-タ・ファイリングシステム「KIND」(エレクトロニク
ス・計測特集号)

市川純一;
佐々木吉

川崎製鉄技報 [ISSN:03687236] (川崎製鉄) 24(1) 1992.4 p8～12

222 NEWSによるマルチメディアファイリング&デ-タベ-スの世界 ソニ-ス-パ
-マイクロ事
業本部

ビジネスコミュニケ-ション [ISSN:0385695X] (ビジネスコミュニケ-ション社) 29(3) 1992.3 p109～
115

223 業績向上を図る業務管理のすすめ方(プレーイングマネジャーの実務ノウハウ〔6〕) 山口博康 セールスマネジャー 27(12) 1991.12 p68～72
224 KUINS(京都大学)を利用したEFS(電子ファイリングシステム)サ-ビスの開発 吉岡千里

(他)
大学図書館研究 [ISSN:03860507] (国立大学図書館協議会 学術文献普及会) 38 1991.10 p19
～26

225 ファイリング・上映から画像解析までの幅広い活用提案(インタビュー)(国際アピール特集 博物
館・美術館ハイビジョン 91WAVE)

玉井孝夫
〔タマイタカ
オ〕(ピアス
専務取締
役・画像工
学開発研
究所)

ニューメディア 94 1991.9 p113～115 抄　録パーソナル画像解析で、圧倒的なシェアをもつのが、
大阪を拠点とするピアス社だ。すでにハイビジョンによる画像解析システムを発表している。

226 注目を集める光ファイルシステム(産業トピックス) 細谷春彦 ハートの経済情報 72 1991.9 p12～13
227 特集・注目の光・電子ファイリングシステム―光ファイリングシステムとOAシステムの関連(巻頭 片方善治 データ通信 23(8) 1991.8 p29
228 ユーザー事例集〈業務別OA事例〉ファイリング 事務と経営 43(543) 1991.8 p35～43
229 全社統一したファイリングシステムを実現(ユーザー事例集〈業務別OA事例〉ファイリング) 佐々木満

(宇部興産)
事務と経営 43(543) 1991.8 p35～37

230 全社的導入で業務改善と顧客サービスを充実(ユーザー事例集〈業務別OA事例〉ファイリング) 佐藤達夫
(大京)

事務と経営 43(543) 1991.8 p38～40

231 本社オフィスの全面リニューアルとファイリングシステムの導入(ユーザー事例集〈業務別OA事
例〉ファイリング)

黒崎明雄
(日本紙パ
ルプ商事)

事務と経営 43(543) 1991.8 p41～43

232 電子ファイリングはペーパレスに貢献するか 中村和夫
(日立造船・
株・環境事
業本部電
気制御計
画部主席

産業能率 412 1991.7 p11～15

233 広告業のコンピュータ化進展(米) *Bsns.Mktng. 76(6) 1991.6 p18,20 写 抄　録広告を制作,修正する方法としてコンピュータを使用
する広告代理店が多くなっている。これら業者はコンピュータ化はタイミング,コントロール,生産性
の点で有利だと確信している。コストは下がるし,制作時間の短縮や広告社員の即時報告が可能
で,さらに最終変更などクライアントの要求に柔軟に応えられる。広告代理店はコンピュータ・グラ
フィックスを使用し,電子ファイリングにクライアントのデータが蓄積される。今後,完全統合コン
ピュータ広告へのトレンドがあるといわれる。

234 ニュービジネスマンのための『情報活用』高度ノウハウ―レファレンス、ファイリング、クリエイトで
同僚に一歩差をつける

山根一真 SAPIO 3(6) 1991.3.28 p97

235 マルチメディアファイリング機能を搭載――光ディスク電子ファイリングシステム「EFS80シリ-ズ」
新発売(〔ダウンサイジング〕主要ニュ-ス詳報)

富士通K.K. 情報科学 [ISSN:03683354] (情報科学研究所) 27(1) 1991.1 p63～66

236 イメ-ジファイリングシステム 岡本秀樹;
森沢一義

日本無線技報 [ISSN:02871564] (日本無線) 30 1991.12 p34～39

237 印刷用画像ファイリングの現状と将来 糸岡晃 光学 [ISSN:03896625] (応用物理学会 応用物理学会分科会日本光学会) 20(11) 1991.11 p731
～738

238 或るCAIシステムのための非紙資料媒体のファイリング・システムについて 風間駿 日本文理大学紀要 [ISSN:02873036] (日本文理大学) 19(2) 1991.10 p66～78
239 電子ファイリングシステムTOSFileTM 4550SD 菅野雅之;

野々山誠;
星輝雄

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 46(6) 1991.6 p507～
510
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240 OA時代のファイリングシステム〔3〕 玉井清之
(玉井経営
事務所経
営士)

産業能率 404 1990.11 p9～13

241 OA解体新書―電子ファイリングシステム市場を開花させたヒット商品キャノファイルFenix解体新
書(キャノン/キャノン販売)

西田昇平 OA情報 1990.9 前期 p18～23

242 OA時代のファイリングシステム〔2〕 玉井清之
(玉井経営
事務所経
営士)

産業能率 402 1990.9 p13～18

243 証券取引法の改正について〔14〕ファイリング制度について(証券取引法研究会) 大隅健一
郎【他】

インベストメント 43(4) 1990.8 p47～62

244 東芝―ファイリングが戦略を生む('90 BUSINESS ANGLE) ダイヤモンド 78(30) 1990.8.4 p3～6 抄　録人が、設計物の構造を理解したり、物事のあらすじを
大把みにしたり、現状の問題点を整理したりするには、その書面が漢字と数字で埋め尽くされてい
るより、図解されているほうが効果的なのはわかり切っている。そしてそれがそのまま資料としてファ
イリングできることが、ビジネス現場の情報武装化の最優先課題である。

245 OA時代のファイリングシステム〔1〕 玉井清之
(玉井経営
事務所、経
営士)

産業能率 400 1990.7 p12～16

246 効率・能率200%UP、A判対応文具大図鑑―収納する、携帯する、とじる、はさむ、整理する、活用
する(特集・紙が変わる!)

上原千都
子

ダイヤモンド・ボックス 11(6) 1990.6 p68～71

247 祝・JIS改正、90年代は"A判革命"が本格化する(特集・紙が変わる!) 坂本伸之 ダイヤモンド・ボックス 11(6) 1990.6 p72
248 このネタはこう使え!真・知的生産の技術―内村剛介・新聞の「週間日誌」をインデックスにしてファ

イリング(特集・これが決め手だ!情報整理の知恵)
ダイヤモンド・ボックス 11(4) 1990.4 p40

249 このネタはこう使え!真・知的生産の技術―福岡翼・項目別袋型ファイルを1年で更新(特集・これ
が決め手だ!情報整理の知恵)

ダイヤモンド・ボックス 11(4) 1990.4 p46

250 東京証券取引所ファイリング・データ・システムの導入 久保幸年 旬刊経理情報 582 1990.3.10 p13～23
251 Barry Wright社の再建を図るApplied Power社(米) *Metalwork.News 17(774) 1990.2.26 p1,27 抄　録Applied Power社(API)は89年6月に買収した

Barry Wright社(BW)の企業再建を行っている。API社は既にBW社の3部門を切捨て,社長を含む
30人の上位管理職を更迭した。この改革は効を奏し,買収後残った中核3部門は大いに収益を上
げている。それらは油圧クランプ製造のVlier Engineering社,ファイリング・システム製造のWright
Line社,Barry Controls社である。これら3部門の収益は,買収による負債額1億2300万ドルを既にほ

252 ファイリング・デ-タ・システムの導入 久保幸年 旬刊商事法務 [ISSN:02891107] (商事法務研究会) 1206 1990.2.5 p7～11
253 ファイリング・データ・システムの導入 久保幸年 旬刊商事法務 1206 1990.2.5 p7～11
254 オムロン電子ファイリング・システム 渡辺裕介;

杉野富士
夫(インタ
ビュ-)

情報科学 [ISSN:03683354] (情報科学研究所) 26(1) 1990.1 p201～208

255 マルチメディア光ファイリングシステム(オフィスプロセッサ「NECシステム3100シリ-ズ」特集) 西竜巳;安
田正隆;牧
下正人

NEC技報 [ISSN:02854139] (NECクリエイティブ) 43(7) 1990.8 p125～131

256 医用画像圧縮と医用画像ファイリング装置への応用(画像処理技術＜特集＞) 螺良伸一;
西原栄太
郎;岩井俊
介

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 45(8) 1990.8 p651～
654

257 資産運用デ-タ自動ファイリングシステム――東京海上火災保険(株)・大正海上火災保険(株)納
入システム(電子ファイル応用システム)

山浦建;小
塗康裕;野
田重雄

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 45(6) 1990.6 p495～
498

258 電子ファイリングと通信 臼淵徹;大
町隆夫

画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 19(3) 1990.6 p146～154
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259 電子ファイリングシステムTOSFile 4550S(OA機器＜特集＞) 大胡順一;
中島健一;
佐藤実

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 45(1) 1990.1 p28～
32

260 医療用画像ファイリング装置の現状と展望(メディカルイメ-ジング(Imaging Today)) 大山永昭 電子写真学会誌 [ISSN:0387916X] (電子写真学会) 29(2) 1990 p230～234
261 平和情報センター―ファイリングの整備と人材採用面のダブル効果を図る(オフィスを訪ねて) 事務と経営 41(520) 1989.11 p68～69
262 実施6カ月東証ファイリング制度の提出状況 旬刊経理情報 570 1989.11.10 p39～47
263 東芝―ファリング革命、進行中(BUSINESS ASPECT) 東洋経済 [ISSN:09185755] 4889 1989.11.4 p3～6 抄　録オフィスには「コード情報」と「イメージ

情報」とが混在する。やっかいなイメージ情報をそっくりそのまま保存し、即座に検索できる光ファイ
ルシステム。なかでも東芝のトスファイルが人気。

264 会社の公開情報事例――ファイリングシステムの導入状況 神崎克郎
(他)

別冊商事法務 (商事法務研究会) 111 1989.10 p1～315

265 情報の120%活用へ不可欠となるファイリングシステム〔三菱信託銀行〕(特集・営業店管理者のた
めの第三次オン)

週刊金融財政事情 40(41) 1989.10.30・11.6 p98～99

266 会社情報の適時開示とファイリング制度――ファイリング制度の特徴と実態 久保幸年 企業会計 [ISSN:03864448] (中央経済社) 41(9) 1989.9 p1297～1308
267 宇部興産におけるファイリングシステム 月刊総務 27(10) 1989.9 p108～112
268 会社情報の適時開示とファイリング制度―ファイリング制度の特徴と実態 久保幸年 企業会計 41(9) 1989.9 p73～84
269 特集・光システムの実用化とコード情報との統合 事務と経営 41(518) 1989.9 p6～32
270 統合イメージ情報管理へ向かう光ファイリング・システム(特集・光システムの実用化とコード情報

との統合)
柴田憲満
(ワンビシ
アーカイブ

事務と経営 41(518) 1989.9 p6～10

271 光ファイルシステムと連動した顧客情報システムが稼動(特集・光システムの実用化とコード情報
との統合)

平田仁志
(出光石油
化学)

事務と経営 41(518) 1989.9 p11～13

272 人事部門での光ディスクファイルの活用例(特集・光システムの実用化とコード情報との統合) 山本直也
(竹中工務
店)

事務と経営 41(518) 1989.9 p14～16

273 イメージデータとコードデータを結合したシステムの構築(特集・光システムの実用化とコード情報
との統合)

川尻法夫
(住友クレ
ジットサー
ビス)

事務と経営 41(518) 1989.9 p17～19

274 イメージファイル導入と通信上の課題(特集・光システムの実用化とコード情報との統合) 村椿俊勝
(インテック)

事務と経営 41(518) 1989.9 p20～22

275 コード情報とイメージ情報の統合システムの現状と将来(特集・光システムの実用化とコード情報
との統合)

長島広幸
(SRA)

事務と経営 41(518) 1989.9 p23～25

276 光ファイルとパソコンLANを利用した統合型OAシステム(特集・光システムの実用化とコード情報
との統合)

佐藤政治
(エヌ・
ケー・エク

事務と経営 41(518) 1989.9 p26～29

277 UNIXワークステーションと電子ファイリングシステム(特集・光システムの実用化とコード情報との
統合)

後藤国彦
(立石電機)

事務と経営 41(518) 1989.9 p30～32

278 会社情報適時開示の理論と実践〔8〕ファイリング制度〔2〕 久保幸年 旬刊経理情報 565 1989.9.20 p18～22
279 会社情報適時開示の理論と実践〔7〕ファイリング制度〔1〕 久保幸年 旬刊経理情報 564 1989.9.10 p22～27
280 会社情報の適時開示とファイリング制度 久保幸年 JICPAジャーナル 1(4) 1989.7 p53～58
281 インサイダー取引規制と広報上の課題(重要事実の公表) 福原義春 経団連月報 37(6) 1989.6 p28～31
282 特集・ここに着眼!ファイリングのルール化―新しい習慣を身につける法 事務管理 28(6) 1989.6 p16～69
283 情報洪水の防波堤はマネジャーのヤル気!(特集・ここに着眼!ファイリングのルール化―新しい習

慣を身につける法)
中田重光 事務管理 28(6) 1989.6 p16～19

284 これがファイリングシステム構築の着眼点だ(特集・ここに着眼!ファイリングのルール化―新しい
習慣を身につける法)

山下貞麿 事務管理 28(6) 1989.6 p20～29

285 Q&A・ファイリングの悩みにお答えします(特集・ここに着眼!ファイリングのルール化―新しい習慣
を身につける法)

伊藤晃 事務管理 28(6) 1989.6 p30～34

286 東京都足立区役所―"流れと分類"を徹底整備しファイル文書を50%削減(実例)(特集・ここに着
眼!ファイリングのルール化―新しい習慣を身につける法)

野口〓助 事務管理 28(6) 1989.6 p35～47
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287 日新製鋼―トップダウンが決め手だった全国事業所の「グッドファイリング」(実例)(特集・ここに着
眼!ファイリングのルール化―新しい習慣を身につける法)

事務管理 28(6) 1989.6 p48～52

288 東京海上火災保険―自動倉庫システム「TOMASS」で使い勝手のよい文書管理をサポート(実
例)(特集・ここに着眼!ファイリングのルール化―新しい習慣を身につける法)

事務管理 28(6) 1989.6 p53～58

289 呉羽化学工業・錦工場―カセットファイルとワープロで業務文書のペーパーレスを実現(実例)(特
集・ここに着眼!ファイリングのルール化―新しい習慣を身につける法)

事務管理 28(6) 1989.6 p60～64

290 キリンビール―ホストと電子ファイルの二元管理で生きた技術情報を提供(実例)(特集・ここに着
眼!ファイリングのルール化―新しい習慣を身につける法)

福田純子 事務管理 28(6) 1989.6 p65～69

291 Applied Power社,事務機器のBarry Wright社立直しに(米) Metalwork.News 16(740) 1989.6.19 p1,35 抄　録事務機器市場で不振をかこつBarry Wright社に
つき,Applied Power社が1株当たり2ドル40セント,総額1億2300万ドルで買収することが合意され
た。Applied Power社はファイリング・システム,メカニカル・ドライブなどのメーカー。1株当り10ドルか
ら始まった交渉で,合意までに2週間を要している。両者はBarry Wright社の工場を閉鎖することな
く,相乗効果を上げられるような併合を目指す。

292 ファイリングの実施状況と留意事項〔含 資料〕 久保幸年 旬刊商事法務 [ISSN:02891107] (商事法務研究会) 1183 1989.6.5 p16～23
293 ファイリングの実施状況と留意事項 久保幸年 旬刊商事法務 1183 1989.6.5 p16～23
294 会社情報の適時開示とファイリング制度 証券 [ISSN:02877600] (東京証券取引所) 482 1989.5 p6～24
295 「会社情報適時開示の手引き」と公開報告書等の提出・公衆縦覧(ファイリング)制度(インサイダ-

取引規制の実務課題＜特集＞――インサイダ-取引規制の実施にあたって)
久保幸年 企業会計 [ISSN:03864448] (中央経済社) 41(5) 1989.5 p691～696

296 これからの社内情報化―2―情報資源管理――ファイリング序説(講座) 柴田憲満 情報管理 [ISSN:00217298] (日本科学技術情報センタ-) 32(2) 1989.5 p135～144
297 インサイダー取引規制の実施にあたって―「会社情報適時開示の取引き」と公開報告書等の提

出・公衆縦覧(ファイリング)制度(特集・インサイダー取引規制の実務課題)
久保幸年 企業会計 41(5) 1989.5 p43～47

298 情報資源管理―ファイリング序説(これからの社内情報化〔2〕) 柴田憲満 情報管理 32(2) 1989.5 p135～144
299 会社情報の適時開示とファイリング制度 東京証券

取引所上
場管理室

証券 41(482) 1989.5 p6～24

300 平成元年、事務機械の需要予測(資料) 日本事務
機械工業

事務と経営 41(513) 1989.4 p89～93

301 会社情報の適時開示の指針とファイリング制度について 久保幸年 旬刊経理情報 552 1989.4.20 p4～9
302 東証の会社情報ファイリングの提出状況――4月3日にスタ-ト,第1号は小糸製作所 旬刊商事

法務編集
旬刊商事法務 [ISSN:02891107] (商事法務研究会) 1179 1989.4.15 p29～33

303 東証の会社情報ファイリングの提出状況―4月3日にスタート、第1号は小糸製作所 旬刊商事法務 1179 1989.4.15 p29～33
304 会社情報の適時開示とファイリング制度――「会社情報適時開示の手引き」と公開報告書等の

提出・公衆縦覧(いわゆるファイリング)制度について
久保幸年 旬刊商事法務 [ISSN:02891107] (商事法務研究会) 1178 1989.4.5 p2～7

305 会社情報の適時開示とファイリング制度「会社情報適時開示の手引き」と公開報告書等の提出・
公衆縦覧(いわゆるファイリング)制度について

久保幸年 旬刊商事法務 1178 1989.4.5 p2～7

306 ファイリングはニューオフィス化の原点(環境/空間への提案) 池田宏(コク
ヨ)

事務と経営 41(512) 1989.3 別冊 p12～13

307 パーソナル情報とトータル情報の共用化の展望(環境/空間への提案) 渡辺直(キ
ングジム)

事務と経営 41(512) 1989.3 別冊 p16～17

308 東芝―新世代ファイリングの提案('89 BUSYINESS ANGLE) ダイヤモンド 77(7) 1989.2.18 p3～6 抄　録東芝が他に先駆けて商品化した光ディスク搭載の電
子ファイルシステムは、文字情報、データ情報にイメージ情報を加えた統合的な情報処理を可能
にした。情報の均一性、共有化、即時性など従来の紙ファイルなどに比べて次元を異にする電子
ファイルシステムは、全く新たな情報化を実現できる大きな可能性を持っている。

309 IBM社のネットワーク・ファイリング・システムの動き *Datamation 34(26) 1989.1.1 p63～65 写 抄　録IBM社は,Unixベースの分散ファィリング・システ
ムを商用分野に導入するため,カーネギー・メロン大学との共同プロジェクト(アンドリュウ・ネットワー
ク・システム)に対し,過去6年間に毎年350万ドルを使っている。またこれ以外にも自社の分散サー
ビスシステムや業界標準であるサン・マイクロシステムズ社のNSFへのサポートも継続中である。こ
れらは基本OSであるMVSの中に取入れられようとしている。またユーザーはファイルの分散とともに
集中管理の機能をも求めており,これへの対応もなされよう。

310 電子ファイリングシステムTOSFile4550 大胡順一;
荒井通夫;
菅野雅之

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 44(7) 1989.7 p601～
604
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311 ファイリングシステム――報道用静止画資料システム(最近の放送現業技術＜特集＞――コン
ピュ-タ応用技術)

戸塚良則;
野口英男

テレビジョン学会誌 [ISSN:03866831] (テレビジョン学会) 43(4) 1989.4 p382～385

312 ファイリングシステム――静止画ファイルシステム(最近の放送現業技術＜特集＞――コンピュ-
タ応用技術)

末岡多加
志;篠原稔

テレビジョン学会誌 [ISSN:03866831] (テレビジョン学会) 43(4) 1989.4 p386～388

313 信用金庫における本部文書の整理について―マスター・ブック式ファイリングの紹介 太田滋 信用金庫 42(8) 1988.8 p48～56
314 特集・電子ファイリングシステムの新動向 データ通信 20(8) 1988.8 p30～48
315 電子ファイリングシステムの現状と展望(特集・電子ファイリングシステムの新動向) 大島謙 データ通信 20(8) 1988.8 p30～35
316 「N5300AD」を利用した電子ファイリングシステム(特集・電子ファイリングシステムの新動向) 山内久典 データ通信 20(8) 1988.8 p36～40
317 電子ファイリングシステムの有効活用(特集・電子ファイリングシステムの新動向) 市川裕一 データ通信 20(8) 1988.8 p41～45
318 主要各社の電子ファイリングシステム(特集・電子ファイリングシステムの新動向) データ通信 20(8) 1988.8 p45～48
319 特集・『グッド・ファイリング』 月刊総務 26(8) 1988.8 p22～43
320 88グッド・ファイリング賞審査総括を踏まえて(特集・『グッド・ファイリング』) 壺阪龍哉 月刊総務 26(8) 1988.8 p22～26
321 事例1.三菱信託銀行(グッド・ファイリング大賞)―徹底した「金太郎飴方式」で全店の文書を集中

管理(特集・『グッド・ファイリング』)
月刊総務 26(8) 1988.8 p28～31

322 事例2.プレス工業(グッド・ファイリング大賞)―「仕事が見える職場」をめざして全社一丸の「SLIM
運動」を展開(特集・『グッド・ファイリング』)

月刊総務 26(8) 1988.8 p32～35

323 事例3.大磯町役場(グッド・ファイリング賞)―徹底的な実地指導で検索容易な文書管理を図る(特
集・『グッド・ファイリング』)

月刊総務 26(8) 1988.8 p36～39

324 事例4.香取教育研究協議会学校事務研究部(グッド・ファイリング努力賞)―地区内67校でシステ
ムの統一化を図る(特集・『グッド・ファイリング』)

月刊総務 26(8) 1988.8 p40～43

325 事務機器/ファイリング機器の展示(特別企画・第66回ビシネスショウにみる新製品/新システム) 壺阪龍哉
(ファイリン
グ・クリニッ
ク)

事務と経営 40(502) 1988.7 p60～61

326 「FUJIXカセットファイル」ユーザールポ―顧客サービスに効果をあげるファイリングシステム 日の丸自動
車;大和自
動車交通

JMAジャーナル 7(6) 1988.6 p57～59

327 データベースと電子ファイリングシステムによる社内技術情報の管理と活用(特別企画・技術情報
の活用)

福田純子
(キリンビー
ル・株)

標準化と品質管理 41(6) 1988.6 p13～17

328 金融経営の窓―文書管理に効果発揮する三菱信託のファイリングシステム(営業店コーナー) 週刊金融財政事情 39(22) 1988.6.13 p67
329 事務の簡素化のためのアプローチ 荒川政彦

(大阪府立
産業開発
研究所工
業経営課

産業能率 374 1988.5 p6～10

330 特集・光ファイルシステム―各社動向・キヤノン、東芝、日本電気、日立製作所、松下電送、リ
コー、三洋電機、富士通、製品一覧表

OA情報 7(2) 1988.4 春 p114～152

331 ファイリングシステムにおける光ディスクの応用(電子ファイル導入のために〔最終回〕) 柴田憲満
(ワンビシ
アーカイブ

事務と経営 40(499) 1988.4 p89～92

332 OA時代のファイリングシステム〔下〕資料のファイリング 玉井清之
(テクノド
キュメン
テーション
東京事業

企業実務 354 1988.3 p80～83

333 OA時代のファイリングシステム〔中〕一般文書のファイリング 玉井清之
(テクノド
キュメン
テーション
東京事業

企業実務 353 1988.2 p97～101
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334 OA時代のファイリングシステム〔上〕入門ファイリングシステム 玉井清之
(テクノド
キュメン
テーション
東京事業

企業実務 352 1988.1 p73～76

335 「マイクロフィルムファイリングシステムの技術及び市場動向」(昭和62年11月19日電子ファイリン
グシステム部会講演会要旨)

鳥海史郎 事務機械 121 1988.1 p28～41

336 自動ファイリングのための文書理解の一方式 中野康明;
藤沢浩道

電子情報通信学会論文誌 D 情報・システム [ISSN:09135731] (電子情報通信学会) 71(10)
1988.10p2050～2058

337 地図情報管理装置(光ファイリングシステム)について 国土地理
院地図管
理部地図

国土地理院時報 [ISSN:04309081] (建設省国土地理院) 68 1988.10 p35～40

338 レ-ザディスクを用いたカラ-ファイリングシステム――文化学園「ファッションファイル」(電子媒体
による情報サ-ビスの現状と将来(社団法人日本印刷学会文字情報処理セミナ-))

岩田庸一 印刷雑誌 [ISSN:00201758] (印刷学会出版部) 71(7) 1988.7 p25～27

339 FACOM 3070電子ファイリングシステム――EFS 楠本康次;
本間実;宗
像昭夫

Fujitsu [ISSN:00162515] (富士通信機製造) 39(4) 1988.7 p297～302

340 光ディスク写真ファイリング装置(光ディスク特集) 三好哲夫;
坂本哲弥;
藤村成男

三菱電機技報 [ISSN:03692302] (三菱電機技報社) 62(7) 1988.7 p586～589

341 図書情報管理のためのファイリングの一例 高柳敏子 独協大学経済学研究 [ISSN:03899934] (独協大学 独協大学経済学部) 50 1988.3 p343～354
342 「パ-ソナルコンピュ-タ-でファイリングする」――「YDF」資料システムノ-ト―2―操作のマニュア 野崎悠子 愛知県立芸術大学紀要 [ISSN:03898369] (愛知県立芸術大学) 18 1988 p3～39
343 TEX入門〔7〕TEXのファイル 川端洋一;

大野俊治;
倉沢良一

bit 19(14) 1987.12 p99～108

344 本社機能の高度化をめざす日本精工のファイリング運動(インテリジェント・オフィス・マネジメント
への道〔3〕)

岸本昌吾 JMAジャーナル 6(12) 1987.12 p79～83

345 内外における教育用ソフトウェアの紹介―3―カ-ド型情報整理プログラム――IBM JXファイリン
グアシスタント(IBM社製)

篠原文陽
児

教育と情報 [ISSN:09145702] (文部省大臣官房情報処理課 第一法規出版) 356 1987.11 p38～
45

346 工場現場の新・図面管理術―太陽電線・三田工場にみるFUJIXカセットファイル 野口恒 工場管理 33(13) 1987.11 p119～121
347 韓国電子展,15ヵ国,465社参加で開幕 毎日経済新聞 6651 1987.10.15 p7 抄　録第18回韓国電子展は,KOEX本館で10月20日まで6日

間の予定で,日,米,英,加など15カ国と韓国企業の計465社(国内264社,外国201社)の参加,電子製
品,各種部品,材料,素材など440種に7500点が出品されて開幕した。主催者電子工業振興会はバ
イヤー5000名と8億5000万ドルの商談を目標にしている。今回は特にコンピュータ設計,工場自動
化機器をはじめ,ビデオ書類,ファイリング・システムなど事務自動化機器と無人家電製品操作シス

348 電子ファイルシステム・ユーザーレポート ニューメディア 5(5) 1987.5 p26～31
349 多様な印刷ニーズの効率的管理を実現〈三浦印刷〉(電子ファイルシステム・ユーザーレポート) ニューメディア 5(5) 1987.5 p26～27
350 スペース削減に威力発揮〈横浜ゴム〉(電子ファイルシステム・ユーザーレポート) ニューメディア 5(5) 1987.5 p28～29
351 事務革新運動の一環で導入〈KDD大阪支社〉(電子ファイルシステム・ユーザーレポート) ニューメディア 5(5) 1987.5 p30～31
352 文書管理改善の進め方について―知価と文書管理(第20回文書管理改善週間優秀論文) 玉越範子 行政とADP 23(5) 1987.5 p30～37
353 開発ドキュメント!ベールを脱いだOAプロダクト〔7〕ファイリングOAの間隙を縫うカセットファイル―

富士写真フィルム・カセットファイル7000シリーズ
野口恒
(ジャーナリ
スト)

OA情報 6(2) 1987.4 春 p56～62

354 Racal社,光記録製品の製造・販売で新会社設立(英) Elec.Wkly. 1354 1987.3.4 p40 抄　録新会社はRacal Imaging Systems社と呼ばれる。A4サイズの
書類に換算して6万枚,ファイリング・キャビネット1台分の情報を蓄積できる12インチの光ディスクの
製造,販売を行うという。これは同社で開発された商品名Reosという製品。

355 社内文書の活用とファイリング('87新入社員のために) 月刊総務 25(2) 1987.2 別冊付録 p17
356 韓国の慶韓システム,KAISTと共同でハングル電子ファイル開発 毎日経済新聞 6439 1987.2.6 p7 写 抄　録慶韓システムは科学技術庁特定研究事業の指定

で,KAISTとの共同,サンヨーとの技術協力によりハングル電子ファイリング・システムを開発した。こ
のシステムは,文書や図面の保管のほかに,編集,検索も行うことができる。LANやファクシミリとも連
結が可能で,文書の送受信も自由にできるので,事務自動化機器として脚光をあびることになろう。
同社はこのシステム用ハードウェアも今後国産化することにして,16ビット汎用コンピュータを利用し
た小型ファイリング・システムも研究開発する。
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357 〈規模別事例〉電子ファイリングシステム導入で情報管理の向上を図る―伊藤忠商事(ユーザー
OA事例集)

事務と経営 39(482) 1987.1 p42～45

358 概念ネットワ-クを用いた知的ファイリングシステム(知識工学の情報処理分野への応用＜特集
＞)

藤沢浩道;
畠山敦;藤
縄雅章

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 69(3) 1987.3 p231～238

359 「パ-ソナルコンピュ-タ-でファイリングする」――「YDF」資料システムノ-ト―1―作成経過 野崎悠子 愛知県立芸術大学紀要 [ISSN:03898369] (愛知県立芸術大学) 17 1987 p3～31
360 モダン・レコード・マネジメント序説 尾高敏樹 経営教育 89 1986.11 p26～33
361 電子ファイリング装置のシステムコンセプト―東芝(特集・イメージ情報の効果的な記憶・検索シス

テム)
香西敏弘
(東芝)

事務と経営 38(479) 1986.11 p26～27

362 光ディスク・文書ファイリングシステムの概要―三菱電気(特集・イメージ情報の効果的な記憶・検
索システム)

北原照義
(三菱電機)

事務と経営 38(479) 1986.11 p28～29

363 特集・多様化進む光ディスクファイリングシステム―多様化進む光ディスクファイリングシステム OA情報 5(4) 1986.10 秋 p116～126
364 事務能率をあげるファイリング・システム 東政雄 関西経協 40(10) 1986.10 p36～44
365 ピクチャーコミュニケーション市場を創造―インテリジェントなニューメディア専業販社を目指すソ

ニーテレコム(株)の野望(編集長インタビュー)
宮本敏夫 ニューメディア 4(10) 1986.10 p110～113

366 活用しやすい文書の整理・保存・管理―手軽にできるファイリング・システムのやり方教えます 中西勝彦
(イトーキオ
フィスプラン
センター課

企業実務 333 1986.9 p95～90

367 作業能率の向上に役立つラックの開発(特集・先端物流機器とシステム) 鹿子幡儀 物流 16(5) 1986.9・10 p11～13
368 オフィス空間を広げる収納法(特集・これからのオフィス空間) 壺阪龍哉 月刊総務 24(9) 1986.8 p31～35
369 キャビネットの配置とオフィスレイアウト(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント10) 寺川幸雄 月刊総務 24(6) 1986.5 p49～53
370 〈システム構築の不備〉きびし過ぎたファイリングのルール(OA失敗・トラブルの徹底検証―全国

60事例に学ぶ教訓)
事務管理 25(6) 1986.5 臨増 p122～123

371 企業ルポ=効率化にいどむ・NPSで全社の経営の効率化に取り組む日本ファイリング(特集 コス
ト・パフォーマンスで収益力増強を図る)

寺門克 DKMマネジメントレポート 217 1986.4 p18～21

372 ファイルの選択・取り扱いとキャビネットの活用(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント 寺川幸雄 月刊総務 24(4) 1986.4 p108～112
373 書庫室の機能と管理(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント8) 寺川幸雄 月刊総務 24(3) 1986.3 p108～112
374 特集・ニューファイリング・システム 事務管理 25(3) 1986.3 p17～66
375 OA推進のためのファイリング・システムの有効利用法(解説)(特集・ニューファイリング・システム) 有賀秀春 事務管理 25(3) 1986.3 p17～22
376 電子ファイリング・システムの動向と性能比較(特集・ニューファイリング・システム) 中澤俊一 事務管理 25(3) 1986.3 p23～28
377 ヤンマーディーゼルにおける新設計支援YSM‐DRSシステム(事例)(特集・ニューファイリング・シス 亀岡速雄 事務管理 25(3) 1986.3 p29～36
378 東芝・柳町工場における技術情報検索システム(事例)(特集・ニューファイリング・システム) 神田節雄;

加藤成幸
事務管理 25(3) 1986.3 p37～46

379 伊藤忠における文書・図面情報のスピード検索(事例)(特集・ニューファイリング・システム) 大沢幸子 事務管理 25(3) 1986.3 p47～55
380 東京都における情報公開制度にともなう公文書管理(資料)(特集・ニューファイリング・システム) 寺村亮 事務管理 25(3) 1986.3 p56～62
381 高原工業における受注生産製品の図面管理(事例)(特集・ニューファイリング・システム) 大沢幸子 事務管理 25(3) 1986.3 p63～66
382 FDの整理・活用に適したファイリングシステム(特別企画・OAをサポートする環境器具) 岡松正志

(ライオン事
務器)

事務と経営 38(471) 1986.3 p64

383 保存文書―管理の実際〔2〕(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント7) 寺川幸雄 月刊総務 24(2) 1986.2 p112～115
384 保存文書―管理の実際〔1〕(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント6) 寺川幸雄 月刊総務 24(1) 1986.1 p106～110
385 医療用画像ファイリングシステムEFPACS-500(画像・図形処理＜特集＞) 青木誠(他) 富士時報 [ISSN:03673332] (富士電機製造) 59(9) 1986.9 p602～607
386 ファイル替えの実際とその手法〔2〕(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント5) 寺川幸雄 月刊総務 23(13) 1985.12 p106～110
387 ファイル替えの実際とその手法(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント4) 寺川幸雄 月刊総務 23(12) 1985.11 p44～48
388 各課(保管単位)業務の明確化と役割(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント3) 寺川幸雄 月刊総務 23(11) 1985.10 p50～53
389 ファイリングシステムの改善運動を効果的に行うには(誌上コンサルティング) JMAジャーナル 4(9) 1985.9 p84～85
390 システム統括部門は文書統制センター(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント2) 寺川幸雄 月刊総務 23(10) 1985.9 p102～106
391 渋谷区役所―レス・ペーパー化に挑戦((データは光になった)光ファイル導入事例) 大江伸子 ニューメディア 3(8) 1985.8 p46～47
392 システム統括部門(文書管理課)の基礎知識(ファイリングシステム―その活用と管理―ポイント1) 寺川幸雄 月刊総務 23(9) 1985.8 p48～54
393 特集・躍進する電子ファイリングシステム データ通信 17(7) 1985.7 p29～54
394 OAにおける電子ファイリングシステムの役割(巻頭言)(特集・躍進する電子ファイリングシステム) 片方善治 データ通信 17(7) 1985.7 p29
395 応用拡がる光電子ファイリングシステム(特集・躍進する電子ファイリングシステム) 松本富勝 データ通信 17(7) 1985.7 p30～35
396 東京都の情報公開制度にみる電子ファイリングシステム(特集・躍進する電子ファイリングシステ 和田三弘 データ通信 17(7) 1985.7 p36～41
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397 光・マイクロハイブリッドファイル(特集・躍進する電子ファイリングシステム) 長浜和彰 データ通信 17(7) 1985.7 p42～46
398 主要各社のファイリングシステム(東芝、松下電送、リコー、日本電気、三菱電機、日立製作所、

キヤノン販売、日本ユニバック、三洋電機、ソニー、富士写真フイルム、クスダ事務機、シャー
プ)(特集・躍進する電子ファイリングシステム)

データ通信 17(7) 1985.7 p47～54

399 情報のペーパーレス化とファイリング〔2〕(ハイテク時代の情報技術〔2〕) 土居宜三 ドクメンテーション研究 35(6) 1985.6 p297～303
400 コダック社,OA分野で新製品2種発表 Wall Str.J. 205(105) 1985.5.30 p8 抄　録コダック社のOA市場への進出の足がかりとして,マイクロ

フィルム検索システムと電子ファイリング・システムが86年早々に発売される。ハードウェアは各種
ベンダーから調達し,コダック社はソフトウェアを供給する。電子ファイリング・システムは,コンピュー
タ・ターミナルと画像入力装置を含め5万ドル程度となる模様。一方のマイクロフィルム検索システ
ムは,数秒以内に150万種以上のフィルムの中から正しいものをひとつ選ぶことができる。

401 情報のペーパーレス化とファイリング〔1〕(ハイテク時代の情報技術〔1〕) 土居宜三 ドクメンテーション研究 35(4) 1985.4 p193～201
402 UMF電子ファイリングシステムの特徴と事例 高木晃(他) 情報処理 [ISSN:04478053] (情報処理学会 オ-ム社) 26(3) 1985.3 p239～245
403 UMF電子ファイリングシステムの特徴と事例 高木晃 情報処理 26(3) 1985.3 p239～245
404 OAにおけるイメージ情報検索の役割り(特集・イメージ新時代の到来) 長浜和彰 データ通信 17(1) 1985.1 p47～52
405 ハイテク時代の情報技術―2―情報のペ-パ-レス化とファイリング―2― 土居宜三 ドクメンテ-ション研究 [ISSN:00125180] (情報科学技術協会) 35(6) 1985.6 p297～303
406 ハイテク時代の情報技術―2―情報のペ-パ-レス化とファイリング―2―(講座) 土居宜三 ドクメンテ-ション研究 [ISSN:00125180] (情報科学技術協会) 35(6) 1985.6 p297～304
407 ハイテク時代の情報技術―1―情報のペ-パ-レス化とファイリング―1― 土居宜三 ドクメンテ-ション研究 [ISSN:00125180] (情報科学技術協会) 35(4) 1985.4 p194～201
408 ハイテク時代の情報技術―1―情報のペ-パ-レス化とファイリング―1―(講座) 土居宜三 ドクメンテ-ション研究 [ISSN:00125180] (情報科学技術協会) 35(4) 1985.4 p194～201
409 電子ファイリングシステムにおけるイメージ情報処理(特別企画・OA技術特集〔1〕提供されるOA

技術とその動向)
森秀司;中
村正雄;畠
山菊雄

オフィス・オートメーション 5(5) 1984.12 p104～112

410 パソコンベースの画像ファイリングシステム―リコー(事例研究)(特別企画・OA技術特集〔1〕提供
されるOA技術とその動向)

折出秋儀 オフィス・オートメーション 5(5) 1984.12 p121～129

411 大型小売業の人づくりとは女性登用であることが浮き彫りになった―新聞紙上にあらわれたこの
1年の人事の動き(ファイリングノート)(キャンペーン特集・"人とやり方"をいかに変えるか〔9〕60年
代に耐えうる人づくりを考える)

ストアーズレポート 182 1984.10 p50～66

412 OA時代のファイル設計〔続〕(OA講座〔9〕) 中村茂 事務と経営 36(451) 1984.9 p89～93
413 企画・事務部門の活動例―東京都民銀行「わかばQCサークル」・「七羽のすずめ」,東北日本電

気「資料の効率的ファイリング」(今月の特集・ホワイトカラー部門の小集団活動)
推進マネジャー 153 1984.8 p5～9

414 光電子ファイル・システムの特徴と市場・技術動向(特集・情報検索の新しい手段と効率利用) 松本富勝 事務と経営 36(449) 1984.7 p10～13
415 高機能化進む印刷機/マイクロ写真/ファイリング機器/他(特別企画・第59回ビジネスシヨウから

―新製品と新技術)
高原真 事務と経営 36(449) 1984.7 p38～39

416 84グッド・ファイリング賞から(ビジネスショウ特集) 小沢暢夫 事務と経営 36(448) 1984.6 p54～56
417 超マイクロフィルムによる電子ファイリングシステム(特集・将来の記録媒体) 伊藤修孳 ドクメンテーション研究 34(6) 1984.6 p266～271
418 特集・OA時代のオフィスレイアウトとファイリング 月刊総務 22(6) 1984.5 p21～43
419 オフィスレイアウトによる執務環境改善(特集・OA時代のオフィスレイアウトとファイリング) 安田賀計 月刊総務 22(6) 1984.5 p22～36
420 ファイリングシステムの改善(特集・OA時代のオフィスレイアウトとファイリング) 月刊総務 22(6) 1984.5 p37～43
421 特集・ファイリングシステムの新展開 データ通信 16(4) 1984.4 p29～64
422 OAにおけるファイリングシステムの意義(巻頭言)(特集・ファイリングシステムの新展開) 片方善治 データ通信 16(4) 1984.4 p29
423 電子ファイルシステムの動向(特集・ファイリングシステムの新展開) 中山直人 データ通信 16(4) 1984.4 p30～35
424 光電子ファイルの活用とその応用(特集・ファイリングシステムの新展開) 賀井友久 データ通信 16(4) 1984.4 p36～41
425 マイクロフイルムによるコンピュータファイリングシステムの提案(特集・ファイリングシステムの新 長浜和彰 データ通信 16(4) 1984.4 p42～47
426 超マイクロフイルム(UMF)電子ファイリング・システムの利用例(特集・ファイリングシステムの新展 望月純夫 データ通信 16(4) 1984.4 p48～53
427 COMの現状と未来(特集・ファイリングシステムの新展開) 笹沼俊樹 データ通信 16(4) 1984.4 p54～61
428 主要各社の電子ファイルシステム(特集・ファイリングシステムの新展開) データ通信 16(4) 1984.4 p62～64
429 埼玉県における文書管理と情報公開(特集・地方自治体における情報公開の現状と方向) 山本和生 自治研修 287 1984.3 p53～69
430 流れを自在に調節するパレット流動棚―ケース3・フロースルーラック(日本ファイリング)(物流車

両・機器読本'84)
流通設計 15(2) 1984.2 p39～40

431 特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム 事務管理 23(2) 1984.2 p28～69
432 〈解説〉(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 事務管理 23(2) 1984.2 p28～42
433 ファイリングは古くて新しい問題(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 小沢暢夫 事務管理 23(2) 1984.2 p28～31
434 データベースとファイリング(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 大日方真 事務管理 23(2) 1984.2 p32～35
435 ファイリングの進め方(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 渋田駿 事務管理 23(2) 1984.2 p36～42
436 〈動向解説〉(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 事務管理 23(2) 1984.2 p43～56
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437 電子ファイルの動向(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 中山直人 事務管理 23(2) 1984.2 p43～47
438 電子ファイルの種類と選定のポイント(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 藤原卓利 事務管理 23(2) 1984.2 p48～53
439 光電子ファイルの活用法(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 松本富勝 事務管理 23(2) 1984.2 p54～56
440 〈事例〉(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 事務管理 23(2) 1984.2 p57～69
441 設計図面管理への応用―営業部門と設計部門のコミュニケーションがよくなった―三菱ノートン

(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム)
真崎繁 事務管理 23(2) 1984.2 p57～61

442 日本生命におけるコンピュータ・ファイリングの新展開(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・シ
ステム)

長浜和彰 事務管理 23(2) 1984.2 p62～65

443 最新電子ファイリング・システム一覧(特集・第4のOA機器―電子ファイリング・システム) 事務管理 23(2) 1984.2 p66～69
444 小型画像ファイリングシステム 折出秋儀 光学技術コンタクト [ISSN:03874176] (光学工業技術協会) 22(10) 1984.10 p20～26
445 超マイクロフィルム(UMF)を利用した電子ファイリングシステム 望月純夫

(他)
三菱電機技報 [ISSN:03692302] (三菱電機技報社) 58(9) 1984.9 p658～662

446 超マイクロフィルムによる電子ファイリングシステム(将来の記録媒体＜特集＞) 伊藤修孳 ドクメンテ-ション研究 [ISSN:00125180] (情報科学技術協会) 34(6) 1984.6 p266～271
447 超マイクロフィルムによる電子ファイリングシステム(将来の記録媒体＜特集＞) 伊藤修孳 ドクメンテ-ション研究 [ISSN:00125180] (情報科学技術協会) 34(6) 1984.6 p266～271
448 紋織物の組織と配色効果に関するファイリングシステムの開発研究―2― 石井富久;

加藤博一
繊維試験場年報 [ISSN:02887363] (岐阜県繊維試験場) 7 1984 p24～28

449 ファイリング・システム事例研究 事務管理 22(15) 1983.12
450 松本信用金庫の基準表を用いた文書整理(ファイリング・システム事例研究) 太田滋 事務管理 22(15) 1983.12 p77～82
451 大阪ガスのLPO運動(ファイリング・システム事例研究) 高津韶夫 事務管理 22(15) 1983.12 p83～89
452 富士電機・鈴鹿工場のWEIGANGポケットファイル(ファイリング・システム事例研究) 事務管理 22(15) 1983.12 p90～93
453 第三の利潤獲得につながる文書管理とファイリング・システム 東正雄 ビジネスガイド 253 1983.7 p63～70
454 映像社会におけるビデオ・ファイリング・システム―ソニー映像プログラム自動送出装置の構成と

実用例を中心にして
Better Storage 72 1983.7 p6～12

455 第3の利潤を生み出すファイリングシステム―文書検索の合理化で人件費コストの削減を目指す
―三菱銀行六本木支店(事例特集・事務合理化No.1=店舗を活性化に導く実践手法)

近代セールス 28(15) 1983.7.15 p32～34

456 OAを成功させるためにもファイリング・システムの一層の改善を(視点) 事務管理 22(8) 1983.6 p6～7
457 コンサルタントの報酬算定基準(特集・人間によるサービスコストと留意点) 東政雄 事務と経営 35(435) 1983.6 p20～22
458 ファイル専用機,光ディスクファィル(図解/オフィス・オートメーションガイドブック) 事務管理 22(6) 1983.5 p128～129
459 ワープロも電子ファイルでファイリング(図解/オフィス・オートメーションガイドブック) 事務管理 22(6) 1983.5 p134～135
460 クラリオンのMY‐3運動(実例・各社ですすむ事務部門の効率化策) 田中秀長 経営者 37(5) 1983.5 p58～61
461 文書の保管と検索の機械化(事務研究・文書業務の改善めざして〔5〕) 山下貞麿 事務と経営 35(433) 1983.5 p86～89
462 文書の保管と検索(事務研究ー文書業務の改善めざして〔4〕) 山下貞麿 事務と経営 35(432) 1983.4 p86～89
463 事務部門効率化のための文書管理手法導入のすすめ方(特集・文書管理の有効活用策) 東政雄 労務事情 587 1983.4.1 p18～31
464 鹿島建設―事務改善への取組み―その実施方法と具体的成果(特集・文書管理の有効活用策) 労務事情 587 1983.4.1 p32～41
465 住友金属和歌山製鉄所―業務効率化運動の推進と具体的成果(特集・文書管理の有効活用策) 労務事情 587 1983.4.1 p42～53
466 岡山市立小学校の文書整理―学校におけるファイリングシステムの考え方(特集・学校事務の効 小幡清子 教育と情報 300 1983.3 p8～13
467 光でファイリング情報を効率化する松下電器・松下電送の「Panafile 1000」(あすのOAシステムを

みる〔3〕)
事務管理 22(3) 1983.3 p88～90

468 管理者のための身辺ファイリング法(マネジメント技法入門) 東政雄 季刊マネジメントジャーナル 36 1983.3 春季号 p104～114
469 事務合理化につながるファイリング・システムとその事例 東政雄 労働実務 749 1983.3.1 p2～24
470 切り抜き資料とファイリング指導(高校の実践事例)(ファイル資料＜特集＞――ファイル資料――

実践事例)
山崎慶子;
鈴木博子

学校図書館 [ISSN:04350405] (全国学校図書館協議会) 390 1983.4 p38～40

471 岡山市立小学校の文書整理――学校におけるファイリングシステムの考え方(学校事務の効率
化＜特集＞)

小幡清子 教育と情報 [ISSN:09145702] (文部省大臣官房情報処理課 第一法規出版) 300 1983.3 p8～13

472 電子ファイリングシステムCOSMOFILEのハ-ドウェア 山本茂;久
保典夫

横河技報 [ISSN:05135532] (横河電機) 27(1) 1983 p8～13

473 電子ファイリングシステムCOSMOFILEのソフトウェア 山本茂;関
豊

横河技報 [ISSN:05135532] (横河電機) 27(1) 1983 p14～18

474 紋織物の組織と配色効果に関するファイリングシステムの開発研究―1― 石井富久;
加藤博一

繊維試験場年報 [ISSN:02887363] (岐阜県繊維試験場) 6 1983 p24～27

475 業務効率化活動におけるファイリング・システムの確立―グッド・ファイリング賞獲得までの軌跡 向原誠 事務管理 21(13) 1982.12 p85～91
476 ビジネスデータのファイリングと漢字出力('82年版ビジネスコンピュータ・ハンドブック) 半沢久生 事務管理 21(11) 1982.10 p7～11
477 文書の整理・検索を効率化するファイリング・システム(支店展望シリ-ズ・事務推進活動の進展) 銀行ビジネス 16(10) 1982.8 p94～97
478 ファイリングでOAへ布石―不要文書6.1トン捨てる(住金海運和歌山支店) 月刊内航海運 211 1982.8 p104～106
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479 ボックス・ファイリング・システム―その後の展開 江森滋 Better Storage 66 1982.7 p8～9
480 マイクロファイリングの実践(今月のOA特別企画・OAにおける情報の保管・検索) 中山武夫 事務と経営 417 1982.3 p52～56
481 大量デ-タのファイリング(今月のOA特別企画・OAにおける情報の保管・検索) 事務と経営 417 1982.3 p62～63
482 保管設備における耐震の考え方と対策 日本ファイ

リング
荷役と機械 29(3) 1982.3 p24～29

483 ファイルの方法-1-ファイリングシステム概論 有賀秀春 教育と情報 286 1982.1 p38～46
484 ファイルの方法―1―ファイリングシステム概論 有賀秀春 教育と情報 [ISSN:09145702] (文部省大臣官房情報処理課 第一法規出版) 286 1982.1 p38～46
485 貸出管理を自動化する図書館システム(今月のオフィス・オ-トメ-ションの戦略と展開) 松田靖彦 事務と経営 414 1981.12 p23～26
486 超高層ビルとファイリング―安田火災海上における事例(この会社-9-) 東政雄 月刊経営士 354 1981.11 p22～24
487 わが国における大量画像デ-タのファイリングシステム(事例研究) 道家昭彦 オフィス・オートメーション 2(3) 1981.11 p18～23
488 ファイリングシステム(FS)の実際的手法-3-FSのテストとその解説 高原真 事務と経営 410 1981.9 p93～96
489 ファイリングから展開した事務改善活動〈オリンパス光学工業〉(OA事例研究)(今月のオフィス・オ

-トメ-ションの戦略と展開)
信田明 事務と経営 409 1981.8 p16～19

490 〈OA事例研究〉ファイリングから展開した事務改善活動〈オリンパス光学工業〉(今月のオフィス・
オ-トメ-ションの戦略と展開)

信田明 事務と経営 409 1981.8 p16～19

491 ファイリングシステム(FS)の実際的手法-2- 高原真 事務と経営 408 1981.7 p98～102
492 ファイリングシステム(FS)の実際的手法-1-FSの前提となる考え方 高原真 事務と経営 407 1981.6 p85～88
493 文書処理機器・装置ガイド(日本語ワ-ドプロセッサほか) 事務管理 20(5) 1981.5 p101～123
494 文書処理システム―構築の考え方・進め方 事務管理 20(5) 1981.5 p1～100
495 〈総論〉(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 事務管理 20(5) 1981.5 p2～9
496 文書処理システム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 山下貞麿 事務管理 20(5) 1981.5 p2～9
497 〈解説〉(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 事務管理 20(5) 1981.5 p10～33
498 文書の作成(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 高原真 事務管理 20(5) 1981.5 p10～16
499 文書の伝達(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 岡田匡令 事務管理 20(5) 1981.5 p17～22
500 文書の保管・検索(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 有賀秀春 事務管理 20(5) 1981.5 p23～27
501 文書の保管・廃棄(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 有賀秀春 事務管理 20(5) 1981.5 p28～33
502 〈企業での取組み事例〉(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 事務管理 20(5) 1981.5 p35～100
503 三井物産におけるORIONシステム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 吉野真 事務管理 20(5) 1981.5 p35～38
504 ブリヂストンタイヤにおける業務合理化推進運動(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 中田重光 事務管理 20(5) 1981.5 p39～44
505 武蔵工業大学における漢字処理システム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 山本哲也 事務管理 20(5) 1981.5 p45～50
506 川崎重工における欧文ワ-ドプロセシング・システム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 加来弘 事務管理 20(5) 1981.5 p51～55
507 東洋火災海上におけるフアクシミリ・ネットワ-ク・システム(文書処理システム―構築の考え方・進 奥田盛昭 事務管理 20(5) 1981.5 p57～62
508 岡村製作所におけるレコ-ド・マネジメント・システム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 福田孝治 事務管理 20(5) 1981.5 p63～69
509 ゼネラル石油における会計帳簿のCOMシステム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 井上潔 事務管理 20(5) 1981.5 p70～74
510 竹中工務店における文書管理システム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 坂口辰夫;

並木清行
事務管理 20(5) 1981.5 p75～80

511 日東紡績における事務効率化運動(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 小室幸彦 事務管理 20(5) 1981.5 p85～89
512 神戸製鋼における特許情報検索システム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 事務管理 20(5) 1981.5 p92～95
513 ライオンにおけるフアイリング・システム(文書処理システム―構築の考え方・進め方) 玉井弘昌 事務管理 20(5) 1981.5 p96～100
514 オフィスにおける紙記録の蓄積ステップの変容(ファイリング・システムによるオフィス改善-9-) 江森滋 Better Storage 60 1981.5 p13～17
515 小集団活動を利用して機能的ファイリングシステム導入に成功―カルピス食品工業(この会社-3- 東政雄 月刊経営士 346 1981.4 p14～22
516 オフィスにおける人間とファイルの距離を考える(ファイリング・システムによるオフィス改善-8-) 江森滋 Better Storage 59 1981.3 p7～11
517 コンフィギュレ-ション管理(技術文書管理)による品質体制づくり 荒川政彦 産業能率論集 14 1981.3 p1～32
518 倉敷市ファイリング導入計画書(自治体のマイクロ導入―活用事例) 月刊マイクロ写真 20(2) 1981.2 p66～74
519 オフィスにおける紙記録の「私物化」防止を考える(ファイリング・システムによるオフィス改善-7-) 江森滋 Better Storage 58 1981.1 p14～19
520 電子ファイリングシステム(RIPS(工業技術院研究情報処理システム)特集号) 石塚正男

(他)
Fujitsu [ISSN:00162515] (富士通信機製造) 32(6) 1981.10 p905～912

521 オフィスにおけるレコ-ド・マネジメントとファイルの発生(ファイリング・システムによるオフィス改善 江森滋 Better Storage 57 1980.11 p14～18
522 グラフィック パターン プログラム ファイリング(1) 伊藤誠司,

岩館こず
え,渡辺勝
紀,今井憲

CAI研究報告 第8号 北海道教育大学函館分校 1980.3 p76～84 B5 ISSN:0289-5307 〈他言語
標題:Bulletin of CAI Research.〉

523 スピログラム パターン プログラム ファイリング(1) 大嶋直人,
今井憲一

CAI研究報告 第8号 北海道教育大学函館分校 1980.3 p85～97 B5 ISSN:0289-5307 〈他言語
標題:Bulletin of CAI Research.〉
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524 森林資料のファイリングの研究―1―地図の重ね合せ 木平勇吉 信州大学農学部演習林報告 [ISSN:05598613] (信州大学農学部附属演習林) 14 1977.10 p45～
525 日新電機における設計資料管理――一設計部門のカタログ・ファイリング・システム(JICST創立

20周年記念特集号)
宮川房之
助;吉岡巌

情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本
部) 20(6) 1977.9 p498～506

526 教育情報の利用―5―道徳資料のファイリングとその利用――読み物資料を中心に――埼玉県
三郷市立吹上小学校の事例

佐藤侶善 教育と情報 [ISSN:09145702] (文部省大臣官房情報処理課 第一法規出版) 222 1976.9 p19～22

527 情報資料のファイリング 竹田彦太 東京都立工科短期大学研究報告 [ISSN:03871371] (東京都立工科短期大学) 4 1976.3 p45～51
528 MARC計画の推移―3―記入の本体と可変(長)フィ-ルド,ファイリングとプリンティング 窪田寛 早稲田大学図書館紀要 [ISSN:02892502] (早稲田大学図書館) 16 1975.3 p1～23
529 電子計算機による学童の永久歯情報のファイリングシステムについて 境脩 口腔衛生学会雑誌 [ISSN:00232831] (口腔衛生学会) 25(1) 1975.3 p37～52
530 ファイリング・システムに関する考察 須田健二 群馬工業高等専門学校研究報告 [ISSN:05339901] (群馬工業高等専門学校) 8 1974.12 p25～
531 地震波資料のファイリングと自動処理 古沢保;入

倉孝次郎;
赤松純平

京都大学防災研究所年報 [ISSN:0386412X] (京都大学防災研究所) 17B 1974.10 p15～27

532 45 生保におけるファイリングシステム(〓 適用業務)〈経営機械化シンポジウム〉 鈴木正昭 経営機械化シンポジウム(日本事務能率協会) 1965 1965
533 ファイリング資料について 横山孝次 IFEL図書館学 第9号 IFEL図書館学会 1957.11 p44～46 A5 〈大屋書房洋書部(発売)〉
534 カード・システムとファイリング・システム其の1 伊藤俊夫 〓用品研究 No.4 図書館用品研究所編 東京 伊藤伊 1953.10 p26～37 B5

※この文献リストは、日外アソシエーツ提供の「MAGAZINEPLUS」にて、「ファイリング」をキーワードとする文献を全て検索した結果をもとに作成したもの（但し「プロファイリング」がキーワードの文献を除く）。刊行年の新
しい順に配列した。
（作成者：坂口貴弘）
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No. 標題 著者名 誌名等
1 IT時代の情報の記録管理の一考察――関心高まる就職対策支援の検定試験(日本秘書教育学

会「第8回研究大会」報告)
松本智江
子;岡本幸
男

研究集録 [ISSN:13459465] (日本秘書教育学会) 8 2003 p65～67

2 熟練者の技能を記録して共有・生田産機工業(経営ITイノベーション) 日経ベンチャー [ISSN:02896516] 218 2002.11 p58～59
3 教育事件から見た学校経営と法律(17)討論(その1)調査書の開示と文書管理 山口亨;佐

野享子
学校経営 (第一法規出版) 47(12) 2002.10 p129～135

4 「印刷会社がペーパーレス提案」電子文書管理システムを独自開発(デジタル・パブリッシング提 高下士良 ニューメディア 232 2002.10 p76～77
5 eメール時代の文書管理法とは(BUSINESS TRENDS) ニューズウィーク日本版 [ISSN:09122001] 17(38) 2002.10.9 p16
6 環境ISO電子文書管理システム――ISO取得支援・文書管理ソフトウェア 野上欣也 地球環境 [ISSN:1342999X] (日本工業新聞社) 33(9) 2002.9 p80～82
7 メ-ルによる文書登録を可能にした電子文書管理システム(マルチメディア通信と分散処理 電子

化知的財産・社会基盤 合同研究報告)
矢野大介;
乃村能成;
谷口秀夫

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2002(85) 2002.9.12 p113～120

8 NTT-AT事業活動情報 AT-ソリユ-ション 電子政府・自治体の活動を効率化する行政文書管理
システム――Express Finder/行政文書管理

奥村一夫 Techno-stream (NTTアドバンステクノロジ株式会社 エス・ケ-・ディ企画) 25(7月) 2002.7 p16～18

9 文書のデータベース化で効率アップ(情報テクノロジー) 日経ベンチャー [ISSN:02896516] 214 2002.7 p156～158
10 わかりやすいISO文書管理電子化の効率的な進め方(最終回) 持田勝見 ISOマネジメント [ISSN:13459384] (日刊工業新聞社) 3(6) 2002.6 p108～111
11 話題の製品と技術 Webベ-スの部門向け文書管理サ-バ――Millemasse Web Document Filing 宝迫尚行 画像ラボ [ISSN:09156755] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 13(5) 2002.5 p17～21
12 岐阜県における文書管理システムの開発(特集 社会公共システム) 平島浩介;

成島恒雄
Unisys技報 [ISSN:09149996] (日本ユニシス株式会社 日本ユニシス) 22(1) 2002.5 p78～91

13 ミニ講座 私の「ミニ実践」紹介します パソコンを使った事務改善(実践パ-ト4)文書管理システム 長谷川貞 学校事務 (現代学校事務研究所 学事出版) 53(4) 2002.4 p74～77
14 わかりやすいISO文書管理電子化の効率的な進め方(5) 持田勝見 ISOマネジメント [ISSN:13459384] (日刊工業新聞社) 3(4) 2002.4 p114～117
15 碧南市における電子自治体実現に向けた統合文書管理システムの構築について(特集/電子自 岡崎康浩 月刊LASDEC [ISSN:13474030] (地方自治情報センタ-) 32(4) 2002.4 p26～35
16 わかりやすいISO文書管理電子化の効率的な進め方(4) 持田勝見 ISOマネジメント [ISSN:13459384] (日刊工業新聞社) 3(3) 2002.3 p109～113
17 アメリカ連邦政府の文書管理と司法統制(下)連邦記録法と大統領記録法 富井幸雄 法律時報 [ISSN:03873420] (日本評論社) 74(3) 2002.3 p116～124
18 「現用文書の管理と公文書館」討論報告(公文書館をめぐる諸問題――保存を中心に) 野内正美 ア-カイブズ (国立公文書館) 8 2002.3 p2～6
19 マンションリフォ-ム判例・紛争ケ-ススタディ(第17回)クレ-ム対応,文書管理他 マンションリ

フォ-ム推
進協議会

リフォ-ム (テツアド-出版) 19(3) 2002.3 p84～86

20 階層記録型映像サ-バに適用するストレ-ジ制御手法の検討(マルチメディアストレ-ジ) 加藤隆;上
村和宏;小
川正一郎
(他)

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 26(15) 2002.2 p41～
46

21 階層記録型映像サ-バに適用するストレ-ジ制御手法の検討 加藤隆;上
村和宏;小
川正一郎
(他)

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(643) 2002.2.15
p41～46

22 アメリカ連邦政府の文書管理と司法統制(上)連邦記録法と大統領記録法 富井幸雄 法律時報 [ISSN:03873420] (日本評論社) 74(2) 2002.2 p92～100
23 わかりやすいISO文書管理電子化の効率的な進め方(3) 持田勝見 ISOマネジメント [ISSN:13459384] (日刊工業新聞社) 3(2) 2002.2 p112～116
24 情報公開・文書管理・公文書館――市町村連絡会議講演録(平成12年10月24日)(地域の記憶と

記録を残すために(収集資料保存活用検討事業報告))
後藤仁 青森県史研究 [ISSN:13427431] (青森県) 6 2002.2 p142～165

25 MOVE! 「文書管理のキ-ウ-マン」をめざす、はつらつとした婦人自衛官 中島千帆 Securitarian [ISSN:09182306] (防衛弘済会) 518 2002.1p48～49
26 特集 文書管理 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 32(1) 2002.1 p4～33
27 三重県における総合文書管理システムについて(特集 文書管理) 矢田雅近 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 32(1) 2002.1 p4～9
28 「香川県文書管理システム」の運用開始(特集 文書管理) 松村弘文 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 32(1) 2002.1 p10～14
29 横須賀市における文書管理システムについて(特集 文書管理) 森山武 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 32(1) 2002.1 p15～21
30 金津町における電子決裁システムについて(特集 文書管理) 坂東雅実 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 32(1) 2002.1 p22～27
31 地方公共団体における文書管理ネットワ-クの構築について(特集 文書管理) 五藤寿樹 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 32(1) 2002.1 p28～33

64 / 119 ページ



文書管理関連文献リスト（その2） 2003年2月14日現在

32 ドキュメンタム社の製品と戦略・電子政府とB2Bコマースの切り札 文書の統合管理プラットフォー
ム―既存文書を一元管理しWeb化とXML対応を支援(INTERVIEW)

スティーブ
ンソン,ロ
バート(日本
ドキュメンタ
ム代表取締
役);マー
ティネッ
ティ,ドミニク
(ドキュメン
タムAPマー
ケティング

コンピュートピア [ISSN:00104906] 36(424) 2002.1 p108～113

33 文書館業務論 市町村における文書管理の現状と課題――広島県の事例から 数野文明 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 6 2001 p120～172
34 ア-カイブと情報公開について(特集 情報公開の現状――情報政策の観点から) 小川千代 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 51(2) 2001 p95～101
35 文書管理に関するはじめての国際規格:その内容と用途(翻訳文献) JamesC.Co

nnelly;作山
宗久(訳)

情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 51(12) 2001 p630～640

36 わかりやすいISO文書管理電子化の効率的な進め方(2) 持田勝見 ISOマネジメント [ISSN:13459384] (日刊工業新聞社) 2(12) 2001.12 p52～56
37 近世村方文書の管理について(2)名主の文書管理。松代藩領信州更級郡上平村久保家を事例に 宮下修 信濃 〔第3次〕 [ISSN:02886987] (信濃史学会) 53(12) 2001.12 p847～864
38 特集 文書管理 季報情報公開 [ISSN:13470337] (行政管理研究センタ-) 3 2001.12 p2～15
39 アカウンタビリティと文書管理(特集 文書管理) 小谷允志 季報情報公開 [ISSN:13470337] (行政管理研究センタ-) 3 2001.12 p2～11
40 行政文書の不存在に係る不服申立て(特集 文書管理) 秦博之 季報情報公開 [ISSN:13470337] (行政管理研究センタ-) 3 2001.12 p12～15
41 資料 行政文書の管理方策に関するガイドラインについて 季報情報公開 [ISSN:13470337] (行政管理研究センタ-) 3 2001.12 p56～63
42 わかりやすいISO文書管理電子化の効率的な進め方 持田勝見 ISOマネジメント [ISSN:13459384] (日刊工業新聞社) 2(11) 2001.11 p72～75
43 近世都市における文書管理について――「駿府町会所文書」を中心に 青木祐一 千葉史学 [ISSN:02868148] (千葉歴史学会) 39 2001.11 p8～25
44 法務委員会レポ-ト(51)民事訴訟法の一部改正と文書管理 松本吉之 月刊IM [ISSN:09132708] (日本画像情報マネジメント協会) 40(11) 2001.11 p15～17
45 行政文書管理デ-タモデルとシステム構築(特集:電子行政の早期実現に向けて――e-Japanを支

える富士通の先端基盤技術)
合田俊文 Fujitsu [ISSN:00162515] (富士通) 52(6) 2001.11 p520～524

46 東京都文書管理システム、日立が「750円落札」電子政府ビジネスそれでも儲かる! 週刊朝日 106(54) 2001.11.23 p35～36
47 ダブルチェック型文書管理システム 原田篤史;

西垣正勝;
曽我正和
(他)

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(441) 2001.11.21
p43～48

48 ダブルチェック型文書管理システム 原田篤史;
西垣正勝;
曽我正和
(他)

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(443) 2001.11.21
p43～48

49 ダブルチェック型文書管理システム 原田篤史;
西垣正勝;
曽我正和
(他)

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 101(445) 2001.11.21
p43～48

50 近世村方文書の管理について(1)名主の文書管理。信州松代藩領更級郡上平村久保家を事例に 宮下修 信濃 〔第3次〕 [ISSN:02886987] (信濃史学会) 53(10) 2001.10 p690～712
51 総務の仕事カレンダ-(2)11月の仕事/文書管理と機密保持 電子媒体への対応の早期構築を 高橋幸子 先見労務管理 (労働調査会) 39(1187) 2001.10.25 p38～41
52 エンタ-プライズ文書管理ソフトの現状と将来展望 Marketing report. Information system research (富士マ-チャンダイジング・センタ- FMC) 340

2001.10.25 p1～27
53 グラビア フィットネスクラブリ-ヴ相模大野――トレ-ニング結果を自動的に記録・管理するイタリ

ア製のウエルネスシステムをわが国ではじめて本格導入
レジャ-産業資料 (綜合ユニコム株式会社 綜合ユニコム) 34(9) 2001.9 p34～37

54 電子自治体がもたらす住民サ-ビス向上と行政運営の変革を――情報公開、個人情報保護の観
点から求められる総合的な電子文書管理システムの構築(特集 自治体経営・情報革新の新潮

大橋有弘 JMAマネジメントレビュ- (日本能率協会) 7(9) 2001.9 p9～12

55 分権時代に求められる10の能力(16)文書管理能力(2) Gyosei EX [ISSN:09179496] (ぎょうせい) 13(9) 2001.9 p27～29
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56 同時テロで本領発揮する記録保管会社Iron Mountain社(米) *Wall Str.J. 238(55) 2001.9.18 pB6 表図 抄　録同時多発テロで,米国のアウトソーシング記録管
理業務市場の40%を占めるIron Mountain社は,テロの被害を受けた顧客企業94社に約100万本の
磁気テープを配送した。顧客の半数はComdisco,IBM,SunGard Data Systems社が管理する災害
回復設備を利用し,他の半数は独自のバックアップ・システムを所有している。1951年設立のIron
Mountain社は,中小の記録管理会社を買収して成長してきたが,磁気テープの保管以外にペー
パーレス時代といわれる現在でも重要書類の保管が収益の3分の2を占める。

57 イメ-ジ文書管理のためのOCR認識誤り文字を含むテキストに対する全文検索方式(企業特集
(株)日立システムアンドサ-ビス)

猪川徳信 画像ラボ [ISSN:09156755] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 12(8) 2001.8 p8～10

58 分権時代に求められる10の能力(15)文書管理能力(1) 上村章文 Gyosei EX [ISSN:09179496] (ぎょうせい) 13(8) 2001.8 p27～29
59 ミニ講座 パソコンソフトとの上手なつきあい方 「事務処理システム」ライブラリ-(5)文書収受簿の

作成と文書管理(桐Ver.8編)
佐藤辰弥 学校事務 (学校出版) 52(8) 2001.8 p95～101

60 新動向 いよいよ独立行政法人等情報公開法も1年後にスタ-ト――文書管理の事前準備は万全 村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(7) 2001.7 p23～28
61 独立行政法人等情報公開法への対応と文書管理の進め方(2)事前準備は万全か? 村岡正司 行政&ADP [ISSN:13461540] (行政情報システム研究所) 37(6) 2001.6 p10～16
62 九世紀における朝廷の記録管理と国史原史料の集積 細井浩志 古文書研究 [ISSN:03862429] (日本古文書学会) 53 2001.5 p1～17
63 日本ビクタ-:安くて使いやすいISO文書管理システムを独自開発――管理工数・コスト削減効果

大きく、ナレッジマネジメントにも展開
野口恒 ISOマネジメント [ISSN:13459384] (日刊工業新聞社) 2(5) 2001.5 p97～101

64 情報公開と学校――文書管理と事務職員の役割(特集 「情報公開制度」が始まって) 尾崎豊 学校事務 (学校出版) 52(5) 2001.5 p29～34
65 独立行政法人等情報公開法への対応と文書管理の進め方(1)事前準備は万全か? 村岡正司 行政&ADP [ISSN:13461540] (行政情報システム研究所) 37(5) 2001.5 p7～12
66 日本の「公」甚だしい堕落(日本) AERA [ISSN:09148833] 14(22) 2001.5.21 p26～30
67 本省庁0.9人にパソコン一台 行政情報化―文書管理規制一一省庁で整備 行政監察情報 (官庁通信社) 2301 2001.5.17 p2～3
68 浜岡原子力発電所における点検記録管理業務のシステム化 仙波隆英;

鈴木隆之;
松田和光

火力原子力発電 [ISSN:03871029] (火力原子力発電技術協会) 52(4) 2001.4 p408～414

69 情報公開法制と「文書管理」(特集 情報公開制度の今後) 野村武司 都市問題研究 [ISSN:03873390] (都市問題研究会) 53(4) 2001.4 p47～61
70 報告 JIIMA2000特別セミナ- 電子市役所時代における文書管理システム 楠裕行 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(4) 2001.4 p16～20
71 基礎からはじめるシステム読本――デジタルする新しい文書管理 整理と検索(9・最終回) 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(4) 2001.4 p21～25
72 解説 ディジタル・ドキュメンテ-ション――ドキュメントの電子化のためのシステムと手法 白旗保則 情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本

部) 44(1) 2001.4 p8～16
73 エ-ジェントによる文書群の自己組織化(3)自己組織化システムの実装と実験 二方厚志 電力中央研究所報告 研究報告 R [ISSN:13404660] (電力中央研究所) 00018 2001.4 p巻頭1～

4,1～17
74 作業と関連付けた蓄積文書の自動的再整理手法 嶋田丈裕 電力中央研究所報告 研究報告 R [ISSN:13404660] (電力中央研究所) 00027 2001.4 p1～4,1～
75 徳島県内の市町村公文書管理の現状について――実態に関するアンケ-ト集計結果より 金原祐樹 徳島県文書館研究紀要 [ISSN:13430416] (徳島県立文書館) 2 2001.3 p71～82
76 公文書保存の意義と文書管理――新潟県における文書規程改正と県立文書館の対応も含めて 伊藤一億 新潟県立文書館研究紀要 (新潟県立文書館) 8 2001.3 p73～94
77 ISO9000/ISO14000運用支援ソフト活用事例(3)ISO文書管理の電子化をパッケ-ジソフトで実現―

―活用のメリットと主な既存ソフトの比較
新川雅之 ISOマネジメント [ISSN:13459384] (日刊工業新聞社) 2(3) 2001.3 p114～118

78 電子文書管理における原本性の確保(2・終)電子文書証明サ-ビス″SecureSeal″の紹介 鈴木邦康 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(3) 2001.3 p15～18
79 基礎からはじめるシステム読本――デジタルする新しい文書管理 整理と検索(8) 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(3) 2001.3 p19～25
80 電子自治体に対応した文書管理システム 鳥山和彦;

吉岡信頼
富士時報 [ISSN:03673332] (〈富士電機株式会社〉 「富士時報」編集部) 74(3) 2001.3 p162～165

81 環境ゼミナ-ル ISO14001活用術(10)環境マネジメントシステム文書/文書管理:体系化と電子化で
効率的な管理を

村上治;鳥
谷克幸

日経エコロジ- [ISSN:13449001] (日経BP社) 20 2001.2 p58～61

82 電子文書管理における原本性の確保(1)電子文書証明サ-ビス″Secure Seal″の紹介 鈴木邦康 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(2) 2001.2 p19～21
83 バ-コ-ドによる文書管理機能を備えた筆記入力装置の試作(エレクトログラフィ-(特集:紙面とディ

スプレイ画面に関わる先端技術動向))
別府智彦;
古田俊之;
服部仁

映像情報メディア学会技術報告 [ISSN:13426893] (映像情報メディア学会) 25(10) 2001.2 p25～
30

84 トピックス/品質管理 ISO9000の文書管理を電子化――品質管理の仕組みをシステム化して会
社の競争力アップに生かそう

日経コンストラクション [ISSN:09153470] (日経BP社) 274 2001.2.23 p74～77

85 バ-コ-ドによる文書管理機能を備えた筆記入力装置の試作(エレクトログラフィ特集 特集:紙面と
ディスプレイ画面に関わる先端技術動向)

別府智彦;
古田俊之;
服部仁

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(614) 2001.2.8 p25
～30

86 お金をかけずにできる業務アプリケ-ション活用(1)Site Serverを利用した簡易文書管理システム
(Workgroup Networking〔和文〕)

福永勇二 Interop magazine (ソフトバンクパブリッシング株式会社 ソフトバンクパブリッシング) 11(1)
2001.1p92～97

87 情報公開法に対応した文書管理の進め方――電子政府・地方分権に向けて(8・最終回) 村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(1) 2001.1 p17～22
88 基礎からはじめるシステム読本――デジタルする新しい文書管理 整理と検索(7) 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 40(1) 2001.1 p24～29
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89 紙の変形を考慮した机上文書のハンドリング 宮崎隆;長
崎健;川嶋
稔夫(他)

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(566) 2001.1.19
p143～148

90 共同文書編集作業における文書の管理と共有情報の制御に関する研究――工程管理表と発現
タイミングを設定可能なコメントによる支援(グル-プウェア 研究報告)

半田拓也;
桑田正行

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2001(5) 2001.1.18 p1～6

91 XMLによる文書管理の一考察 加藤成明 所報 [ISSN:13443577] (愛知県産業大学経営研究所) 3 2000 p55～68
92 下水道台帳管理システムを利用した文書管理について(第37回下水道研究会発表会講演集――

口頭発表セッション2 下水道計画・国際交流)
田辺健一 下水道研究発表会講演集 (日本下水道協会) 37 2000 p157～159

93 XMLを活用した文書管理システムの導入を考える(最終回)XML文書化のハ-ドルの越え方 長村玄 行政&ADP (行政情報システム研究所) 36(12) 2000.12 p42～47
94 中小企業向けソフト導入事例 マイクロキャビン――ISO文書管理ソフト『ISO NAVIGATOR』

ISO14001認証取得時に自らソフト開発!!
アイソス (システム規格社) 5(12) 2000.12 p121～126

95 基礎からはじめる――システム読本 デジタルする新しい文書管理――整理と検索(6) 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(12) 2000.12 p16～22
96 情報公開法に対応した文書管理の進め方(7)電子政府・地方分権に向けて 村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(12) 2000.12 p27～32
97 文書管理システム(稟議決裁・文書管理)(21世紀を支える電子政府・電子自治体特集――各分野

別ソリュ-ションとNECの取り組み)
赤林隆仁;
佐原信幸;
青柳和美

NEC技報 [ISSN:02854139] (NECクリエイティブ) 53(12) 2000.12 p22～25

98 自治体向け文書管理システム(21世紀を支える電子政府・電子自治体特集――各分野別ソリュ-
ションとNECの取り組み)

松本健一 NEC技報 [ISSN:02854139] (NECクリエイティブ) 53(12) 2000.12 p38～40

99 XMLを活用した文書管理システムの導入を考える(2)検索とデ-タベ-ス化について 長村玄 行政&ADP (行政情報システム研究所) 36(11) 2000.11 p37～42
100 基礎からはじめるシステム読本――デジタルする新しい文書管理 整理と検索(5) 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(11) 2000.11 p16～21
101 情報公開法に対応した文書管理の進め方――電子政府・地方分権に向けて(6)―(第4章)地方公

共団体の情報公開対応の文書管理の進め方
村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(11) 2000.11 p27～32

102 Towards Zero-Effort Personal Document Managenent: A New Paradign for Users JonathanJ.
Hull;PeterE
.Hart

Ricoh technical report [ISSN:03877795] (リコ- リコ-研究開発本部) 26 2000.11 p61～67

103 ケ-ススタディ 〔埼玉県〕狭山市/自治体行政情報提供システム――国産文書管理パッケ-ジを活
用し、行政文書をWebで公開

ネットワ-クコンピュ-ティング [ISSN:09184503] (リックテレコム) 12(10) 2000.10 p44～46

104 対談 情報公開制度と文書管理 M.L.ミラ-;
藤井昭夫;
小山允志

行政&ADP (行政情報システム研究所) 36(10) 2000.10 p3～12

105 XMLを活用した文書管理システムの導入を考える(1)問題点の整理と文書作成 長村玄 行政&ADP (行政情報システム研究所) 36(10) 2000.10 p39～44
106 基礎からはじめるシステム読本――デジタルする新しい文書管理 整理と検索(4) 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(10) 2000.10 p20～23
107 情報公開法に対応した文書管理の進め方――電子政府・地方分権に向けて(5) 村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(10) 2000.10 p25～30
108 各省庁の文書情報管理、ペ-パ-による保管が大幅に減少(ペ-パ-保管24.5%、磁気ディスク保管

58.5%)――総務庁の11年度省庁統一文書管理改善状況調査
官界通信 (官界通信社) 2323 2000.10.16 p12～17

109 第3回 基礎からはじめる システム読本 デジタルする新しい文書管理 整理と検索 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(9) 2000.9 p15～17
110 第4回 情報公開法に対応した文書管理の進め方――電子政府・地方分権に向けて 村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(9) 2000.9 p25～30
111 フォ-カス 文書の「原本性」を確保する製品が登場――電子政府や電子商取引のトラブルを回避 日経コンピュ-タ [ISSN:02854619] (日経BP社) 505 2000.9.25 p26～31
112 「電子政府化構想と総合的な文書管理システム」講演参加記 星野富夫 ア-キビスト [ISSN:09119558;0911954X] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会関東部会) 49 2000.8 p1～3
113 情報公開法の請求処理手続及び行政文書の管理方策 秦博之 自治研究 [ISSN:02875209] (良書普及会) 76(8) 2000.8 p61～78
114 基礎からはじめるシステム読本――デジタルする新しい文書管理 整理と検索(2) 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(8) 2000.8 p17～20
115 情報公開法に対応した文書管理の進め方――電子政府・地方分権に向けて(3) 村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(8) 2000.8 p24～29
116 集会報告 記録管理学会(RMS JAPAN)2000年研究大会 情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本

部) 43(5) 2000.8 p451～453
117 蓄積文書の自動的再整理による自己組織化方式 嶋田丈裕 電力中央研究所報告 研究報告 R [ISSN:13404660] (電力中央研究所) 99018 2000.8 p1～13,巻

頭1～4
118 インタ-ネットの最新技術ここがポイント!(17)XMLで柔軟なデ-タ構造を可能に 力武健次 日経コンピュ-タ [ISSN:02854619] (日経BP社) 502 2000.8.14 p162～165
119 ア-カイブ・ドキュメントの保存と管理(特集 メディアの保存と管理) 小川千代 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 50(7) 2000.7 p376～382
120 基礎からはじめるシステム読本――デジタルする新しい文書管理 整理と検索(1) 鳥海史郎 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(7) 2000.7 p17～20
121 情報公開法に対応した文書管理の進め方――電子政府・地方分権に向けて(2) 村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(7) 2000.7 p25～29
122 セキュリティ対策のキ-ポイント(4)情報漏洩を考える 熊谷誠治 日経インタ-ネットテクノロジ- [ISSN:13431676] (日経BP社) 36 2000.7 p176～185
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123 WWWインタ-ネット対応型公文書管理システムの開発(電子・情報システム小特集号) 森永純一;
島村真二;
田中恵治
(他)

日立造船技報 [ISSN:00182788] (日立造船株式会社技術研究所) 61(2) 2000.7 p78～83

124 異種文書管理のための問合わせ機構の考察(夏のデ-タベ-スワ-クショップin花巻温泉――みち
のく湯けむりデ-タベ-スワ-クショップ――3A:XML(2))

横田一正;
国島丈生;
劉渤江

電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(227) 2000.7.27 p1
～8

125 異種文書管理のための問合せ機構の考察(デ-タベ-スシステム 研究報告) 横田一正;
国島丈生;
劉渤江

情報処理学会研究報告 [ISSN:09196072] (情報処理学会) 2000(69) 2000.7.26 p145～152

126 情報公開法に対応した文書管理の進め方――電子政府・地方分権に向けて(1) 村岡正司 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 39(6) 2000.6 p19～24
127 戦略的ドキュメント管理のすすめ――社内に埋もれた知恵を発掘、ナレッジ経営の基盤に 日経情報ストラテジ- [ISSN:09175342] (日経BP社) 9(4) 2000.5 p62～67
128 学校教育事務システム化 地区研の「文書管理の統一化」をどう自校化していくか 佐藤幸子 学校事務 (学校出版) 51(5) 2000.5 p86～91
129 行政文書の管理方策に関するガイドラインについて(各省庁事務連絡会議) 自治研究 [ISSN:02875209] (良書普及会) 76(5) 2000.5 p146～161
130 Technical Survey Towards Zero-effort Personal Document Management: A New Paradigm for

Users
JonathanJ.
Hull;PeterE
.Hart

画像電子学会誌 [ISSN:02859831] (画像電子学会) 29(3) 2000.5 p232～238

131 エ-ジェントによる文書群の自己組織化(2)――シミュレ-ションによるグル-プ形成の評価 二方厚志 電力中央研究所報告 研究報告 R [ISSN:13404660] (電力中央研究所) 99017 2000.5 p1～4,1～
132 ナレッジ(知識)の表現でもある「企業内文書」を共有化し、文書業務を改善するドキュメントソリュ-

ション・システム構築素材「Meridio(メリディオ)」(特集 オフィス・流通業務を効率化するシステム・
アプリケ-ション製品特集――シゴトに活かすデジタルイメ-ジ情報)

富士通ミド
ルウェア
(株)

情報端末 [ISSN:13445928] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 2(5) 2000.5 p40～42

133 現役諸君へ考えるヒント 「文書事務」「教育」を考える 岸晃行 学校事務 (学校出版) 51(5) 2000.5 p104～107
134 文書間の多様な関連情報と局所性を用いたクラスタリング手法(3B:情報クラスタリング) 向亨;上林

弥彦
電子情報通信学会技術研究報告 [ISSN:09135685] (電子情報通信学会) 100(31) 2000.5.9 p153
～160

135 HACCPとISO9000(12・最終回)HACCP構築:検証、記録、管理体制 加藤光夫 アイソス (システム規格社) 5(4) 2000.4 p140～143
136 Monthly Spot 情報公開に対応する上手な文書管理システムの導入と運営 ぎょうせい

総合研究
所文書管
理システム

Gyosei EX [ISSN:09179496] (ぎょうせい) 12(4) 2000.4 p13～16

137 創造型行革に向けて Creativity(15)文書管理で市役所が変わる 宇土市総
務課

地方自治職員研修 [ISSN:13413929] (〈公務職員研修協会〉 公職研) 33(4) 2000.4 p68～70

138 行政文書の管理万策に関するガイドライン 総務庁行
政管理局
情報公開
法施行準

行政&ADP (行政情報システム研究所) 36(4) 2000.4 p5～15

139 商品トレンド=ナレッジマネジメント向け文書管理ツ-ル 「文書」管理を「知識」管理へ――情報の
蓄積・共有・活用を支援

ネットワ-クコンピュ-ティング [ISSN:09184503] (リックテレコム) 12(4) 2000.4 p117～121

140 情報端末ソリュ-ション最前線 MEDIOサリュテ-ションシステムがノ-ツオフィスの文書管理業務を
変える――入力・出力統合によるドキュメント・ソリュ-ションの確立

キャノン株
式会社

情報端末 [ISSN:13445928] (〈日本工業出版株式会社〉 日本工業出版) 2(4) 2000.4 p50～52

141 表紙による文書管理方式(DDコ-ド)を核としたドキュメントソリュ-ションビジネスへの展開(特集/ド
キュメント技術――ドキュメントソリュ-ション・ソフトウェア技術)

山本夏樹;
広瀬篤嗣

Matsushita technical journal [ISSN:13439529] (松下電器産業株式会社 松下電器産業技術総務
センタ-技術情報部) 46(2) 2000.4 p192～198

142 解説 パソコン活用のISO9000/14000文書管理(特集 パソコン活用による現場革新) 宮野正克 工場管理 [ISSN:00232777] (日刊工業新聞社) 46(5) 2000.3 p26～32
143 事例――パソコン活用のISO文書管理 文書管理の電子化で紙の使用量を大幅に削減(特集 パ

ソコン活用による現場革新)
関伸一;三
輪ふぶき

工場管理 [ISSN:00232777] (日刊工業新聞社) 46(5) 2000.3 p56～59

144 情報公開と文書管理〈事務管理〉 自治実務セミナ- [ISSN:02878526] (良書普及会) 39(3) 2000.3 p32～34
145 ケ-ス・スタディ ISO9000文書管理システムの開発および導入(特集 ITの有効活用に向けて) 谷本収;吉

田岳司;川
崎裕康

IEレビュ- [ISSN:00189596] (日本インダストリアルエンジニアリング協会 日本インダストリアル・エン
ジニアリング協会) 41(1) 2000.3 p35～39

146 現場改善 ISO9001の要求に対応した電子文書管理システム構築事例 清田浩;原
佳恵子

IEレビュ- [ISSN:00189596] (日本インダストリアルエンジニアリング協会 日本インダストリアル・エン
ジニアリング協会) 41(1) 2000.3 p81～86

147 知的資源と創造的資源の効果的管理・活用(4)文書管理における分類を見直す 小林史彦 行政&ADP (行政情報システム研究所) 36(3) 2000.3 p47～54
148 ISO14001 事例紹介 関西国際空港用地造成株式会社 1兆円ビッグプロ発注者がISO 14001認証

取得 文書管理、コミュニケ-ションを重視
アイソス (システム規格社) 5(3) 2000.3 p128～131
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149 知識流通に適用可能なXML文書管理技術の開発(小特集 ナレッジウェア) 新田清;小
桜文彦;井
形伸之(他)

人工知能基礎論研究会 (人工知能学会) 40回 2000.3.21 p77～82

150 行政文書の管理方策に関するガイドライン(その2)行政文書の管理体制/行政文書の警理に関す
る定め/法施行前における措置/その他

官界通信 (官界通信社) 2302 2000.3.16 p9～18

151 行政文書の管理方策「ガイドライン」を制定――大分類・中分類・小分類の三段階ツリ-構造――
各省庁事務連絡会議で申し合わせ(付)行政文書の管理方策に関するガイドライン(その1)

官界通信 (官界通信社) 2301 2000.3.6 p5～15

152 ゼロックス社,利益半減で複写機以外の分野開拓へ Wirtschaftswoche 54(10) 2000.3.2 p78～79 図写 抄　録ゼロックス社は,99年第4四半期に利益が
半減し,売上高も減少,株価は急落した。同社は複写機部門が売上高の3分の2を占めており,ブラ
ジル市場での売上げ停滞,売上げの30%を占める欧州でユーロ安による販売減,売上高の半分が
企業向けなど成長要因が少ない点が問題となっている。同社は低価格複写機に対抗するため,プ
リンタ・メーカーのTektronix社の買収に加え,自社のノウハウ提供による企業の文書管理プログラム
支援,成長分野のプリンタ分野への進出強化などを図る方針である。

153 簡単便利な入力でISO文書管理に準拠工場情報生産管理システム 高橋明男 工場管理 [ISSN:00232777] (日刊工業新聞社) 46(3) 2000.2 p101～105
154 ミニ特集 OHSMSと文書管理 働く人の安全と健康 [ISSN:13452649] (中央労働災害防止協会) 51(2) 2000.2 p186～190
155 情報公開・個人情報保護・文書管理システムの一体整備で真の住民参加を目指す(長野県辰野 晨 [ISSN:02871874] (ぎょうせい) 19(1) 2000.1 p43～45
156 Office/Visual Basic徹底活用法(4)文書管理プログラムをいよいよ完成させよう 西田雅昭 日経バイト [ISSN:02896508] (日経BP社) 199 2000.1 p148～153
157 文書管理で世界に冠たる日本の市役所――行政経営時代へ「紙」情報の活性化を――情報公

開の進展にも万全
広田達人 地方行政 (時事通信社) 9240 2000.1.13 p14～21

158 ウル第三王朝時代ウンマの文書管理官GA2-dub-ba 前田徹 早稲田大学大学院文学研究科紀要 第1分冊 [ISSN:13417517] (早稲田大学大学院 早稲田大学
大学院文学研究科) 45-4 1999 p17～31

159 行政情報活用システムの展開 広田伝一 シオン短期大学研究紀要 [ISSN:09167137] (シオン短期大学) 39 1999 p75～90
160 PL法対策における文書管理 藤山靖文;

赤木文男
生産管理 [ISSN:1341528X] (日本生産管理学会) 6(2) 1999.12 p37～41

161 解説 ペ-パレス文書管理及びプロセス管理によるISO9001認証取得 岩村順雄;
木下正;山
寺信也

自動車技術 [ISSN:03857298] (自動車技術会) 53(12) 1999.12 p55～60

162 電子決裁・文書管理システム(公共分野向けソリュ-ション特集) 斎藤芳之;
鳥山和彦;
杉江孝夫

富士時報 [ISSN:03673332] (〈富士電機株式会社〉 「富士時報」編集部) 72(12) 1999.12 p641～
644

163 看護記録およびその管理の基準(特集 「診療情報開示」はなぜ大切か?) 英国看護
助産訪問
看護中央
審議会;岩
井郁子(訳);
大西和恵

看護 [ISSN:00228362] (日本看護協会) 51(13) 1999.11 p49～55

164 自治体における文書管理システムの適用事例――旭市,狭山市を例にとって 吉田公一;
角野秀樹;
栗原和男

行政&ADP (行政情報システム研究所) 35(11) 1999.11 p44～53

165 総点検や調査で事務運営を合理化――第33回各省庁統一文書管理週間 行政監察情報 (官庁通信社) 2230 1999.11.4 p7～8
166 商品トレンド:文書管理ツ-ル 文書情報の共有・活用から始める、今すぐ使えるナレッジマネ-ジメ ネットワ-クコンピュ-ティング [ISSN:09184503] (リックテレコム) 11(10) 1999.10 p111～121
167 ナレッジ・マネジメントとワ-クフロ- 文書管理とワ-クフロ-の連携によるシステム構築 三橋秀行;

和田一彦
コンピュ-トピア [ISSN:00104906] (コンピュ-タエ-ジ社 コンピュ-タ・エ-ジ社) 34(397) 1999.10 p70
～77

168 文書管理――検索しやすい管理を(特集 使いこなそう!情報公開法――各論2――施行前までに
これだけは!)

多賀谷一
照

法学セミナ- [ISSN:04393295] (日本評論社) 44(10) 1999.10 p40～41

169 各論1・不開示の「壁」にどう迫るか―文書不存在 「ない」だけでは理由にならない(特集・使いこ
なそう!情報公開法)

中島徹 法学セミナー [ISSN:04393295] 44(10) 1999.10 p32～34 抄　録ようやく成立した情報公開法。こ
の法律をどんどん使いこなして、より使い勝手のよいものにしていこう。

170 各論2・施行までにこれだけは!―文書管理 検索しやすい管理が義務(特集・使いこなそう!情報公
開法)

多賀谷一
照

法学セミナー [ISSN:04393295] 44(10) 1999.10 p40～41 抄　録ようやく成立した情報公開法。こ
の法律をどんどん使いこなして、より使い勝手のよいものにしていこう。

171 文書管理とワークフローの連携によるシステム構築(ナレッジ・マネジメントとワークフロー) コンピュートピア [ISSN:00104906] 34(397) 1999.10 p70～77
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172 Ixos社,SAP社ブームの終りで方向転換へ(独) Wirtschaftswoche 53(43) 1999.10.21 p66 図写 抄　録ソフトウェア会社Ixos社は,SAP社の顧客用
に開発した文書管理ソフトウェアで利益を伸ばし,過去5年間で売上高を年率58%増,98/99年度に
は67%増の9570万ユーロの利益を上げた。しかしSAPブームの終焉で,99/2000年度には売上高
40%減が見込まれており,SAP社依存から脱するために個人向けインターネット・ソフトの
Archive.comを開発,99年中に発売する。同社は主として企業顧客に対応し,今後買収する子会社

173 情報公開と文書管理のパラドックスの克服――生きた行政情報の共有を目指して 稲葉清毅 晨 [ISSN:02871874] (ぎょうせい) 18(9) 1999.9 p54～56
174 自治体情報公開制度と文書管理(特集 自治体情報公開制度) 後藤仁 都市問題 [ISSN:03873382] (東京市政調査会) 90(9) 1999.9 p27～38
175 ファイルメ-カ-Pro職人のTips(6)構築も自由自在の超ワ-プロ――文書管理 小久保重

信;社本修
司

日経MAC [ISSN:09188894] (日経BP社) 77 1999.9 p176～181

176 PDF対応文書管理システム Express Finder ビジネスコミュニケ-ション [ISSN:0385695X] (ビジネスコミュニケ-ション社) 36(9) 1999.9 p52～57
177 資料 社内文書管理 TerenceP.S

trobaugh;PI
PA日本部
会(訳)

知財管理 [ISSN:1340847X] (日本知的財産協会) 49(9) 1999.9 p1301～1306

178 情報公開法と文書管理 秦博之 アーカイブズ (国立公文書館) 1 1999.9 p5～8
179 続・米国連邦政府における文書管理 仲本和彦 行政&ADP (行政情報システム研究所) 35(8) 1999.8 p2～9
180 他社アプリとの連携など文書管理機能を強化 一太郎10(ジャストシステム) 日経パソコン [ISSN:02879506] (日経BP社) 343 1999.8.23 p178～180
181 米国連邦政府における文書管理 仲本和彦 行政&ADP (行政情報システム研究所) 35(6) 1999.6 p2～10
182 設計工程に合わせたビュ-生成を可能にするソフトウェア文書管理手法の提案 手嶋茂晴;

荒木円博;
阿草清滋

電子情報通信学会論文誌 D-1 情報・システム 1-コンピュ-タ [ISSN:09151915] (電子情報通信学
会) 82(6) 1999.6 p740～750

183 文書業務処理システム(特集 ミドルウェア) 長倉浩士;
木戸祥夫

Fujitsu [ISSN:00162515] (富士通信機製造) 50(3) 1999.5 p161～164

184 「文書不存在」との闘い――なぜ、文書管理制度にこだわるのか?(特集 「情報公開」飛躍への道) 清水勉 晨 [ISSN:02871874] (ぎょうせい) 18(5) 1999.5 p21～23
185 文書のライフサイクルに応じた公文書管理システムを確立/神奈川県(特集 「情報公開」飛躍へ

の道――取材リポ-ト 情報公開に挑む自治体)
晨 [ISSN:02871874] (ぎょうせい) 18(5) 1999.5 p44～47

186 アメリカ連邦政府の文書管理研修 小谷允志 行政&ADP (行政情報システム研究所) 35(5) 1999.5 p2～8
187 光デイスクとPCサ-バで全社情報の共有化を実現――統合文書管理システムPanaMDSのご紹 多賀琢 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 38(5) 1999.5 p10～14
188 エ-ジェントによる文書群の自己組織化――柔軟な文書管理機構の提案 二方厚志 電力中央研究所報告 研究報告 R [ISSN:13404660] (電力中央研究所) 98009 1999.5 p1～4,1～
189 大学における記録文書の構造と文書管理の在り方について 山口祐貴 南山大学図書館紀要 [ISSN:02879107] (南山大学図書館) 6 1999.5 p53～60
190 大幅なコスト削減に繋がる製品情報・使用説明書作成システム(独) *Wirtschaftswoche 53(16) 1999.4.15 p126～128,130～132 写 抄　録消費者による誤操作をでき

るだけ減らすように製品情報,特に使用説明書を正確かつ分かり易く作成することで,苦情,損害賠
償,顧客喪失を回避し,大幅なコスト削減につなげることができる,より簡便な文書管理システムの導
入が注目されている。キャンピング車メーカーのEuroscript社はこの新システムの導入(導入費用
15万マルク相当)により,2年毎の製品情報作成費10万マルクの削減を可能とし,変更部分情報の
作成に年間2万マルクが要るだけで,今まで2年毎に10万マルクをかけて行っていた全面的な製品
情報改定作業が不要になった。欧州委員会も正確な製品情報基準を策定している。

191 足立区の文書管理システム(特集 行政の情報化) 市川修一 Estrela [ISSN:13435647] (統計情報研究開発センタ-) 60 1999.3 p16～21
192 明治期東京府における文書管理事務担当組織の変遷について 中元幸二 研究紀要 [ISSN:13447548] (東京都公文書館) 1 1999.3 p3～23
193 台頭する従業員マーケティング(米) *Bsns.Mktng. 84(2) 1999.2 p1,32 写 抄　録文書管理会社のStandard Register社は,最近新しい

商標キャンペーンを実施した。見込み客に対してだけでなく,9000余の従業員に向けても新しいイ
メージ作りを行った。こうした方法は,従業員マーケティングないし職場マーケティング,社内コミュニ
ケーションと呼ばれるもので,奨励制度,教育訓練などを通じて行われ,次第に増加している。従業
員マーケティングの台頭は,従業員と経営者の関係の変化を反映している。人材不足の時代には
に企業は頭脳流出を恐れるからである。98年に米国情報技術産業では人材不足が34万6000人

194 欧米流の記録管理――スキュ-バダイビングにおけるログブックから 米虫節夫;
坂口和之;
西山佳男

環境管理技術 [ISSN:02891557] (環境管理技術研究会) 17(1) 1999.2 p41～48

195 文書事務効率化への取組み事例(2)通産省文書事務システムの展開 田村久夫 行政&ADP (行政情報システム研究所) 35(2) 1999.2 p37～44
196 文書事務効率化への取組み事例(1)通産省文書事務システムの展開 田村久夫 行政&ADP (行政情報システム研究所) 35(1) 1999.1 p41～46
197 地震記録管理システムの開発について 田守弘明 技研時報 [ISSN:03856666] (中国電力株式会社技術研究所) 92 1999.1 p121～134
198 ケ-ススタディ(2)ツムラ:PDF+ワ-クフロ-で破る文書管理・運用の常識 ネットワ-クコンピュ-ティング [ISSN:09184503] (リックテレコム) 11(1) 1999.1 p44～47
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199 オブジェクトリンクを有する構造化文書を管理するデ-タベ-スのモデルと問合せ(高度デ-タベ-ス
論文特集)

加藤弘之;
吉川正俊

電子情報通信学会論文誌 D-1 情報・システム 1-コンピュ-タ [ISSN:09151915] (電子情報通信学
会) 82(1) 1999.1 p150～164

200 改正民訴法が迫る企業秘密の開示、法務部生かす文書管理法とは(ビジネス法務) 前田陽司
(弁護士)

日経ビジネス [ISSN:00290491] 965 1998.11.9 p159

201 文書管理とアカウンタビリティ 第4回 ″官の情報公開法″と″民の民事訴訟法″への対応 村岡正司 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(10) 1998.10 p27～34
202 文書の管理と保存とは(5)文書の管理・保存の専門家 ア-キビストとその育成 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(10) 1998.10 p60～68
203 よろめき文書管理論＜第6回・最終回＞文書管理のための弁明 作山宗久 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(10) 1998.10 p44～48
204 日本語PDFを用いたオフィス文書管理システム(特集/マルチメディアネットワ-ク技術) 里平利彦;

〔ツル〕林健
Matsushita technical journal [ISSN:13439529] (松下電器産業株式会社 松下電器産業技術総務
センタ-技術情報部) 44(5) 1998.10 p495～502

205 SGMLデ-タカ-トリッジによる技術文書管理システムの構築(第3回SGML/XML研修フォ-ラム特別
号)

大野邦夫;
矢島正樹;
藤津真一

情報知識学会誌 [ISSN:09171436] (情報知識学会) 8(2) 1998.10 p9～16

206 異色企業 ミュ-――文書管理はお任せ、デジタルコンビニで急成長 日経ビジネス [ISSN:00290491] (日経BP社) 961 1998.10.12 p57～58
207 ミュー―文書管理はお任せ、デジタルコンビニで急成長(経営戦略・異色企業) 日経ビジネス [ISSN:00290491] 961 1998.10.12 p57～58
208 文書の管理と保存とは(4)デジタル化の未来 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(9) 1998.9 p25～30
209 文書管理とアカウンタビリティ 第3回 "官の情報公開法"と"民の民事訴訟法"への対応 村岡正司 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(9) 1998.9 p58～63
210 文書管理・情報公開・行政情報化(2) 第2回 文書管理の問題 小林史彦 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(9) 1998.9 p64～68
211 文書管理とアカウンタビリティ 第2回 "官の情報公開法"と"民の民事訴訟法"への対応 村岡正司 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(8) 1998.8 p18～24
212 文書の管理と保存とは…(3)文書の管理と保存がめざすもの 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(8) 1998.8 p43～49
213 よろめき文書管理論(第5回)インサイド・インテル 作山宗久 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(8) 1998.8 p34～38
214 文書管理とアカウンタビリティ―1―官の情報公開法と民の民事訴訟法への対応 村岡正司 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(7) 1998.7 p10～15
215 文書の管理と保存とは…(2)媒体変換 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(7) 1998.7 p23～29
216 文書管理・情報公開・行政情報化―1―仕事と情報 小林史彦 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(7) 1998.7 p39～41
217 新民事訴訟法と企業の文書管理のあり方(特集 製品安全) 北川俊光 品質 [ISSN:03868230] (日本品質管理学会) 28(3) 1998.7 p295～301
218 【連載】よろめき文書管理論〈第4回〉スパイ・キャッチャ- 作山宗久 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(7) 1998.7 p32～36
219 文書の管理と保存とは…(1)保存するということ 小川千代 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(6) 1998.6 p29～34
220 民事訴訟法の改正と文書管理(2) 松本吉之 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(6) 1998.6 p15～19
221 よろめき文書管理論(第3回)ス-パ-「超」整理法 作山宗久 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(6) 1998.6 p23～28
222 純国産のSGML文書管理ミドルウェア「DocTor/SGML」 ビジネスコミュニケ-ション [ISSN:0385695X] (ビジネスコミュニケ-ション社) 35(6) 1998.6 p80～85
223 オ-ストラリアの記録管理国家規格 小谷允志 行政&ADP (行政情報システム研究所) 34(5) 1998.5 p9～17
224 文書管理の状況と課題――「公開」と「管理」の交錯(特集 情報公開法の課題) 井出嘉憲 法律時報 [ISSN:03873420] (日本評論社) 70(6) 1998.5 p27～33
225 民事訴訟法の改正と文書管理 松本吉之 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(5) 1998.5 p21～24
226 よろめき文書管理論＜第2回＞ペリカンとオデッサ 作山宗久 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(5) 1998.5 p27～31
227 分散オブジェクトベ-スアプリケ-ション文書管理システム(特集 ネットワ-クコンピュ-ティング時代

の新情報システム――Network Objectplazaを中心とした取組み)
和歌山哲;
伊藤泰樹;
福田俊彦
(他)

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 80(5) 1998.5 p425～428

228 よろめき文書管理論 第1回 失楽園 作山宗久 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(4) 1998.4 p29～33
229 20 地方公共団体における情報公開に向けた文書管理〈自治論文集〉 宇賀克也 自治論文集(ぎょうせい) 地方自治法施行五十周年記念 1998.4
230 PLの視点から見た文書管理・記録保存のあり方(2) 新井克 標準化と品質管理 [ISSN:02855070] (日本規格協会) 51(3) 1998.3 p51～59
231 市民による行政審査制度導入で,公文書管理も推進(特集 自治体の情報公開とアカウンタビリ

ティ-――取材リポ-ト――情報公開へのアプロ-チ)
群馬県太
田市

晨 [ISSN:02871874] (ぎょうせい) 17(3) 1998.3 p46～47

232 An Application―oriented Approach for HyTime Structured DocumentManagement FredericAn
dres;JohnF.
Buford;小
野欽司

学術情報センタ-紀要 [ISSN:09135022] (学術情報センタ-) 10 1998.3 p127～134

233 報告 日本近世国家における公文書管理――享保の改革を中心に(シンポジウム 国民国家とア-
カイヴズ)

大石学 史境 [ISSN:02850826] (歴史人類学会) 36 1998.3 p5～21

234 公文書管理 時代に遅れるな! Greenville
郡譲渡証
書記録所

月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(3) 1998.3 p10～13
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235 ドイツの文書管理システム市場は10億マルクに Wirtschaftswoche 52(12) 1998.3.12 p168 図 抄　録電話,E‐Mail,ファックス,パソコン,データバン
ク,文書,映像及び音声等の情報や各種システムのデータを統合してパソコンに蓄積,必要に応じて
瞬時にこれを呼び出せる形にした文書管理システムの市場はドイツでも10億マルク以上に達して
おり,今後増大傾向にある。欧州最大のドイツ市場には,IBM,Filenet社に加え
て,Novasoft,Staffware,Excalibur,PC Docsの各社が進出してきており,国内企業のCSE Solutions社
やSiemens Nixdorf Informationsysteme社は劣勢にある。

236 ブラッシュアップ PLの視点から見た文書管理・記録保存のあり方(1) 新井克 標準化と品質管理 [ISSN:02855070] (日本規格協会) 51(2) 1998.2 p44～51
237 環境マネジメントシステムの実務知識早わかり ISO14000シリ-ズ―11―環境マネジメントシステ

ム文書・文書管理
大浜庄司 設備と管理 [ISSN:03865460] (オ-ム社) 32(2) 1998.2 p72～77

238 情報(文書)管理と情報公開法(特集 情報公開の検討課題) 広田伝一
郎;若旅一
夫

自由と正義 [ISSN:04477480] (日本弁護士連合会) 49(2) 1998.2 p122～133

239 市民からみた情報公開の論点(21)文書管理のル-ル 奥津茂樹 晨 [ISSN:02871874] (ぎょうせい) 17(2) 1998.2 p112～113
240 イントラネット対応 図面/文書管理システム"FINALFILING Webオプション"(特集 イントラネットソ

リュ-ション)
大野文人;
難波奈須
夫;稲葉豊
(他)

三菱電機技報 [ISSN:03692302] (三菱電機技報社) 72(2) 1998.2 p150～153

241 改正民事訴訟法 日ごろの文書管理で十分な準備を 週刊東洋経済 [ISSN:09185755] (東洋経済新報社) 5472 1998.2.14 p58～61
242 改正民事訴訟法―日頃の文書管理で十分な準備を(今週の問題〔2300〕) 東洋経済 [ISSN:09185755] 5472 1998.2.14 p58～61
243 講演 JIMA′97特別セミナ-より 情報公開の取り組みと文書管理 松田綱児 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 37(1) 1998.1 p10～15
244 6 ミドルウェアによるSGML/XML文書管理の枠組みの検討―ネットワークとドキュメントのオブ

ジェクト技術による融合〈デジタル・ドキュメント・シンポジウム論文集〉
大野邦夫 デジタル・ドキュメント・シンポジウム論文集(情報処理学会) ネットワークコンピューティング時代に

対応したドキュメントのデジタル化 1998 1998.1
245 新法下の文書管理マニュアル(特集 新民事訴訟法施行) 長谷川俊 旬刊金融法務事情 [ISSN:04519787] (金融財政事情研究会) 46(1) 1998.1.15 p13～17
246 広島藩における村方文書の管理規定とその実態 西村晃 広島県立文書館紀要 [ISSN:09155236] (広島県立文書館) 4 1997 p1～20
247 公文書・古文書管理検索システムについて 菅谷芳修 香川県立文書館紀要 (香川県立文書館 香川県立文書館〔ほか〕) 1 1997 p110～119
248 信用金庫の文書管理について 太田滋 信用金庫 [ISSN:13435280] (全国信用金庫協会) 51(12) 1997.12 p54～62
249 第30回文書管理改善週間の実施状況について 総務庁行

政管理局
行政情報シ
ステム企画

行政&ADP (行政情報システム研究所) 33(11) 1997.11 p49～57

250 明治6年神奈川県庁の文書管理関係史料 石原一則 神奈川県立公文書館紀要 [ISSN:13433962] (神奈川県立公文書館) 1 1997.11 p95～101
251 文書管理システム構築の実際(SGML/XML研修フォ-ラム特別号) 加藤幸司 情報知識学会誌 [ISSN:09171436] (情報知識学会) 7(1) 1997.11 p35～38
252 アメリカにおける州裁判所記録の管理マサチュ-セッツ州の事例 浅古弘 記録と史料 [ISSN:09172343] (全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 8 1997.10 p195～203
253 中国明清時代における文書の管理と保存(1997年度歴史学研究会大会報告――＜特設部会 1

＞史料の管理・保存と歴史学)
臼井佐知
子

歴史学研究 [ISSN:03869237] (歴史学研究会 青木書店) 703 1997.10 p177～183

254 アカウンタビリティの里程標(2)文書管理に関するオ-ストラリア国家規格 作山宗久 標準化と品質管理 [ISSN:02855070] (日本規格協会) 50(8) 1997.8 p46～50
255 現代記録管理術概観 尾高敏樹 経営教育 [ISSN:03881245] (日本マネジメントスク-ル) 150 1997.7 p36～43
256 ブラッシュアップ アカウンタビリティの里程標(1)文書管理に関するオ-ストラリア国家規格 作山宗久 標準化と品質管理 [ISSN:02855070] (日本規格協会) 50(7) 1997.7 p38～45
257 イントラネットによるISO14001対応文書管理システム 桜井宏;小

林正幸;小
林義人(他)

三菱電機技報 [ISSN:03692302] (三菱電機技報社) 71(7) 1997.7 p650～655

258 企業法務 新民事訴訟法の文書提出命令制度――PL訴訟への影響と文書管理 宮谷隆 JICPAジャ-ナル [ISSN:09152857] (日本公認会計士協会 第一法規出版) 9(6) 1997.6 p44～46
259 契約リスクと法務文書管理 波江野弘 Business research [ISSN:09121552] (企業研究会) 876 1997.6 p37～43
260 14 差分プログラミングに基づくハイパーメディア型文書管理システムのイントラネット化〈オブジェ

クト指向最前線〉
窪野哲光 オブジェクト指向最前線(朝倉書店) 情報処理学会OO'97シンポジウム 1997.6

261 文書管理の試行錯誤――事務職員の立場から 林哲也 情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本
部) 40(2) 1997.5 p150～156

262 韓国のソフトハウス,カナダに要素技術をライセンス輸出 毎日経済新聞 9748 1997.5.8 p13 抄　録韓国のハングルと&コンピュータ社は,カナダのソフトウェ
ア企業コレル社との間で,ソフトウェアの要素技術を1000万ドルで輸出する契約を結んだ。様式設
計と編集機,Windows NT基板のEメール・サーバ技術,電子文書管理システムの3種に関してライセ
ンスを与えるもの。両社はこれを契機に,両社製品に関する戦略的提携を結び,商品の現地化と販
売強化を図ることにした。

263 ハイパ-メディア型文書管理システムの開発――マルチメディア文書情報の体系的な整理・蓄積・
継承をめざして

窪野哲光 電気評論 [ISSN:02855860] (電気評論社) 82(4) 1997.4 p57～60
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264 新システムで年金記録を管理――年金サ-ビス向上に(詳報 第40回全国保険・国民年金主管課
(部)長事務打合せ会――平成9年度予算案社会保険行政で説示)

喜多村悦
史

総合社会保障 [ISSN:03886891] (社会保険新報社) 35(3) 1997.3 p28～30

265 近世都市における宝蔵と文書「管理」――播州三木町を事例として 渡辺浩一 史料館研究紀要 [ISSN:03869377] (文部省史料館) 28 1997.3 p119～150
266 情報公開法と文書管理――要綱案を読んで 小谷允志 行政&ADP (行政情報システム研究所) 33(3) 1997.3 p50～55
267 デジタル文書管理の進め方(2) 山下貞麿 行政とADP (行政情報システム研究所) 33(2) 1997.2 p9～16
268 ドキュメントデ-タベ-ス GRAND CABIA 行政分野における文書管理システムの利用 ディアイエ

ス情報シス
テム本部

行政とADP (行政情報システム研究所) 33(2) 1997.2 p17～24

269 ISO14000シリ-ズと文書管理 作山宗久 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 47(2) 1997.2 p94～99
270 SGML文書管理と文書情報アクセス技術(特集"マルチメディア社会を支える先端技術") 今村誠;鈴

木克志;高
山泰博(他)

三菱電機技報 [ISSN:03692302] (三菱電機技報社) 71(2) 1997.2 p148～151

271 特別企画 文書管理システム――OA化に伴って増大した文書を全文検索で高速かつ自在に提供 ネットワ-クコンピュ-ティング [ISSN:09184503] (リックテレコム) 9(1) 1997.1 p98～105
272 近世かわた村の村方史料について――「預り史料」の文書管理 藤本清二 歴史評論 [ISSN:03868907] (歴史科学協議会 校倉書房) 561 1997.1 p36～45
273 食品の安全輸送のための温度記録管理システム(特集:食品の物流) 高杉秀夫;

久永達夫
食品の包装 [ISSN:02854449] (包装食品技術協会) 28(1) 1996.12 p52～59

274 ネットワ-クと図書館の将来2:知的記録の管理 永田治樹 電子ライブラリ- [ISSN:09174168] (電子ライブラリ-コンソ-シアム) 5(1) 1996.11 p23～25
275 米国における「電子国家」の取組み――情報通信政策と行政改革及び情報公開との融合 木村順吾 郵政研究所月報 [ISSN:09185062] (郵政研究所(郵政省) 郵政研究所) 98 1996.11 p4～47
276 座談会 電子文書管理の新たな展開へ向けて マイケルL.

ミラ-;滝上
信光;山下
貞麿(他)

行政とADP (行政事務機械化研究協会) 32(11) 1996.11 p2～13

277 デジタル文書管理の進め方(1) 山下貞麿 行政とADP (行政事務機械化研究協会) 32(11) 1996.11 p23～30
278 ケ-ス―1―画像事業セクタ-の文書管理の電子化(特集 電子メディアによる業務革新) 金沢克俊 Business research [ISSN:09121552] (企業研究会) 868 1996.10 p26～37
279 都市ごみ焼却灰を原料とするエコセメントの概略と特性(特集:ごみ焼却灰処理技術の最新動向) 生野宏;原

田稔;安斎
達男(他)

PPM [ISSN:02855429] (日本工業新聞社) 27(10) 1996.10 p22～34

280 CALS対応SGML文書管理技術 鈴木克志;
今村誠;藤
井洋一(他)

三菱電機技報 [ISSN:03692302] (三菱電機技報社) 70(10) 1996.10 p1054～1059

281 ケ-ス・スタディ ISO9000対応「文書管理支援システム」の導入――パソコン・システムによる文書
管理業務の効率化

堀内幸男 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(9) 1996.9 p10～15

282 文書管理ツールSAVVYのインターネット対応で高速で使いやすい検索を可能に―日軽情報シス
テム(インターネット・ビジネスで躍進するSIベンダー)

コンピュートピア [ISSN:00104906] 31(360) 1996.9 p80～81

283 教養講座―4―文書館を知ろう(3)文書館と記録管理 小川千代 月刊IM [ISSN:09132708] (日本マイクロ写真協会) 35(8) 1996.8 p18～22
284 生体情報の記録と管理;看護力の向上と迅速な病態解析を目的に(特集 救急領域におけるパソコ

ンの活用)
横田順一
朗(他)

救急医学 [ISSN:03858162] (へるす出版) 20(8) 1996.8 p891～898

285 図面・技術資料管理システムへの一考察 技術記録
管理研究

機械設計 [ISSN:03871045] (日刊工業新聞社) 40(10) 1996.7 p81～84

286 実用講座 医事紛争訴訟への対処法(2)証拠保全の実際――詳細な記録管理が訴訟を防ぐ 日経メディカル [ISSN:03851699] (日経BP社) 343 1996.7 p135～138
287 特集 文書管理 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 26(7) 1996.7 p4～48
288 奈良県の電子メ-ルの活用(特集 文書管理) 福井祥文 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 26(7) 1996.7 p4～10
289 名古屋市における市政情報提供システムについて――スピ-ディ-で操作性の良い資料検索シス

テム(特集 文書管理)
三好卓治 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 26(7) 1996.7 p11～18

290 長崎市議会における会議録検索システムについて(特集 文書管理) 山口光明 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 26(7) 1996.7 p19～26
291 野村総合研究所におけるペ-パ-レス化への取り組み(特集 文書管理) 岡崎誠 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 26(7) 1996.7 p27～33
292 グル-プウェア適用による事務の変革(特集 文書管理) 野田英志 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 26(7) 1996.7 p34～41
293 地方公共団体における文書管理の考え方と今後の方向(特集 文書管理) 野口輝文 地方自治コンピュ-タ [ISSN:02861267] (地方自治情報センタ-) 26(7) 1996.7 p42～48
294 地方公共団体の究極のOA化である文書管理システムをCSSで運用開始――足立区(特集 先進

の地方公共団体に学ぶ情報化の新しい波――CSSの適用が既にここまで進んでいる――先進
の地方公共団体のキ-マンに聞く)

石垣則泰;
鎌滝三郎

ビジネスコミュニケ-ション [ISSN:0385695X] (ビジネスコミュニケ-ション社) 33(6) 1996.6 p20～25
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295 日本企業のための米国証拠開示実務―10―文書管理をめぐる法的諸問題 Christophe
rH.Lunding
;RobinA.He
nly;寺井庸
雅(訳)

国際商事法務 [ISSN:02877511] (国際商事法研究所) 24(3) 1996.3 p277～281

296 記録管理の現状と法的諸問題――司法資料保存利用問題を手がかりとして 浅古弘 レファレンス [ISSN:00342912] (国立国会図書館調査及び立法考査局) 46(2) 1996.2 p89～108
297 京都府文書事務基本史料集成―4―明治36年3月～45年7月(史料紹介) 京都府立

総合資料
館歴史資

資料館紀要 [ISSN:02884070] (京都府立総合資料館) 23 1995 p71～200

298 金融機関におけるCALSの活用法(企業からの提言) 高雄信一
(国際システ
ム・マーケッ
ティング・
株・代表取
締役)

月刊金融ジャーナル 36(12) 1995.12 p53～56

299 地方行革推進に伴うレコードマネジメントの進め方〔2〕 村岡正司 行政とADP 31(10) 1995.10 p9～16
300 製造物責任に対する文書管理の現状と企業の対応(製造物責任(PL)対策とドキュメンテ-ション＜

特集＞)
吉田健司 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 45(9) 1995.9 p423～428

301 ISO 9000文書管理システムの構築(製造物責任(PL)対策とドキュメンテ-ション＜特集＞) 清水豊明;
広木通

情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 45(9) 1995.9 p438～442

302 ISO 9000に対応する社内文書管理(製造物責任(PL)対策とドキュメンテ-ション＜特集＞) 渡部長幸 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 45(9) 1995.9 p443～452
303 地方行革推進に伴うレコードマネジメントの進め方〔1〕 村岡正司 行政とADP 31(9) 1995.9 p19～27
304 PL対策とドキュメンテーション(特集・製造物責任(PL)対策とドキュメンテーション) 三浦昭夫 情報の科学と技術 45(9) 1995.9 p418～422
305 製造物責任に対する文書管理の現状と企業の対応(特集・製造物責任(PL)対策とドキュメンテー 吉田健司 情報の科学と技術 45(9) 1995.9 p423～428
306 ISO9000文書管理システムの構築(特集・製造物責任(PL)対策とドキュメンテーション) 清水豊明;

広木通
情報の科学と技術 45(9) 1995.9 p438～442

307 ISO9000に対応する社内文書管理(特集・製造物責任(PL)対策とドキュメンテーション) 渡部長幸 情報の科学と技術 45(9) 1995.9 p443～452
308 総務庁行政情報化推進計画について 総務庁長

官官房企
行政とADP 31(8) 1995.8 p62～66

309 行政文書のA判化の推進状況 高崎清 行政とADP 31(8) 1995.8 p22～25
310 訴訟対応と文書管理(中堅・中小企業のPL法実務対策(特別座談会)) 鳥飼重和;

島村昌孝;
菅野良男

旬刊経理情報 762 1995.8.20・9.1 p34～38

311 なぜボロ負けする?日本企業の国際紛争事件 坪田潤二
郎〔ツボタ
ジュンジロ
ウ〕(東京国
際法律事
務所代表

ダイヤモンド 83(32) 1995.8.5 p36～38

312 日常の実践で覚えよう(パソコンやってますかぁ〔10〕) 西岡郁夫 ダイヤモンド 83(29) 1995.7.15 p43
313 最低限の"ネチケット"を守ろう〔2〕(パソコンやってますかぁ〔8〕) 西岡郁夫 ダイヤモンド 83(26) 1995.7.1 p83
314 CALSとSGMLの重要性〔2〕 高雄信一

(国際システ
ム・マーケッ
ティング・
株・代表取
締役)

行政とADP 31(6) 1995.6 p20～25

315 文書管理システム導入によるペーパーレスと銀行業務の革新(企業からの提言) 小倉博(株・
スコア代表
取締役)

月刊金融ジャーナル 36(6) 1995.6 p65～68

316 最低限の"ネチケット"を守ろう〔1〕(パソコンやってますかぁ〔7〕) 西岡郁夫 ダイヤモンド 83(25) 1995.6.24 p57

74 / 119 ページ



文書管理関連文献リスト（その2） 2003年2月14日現在

317 旅行文書の機械読み取り技術について(調査報告) 山神進(東
京入国管
理局次長)

電子工業月報 391 1995.5 p26～33

318 特集 文書の作成・管理マニュアル 企業実務 452 1995.4 臨増 p7～40
319 ケース別/対外ビジネス文書のつくり方とすぐに使える文例―社交上の文書/取引上の文書(特集

文書の作成・管理マニュアル)
企業実務 452 1995.4 臨増 p8～19

320 利用頻度の高い社内文書と便利な社内帳票のつくり方・モデル例―主な社内文書のつくり方とモ
デル例/主な社内帳票のつくり方とモデル例(特集 文書の作成・管理マニュアル)

企業実務 452 1995.4 臨増 p20～26

321 最低限必要な社内規程のつくり方・整備の仕方―就業規則/給与規程/退職金規程/出張旅費規
程/慶弔見舞金規程/車両管理規程(特集 文書の作成・管理マニュアル)

企業実務 452 1995.4 臨増 p27～33

322 各省庁統一文書管理改善週間実施結果 高崎清(総
務庁行政
管理局行
政情報シス
テム企画課
課長補佐)

行政とADP 31(4) 1995.4 p24～27

323 スタンド・アロン・パソコンにおける利用記録管理システムの開発 大倉孝昭 大谷女子大学紀要 [ISSN:02857707] (大谷女子大学) 29(2) 1995.3 p56～67
324 製造物責任(PL)法と文書管理 岡崎宏 情報管理 [ISSN:00217298] (日本科学技術情報センタ-) 37(10) 1995.1 p851～860
325 製造物責任(PL)法と文書管理 岡崎宏 情報管理 37(10) 1995.1 p851～860
326 京都府文書事務基本史料集成―3―明治28年1月～36年2月(史料紹介) 京都府立

総合資料
館歴史資

資料館紀要 [ISSN:02884070] (京都府立総合資料館) 22 1994 p37～145

327 OA時代の文書管理のあり方〔15〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(12) 1994.12 p59～63

328 OA時代の文書管理のあり方〔14〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(10) 1994.10 p63～67

329 顧客ニーズに最適のトランクルーム書類保管システム―三井倉庫(倉庫特集・ロジスティクス改 財界 42(24) 1994.10.11 p85
330 OA時代の文書管理のあり方〔13〕 野口輝文

(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(9) 1994.9 p58～61

331 OA時代の文書管理のあり方〔12〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(8) 1994.8 p66～69

332 ISO9000はこう変わる―改訂の内容とその対策〔6〕 砂川清栄
(グローバル
テクノ)

工場管理 40(9) 1994.8 p71～76

333 OA時代の文書管理のあり方〔11〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(7) 1994.7 p50～55

334 OA時代の文書管理のあり方〔10〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(6) 1994.6 p37～41
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335 ビジネス文書をデザインする〔最終回〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1110 1994.6.11 p17～23

336 「日本語」が内外価格差を生んでいた―ワープロによる「文書革命」が解消に貢献 安住透〔ア
ズミトオル〕
(郵政研究
所第一経
営経済研
究部長)

エコノミスト [ISSN:00130621] 72(25) 1994.6.7 p64～68

337 ビジネス文書をデザインする〔44〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1109 1994.6.1 p18～20

338 OA時代の文書管理のあり方〔9〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(5) 1994.5 p58～61

339 ビジネス文書をデザインする〔43〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1108 1994.5.21 p21～24

340 ついに告発状が出された長野五輪帳簿紛失事件の「犯人」(ワイド特集・盛者必衰会者定離) 週刊新潮 [ISSN:04887484] 39(18) 1994.5.5・12 p68～69
341 特別記事:ビジネスのあり方と生活を変える先端技術25種(米) *US News Wld.Rep. 116(17) 1994.5.2 p46～60 表写 抄　録全てのビジネスの根源的な変化をも

たらす情報にかかわる新技術25種の概説。CAD,ペーパーレス生産,グループウェア,オンライン・
サービス,文書管理(SGML),顧客サービス,販売端末,サーバ,ネットワーク,データベース,プリンタ,音
声認識,ストレージ保護,ファックス,スキャナ,ペン・ノートブック,フラッシュメモリ,先端光ファイバー,ワ
イアレス技術,ビデオ会議,グラフィックス技術,データ圧縮,オブジェクト指向プログラミング,バーチャ
ル・リアリティ,GIS(地理情報システム)。

342 ビジネス文書をデザインする〔42〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1107 1994.5.1・11 p20～22

343 OA時代の文書管理のあり方〔8〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(4) 1994.4 p54～59

344 ビジネス文書をデザインする〔40〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1105 1994.4.11 p15～21

345 ビジネス文書をデザインする〔39〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1104 1994.4.1 p21～25
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346 OA時代の文書管理のあり方〔7〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(3) 1994.3 p56～61

347 ビジネス文書をデザインする〔38〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1103 1994.3.21 p18～22

348 ビジネス文書をデザインする〔37〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1102 1994.3.11 p18～22

349 ビジネス文書をデザインする〔36〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1101 1994.3.1 p20～24

350 ビジネス文書をデザインする〔35〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1100 1994.2.21 p18～21

351 ビジネス文書をデザインする〔34〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1099 1994.2.11 p17～21

352 ビジネス文書をデザインする〔33〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1098 1994.2.1 p22～25

353 OA時代の文書管理のあり方〔6〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 30(1) 1994.1 p53～57

354 ビジネス文書をデザインする〔32〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1097 1994.1.21 p19～21

355 ビジネス文書をデザインする〔31〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1096 1994.1.1・11 p18～22

356 日本語ワ-ドプロセッサによる文書管理LANシステム(オフィスの生産性を上げるパ-ソナル情報機
器とシステム＜特集＞)

浅井信輝
(他)

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 76(8) 1994.8 p589～592

357 公文書管理システム(システム・ソリュ-ション＜特集＞――自治体) 井上薫孝
(他)

National technical report [ISSN:00280291] (松下電器産業) 40(2) 1994.4p159～166

358 近世村落における名主の文書管理と「旧記」の作成――武蔵国多摩郡野津田村を中心として 岩橋清美 法政史学 [ISSN:03868893] (法政大学史学会) 46 1994.3 p118～139
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359 京都府文書事務基本史料集成―2―明治14年4月～27年12月(史料紹介) 京都府立
総合資料
館歴史資

資料館紀要 [ISSN:02884070] (京都府立総合資料館) 21 1993 p67～209

360 9 大規模産業プロジェクトにおける文書管理〈情報通信とドキュメンテーションセンター〉 フランソワ・
シュヴィ
ヤール

情報通信とドキュメンテーションセンター(日仏会館フランス事務所) 日仏の現状と展望 日仏シンポ
ジウム報告書 1993

361 OA時代の文書管理のあり方〔5〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 29(12) 1993.12 p50～56

362 ビジネス文書をデザインする〔30〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1095 1993.12.11・21 p21～24

363 ビジネス文書をデザインする〔29〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1094 1993.12.1 p20～23

364 図書館情報学案内――記録管理学会 高山正也 国立国会図書館月報 [ISSN:00279153] (国立国会図書館) 392 1993.11 p31～30
365 OA時代の文書管理のあり方〔4〕 野口輝文

(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 29(11) 1993.11 p54～57

366 ビジネス文書をデザインする〔28〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1093 1993.11.21 p18～23

367 ビジネス文書をデザインする〔27〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1092 1993.11.11 p19～23

368 OA時代の文書管理のあり方〔3〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 29(10) 1993.10 p49～53

369 ビジネス文書をデザインする〔25〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1090 1993.10.21 p16～19

370 ビジネス文書をデザインする〔24〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1089 1993.10.11 p17～21
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371 ビジネス文書をデザインする〔23〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1088 1993.10.1 p17～22

372 OA時代の文書管理のあり方〔2〕 野口輝文
(NTファイリ
ング研究所
代表)

行政とADP 29(9) 1993.9 p54～58

373 ビジネス文書をデザインする〔22〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1087 1993.9.21 p21～27

374 ビジネス文書をデザインする〔21〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1086 1993.9.11 p20～27

375 行政文書の「A4統一」実現の今こそ、「書類管理」担当重役実現の好機だ(対談)(山根一真の「メ
タルカラー」の時代〔119〕)

山下貞磨
(日本レコー
ドマネジメ
ント);山根

週刊ポスト 25(34) 1993.9.10 p80～83

376 ビジネス文書をデザインする〔20〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1085 1993.9.1 p20～24

377 ビジネス文書をデザインする〔19〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1084 1993.8.21 p19～23

378 情報インフラ整備法,下院を通過(米) *New Technology Wk. 7(31) 1993.8.2 p3 抄　録民主党バウチャー下院議員提出の全米産業基
盤整備法が下院を賛成多数で通過した。学界,電話会社,政府の情報インフラへの関与に不本意
の共和党員等の反対を押しのけた形である。13億ドルのコンピュータ・ネットワーク費用拠出が決
定された。データ・ネットワークの整備が力点で,医療保険セクターが最大の予算を取る。全米科学
財団への3億ドルには学校教育の強化も含まれる。また図書館と文書管理の拡充にNASAと全米
科学財団に計2億ドルがつけられる。

379 ビジネス文書をデザインする〔18〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1083 1993.8.1・11 p18～22

380 ビジネス文書をデザインする〔17〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1082 1993.7.21 p18～23

381 文書が氾濫する時代に情報管理を日本に広めた"レコードマネジャー"―日本レコードマネジメン
ト社長・山下貞麿(エクセレント・カンパニー物語〔21〕)

田崎正人 財界 41(17) 1993.7.13 p136～138
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382 ビジネス文書をデザインする〔16〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1081 1993.7.11 p17～21

383 ビジネス文書をデザインする〔15〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1080 1993.7.1 p20～24

384 文書管理システムの膨張を回避するための管理(米) *Datamation 39(13) 1993.7.1 p41～44 図 抄　録システムがうまく調和しないと,文書管理がネット
ワーク統合の問題点になることもある。文書管理製品の人気がうなぎ上りで多様な製品が出ている
ため,企業はそれぞれ互換性のない文書システムを何種類も購入してしまうことにもなりかねない。
その結果として起こる問題を防止するには,文書管理製品の購入を慎重に管理し,標準を支持して
いてアプリケーション・インタフェースを発表している製品を買い求めることから始めなければならな

385 〔翻訳〕アメリカ合衆国におけるアーキビスト,記録管理者,ライブラリアンの関係 KarenBene
dict〔著〕,大
城善盛

同志社大学図書館学年報 第19号別冊 京都 同志社大学図書館学課程 1993.6 p15～31 A5
ISSN:0916-8850 〈他言語標題:Doshisha journal of library and information science〉

386 ビジネス文書をデザインする〔14〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1079 1993.6.21 p18～22

387 ビジネス文書をデザインする〔13〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1078 1993.6.11 p15～19

388 ビジネス文書をデザインする〔12〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1077 1993.6.1 p19～24

389 ビジネス文書をデザインする〔11〕 杉田あけみ
(千葉経済
大学短期
大学部助
教授)

労働実務 1076 1993.5.21 p21～26

390 ビジネス文書をデザインする〔10〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1075 1993.5.1・11 p22～26

391 支店・営業所・工場と本社の書類送達法どれが安い?どれが速い? 企業実務 425 1993.4 p87～90
392 ビジネス文書をデザインする〔9〕 杉田あけみ

(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1074 1993.4.21 p24～28

393 ビジネス文書をデザインする〔8〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1073 1993.4.11 p17～21
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394 ビジネス文書をデザインする〔7〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1072 1993.4.1 p20～26

395 情報化社会における文書館の課題――広島県立文書館における公文書管理を中心として(行政
事例紹介)

熊田重邦 季刊行政管理研究 [ISSN:0386684X] (行政管理研究センタ-) 61 1993.3 p66～71

396 近世五郎兵衛新田村の記録管理と村政 保坂裕興 学習院大学史料館紀要 第7号 学習院大学史料館 1993.3 p49～86 A5 ISSN:0289-0860 〈他言
語標題:Bulletin of the Gakushuin University Archives Museum.〉

397 ビジネス文書をデザインする〔6〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1071 1993.3.21 p17～26

398 ビジネス文書をデザインする〔5〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1070 1993.3.11 p24～28

399 ビジネス文書をデザインする〔4〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1069 1993.3.1 p22～28

400 記録管理(レコ-ド・マネジメント)の意義(企業のレコ-ド・マネジメント＜特集＞) 高山正也 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 43(2) 1993.2 p80～86
401 アメリカ連邦政府における情報資源管理政策――1980年文書業務削減法を中心として―下― 岡本哲和 関西大学法学論集 [ISSN:0437648X] (関西大学法学会 関西大学人文科学研究所) 42(6)

1993.2 p1526～1594
402 ヨーロッパにおける画像ドキュメンテーションの現状と課題「文化財をどう蓄積するか」について国

民的合意を形成すべきだ(特別報告)(特集・ハイビジョンによる画像データベースの研究―「文化
財の画像データベース研究 岐阜会議1992」の報)

波多野宏
之〔ハタノヒ
ロユキ〕
(アート・ド
キュメン
テーション
研究会幹

ニューメディア 112 1993.2 p26～27

403 郵政省における文書管理とA判化 北川哲也
(郵政大臣
官房文書
課課長補

行政とADP 29(2) 1993.2 p38～42

404 ビジネス文書をデザインする〔3〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1068 1993.2.21 p16～20

405 ビジネス文書をデザインする〔2〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1067 1993.2.11 p20～24

406 ビジネス文書をデザインする〔1〕 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1066 1993.2.1 p22～26

407 社内規程を浸透・理解させるために(ズームアップ総務) 内田憲次 スタッフアドバイザー 4(1) 1993.1 p112～113
408 1992年11月30日、ついに情報世界の徳川支配が終わり、栄光の「A4大統一理論」時代が到来し

た!!(対談)(山根一真のビジネス「生モノ」市場〔87〕)
高崎清;山
根一真

週刊ポスト 25(2) 1993.1.15 p82～85

409 京都府文書事務基本史料集成―1―慶応4年閏4月～明治14年3月(史料紹介) 京都府立
総合資料
館歴史資

資料館紀要 [ISSN:02884070] (京都府立総合資料館) 20 1992 p59～223
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410 アメリカ連邦政府における情報資源管理政策――1980年文書業務削減法を中心として―上― 岡本哲和 関西大学法学論集 [ISSN:0437648X] (関西大学法学会 関西大学人文科学研究所) 42(5)
1992.12 p1135～1185

411 dBASEを基にしたパソコンソフトによる犬糸状虫症駆虫薬投与記録の管理 比留木武
雄;福田好
博

山口獣医学雑誌 [ISSN:03889335] (山口県獣医学会) 19 1992.11 p31～57

412 開発部門のドキュメンテーションシステム(中堅企業のシステム・マネジメント〔4〕) 山本俊明 マネジメント21 2(11) 1992.11 p94～97
413 なにがなんでも市場から駆逐しようというのがフィリップス社の戦略ですよね(インタビュー)(特集・

拡大する特許戦争―訴訟が企業を潰す)
泉俊二(泉
精器製作
所社長)

財界 40(25) 1992.10.20 臨増 p52～53

414 文書管理規定編(社内規定と帳票〔18〕) 矢嶋弥四 月刊総務 30(9) 1992.9 p48～53
415 機能高度化で今やオフィスに不可欠になったファックス *Fin.Times 31856 1992.9.8 p15 抄　録80年代初めに普及したファックスは,今や多くの企業にとっ

て通信業務の中核となっており,現在のファックスには企業文書管理,電話管理,コピーやパソコンと
の接続などの機能が備わっている。松下のファックスはパソコンで機能を管理するコンピュータ・イ
ンタフェースを組込んでいる。ゼロックス社のソフトウェアPaperworksを使用するとファックスでパソ
コンに命令を与えることができる。

416 特集・エンドユーザー主導のシステムづくり―GENESIS活用戦略 戦略コンピュータ 31(9) 1992.7 p6～35
417 SISを支えるGENESISの役割(特集・エンドユーザー主導のシステムづくり―GENESIS活用戦略) 早稲田大

学ジェネシ
ス研究会

戦略コンピュータ 31(9) 1992.7 p8～13

418 GENESISによるシステム分析の実際(特集・エンドユーザー主導のシステムづくり―GENESIS活用
戦略)

早稲田大
学ジェネシ
ス研究会

戦略コンピュータ 31(9) 1992.7 p14～21

419 早稲田大学人事部(人事情報システム)―「理想的な人材育成のあり方」をテーマとして、システム
分析を実施(事例)(特集・エンドユーザー主導のシステムづくり―GENESIS活用戦略)

戦略コンピュータ 31(9) 1992.7 p22～25

420 NECロジスティクス(物流情報システム)―関西事業所のシステム強化に適用し、ボトムアップSIS
構築に威力を発揮(事例)(特集・エンドユーザー主導のシステムづくり―GENESIS活用戦略)

戦略コンピュータ 31(9) 1992.7 p26～29

421 早稲田大学情報システムセンター(文書管理システム)―文書管理業務のエンティティを抽出し、
文書情報の一元管理を実現(事例)(特集・エンドユーザー主導のシステムづくり―GENESIS活用

戦略コンピュータ 31(9) 1992.7 p30～32

422 GENESIS導入のための推進活動(特集・エンドユーザー主導のシステムづくり―GENESIS活用戦
略)

早稲田大
学ジェネシ
ス研究会

戦略コンピュータ 31(9) 1992.7 p33～35

423 PL訴訟に対応する社内文書管理とは(特集・PL訴訟にどう対応するのか) マネジメント21 2(7) 1992.7 p57～60
424 倫理規範に向かって――記録管理の社会へのかかわりとプロフェッショナル化 J.MichaelPe

mberton(著
);LeeO.Pen
dergraft(著)
;作山宗久
(訳)

情報管理 [ISSN:00217298] (日本科学技術情報センタ-) 35(2) 1992.5 p115～128

425 倫理規範に向かって―記録管理の社会へのかかわりとプロフェッショナル化 ペンバート
ン,J.マイケ
ル;ペンダグ
ラフト,リー・
O.;作山宗
久【訳】

情報管理 35(2) 1992.5 p115～128

426 ビジネス文書の書き方 矢嶋弥四 月刊総務 30(5) 1992.5 別冊付録 p1～24
427 東京都庁移転に伴う文書の減量化について 尾崎尚(東

京都総務
局総務部
総務課課
長補佐)

行政とADP 28(3) 1992.3 p22～29

428 近世社会における文書管理と文書認識――美濃国加茂郡蜂屋村を事例に 大友一雄 史料館研究紀要 [ISSN:03869377] (文部省史料館) 23 1992.3 p173～202
429 女性のオフィス・ワ-クの現状――文書業務に関する聞き取り調査を中心に 川瀬啓子;

島田留美
安田女子大学紀要 [ISSN:02896494] (安田女子大学・安田女子短期大学) 19 1991 p197～209
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430 日本の情報公開はソ連以下だ(隠された外交文書) 柴山哲也 朝日ジャーナル [ISSN:05712378] 33(48) 1991.11.22 p12～14 抄　録外務省の外交文書公開
は、アメリカなどの例にならって独自の判断で行われている。だが、外務省以外の省庁は原則非公

431 私蔵された公文書のスクープに群がる国民の不幸(隠された外交文書) 古関彰一
(独協大教
授)

朝日ジャーナル [ISSN:05712378] 33(48) 1991.11.22 p15～17 抄　録「非公開文書一覧」も公開
せよ;私蔵文書が脚光あびる珍現象

432 ランク・ゼロックス社,世界のリーダーを目指し5億マルク投資(英) Handelsblatt 199 1991.10.16 p16 抄　録ゼロックス社の全売上高の25%を占めるランク・ゼロックス
社は欧州文書処理市場で野心的計画を立てている。東欧・ソ連の民主化とEC統合市場の出現
で,現在250億ポンド規模の欧州のプリンタ,複写機,ファックス,文書管理システム市場は95年には
500億ポンド市場に拡大すると予想されているが,中でもランク・ゼロックス社が競争力を自負してい
るデジタル再生やシステム・プロダクション分野では年間35%の成長が見込めると考えており,93年
までに4億8000万マルク相当の投資を行う計画である。

433 文書管理の上手なすすめ方―文書業務の能率化と組織化を図るために 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
助教授)

労働実務 1021 1991.9.1 p2～18

434 経理資料は図表化した活用度100%を図れ!―世の中ビジュアル化の時代、いろんなアイデア紹介 企業実務 401 1991.8 p29～33
435 文書用紙サイズ(A判、B判)の使用傾向―官公庁、各種団体、民間企業 行政情報シ

ステム研究
所

行政とADP 27(8) 1991.8 p2～13

436 2 光ディスクによる特許文書管理システム〈ドクメンテーション・シンポジウム予稿集〉 久保旭;畔
上隆治;坂
上浩;秦一
敏

ドクメンテーション・シンポジウム予稿集(情報科学技術協会) 第21回 1991.8

437 フィリップス社が情報システム部門をDEC社(米)に売却 Handelsblatt 140 1991.7.24 p15 抄　録資金難に陥っているフィリップス・エレクトロニクス社は,最
大の赤字部門である情報システム部門をデジタル・イクイップメント社に売却する。両社が原則合
意した移転部門は,金融機関,中小企業用のコンピュータ・システム,画像・文書管理システム,それ
に関連するサービスの各部門で,これらの事業部門の全売上高は約20億ギルダーだという。

438 これさえ知ればすぐに書ける株主総会と取締役会の議事録作成のかんどころとモデル文例 横山康博
(弁護士)

企業実務 399 1991.6 p90～95

439 フィリピンでもイメージ処理システムの導入が本格化 Asian Computer 161 1991.3 p12 抄　録フィリピンでは,ユーザーとメーカーが共にイメージ処理シ
ステムに目を向け始めた。フィリピン大学では90年にワング社(米)のイメージ処理システムを導入
し,主に教育用として使用を始めた。またシティバンクでは今年3月,2万ドルを投じて同じくワング社
製でパソコン・ベースのイメージ処理システムを投資部門に導入し,署名照合業務を開始した。この
システムは今後記録管理など他の分野にも拡充可能なものである。

440 プラスに変えるマイナスレターを書こう(マイナスレターAtoZ) 安田賀計 スタッフアドバイザー 2(3) 1991.3 p98～101
441 情報と管理技法を活用する発想術(N・S・S(ニューセールスシステム)で90年代の商戦に勝つ!! 高橋光弥 セールスマネジャー 27(2) 1991.2 p90～98
442 東伯農業水利事業所における文書管理システム 辻誠一;原

川忠典
水と土 [ISSN:02878593] (農業土木技術研究会) 84 1991.3 p80～84

443 明治期京都府における文書管理の変遷 渡辺佳子 資料館紀要 [ISSN:02884070] (京都府立総合資料館) 19 1991 p1～54
444 "機密書類"をゴミ処分場に捨てられた「長銀」の憂うつ(検証) 政界ジャーナル 23(8) 1990.8 p50～52 抄　録日本長期信用銀行本店が内部情報の一部を切断

等の処理することもなく、都内のゴミ処分場に投機していたことが判明。
445 総務・人事労務関係主要社内書式例(別冊付録) 月刊総務 28(9) 1990.8 別冊付録 p1～32
446 手元に置いておけば初めての人でもできる「算定基礎届」のらくらく記載マニュアル 企業実務 387 1990.8 p67～71
447 記録管理はセレンディピティを育てる 作山宗久 情報の科学と技術 [ISSN:09133801] (情報科学技術協会) 40(7・8) 1990.8 p509～518
448 記録管理はセレンディピティを育てる 作山宗久 情報の科学と技術 40(7・8) 1990.7・8 p509～518
449 DEC社がEDI,DMソフト市場に参入(米) Metalwork.News 17(789) 1990.6.11 p12 写 抄　録Digital Equipment社は電子データ交換(EDI)と

文書管理(DM)市場に参入すると同時に,ソフトやサービスも提供する。今回の同社のEDI,DM市場
参入は市場の要求とうまく一致していると見られている。データや文書をコンピュータ処理するEDI
やDMは,ソフト企業にとって今後成長が期待される分野であるが,DEC社の社長は今後同社はソフ
トに重点を置いていくとしている。

450 ケース別「企画書」の書き方 小野沢誠 月刊総務 28(5) 1990.5 別冊付録 p1～24
451 警告文の本質はどこにあるか(企業製造物責任―標的にされる日本製英文マニュアルを考える

〔4・最終回〕)
宮崎哲男 JMAジャーナル 9(2) 1990.2 p84～87
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452 取扱説明書のわかりやすさのコンピュータによる診断(わかりやすい取扱説明書を作る〔4〕) 海保博之;
高橋善文

標準化と品質管理 43(2) 1990.2 p84～89

453 うなぎ登りの米国の賠償金額―PL訴訟からの教訓を読む(企業製造物責任―標的にされる日本
製英文マニュアルを考える〔3〕)

中丸進 JMAジャーナル 9(1) 1990.1 p82～85

454 読んでわからないマニュアルは欠陥商品(企業製造物責任―標的にされる日本製英文マニュア
ルを考える〔2〕)

坂本樹徳 JMAジャーナル 8(12) 1989.12 p83～86

455 告発リポート・防衛庁・自衛隊「文書改ざん」は日常茶飯事―"なだしお事件"はほんの氷山の一
角

森恭介〔モ
リキョウス
ケ〕(評論

エコノミスト [ISSN:00130621] 67(54) 1989.12.19 p62～65 抄　録衝突事故を起こした潜水艦「な
だしお」の航泊日誌が書き換えられていたことがわかった。防衛庁や自衛隊の内部では「当たり
前」のことで、その体質が問題だと筆者は指摘する。

456 OA機器現場検証シリーズ〔1〕〈ワープロ編〉―手軽さゆえ文書作成のムダが目立つ 藤本靜司
(富士通金
融システム
エンジニア
リング)

企業実務 375 1989.10 p80～83

457 IBM社が中小ソフト・メーカー2社の株式を購入(米) Wall Str.J. 213(122) 1989.6.23 pB2 抄　録IBM社は小規模なソフトウェア・メーカー2社の株式を
購入した。これは同社の積極的な投資戦略を物語ると同時に,同社がコンピュータ画像処理の分
野に力を入れていることの表れと見ることができる。コンピュータによる文書管理を可能にするこの
分野は,今後大きく伸びることが予想されており,92年には市場規模は現在の4億ドルから5倍に膨
張するともいわれている。今回の投資先は,Image Business Systems社(600万ドル)とINET社(430万

458 英国のGEC社,Tandem社(米)PPDMの最初の顧客に Metalwork.News 16(733) 1989.5.1 p1,67 抄　録Tandem Computers社が明らかにしたところでは,
英国のGEC社はTandem社がBoeing Computer Services社と共同開発した同社の文書管理システ
ムPPDMの最初の顧客となった。GEC社では6月に実験的にこの文書管理システムを設営する。場
所はGEC社のマルコーニ工場とみられる。この実験が成功すれば,GEC社の100余の施設での導

459 マイツールで作る光るビジネス文書の作り方 ダイヤモンド・ボックス 10(5) 1989.4 p142～145
460 1988年1月6日の連邦の記録資料の保護および利用に関する法律(連邦文書館法)(西ドイツ) 外国の立法 28(2) 1989.3 p49～60
461 文書の表現技術と品質評価ツール―マニュアルの品質向上(特集・ソフトウェア生産における品

質管理)
高橋善文
【他】

ENGINEERS 485 1989.2 p20～25

462 説得力のある上手な企画書の作り方手引き 池田豊喜 近代中小企業 24(1) 1989.1 別冊 p4～50
463 「業務革新と情報システムの高度化」(文書管理セミナー講演) 稲吉博

(ワークブレ
イン株式会
社代表取
締役、元本
田技研工
業・株・役

行政とADP 25(1) 1989.1 p19～28

464 ワ-クステ-ション2050およびHITFILE650E公文書管理システムUpro-1――新南陽市での事例
(OAワ-クステ-ション＜特集＞)

青木靖昌
(他)

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 71(4) 1989.4 p291～296

465 分散処理プロセッサにおける文書管理OAFILING(文書処理技術＜特集＞) 鈴木秀美;
河合泰彦;
小沢利男

東芝レビュ- [ISSN:03720462] (東芝ドキュメンツ株式会社 東芝技術企画部) 44(1) 1989.1 p53～
56

466 三機工業、新型「携帯用自動風量計」を開発―画期的なデータメモリカード記録管理システム(企
業情報)

実業界 718 1988.12 p133 抄　録三機工業はこのほど、自動風量計を開発した。風速の読み取り
から風量計算までを内部のコンピュータが行い、データは専用のメモリカードに記録管理される。

467 特集・DTP―ここまできた統合文書システム―より速く・安く・美しく 事務管理 27(13) 1988.12 p18～64
468 ドキュメント管理のチェック・ポイント―DTPでドキュメント・イメージ系情報を統合(特集・DTP―ここ

まできた統合文書システム―より速く・安く・美しく)
稲吉博 事務管理 27(13) 1988.12 p18～23

469 目で見るDTP―住友金属工業「SMIEDIAN」(特集・DTP―ここまできた統合文書システム―より速
く・安く・美しく)

事務管理 27(13) 1988.12 p24～29

470 日産自動車―わずか1年間で500万円の経費を節約(特集・DTP―ここまできた統合文書システム
―より速く・安く・美しく)

事務管理 27(13) 1988.12 p30～35

471 三井生命保険―ホスト情報を生かした社内印刷システム(特集・DTP―ここまできた統合文書シス
テム―より速く・安く・美しく)

事務管理 27(13) 1988.12 p36～41

472 アポロ出版―編集者がDTPを使って商業印刷物を作成(特集・DTP―ここまできた統合文書シス
テム―より速く・安く・美しく)

事務管理 27(13) 1988.12 p42～46
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473 ホクシン情報サービス―大企業の印刷室としてサービス向上を図る(特集・DTP―ここまできた統
合文書システム―より速く・安く・美しく)

事務管理 27(13) 1988.12 p47～51

474 今,DTPの時代が始まった―DTPをもっと知りたい人に(特集・DTP―ここまできた統合文書システ
ム―より速く・安く・美しく)

坂井常雄 事務管理 27(13) 1988.12 p52～56

475 DTPシステム腕自慢―個性あふれるシステムを選ぶ(特集・DTP―ここまできた統合文書システム
―より速く・安く・美しく)

事務管理 27(13) 1988.12 p57～64

476 保存版・文書類の保存年限と保管法AtoZ 企業実務 364 1988.12 p113～105
477 文書類の保存年限一覧(保存版・文書類の保存年限と保管法AtoZ) 企業実務 364 1988.12 p112～110
478 情報化時代に対応する文書類の保管法AtoZ(保存版・文書類の保存年限と保管法AtoZ) 安田賀計

(マネージ・
アカデミー

企業実務 364 1988.12 p109～105

479 いざの時、すぐに使える20例―わが社を守る「内容証明」はこうつくる! 本谷康人 近代中小企業 23(13) 1988.11 別冊 p4～50
480 業務保管文書の整理基準と標準化―整理状況の数値化と個別マニュアル作成による廊下残箱

数の低減―築地魚市場(第38回品質管理大会報文集〔1〕診断・試験・巡視の進め方)
広石清治
(築地魚市
場);稲村守
正(築地魚
市場)

品質管理 39(520) 1988.11 臨増 p65～69

481 ワープロはペンよりも強し!!―最新型ワープロの機能別活用法(特別広告企画) ダイヤモンド 76(45) 1988.11.19 p83～96
482 従業員、取引先等へ打つ結婚祝電文例集 小松一郎

(南野製作
所)

企業実務 361 1988.10 p72～75

483 通信機能の活用で広がる文書ファイルの用途(特集・電子ファイルシステムの現状とユーザー利
用例)

豊福英樹
(三洋電機)

事務と経営 40(505) 1988.10 p26～28

484 改善提案用紙の実際例―京都各社の人事・労務関係社内書式の実際例より抜すい(資料:京都
経営者協会)

労働実務 928 1988.10.1 p17～21

485 『集中記載方式』だから簡単!取引と社内管理によく使う契約書式集 近代中小企業 23(11) 1988.9 秋季 p4～97
486 はじめに―すぐに使える「集中記載方式」の契約書をフル活用しよう!(『集中記載方式』だから簡

単!取引と社内管理によく使う契約書式集)
近代中小企業 23(11) 1988.9 秋季 p4～8

487 営業部門で使う13の契約書(『集中記載方式』だから簡単!取引と社内管理によく使う契約書式集) 近代中小企業 23(11) 1988.9 秋季 p9～28
488 総務部門で使う13の書式・契約書(『集中記載方式』だから簡単!取引と社内管理によく使う契約書 近代中小企業 23(11) 1988.9 秋季 p29～50
489 経理部門で使う6の契約書(『集中記載方式』だから簡単!取引と社内管理によく使う契約書式集) 近代中小企業 23(11) 1988.9 秋季 p51～62
490 人事部門で使う11の書式・契約書(『集中記載方式』だから簡単!取引と社内管理によく使う契約書 近代中小企業 23(11) 1988.9 秋季 p63～74
491 製造部門で使う9の書式・契約書(『集中記載方式』だから簡単!取引と社内管理によく使う契約書 近代中小企業 23(11) 1988.9 秋季 p75～84
492 海外取引で使う契約書実例2(『集中記載方式』だから簡単!取引と社内管理によく使う契約書式 近代中小企業 23(11) 1988.9 秋季 p85～97
493 犯人割出しに最新の電子技術を活用(英) *Fin.Times 30642 1988.9.15 p12 抄　録英国では5つの科学的方法による犯人割出しに力を注い

でいる。その方法とは,(1)犯人のDNA一覧表を国のデータベースに記憶させる(予定),(2)犯罪の心
理学的側面からの犯人割出し,(3)自動指紋割出し装置,(4)犯人の顔写真のディスク保存を実験,
検討中,(5)コンピュータを使用した捜査システム。Holmesと呼ばれるコンピュータ・システムは3つの
モジュールを持ち,索引,アクション,文書管理を行う。

494 総務部員実務マニュアル(抜すい) 杉田あけみ
(千葉経済
短期大学
講師)

労働実務 924 1988.8.21 p2～19

495 SIST15年の歩み(講演) 長山泰介 情報管理 31(3) 1988.6 p212～225
496 日本レコードマネージメント―市場開拓がネックのオフィス管理代行業(未来はあるかニュービジ

ネス〔最終回〕)
経済界 23(12) 1988.6.14 p59

497 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔15・最終回〕紹介・推薦状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 355 1988.4 p111～107

498 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔14〕礼状〔下〕 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 354 1988.3 p102～98

499 小規模事業所でパソコンとワープロを活用―日本ローヤル商事(ユーザーOA事例集―規模別事 藤平幸男 事務と経営 40(498) 1988.3 p40～41
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500 ワープロにも使えるビシネス文例集・社交文書編〔13〕礼状〔上〕 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 353 1988.2 p110～114

501 在庫管理資料〔1〕(オフコンによる在庫管理業務の改善ポイント〔14〕) 藤井〓一
(フジイ・コ
ンピュータ・
システムズ)

企業実務 353 1988.2 p76～79

502 官公庁登録申請の手引き(「官公庁」営業マニュアル〔7〕) 安川秋一 セールスマネジャー 24(2) 1988.2 p42～47
503 国の行政機関における文書管理の現状と課題 北田祐幸 自治研究 [ISSN:02875209] (良書普及会) 64(1) 1988.1 p86～103
504 国の行政機関における文書管理の現状と課題 北田祐幸

(総務庁行
政管理局
主査)

自治研究 64(1) 1988.1 p86～103

505 ワープロにも使えるビシネス文例集・社交文書編〔12〕お悔み状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 352 1988.1 p95～91

506 文書管理検索システム(C&C総合行政情報システム特集) 三木孝司;
赤林隆仁

NEC技報 [ISSN:02854139] (NECクリエイティブ) 41(15) 1988.12 p75～79

507 企業における社内データベースの構築〔9〕三菱重工業(事例) 田村春樹;
目崎幸治

情報管理 30(9) 1987.12 p825～842

508 良いマニュアルづくりのために(ブラッシュアップ) 三浦昭夫
(三菱商事・
株)

標準化と品質管理 40(12) 1987.12 p54～58

509 官公庁「提出書類」の作成法(「官公庁」営業マニュアル〔5〕) 安川秋一 セールスマネジャー 23(12) 1987.12 p88～93
510 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔11〕見舞状 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 350 1987.11 p114～110

511 情報とマネジメント(講演) 浅田煕 情報管理 30(8) 1987.11 p677～686
512 研究情報としての大規模文献データベースの多角的利用とその処理 小西修;大

林治夫
情報管理 30(8) 1987.11 p687～699

513 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔10〕祝い状〔下〕 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 348 1987.10 p101～97

514 採用関係書式類についてのチェックポイントと実際例 労働実務 898 1987.10.21 p2～19
515 採用関係書式類の実務上のチェックポイント(採用関係書式類についてのチェックポイントと実際

例)
新井洋(労
務コンサル
タント)

労働実務 898 1987.10.21 p3～6

516 採用関係書式類の法律上のチェックポイント(採用関係書式類についてのチェックポイントと実際
例)

井上克樹
(弁護士)

労働実務 898 1987.10.21 p7～10

517 採用関係書式類の実際例(採用関係書式類についてのチェックポイントと実際例) 労働実務 898 1987.10.21 p11～19
518 1 (基調報告)記録のライフサイクル〈記録管理と文書館〉 マイケル・

ローパー
記録管理と文書館(全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 国際文書館評議会派遣使節第1回
文書館振興国際会議報告集 1987.9

519 2 (基調報告)記録評価と文書館への移管〈記録管理と文書館〉 マイケル・
ローパー

記録管理と文書館(全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 国際文書館評議会派遣使節第1回
文書館振興国際会議報告集 1987.9

520 3 (セミナー報告)1986.11 中国の档案館=文書館を訪れて〈記録管理と文書館〉 マイケル・
ローパー

記録管理と文書館(全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 国際文書館評議会派遣使節第1回
文書館振興国際会議報告集 1987.9

521 4 (ICA使節報告)日本における文書館発展のために〈記録管理と文書館〉 マイケル・
ローパー

記録管理と文書館(全国歴史資料保存利用機関連絡協議会) 国際文書館評議会派遣使節第1回
文書館振興国際会議報告集 1987.9

522 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔9〕祝い状〔上〕 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 347 1987.9 p102～98

523 有利な税務証拠資料の作成・活用〔1〕税務証拠資料の種類と作成方法(税務調査と是否認事例) 平川忠雄
(税理士)

税経通信 42(10) 1987.9 臨増 p59～70
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524 有利な税務証拠資料の作成・活用〔2〕税務証拠資料の保管・活用(税務調査と是否認事例) 石田八郎
(中央学院
大学教授・
税理士)

税経通信 42(10) 1987.9 臨増 p71～82

525 情報化社会に対応した文書管理システムの構築と運用の概要 高村知孝 地方財務 399 1987.8 p218～228
526 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔8〕案内状〔下〕 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 346 1987.8 p108～104

527 営業店文書保存のパソコン管理―松本信用金庫 太田滋 信用金庫 41(7) 1987.7 p40～47
528 文書管理の要点 野阪正男 経営教育 97 1987.7 p14～20
529 ビジネス関係「挨拶状」文例集 矢嶋弥四 月刊総務 25(8) 1987.7 別冊付録 p1～24
530 社内経営資料の活用―これが決め手だ!(座談会) 玉田勇(因

幡電機産
業専務)

企業実務 345 1987.7 p89～94

531 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔7〕案内状〔上〕 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 345 1987.7 p107～103

532 シンシナチ・ベル社,ソフトウェア・システムを発表(米) Telephony 212(22) 1987.6.1 p21～22 抄　録同社の情報システム部門はプライベート・ネットワー
クのための基本通信管理ソフトウェアを発表した。これは通話回数,信号分析,装置管理,受発信要
求記録,回線記録管理,オンライン通話照会,故障報告,オンライン通話リスト,伝言センター等をサ
ポートしている。モジュール間のセキュリティは高く,モジュール間の相互作用を調整することができ
る。このシステムはIBMもしくは互換のOSであるMVS,CICSの上で作動する。

533 個人被曝記録管理へのパ-ソナルコンピュ-タの利用 緒方良至
(他)

Radioisotopes [ISSN:00338303] (日本放射性同位元素協会) 36(6) 1987.6 p270～277

534 特集・マルチメディアデータベース 情報処理 28(6) 1987.6 p670～803
535 マルチメディアデータベース総論(特集・マルチメディアデータベース) 増永良文 情報処理 28(6) 1987.6 p671～684
536 マルチメディアデータベースのためのデータモデリング(特集・マルチメディアデータベース) 小島功;植

村俊亮
情報処理 28(6) 1987.6 p685～693

537 マルチメディアデータベースの利用者インタフェース(特集・マルチメディアデータベース) 牧之内顕
文;尹博道

情報処理 28(6) 1987.6 p694～704

538 マルチメディアデータベースのハードウェア環境(特集・マルチメディアデータベース) 鈴木健司 情報処理 28(6) 1987.6 p705～709
539 オフィス文書の標準化と文書データベースの研究動向(特集・マルチメディアデータベース) 佐藤和洋;

絹川博之;
大町一彦

情報処理 28(6) 1987.6 p710～720

540 OAシステムと文書データベース(特集・マルチメディアデータベース) 田口和男;
坂下善彦

情報処理 28(6) 1987.6 p721～729

541 CADCAMへのマルチメディアデータベースの応用(特集・マルチメディアデータベース) 川越恭二;
真名垣昌

情報処理 28(6) 1987.6 p730～739

542 地図・図面情報処理におけるマルチメディアデータベース(特集・マルチメディアデータベース) 嶋田茂 情報処理 28(6) 1987.6 p740～755
543 画像情報処理におけるマルチメディアデータベース(特集・マルチメディアデータベース) 木戸出正

継;恒川尚
情報処理 28(6) 1987.6 p756～764

544 人文科学におけるマルチメディアデータベース(特集・マルチメディアデータベース) 杉田繁治 情報処理 28(6) 1987.6 p765～772
545 フィールド調査データ処理におけるマルチメディアデーターベース(特集・マルチメディアデータ 打浪清一 情報処理 28(6) 1987.6 p773～783
546 マルチメディアデータベースの技術開発課題(特集・マルチメディアデータベース) 上林弥彦 情報処理 28(6) 1987.6 p784～791
547 マルチメディアデータベース関連文献集(特集・マルチメディアデータベース) 石井義興;

西本秀樹
情報処理 28(6) 1987.6 p792～803

548 特集・分類―わが国の現況 現代の図書館 25(2) 1987.6 p66～124
549 日本の分類法―その史的展開に学び,将来に望むもの(特集・分類―わが国の現況) 石山洋 現代の図書館 25(2) 1987.6 p66～70
550 多元方式分類(特集・分類―わが国の現況) 河島正光 現代の図書館 25(2) 1987.6 p71～75
551 文献,資料の自動分類(特集・分類―わが国の現況) 細野公男 現代の図書館 25(2) 1987.6 p76～80
552 情報検索における分類とキーワード表記の問題(特集・分類―わが国の現況) 山村良彦 現代の図書館 25(2) 1987.6 p81～85
553 NDCの改訂に関する諸目標(特集・分類―わが国の現況) 古川肇 現代の図書館 25(2) 1987.6 p86～90
554 NDCを対象とする分類番号付与支援システムとNDCのデータベース化(特集・分類―わが国の現 石川徹也 現代の図書館 25(2) 1987.6 p91～94
555 〈特殊分類〉(特集・分類―わが国の現況) 現代の図書館 25(2) 1987.6 p95～107
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556 特許分類―国際特許分類を中心に(特集・分類―わが国の現況) 片岡宏 現代の図書館 25(2) 1987.6 p95～97
557 地方行政資料の分類―現用行政文書を中心として(特集・分類―わが国の現況) 志村尚夫 現代の図書館 25(2) 1987.6 p98～100
558 漢籍の分類について(特集・分類―わが国の現況) 森賀一恵 現代の図書館 25(2) 1987.6 p101～102
559 郷土資料の分類について(特集・分類―わが国の現況) 蛭田廣一 現代の図書館 25(2) 1987.6 p103～107
560 〈分類実務上の問題から〉(特集・分類―わが国の現況) 現代の図書館 25(2) 1987.6 p108～121
561 たかが分類されど分類―国立国会図書館図書部図書整理課分類件名係の日誌(抄)(特集・分類

―わが国の現況)
千賀正之 現代の図書館 25(2) 1987.6 p108～110

562 分類はいま―公共図書館の現状から(特集・分類―わが国の現況) 原田安啓 現代の図書館 25(2) 1987.6 p111～114
563 図書分類の実際―大学図書館における経験から(特集・分類―わが国の現況) 沢田創 現代の図書館 25(2) 1987.6 p115～118
564 学校図書館の分類と今後の問題(特集・分類―わが国の現況) 菅田紀代 現代の図書館 25(2) 1987.6 p119～121
565 文献レビュー―分類学習,分類実務の観点から(特集・分類―わが国の現況) 志保田務;

吉田暁史
現代の図書館 25(2) 1987.6 p122～124

566 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔6〕招待状〔下〕 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 343 1987.6 p104～100

567 第20回文書管理改善週間優秀論文 行政とADP 23(6) 1987.6 p36～48
568 情報化社会における文書管理のあるべき姿(第20回文書管理改善週間優秀論文) 鳥谷隆 行政とADP 23(6) 1987.6 p36～40
569 文書管理の現状からみた改善策について(第20回文書管理改善週間優秀論文) 恒川正男 行政とADP 23(6) 1987.6 p41～45
570 文書管理改善のための方法について(第20回文書管理改善週間優秀論文) 草宮祐宏 行政とADP 23(6) 1987.6 p46～48
571 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔5〕招待状〔上〕 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 342 1987.5 p107～103

572 CAD,生産管理との統合進む技術文書作成・管理システム 加古川群 日経コンピュータ 148 1987.5.25 p77～85
573 文書管理規定作成の法律上のポイント 小野淳彦

(弁護士)
労働実務 884 1987.5.21 p2～5

574 文書管理規定、文書作成要領4社の事例 労働実務 884 1987.5.21 p6～27
575 西独におけるMailboxの普及はこれから Wirtschaftswoche 41(20) 1987.5.8 p99,102,104 写 抄　録端末機を通じて文書の発受信を行う

Mailboxは文書管理が容易で,空間の節約になるが,西独における普及は今後各社が特定グルー
プの顧客をいかに確保するかにかかっている。Deutsche Mailbox社はJur Box社と共同で本年3月
から法律家を対象に判決・特許等の専門情報を提供しており,西独連邦郵便も85年秋からTelebox
サービス(基本料金40マルク,使用料40ペニッピ)を開始している。このTeleboxはmessage handling
systemの前段階で,CCITTの標準X.400が88年に決定されればより多くの機能を付加されよう。

576 すぐに役立つアイディア活用法(皆伝ワープロ工夫術) OA情報 6(2) 1987.4 春 p128～133
577 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔4〕挨拶状〔下〕 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 341 1987.4 p103～99

578 商業A社の稟議規定と職務決裁基準表 労働実務 882 1987.4.21 p2～16
579 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔3〕挨拶状〔中〕 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 340 1987.3 p101～97

580 ワープロにも使えるビジネス文例集・社交文書編〔2〕挨拶状〔上〕 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 339 1987.2 p105～101

581 特集:西独を中心とするOA機器市場(2) *Wirtschaftswoche 41(9) 1987.2.20 ps1～s94 表図写 抄　録情報処理機器導入による生産性向
上への期待は大きいが,専門家は実際の生産性向上効果は20～30%程度と見ている。Diebold社
の調査によれば大型プロジェクトの年間システム・コスト1050万マルクに対し,労働時間短縮による
コスト節減は1400万マルクとなっている。導入後の生産性向上は,文書の転送・伝達では90%,計数
処理では60%,文書管理では50%,グラフィック作成では50～60%,文書作成では30%との数字が出て

582 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社交文書編〉〔1〕社交文書作成の基本知識 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 338 1987.1 p107～104

583 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉〔最終回〕協議状・勧誘状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 337 1986.12 p93～89
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584 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉〔13〕陳謝状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 336 1986.11 p102～98

585 文書管理コンサルタント・太田洋子さん―オフィスの書類の山の中で、3分の2は必要ありません。
(ミズインタビュー女の仕事)

週刊文春 28(46) 1986.11.27 p69

586 記録管理とア-キビストの役割――文書館史料の価値判断基準について(〔地方史研究協議会
1986年度〕大会特集――新しい地方史をめざして――問題提起(続))

小川千代
子

地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 36(5) 1986.10 p58～67

587 なぜ今,文書管理なのですか―「文書管理改善に関する調査研究報告書」を踏まえて 行政管理 月刊そうむちょう 27 1986.10 p39～43
588 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉反駁状・弁解状 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 334 1986.10 p101～97

589 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉抗議状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 333 1986.9 p102～98

590 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉断り状・取消状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 332 1986.8 p104～100

591 ペーパーレス・オフィス計画〔4〕個々の文書の点検とプロセスのダイレクト化 高橋淳 JMAジャーナル 5(7) 1986.7 p38～42
592 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉督促状 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 331 1986.7 p104～100

593 ビジネス文書の書き方(講演録) 吉田信美
(実業之日
本社取締
役)

関東経協 322 1986.6 夏 p106～109

594 経理・総務部門で調製する文書のわかりやすい保存期間一覧 伊藤敏夫
(公認会計
士);木ノ内
建造(弁護
士)

ビジネスガイド 301 1986.6 p40～44

595 オフィスの文書管理(マンスリーセミナー) 山下貞磨;
内田修

月刊リクルート 19(5) 1986.6 p76～91

596 保存版・役員の選任・重任・退任の登記手続き一覧(巻末付録2) 小林君夫
(司法書士)

企業実務 330 1986.6 p106～100

597 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉承諾状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 330 1986.6 p93～89

598 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉依頼状〔下〕 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 329 1986.5 p101～97

599 監査調書の保存期間について 稲葉欣久 会計ジャーナル 18(5) 1986.5 p39～43
600 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉依頼状〔上〕 石崎稔 企業実務 328 1986.4 p107～103
601 最新・文書類の法定保存年限表〈いるものといらないものをふるい分けるために〉 企業実務 326 1986.3 p93～91
602 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉交渉状 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 326 1986.3 p100～96

603 パ-ソナルコンピュ-タ-による柔道試合記録管理システム 青柳領(他) 筑波大学体育科学系紀要 [ISSN:03867129] (筑波大学体育科学系) 9 1986.3 p135～144
604 柔道試合・ビデオ記録管理システム 青柳領,小

俣幸嗣,尾
形敬史ほか

武道学研究 第18巻第3号 日本武道学会 1986.2 p39～46 B5 ISSN:0287-9700 〈他言語標
題:Research journal of budo〉

605 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉注文状・申込状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 325 1986.2 p103～99
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606 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉照会状 石崎稔(ビ
ジネスコン
サルタント)

企業実務 324 1986.1 p96～92

607 業務革新と情報システム変革への対応(リポート) 行政管理 月刊そうむちょう 18 1986.1 p42～45
608 インテグレーテッドワークプロセッサによる統合文書処理(特集・統合化OA―実現のための方策) 小町祐史

(松下電送)
事務と経営 38(469) 1986.1 p30～33

609 文書管理に鋭い感覚を 増島俊之 行政とADP 21(12) 1985.12 p1
610 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉通知状 石崎稔(ビ

ジネスコン
サルタント)

企業実務 323 1985.12 p102～98

611 OA講座:電子ファイルシステム〔最終回〕電子ファイルを利用した技術資料管理システム 博多屋匡
(東芝)

事務と経営 37(468) 1985.12 p85～88

612 光ディスク装置を用いた計装保守情報システム 栗山明 事務管理 24(12) 1985.11 p66～71
613 ワープロにも使えるビジネス文例集〈社外編〉・対外取引文書作成の基本知識 石崎稔 企業実務 321 1985.11 p77～73
614 すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―各種届出・申請・願300項 ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p1～207
615 税務署への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―

各種届出・申請・願300項)
ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p11～59

616 都道府県市町村役場への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンド
ブック 全訂版―各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p60～80

617 労働基準監督署への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック
全訂版―各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p81～94

618 社会保険事務所への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック
全訂版―各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p95～101

619 公共職業安定所への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック
全訂版―各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p102～106

620 登記所への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―
各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p107～124

621 裁判所への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―
各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p125～137

622 公証役場への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版
―各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p138～139

623 特許庁への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―
各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p140～143

624 陸運支局への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版
―各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p144～147

625 警察署への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―
各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p148～151

626 消防署への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―
各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p152～159

627 保健所への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―
各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p160～171

628 税関への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―各
種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p172～188

629 郵便局への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全訂版―
各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p189～197

630 市区町村役場への各種届出・申請・願(すぐに役立つ記載例つき諸官庁主要手続ハンドブック 全
訂版―各種届出・申請・願300項)

ビジネスガイド 291 1985.11 臨増 p198～207

631 Arete社がスーパーミニコンに光ディスク装置採用(米) Computrwld. 19(46) 1985.11.18 p7 抄　録Arete Systems社はスーパーミニコンSeries1000システ
ムに対して1Gバイト光ディスク装置を採用すると発表した。同装置は病院,図書館,政府機関にお
ける記録管理に適していると伝えている。AT&T Unix System5とのコンパチビリティを有しており,
テープドライブ・システムに代わるものとされる。エンドユーザーに対する価格は3万ドルで,出荷は

632 統計資料―資料紹介と検索のポイント 大山英久 びぶろす 36(9) 1985.9 p16～22
633 特集・すぐれた会社の文書処理システム 事務管理 24(10) 1985.9 p17～73
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634 オフィスを文書洪水から救う情報化時代の文書処理システム(特集・すぐれた会社の文書処理シ 事務管理 24(10) 1985.9 p18～22
635 ペーパーワークをいかにシステム化するか効果的な文書処理と管理の方法(特集・すぐれた会社

の文書処理システム)
高原真 事務管理 24(10) 1985.9 p23～33

636 電算写植と連動した新印刷システムも開発・三井生命保険のワープロ活用(事例)(特集・すぐれた
会社の文書処理システム)

瀧澤寛 事務管理 24(10) 1985.9 p34～38

637 イメージ情報の保管・検索をスピードアップ・横浜市公害対策局のCARシステム(事例)(特集・すぐ
れた会社の文書処理システム)

和田正敏 事務管理 24(10) 1985.9 p39～44

638 月間700ページ以上の通達書類を光ディスクに収納・東京銀行の文書保管・検索システム(事
例)(特集・すぐれた会社の文書処理システム)

山田亮太
郎

事務管理 24(10) 1985.9 p45～49

639 手作業の十倍の処理能力をもつ東芝の文書ファイル支援システム(事例)(特集・すぐれた会社の
文書処理システム)

菅原武 事務管理 24(10) 1985.9 p50～54

640 アップデイタブル・マイクロフィルムを活用した旭化成ホームズの顧客情報管理(事例)(特集・すぐ
れた会社の文書処理システム)

伊藤幸広 事務管理 24(10) 1985.9 p55～59

641 電話の代替手段として大きな効果・中央信託銀行のFAXネットワーク(事例)(特集・すぐれた会社
の文書処理システム)

事務管理 24(10) 1985.9 p60～64

642 ホストを介して個人同士がメッセージ交換・鐘紡の文書メール・システム(事例)(特集・すぐれた会
社の文書処理システム)

事務管理 24(10) 1985.9 p65～68

643 不要書類の廃棄を進めさわやかなオフィスをつくる日本電池のニュービジニング運動(事例)(特
集・すぐれた会社の文書処理システム)

近藤運 事務管理 24(10) 1985.9 p69～73

644 住民記録の管理の適正化――住民基本台帳法の改正(第102回国会主要立法――年金法・派
遣法・著作権法改正＜特集＞)

遠藤文夫 ジュリスト [ISSN:04480791] (有斐閣) 843 1985.9.1 p6～10

645 特集・学校経営と教育情報の活用 教育と情報 328 1985.7 p2～13,16～37
646 学校経営と教育情報(特集・学校経営と教育情報の活用) 新井郁男 教育と情報 328 1985.7 p2～7
647 学校経営とニューメディアの活用(特集・学校経営と教育情報の活用) 中野目直 教育と情報 328 1985.7 p8～13
648 情報・資料・文書の整理と活用―校務分掌をふまえて(事例紹介)(特集・学校経営と教育情報の 小柳良巳 教育と情報 328 1985.7 p16～23
649 教育情報の集中管理方式による事務の改善―東京都久米川東小学校の実践(事例紹介)(特集・

学校経営と教育情報の活用)
村岡良昭 教育と情報 328 1985.7 p25～31

650 豊橋市立小・中学校における教育事務処理の効率化―視聴覚センターを核とした情報処理シス
テム(事例紹介)(特集・学校経営と教育情報の活用)

寺部明和 教育と情報 328 1985.7 p32～37

651 情報で優劣がきまる!主要報告資料はいつまでに渡されているか(ミニ調査) 企業実務 317 1985.7 p96～94
652 通信体系の改善と文書管理―三協アルミニウム工業(規模別オフィス効率化事例) 石塚常雄 事務と経営 37(460) 1985.5 p30～33
653 バロース社がOA市場に参入(米) Computrwld. 19(12) 1985.3.25 p12 抄　録バロース社はワードプロセシング・システム(OW25)及び

メインフレーム向けのOAソフトパッケージ(OMS2)の発売を発表し,OA市場への参入を開始した。
前者はB25ワークステーションを使用,512KバイトRAM,10Mバイト・ハードディスクを標準装備。後
者はメインフレームとターミナル間の文書通信を可能にし,電子メイル,文書管理,ネットワーク化等
の機能を持ち,IBMコンパチブルな文書交換アーキテクチャのサポートを予定している。

654 文書管理改善運動(ガスマン基礎講座〔10〕) 花坂耕治 日本ガス協会誌 38(1) 1985.1 p33～39
655 事務・間接部門の合理化運動の設計―情報爆発時代の文書管理システムの確立 東政雄 企業と人材 408 1984.12.20 p40～47
656 ニュービジネスの経営戦略―文書管理の効率化代行/日本レコード・マネジメント(New Business 山下貞麿 月刊リクルート 17(11) 1984.11 p20～23
657 技術の情報管理を事務の文書管理と一緒にされてはかなわない(誌上コンサルティング/マネジメ

ント・ベーシック・コース)
JMAジャーナル 3(8) 1984.8 p80～81

658 企業史料の収集保存と記録管理(地方史研究と文書館＜特集＞) 中村頼道 地方史研究 [ISSN:05777542] (地方史研究協議会) 34(2) 1984.4 p40～49
659 明光商会―OA化の波、再び文書管理の必要性を啓発/シュレッダーを中心にOA関連機器・オ

フィスツールへ製品開発(ケーススタディ)
坂主孝子 日経広告手帖 28(1) 1984.1 p26～27

660 行政における文書管理――「生きた施設」の理念と現実 井出嘉憲 社会科学研究 [ISSN:03873307] (東京大学社会科学研究所) 35(5) 1984 p69～138
661 マイコンによる遊びの指導記録管理システム(PRMS) 八木義雄;

吉田信夫
宇部短期大学学術報告 [ISSN:03898741] (宇部短期大学) 20 1983 p21～29

662 OA時代の文書管理―その経費効率とムダの排除/同和鉱業の事例〔他〕(巻末特集) 青柳俊男 月刊総務 21(13) 1983.12 p巻末1～11
663 保存文書管理システム―花王石鹸(特集 ユーザが開発したパソコン・ビジネスプログラム) 金川竜也 事務管理 22(14) 1983.11 p24～25
664 多治見病院における診療記録管理システム(OA機器企画 紙・フィルム情報の整理・検索方法は

どれほど進んだか)
事務と経営 35(440) 1983.11 p46～48

665 ワープロ利用による文書事務の効率化(広島県)(人事新企画紹介) 地方公務員月報 244 1983.11 p37～40
666 文書事務改善の進め方(事務研究―文書業務の改善めざして〔最終回〕) 山下貞麿 事務と経営 35(435) 1983.6 p85～89
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667 文書管理・WPの普及と文書管理体制の問題点(日本語ワードプロセッサ'83) 坂口辰夫 事務と経営 35(434) 1983.5 臨増 p36～39
668 旅行代理店・文書管理の統一によって導入効果を生む(日本語ワードプロセッサ'83) 東武トラベ 事務と経営 35(434) 1983.5 臨増 p66～67
669 文書管理化をすすめるために――「レタ-メイト150」(知っていると得をする――ワ-ドプロセッサ＜

特集＞――メ-カ-訪問インタビュ-)
宮腰朗 Will [ISSN:02867877] (中央公論社) 2(5) 1983.5 p137

670 文書の保管と検索の機械化(事務研究・文書業務の改善めざして〔5〕) 山下貞麿 事務と経営 35(433) 1983.5 p86～89
671 特集・文書管理の有効活用策 労務事情 587 1983.4.1 p17～65
672 〈特集関連実例〉(特集・文書管理の有効活用策) 労務事情 587 1983.4.1 p32～53
673 〈特集関連資料〉(特集・文書管理の有効活用策) 労務事情 587 1983.4.1 p54～65
674 オフィス業務の生産性向上とOA化の方向実態調査(特集・文書管理の有効活用策) 日本オフィ

スオート
メーション

労務事情 587 1983.4.1 p54～57

675 シンポジウム 中小企業とオフィス・オートメーション(特集・文書管理の有効活用策) 労務事情 587 1983.4.1 p58～65
676 WPを利用した文書業務の外注動向(特集 OAの第一歩ー外注処理の基準と効果) スミス印刷 事務と経営 35(432) 1983.4 p18～19
677 文書の保管と検索(事務研究ー文書業務の改善めざして〔4〕) 山下貞麿 事務と経営 35(432) 1983.4 p86～89
678 文書のライフサイクル管理(事務研究―文書業務の改善めざして〔3〕) 山下貞磨 事務と経営 35(431) 1983.3 p86～89
679 文書作成業務の効率化(事務研究―文書業務の改善めざして〔2〕) 山下貞磨 事務と経営 35(430) 1983.2 p86～89
680 事務の本質を見直す(事務研究―文書業務の改善めざしてー1ー) 山下貞麿 事務と経営 35(428) 1983.1 p86～89
681 文書事務ハンドブック―意思決定手続としての文書事務 小林節夫

【編】
地方自治職員研修 192 1982.12 臨増

682 意思決定事務の構造(文書事務ハンドブック―意思決定手続としての文書事務) 小林節夫
【編】

地方自治職員研修 192 1982.12 臨増 p1～42

683 文書による意思決定事務の進め方(文書事務ハンドブック―意思決定手続としての文書事務) 小林節夫
【編】

地方自治職員研修 192 1982.12 臨増 p43～82

684 公用文文例159例(文書事務ハンドブック―意思決定手続としての文書事務) 小林節夫
【編】

地方自治職員研修 192 1982.12 臨増 p83～268

685 公文書作成基準―東京都公文規程施行細目(文書事務ハンドブック―意思決定手続としての文
書事務)

小林節夫
【編】

地方自治職員研修 192 1982.12 臨増 p269～306

686 起案文書の起源と歴史(文書事務ハンドブック―意思決定手続としての文書事務) 小林節夫
【編】

地方自治職員研修 192 1982.12 臨増 p307～321

687 廃棄文書量は90トン(オフィス・オートメーションへの対応―三井銀行における文書管理の実際ー 内田誠 銀行の管理者 19(16) 1982.12 p92～95
688 文書管理実態調査結果報告書(東京都)(今月の資料) 月刊政府資料 101 1982.12 p11～24
689 仕事は机一つで十分できる(オフィス・オートメーションへの対応―三井銀行における文書管理の

実際ー2ー)
内田誠 銀行の管理者 19(15) 1982.11 p62～66

690 巻末特集・OA時代の文書管理 月刊総務 20(10) 1982.10 p113～154
691 OA化のための文書管理(巻末特集・OA時代の文書管理) 壺阪龍哉 月刊総務 20(10) 1982.10 p114～119
692 小集団活動による文書管理―加商(株)(事例)(巻末特集・OA時代の文書管理) 月刊総務 20(10) 1982.10 p120～124
693 文書管理を効率的に進めるマイクロ・システム化の実務(巻末特集・OA時代の文書管理) 藤村協生 月刊総務 20(10) 1982.10 p129～130
694 マイクロ・システム化で省スペース化を考える(巻末特集・OA時代の文書管理) 月刊総務 20(10) 1982.10 p132～134
695 マイクロ化は迅速な情報検索につながる(巻末特集・OA時代の文書管理) 月刊総務 20(10) 1982.10 p136～137
696 保存文書のマイクロ化で省スペース化を実現―大林組(事例研究)(巻末特集・OA時代の文書管 月刊総務 20(10) 1982.10 p138
697 日本語WP導入のポイント(巻末特集・OA時代の文書管理) 田保行雄 月刊総務 20(10) 1982.10 p144～154
698 本部事務合理化はすすんだ―三井銀行における文書管理の実際(オフィス・オートメーションへの

対応ー1ー)
内田誠 銀行の管理者 19(13) 1982.10 p104～107

699 コンピュ-タ-による整備記録の管理―下―小型機の例 藤沢博 航空技術 [ISSN:0023284X] (日本航空整備協会) 330 1982.9 p25～28
700 コンピュ-タ-による整備記録の管理―上―小型機の例 藤沢博 航空技術 [ISSN:0023284X] (日本航空整備協会) 329 1982.8 p3～8
701 日本語ワ-ドプロセッサと新しい文書管理(特集・OA時代の文書/画像処理システム) 斉藤謙司 データ通信 14(2) 1982.2 p65～71
702 文書管理システムにおけるイメ-ジ処理技術(オフィスオ-トメ-ションシステム＜特集＞――文書イ

メ-ジ処理)
田畑邦晃;
田村秋雄

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 64(4) 1982.4 p249～252

703 ワ-ドプロセッサと文書管理システム(オフィスオ-トメ-ションシステム＜特集＞――アプリケ-ショ
ン)

吉田正;大
石和正

日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 64(4) 1982.4 p297～300

704 川崎製鉄(株)東京本社における社内文書管理のためのオフィス総点検活動 徳島啓司 情報管理 [ISSN:00217298] (科学技術振興事業団 科学技術振興事業団科学技術情報事業本
部) 24(11) 1982.2 p1055～1067

705 記録管理マネジャ-の役割は大きく変わった 事務機械 85 1982.1 p51～52
706 文書管理業務監査の着眼点と手法(特別企画・業務監査 その着眼点と手法-10-) 曽川武夫 監査研究 7(8) 1981.8 p13～18
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707 日本ビクタ-(株)―特許部における文書管理システム('81オフィス・オ-トメ-ション機器ハンドブック) 事務管理 20(9) 1981.8 別冊 p36～37
708 情報公開制度と記録管理の課題―マイクロフィルムを中心として 秋山茂 行政とADP 17(6) 1981.6 p10～14
709 情報の管理と新しい文書事務の展望(特別企画・新しい文書作成業務をめぐるさまざまな問題点) 小林末男 事務と経営 406 1981.5 p44～47
710 事例・全従業員のための文書管理を実践〈三菱鉛筆〉(特別企画・新しい文書作成業務をめぐるさ

まざまな問題点)
三好秀雄 事務と経営 406 1981.5 p66～67

711 海運会社と文書管理 加瀬真理 海運 644 1981.5 p60～62
712 コンフィギュレーション管理(技術文書管理)による品質体制づくり 荒川政彦 産業能率論集 第14号 情報調査部篇 大阪 大阪府立産業能率研究所 1981.3 p1～32 A5

ISSN:0288-4178 〈他言語標題(1):Business review 他言語標題(2):Sangyo noritsu ronshu 「商工
経済研究」と合併,「産開研論集」となる〉

713 QAであらゆる事故の芽を摘む,組織,文書管理,マニュアルで枠組み(原子力特集) 日経メカニカル 84 1981.3.16 p60～64
714 情報公開と文書管理――行政情報の総合的利用の観点から(情報公開・プライバシ-――情報 松村雅生 ジュリスト [ISSN:04480791] (有斐閣) 742 1981.6.5 p64～72
715 イメ-ジ処理機能をもつ文書管理システム(分散・漢字情報処理システムとその適用＜特集＞) 田畑邦晃

(他)
日立評論 [ISSN:03675874] (日立評論社) 63(5) 1981.5 p363～366

716 文書管理から発展の社内印刷――各企業の印刷室を訪問して(社内印刷の展望) 印刷雑誌
編集部

印刷雑誌 [ISSN:00201758] (印刷学会 印刷学会出版部) 62(5) 1979.5 p15～23

717 官庁文書管理と公文書館の現状(情報の公開と新聞) 前野和久 新聞研究 [ISSN:02880652] (日本新聞協会) 328 1978.11 p62～65
718 年金の話―4―被保険者記録の管理 八谷淳 時の法令 [ISSN:04934067] (法令普及会 大蔵省印刷局) 1007 1978.7.13 p38～40
719 外交記録の管理と公開(外交文書の機能と管理＜焦点＞) 藤本芳男 国際問題 [ISSN:04523377] (日本国際問題研究所) 193 1976.4 p27～34
720 愛媛県小中学校の文書事務標準化――松山市を中心に(学校における情報処理の合理化,機械

化―11―)
山之内正 教育と情報 [ISSN:09145702] (文部省大臣官房情報処理課 第一法規出版) 215 1976.2 p43～48

721 新商法下の決算・文書事務処理方針(経団連決定) 居林次雄 旬刊商事法務 [ISSN:02891107] (商事法務研究会) 699 1975.4.25 p606～614
722 矯正施設における文書管理の問題 清水一成,

吉田和次
矯正研究 第10号 法務省中央矯正研修所 1974 p1～10 B5 ISSN:0452-9758

※この文献リストは、日外アソシエーツ提供の「MAGAZINEPLUS」にて、「文書管理」｢記録管理｣｢文書業務｣｢文書事務」のいずれかをキーワードとする文献を全て検索した結果をもとに作成したもの（但し雑誌「レコー
ド・マネジメント」所収の文献を除く）。刊行年の新しい順に配列した。
（作成者：坂口貴弘）
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No. 標題 著者等 出版者 ページ数等
1 東映スーパー戦隊大全―バトルフィーバーJ・デンジマン・サンバルカ

ンの世界
安藤幹夫編 双葉社 2003.3.28 255p 21cm(A5) ¥2,500(税別)

2 実用UNIXデータ処理編 羽山博著 アスキー 2003.2.21 322p 24×19cm ¥2,500(税別)
(アスキー・ラーニングシステム)

3 国際スパイ・ゾルゲの世界戦争と革命 白井久也編著 社会評論社 2003.2.15 422p 21cm(A5) ¥4,300(税別)
4 商法改正(昭和25年・26年)GHQ/SCAP文書 中東正文編著 信山社出版;大学図書〔発売〕 2003.1.30 1冊 21cm(A5) ¥38,000(税別)

(日本立法資料全集 91)
5 岩波講座 東南アジア史 別巻 東南アジア史研究案内 池端雪浦;石井米雄;石沢良昭;加

納啓良;後藤乾一編
岩波書店 2003.1.28 268,38p 21cm(A5) ¥5,400(税

別)
6 進め!スーパーボウル―NFLナショナルフットボールリーグ入門 後藤完夫著 タッチダウン 2002.12.28 151p 21cm(A5) ¥1,500(税別)
7 HARLEY‐DAVIDSON SHOVELHEAD FILE. スタジオタッククリエイティブ 2002.12.25 191p 30×23cm ¥5,000(税別)
8 日常ことばの基礎クイズ 言遊舎編 日新報道 2002.12.20 221p 19cm(B6) ¥1,300(税別)
9 量子コンピュータの理論―量子コンピューティング入門 西野哲朗著 培風館 2002.12.12 245p 21cm(A5) ¥3,300(税別)

10 経覚私要鈔 第6 小泉宜右校訂 続群書類従完成会 2002.12.5 274p 21cm(A5) ¥10,000(税別)
(史料纂集 133)

11 GA DOCUMENT 72 エーディーエー・エディタ・トーキョー
2002.11.25

1冊 30×30cm ¥2,848(税別)

12 ビルマ航空戦 上 連合軍記録の裏付けを得た陸軍航空部隊の勝利 梅本弘著 大日本絵画 2002.11.20 503p 19cm(B6) ¥3,900(税別)
13 写真集 適塾アーカイブ―貴重資料52選 適塾記念会編 吹田 大阪大学出版会 2002.11.18 42p 21cm(A5) ¥700(税別)
14 国立公文書館所蔵 大乗院寺社雑事記紙背文書 第1巻 佐藤進一;笠松宏至;永村真編 勉誠出版 2002.11.10 368p 21cm(A5) ¥9,800(税別)
15 オラクル認定資格試験 ORACLE MASTERハンドブック―Platinum9i編 加藤洋子;望月康司著 リックテレコム 2002.10.29 854p 21cm(A5) ¥4,600(税別)
16 パーソンズと社会学理論の現在―あるいはT・Pと呼ばれた知の領域 油井清光著 京都 世界思想社 2002.10.20 263p 19cm(B6) ¥1,900(税別)

(SEKAISHISO SEMINAR)
17 キャッツ・タッツ・カーズ・アンド・クリーパーズ―スマッティ・スミス・アー

カイブ ロカビリー・フォトグラフィー
スマッティ・スミス編著 白夜書房 2002.9.19 112p 30cm(A4) ¥2,857(税別)

18 大学教育の可能性―教養教育・評価・実践 寺崎昌男著 東信堂 2002.9.10 321p 19cm(B6) ¥2,500(税別)
19 文書館の防災を考える 小川雄二郎著 岩田書院 2002.8 95p 21cm(A5) ¥1,400(税別)

(岩田書院ブックレット 6)
20 デジタル映像論―世紀を超えて 高島秀之著 創成社 2002.6.29 238p 21cm(A5) ¥2,400(税別)
21 MacOS X Cocoaプログラミング アーロン・ヒレガス著;村上雅章訳 ピアソン・エデュケーション 2002.6.28 379p 23×19cm ¥3,700(税別)
22 フィンランドのドイツ戦車隊 カリ・クーセラ著;斎木伸生訳 大日本絵画 2002.6.25 199p 26×21cm ¥3,400(税別)
23 原弘と「僕達の新活版術」―活字・写真・印刷の一九三〇年代 川畑直道著 DNPグラフィックデザイン・アーカイブ;トラ

ンスアート〔発売〕 2002.6.22
317p 21cm(A5) ¥3,333(税別)

24 ボトムズアーカイヴ―装甲騎兵ボトムズ 全記録集 2 樹想社;銀河出版〔発売〕 2002.6.6 239p 21cm(A5) ¥2,500(税別)
25 メディアの中の読者―読書論の現在 和田敦彦著 ひつじ書房 2002.5.25 267,8p 19cm(B6) ¥2,200(税別)

(未発選書)
26 オセアニア・ポストコロニアル 春日直樹編 国際書院 2002.5.20 234p 21cm(A5) ¥2,800(税別)

(太平洋世界叢書)
27 UNIXコマンド教本 基礎 小池具行著 技術評論社 2002.5.7 207p 26cm(B5) ¥1,880(税別)

(SE・プログラマスタートアップテ
キスト)

28 JBuilderで学ぶJava言語 古川正寿著 ソフトバンクパブリッシング 2002.4.25 331p 24×19cm ¥2,800(税別)
29 姫街道ものがたり―姫街道400年祭ガイドブック 岐阜県、姫街道400年祭実行委員

会企画監修
ディジタルアーカイブズ;文芸春秋〔発売〕
2002.4.25

103,19p 21cm(A5) ¥953(税別)
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30 明治の出版文化 国文学研究資料館編 京都 臨川書店 2002.3.31 297p 21cm(A5) ¥3,400(税別)
31 ヒトラーの戦士たち―6人の総帥 グイド・クノップ著;高木玲訳 原書房 2002.3.5 432,5p 19cm(B6) ¥2,800(税別)
32 近現代史料の管理と史料認識 鈴江英一著 札幌 北海道大学図書刊行会 2002.2.28 584,29p 21cm(A5) ¥10,000(税

別)
33 国の情報と図書館―行政情報の電子化を中心として 国立国会図書館図書館研究所編 日本図書館協会 2002.1.28 238p 19cm(B6) ¥3,200(税別)

(図書館研究シリーズ No.37)
34 記録から記録史料へ―アーカイバル・コントロール論序説 青山英幸著 岩田書院 2002.1 363p 21cm(A5) ¥7,900(税別)
35 日本兵捕虜は何をしゃべったか 山本武利著 文芸春秋 2001.12.20 190p 18cm ¥680(税別) (文春新

書)
36 戦後メディアの読み方―活字・映像・広告・セクシュアリティを考える 山中正剛;石川弘義著 勁草書房 2001.12.20 268p 19cm(B6) ¥2,800(税別)
37 アーカイブス利根川 宮村忠監修;アーカイブス利根川

編集委員会編
信山社サイテック;信山社出版;大学図書
〔発売〕 2001.11.30

290p 21cm(A5) ¥1,800(税別)

38 謀略戦 陸軍登戸研究所 斎藤充功著 学習研究社 2001.11.16 307p 15cm(A6) ¥590(税別) (学
研M文庫)

39 オラクルマスター教科書 Platinum Backup Recovery(Oracle8i)編(試験
科目:1Z0‐025J Backup Recovery(Oracle8i))

デビー・ウォン著;トップスタジオ訳;
林優子;星野真理監修;日本オラク
ル協力

翔泳社 2001.10.17 545p 21cm(A5) ¥4,200(税別)

40 生涯学習の新しいステージを拓く 6 ITで広がる学びの世界 白石克己;広瀬敏夫;金藤ふゆ子 ぎょうせい 2001.10.1 309p 21cm(A5) ¥2,667(税別)
41 KGBマル秘調書―ヒトラー最期の真実 20世紀の人物シリーズ編集委員

会編;佐々洋子;貝沢哉;鴻英良訳
光文社 2001.9.30 501p 19cm(B6) ¥3,500(税別)

42 ORACLE24×7システム構築ガイド 上 ヴェンカト・S.デヴラジ著;SE編集
部訳;日本オラクル監修

翔泳社 2001.9.4 508p 24×19cm ¥5,200(税別)

43 米軍による日本兵捕虜写真集 山本武利編 青史出版 2001.8.24 146p 26cm(B5) ¥5,000(税別)
44 アンダーグラウンド・フィルム・アーカイブス 平沢剛編 河出書房新社 2001.7.30 223p 21cm(A5) ¥2,000(税別)
45 じゃがたらお春の消息 白石広子著 勉誠出版 2001.7.10 199p 19cm(B6) ¥2,000(税別)

(遊学叢書)
46 グスタヴ・アドルフの歩兵―北方の獅子と三十年戦争 リチャード・ブレジンスキー著・画;

リチャード・フック画;小林純子訳
新紀元社 2001.6.27 50p 25×19cm ¥1,000(税別)

(オスプレイ・メンアットアームズ・
シリーズ)

47 クナッパーツブッシュ―音楽と政治 奥波一秀著 みすず書房 2001.5.25 3,224p 19cm(B6) ¥2,800(税別)
48 東京ウォーキング No.2 千代田区 番町・竹橋コース―文学と歴史を巡

る10000歩
籠谷典子編著 牧野出版 2001.5.15 99p 19cm(B6) ¥800(税別)

49 日本近代教育史料大系 第13巻～20巻 日本近代教育史料研究会編編集
復刻版

龍溪書舎 2001.5 8冊(セット) 31×22cm
¥200,000(税別)

50 日本近代教育史料大系 第6巻～12巻 日本近代教育史料研究会編編集
復刻版

龍溪書舎 2001.5 7冊(セット) 31×22cm
¥175,000(税別)

51 Javaのからくり―実践・強化編 2 植田龍男著 IDGジャパン 2001.2.20 198p 21cm(A5) ¥1,900(税別)
52 イベント創造の時代―自治体と市民によるアートマネージメント 野田邦弘著 丸善 2001.1.20 164p 18cm ¥760(税別) (丸善ラ

イブラリー)
53 ゴジラブロマイド大全集―東宝人気怪獣総進撃 堤哲哉著 エンターブレイン 2001.1.5 186p 26cm(B5) ¥2,800(税別)
54 社会調査の公開データ―2次分析への招待 佐藤博樹;石田浩;池田謙一編 東京大学出版会 2000.12.14 260p 21cm(A5) ¥3,200(税別)
55 北海道と明治維新―辺境からの視座 田中彰著 札幌 北海道大学図書刊行会 2000.12.10 234p 19cm(B6) ¥2,500(税別)
56 神奈川県の図書館 石井敬士;大内順;大塚敏高著 東京堂出版 2000.11.30 338p 21cm(A5) ¥3,000(税別)
57 古文書解読事典―文書館へ行こう くずし字の特徴とくずし方の事例で

検索
大石学監修;太田尚宏;保垣孝幸;
中村大介編改訂新版

東京堂出版 2000.9.30 415,30p 21cm(A5) ¥2,800(税
別)
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58 地域経済のダイナミズム―京都の市民と企業 井口富夫編 日本経済評論社 2000.8.25 203p 21cm(A5) ¥3,200(税別)
59 ZERO 米軍がとらえた日本陸海軍機―写真集・20世紀の秘録 柴田武彦編著;原勝洋協力 ベストセラーズ 2000.8.7 1冊 27×19cm ¥2,800(税別)
60 文書館学文献目録 全国歴史資料保存利用機関連絡

協議会関東部会編縮刷版
岩田書院 2000.8 457p 21cm(A5) ¥9,900(税別)

61 図解でわかる インターネットビジネス―eビジネス実施のための事業
計画立案と運用方法

山田仁;豊島一清著 日本能率協会マネジメントセンター
2000.7.20

243p 21cm(A5) ¥1,600(税別)

62 六代勝事記・五代帝王物語 弓削繁校注 三弥井書店 2000.6.19 333p 21cm(A5) ¥6,800(税別)
(中世の文学)

63 今日の古文書学 第12巻 史料保存と文書館 高橋正彦;石井正敏;大野瑞男;北
原進;田島公;中尾堯;広瀬順皓ほ

雄山閣出版 2000.6.5 307p 21cm(A5) ¥3,700(税別)

64 アメリカ共産党とコミンテルン―地下活動の記録 ハーヴェイ・クレア;ジョン・アール・
ヘインズ;F.I.フイルソフ著;渡辺雅
男;岡本和彦訳

五月書房 2000.4.28 499p 19cm(B6) ¥4,700(税別)

65 諸外国公務員制度の展開 公務員制度研究会編 良書普及会 2000.3.30 210p 21cm(A5) ¥2,381(税別)
66 近代史料学の射程―明治太政官文書研究序説 中野目徹著 弘文堂 2000.2.29 358p 21cm(A5) ¥6,500(税別)
67 石垣島唐人墓事件―琉球の苦悩 田島信洋著 同時代社 2000.1.5 287p 19cm(B6) ¥3,000(税別)
68 紅葉山文庫本 令義解―二色刷影印 東京堂出版 1999.9.30 462p 21cm(A5) ¥38,000(税別)
69 明治三十七八年戦役 満洲軍政史 小林英夫監修復刻版 ゆまに書房 1999.9.24 10冊(セット) 21cm(A5)

¥200,000(税別) (近代未刊史料
叢書 4)

70 日ソ戦争への道―ノモンハンから千島占領まで ボリス・スラヴィンスキー著;加藤幸
広訳

共同通信社 1999.8.10 552p 21cm(A5) ¥4,600(税別)

71 戦艦大和建造秘録―完全復刻 資料・写真集 原勝洋編著 ベストセラーズ 1999.7.17 493p 30cm(A4) ¥6,667(税別)
72 大学史をつくる―沿革史編纂必携 寺崎昌男;別府昭郎;中野実編 東信堂 1999.6.30 432p 21cm(A5) ¥5,000(税別)
73 20世紀 どんな時代だったのか 戦争編―大戦後の日本と世界 読売新聞社編 読売新聞社 1999.6.14 569p 19cm(B6) ¥2,000(税別)
74 デジタル知識社会の構図―電子出版・電子図書館・情報社会 合庭惇著 産業図書 1999.5.21 274p 19cm(B6) ¥2,000(税別)
75 米国が見たコザ暴動―米国公文書 英和対訳 沖縄市企画部平和文化振興課編 沖縄 沖縄市役所;具志川 ゆい出版〔発

売〕 1999.3.31
299p 34×21cm ¥2,000(税別)
(KOZAの本 2)

76 第四回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集 沖縄県文化振興会公文書館管理
部史料編集室編

那覇 ひるぎ社 1999.3.1 183,329,8p 21cm(A5)
¥2,000(税別)

77 鎖国をはみ出た漂流者―その足跡を追う 松島駿二郎著 筑摩書房 1999.2.20 199p 19cm(B6) ¥1,100(税別)
(ちくまプリマーブックス)

78 化生する歴史学―自明性の解体のなかで 鹿野政直著 校倉書房 1998.12.20 351p 19cm(B6) ¥3,800(税別)
79 小田原衆所領役帳―戦国遺文後北条氏編 別巻 佐脇栄智校注 東京堂出版 1998.12.10 264p 21cm(A5) ¥9,500(税別)
80 特務機関の謀略―諜報とインパール作戦 山本武利著 吉川弘文館 1998.12.1 227p 19cm(B6) ¥1,700(税別)

(歴史文化ライブラリー)
81 札幌の建築探訪 北海道近代建築研究会編;角幸

博監修
札幌 北海道新聞社 1998.10.30 167p 21×21cm ¥2,600(税別)

82 支倉六右衛門常長―慶長遣欧使節を巡る学際的研究 大泉光一著 文真堂 1998.10.1 424p 21cm(A5) ¥6,800(税別)
83 ティーガー重戦車写真集・劇画 ティーガーフィーベル 富岡吉勝監修;小林源文劇画 大日本絵画 1998.10 159p 26×21cm ¥2,700(税別)
84 古文書解読事典―文書館へいこう 大石学監修;太田尚宏;中村大介 東京堂出版 1998.9.25 442p 21cm(A5) ¥2,800(税別)
85 東西繊維経営史 米川伸一著 同文舘出版 1998.6.10 283p 21cm(A5) ¥6,500(税別)
86 記録史科学と現代―アーカイブズの科学をめざして 安藤正人著 吉川弘文館 1998.6.1 352,18p 21cm(A5) ¥7,600(税
87 長野県の図書館 丸山信著 三一書房 1998.3.31 278p 19cm(B6) ¥3,500(税別)

(県別図書館案内シリーズ)
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88 元型と象徴の事典 アーキタイプ・シンボル研究文庫;
ベヴァリー・ムーン編;橋本槇矩ほ
か訳新装版

青土社 1998.3.20 793,21p 21cm(A5) ¥9,000(税
別)

89 新編武蔵国風土記稿―豊島郡 1巻 間宮士信ほか編;白井哲哉解説 文献出版 1998.2.27 407p 21cm(A5) ¥12,000(税別)
90 近世武家文書の研究 笠谷和比古著 法政大学出版局 1998.2.27 308,12p 21cm(A5) ¥5,300(税

別) (叢書・歴史学研究)
91 文書館用語集 全国歴史資料保存利用機関連絡

協議会監修;文書館用語集研究
吹田 大阪大学出版会 1997.11.12 172p 19cm(B6) ¥1,500(税別)

92 写真考古学―写された歴史と写した目と 後藤和雄著 皓星社 1997.11.10 147p 21cm(A5) ¥1,800(税別)
93 近代教育草創期の中国語教育 朱全安著 白帝社 1997.10.10 197p 21cm(A5) ¥4,800(税別)
94 メディア・ニュージェネレーション―すべてのデジタル・コンテンツ・クリ

エイターたちへ
ディジタルアーカイブズ編著 毎日コミュニケーションズ 1997.10.1 263p 23×18cm ¥1,600(税別)

95 朝鮮戦争―金日成とマッカーサーの陰謀 萩原遼著 文芸春秋 1997.6.10 375p 15cm(A6) ¥486(税別) (文
春文庫)

96 遙かなるスミソニアン―博物館と大学とアーカイブスと 松本栄寿著 町田 玉川大学出版部 1997.3.24 254p 19cm(B6) ¥2,575(本体
¥2,500)

97 私のくにたち花物語 沢未知子著 国分寺 新風舎 1997.3.24 73p 19cm(B6) ¥971(税別)
98 政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成 女性のためのアジア平和国民基

金編
龍渓書舎 1997.3.20 5冊(セット) 21cm(A5)

¥100,000(税別)
99 イスラエル・ウクライナ紀行―東欧ユダヤ人の跡をたずねて 佐藤康彦著 彩流社 1997.2.20 277p 19cm(B6) ¥2,575(本体

¥2,500)
100 ベアト・アンジェリコの翼あるもの アントニオ・タブッキ著;古賀弘人

訳
青土社 1996.12.10 160p 19cm(B6) ¥1,957(本体

¥1,900)
101 文書館運動の周辺 高橋実著 岩田書院 1996.12 257p 19cm(B6) ¥2,884(本体

¥2,800)
102 ふたつの紅白旗―インドネシア人が語る日本占領時代 インドネシア国立文書館編著;倉

沢愛子;北野正徳訳
木犀社 1996.8.15 323p 19cm(B6) ¥2,781(本体

¥2,700)
103 都市と思想家 1 石塚正英;柴田隆行;的場昭弘;村

上俊介編
法政大学出版局 1996.7.17 306,12p 19cm(B6) ¥3,090(本体

¥3,000) (叢書・現代の社会科
104 リュトヘルスとインタナショナル史研究―片山潜・ボリシェヴィキ・アメリ

カレフトウィング
山内昭人著 京都 ミネルヴァ書房 1996.4.30 373p 21cm(A5) ¥5,500(本体

¥5,340) (MINERVA西洋史ライ
ブラリー 15)

105 記録史料の管理と文書館 安藤正人;青山英幸編著 札幌 北海道大学図書刊行会 1996.2.25 585p 21cm(A5) ¥8,858(本体
¥8,600)

106 中世後期フィレンツェ毛織物工業史 星野秀利著;斎藤寛海訳 名古屋 名古屋大学出版会 1995.12.20 402p 21cm(A5) ¥10,300(本体
¥10,000)

107 戦後日米関係の形成―講和・安保と冷戦後の視点に立って 五十嵐武士著 講談社 1995.12.10 341p 15cm(A6) ¥960(本体
¥932) (講談社学術文庫)

108 米国諜報文書ウルトラin theパシフィック ジョン・ウィントン著;左近允尚敏訳 光人社 1995.11.30 317p 19cm(B6) ¥2,300(本体
¥2,233)

109 人間 国崎定洞 川上武;加藤哲郎著 勁草書房 1995.11.25 408,8p 19cm(B6) ¥4,635(本体
¥4,500)

110 原子爆弾―開発から投下までの全記録 翔泳社 1995.7.20 157p 26cm(B5) ¥2,400(本体
¥2,330)
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111 戦場に残された日記―ガダルカナルから帰還した「魂のタイムカプセ
ル」

プレジデント社 1995.7.3 311p 19cm(B6) ¥2,200(本体
¥2,136)

112 国立公文書館所蔵 勅奏任官履歴原書 全2巻 我部政男;広瀬順晧編 柏書房 1995.6.10 2冊(セット) 21cm(A5)
¥50,000(本体¥48,544)

113 記録史料の保存と修復―文書・書籍を未来に遺す 「記録史料の保存・修復に関する
研究集会」実行委員会編

アグネ技術センター;アグネ 1995.2.20 240p 21cm(A5) ¥2,060(本体
¥2,000)

114 修道院の中のヨーロッパ―ザンクト・ガレン修道院にみる ヴェルナー・フォーグラー編;阿部
謹也訳

朝日新聞社 1994.11.5 184p 29×22cm ¥7,000(本体
¥6,796)

115 泰緬鉄道―機密文書が明かすアジア太平洋戦争 吉川利治著 同文舘出版 1994.10.28 352p 21cm(A5) ¥3,900(本体
¥3,786)

116 列島の文化史 9 網野善彦;塚本学;宮田登編 日本エディタースクール出版部 1994.6.30 248p 21cm(A5) ¥2,500(本体
¥2,427)

117 歴史散策 東京江戸案内 巻の2 歌舞伎と落語篇 桜井正信編 八坂書房 1994.4.20 245,23p 19cm(B6) ¥1,800(本体
¥1,748)

118 歴史学と民衆史運動―地域からの発想と実践 船津功著 札幌 北海道出版企画センター 1994.3.22 257p 19cm(B6) ¥1,700(本体
¥1,651)

119 拷問天国(トーチャーガーデン)―ヴィンテージ・エロティカ・アーカイヴ トレヴィル;リブロポート〔発売〕 1993.12.24 1冊 21cm(A5) ¥2,575(本体
¥2,500)

120 全国図書館案内 補遺 文書館・資料館・博物館を中心に 書誌研究懇話会編 三一書房 1992.11.15 546p 19cm(B6) ¥5,150(本体
¥5,000)

121 公文書が語る歴史秘話 小玉正任著 毎日新聞社 1992.7.5 309p 19cm(B6) ¥2,000(本体
¥1,942)

122 史料保存と歴史学 津田秀夫著 三省堂 1992.5.20 434p 21cm(A5) ¥5,200(本体
¥5,049)

123 1‐2‐3フォーム&マクロ アルシーブ著 ソフトバンク 1992.1.25 170p 21cm(A5) ¥2,900(本体
¥2,816)

124 ATG映画を読む―60年代に始まった名作のアーカイブ 佐藤忠男編 フィルムアート社 1991.7.25 403p 21cm(A5) ¥2,369(本体
¥2,300) (ブック・シネマテーク

125 南蛮遍路―フロイス研究回顧録 松田毅一著 朝文社 1991.7.24 374p 19cm(B6) ¥2,500(本体
¥2,427)

126 歴史資料保存機関総覧 東日本 地方史研究協議会編増補改訂版 山川出版社 1990.10.10 495p 19cm(B6) ¥4,500(本体
¥4,369)

127 歴史資料保存機関総覧 西日本 地方史研究協議会編増補改訂版 山川出版社 1990.10.10 496p 19cm(B6) ¥4,500(本体
¥4,369)

128 近世教育史料の研究 多田建次著 町田 玉川大学出版部 1990.5.10 278p 21cm(A5) ¥4,635(本体
¥4,500)

129 ワルトハイム―消えたファイル ロバート・エドウィン・ハーズスタイ
ン著;佐藤信行;大塚寿一訳

共同通信社 1989.9.21 364p 19cm(B6) ¥2,000(本体
¥1,942)

130 地方史の新視点 地方史研究協議会編 雄山閣出版 1988.10.20 347p 21cm(A5) ¥6,800
131 史料の整理と管理 国文学研究資料館史料館編 岩波書店 1988.5.30 362p 21cm(A5) ¥3,700
132 公文書館への道 岩上二郎著 水戸 共同編集室;田畑書店〔発売〕

1988.4.10
302p 19cm(B6) ¥2,200

133 鎖国日本と国際交流 下巻 箭内健次編 吉川弘文館 1988.2.20 648p 21cm(A5) ¥9,800
134 江戸西洋事情―鎖国うちそと 金井円著 新人物往来社 1988.2.20 223p 19cm(B6) ¥2,000
135 大久保利謙歴史著作集 6 明治の思想と文化 大久保利謙著 吉川弘文館 1988.2.10 456,9p 21cm(A5) ¥6,300
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136 科学史研究入門 中山茂;石山洋著 東京大学出版会 1987.11.20 352p 19cm(B6) ¥2,400
137 西洋から西欧へ 小林昇;杉山忠平著 日本経済評論社 1987.11.15 236p 19cm(B6) ¥1,600
138 情報公開制度と図書館の自由 日本図書館協会図書館の自由に

関する調査委員会編
日本図書館協会 1987.3.31 209p 21cm(A5) ¥1,700 (図書館

と自由 第8集)
139 中世の星の下で 阿部謹也著 筑摩書房 1986.12.1 369p 15cm(A6) ¥560 (ちくま文

庫)
140 ファイリングと書類整理の上手なやり方 野口靖夫著 日本実業出版社 1986.11.30 222p 19cm(B6) ¥1,100
141 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1986.10 143p 26cm
142 幕末明治日誌集成 第1巻 甲斐鎮撫日誌;御東巡日誌;平潟口総督日 朝倉治彦編 東京堂出版 1986.9.10 281p 26cm(B5) ¥15,000
143 史料保存と文書館学 大藤修,安藤正人著 吉川弘文館 1986.9 331p 19cm 2500円
144 内閣文庫百年史 国立公文書館編増補版 汲古書院 1986.7 446,15p 図版20p 22cm 4300円
145 岩手古文書館 岩手古文書研究会 1986.3 223p 26cm 3000円
146 群馬県立文書館収蔵文書目録 群馬県立文書館 1986.3 203p 26cm
147 東京都公文書館所蔵地誌解題 東京都公文書館編 東京都公文書館 1986.3 30p 図版3枚 26cm
148 正保城絵図―内閣文庫所蔵 国立公文書館内閣文庫 1986.3 図版3枚 107×77cm
149 温品・矢野・熊野跡村外役場文書目録 広島市公文書館編 広島市公文書館 1986.3 142p 27cm (広島市公文書館所

蔵資料目録)
150 藤沢山日鑑 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1986.3 432p 22cm
151 北海道立文書館所蔵公文書件名目録 北海道立文書館 1986.3 121p 26cm
152 北海道立文書館所蔵資料目録 北海道立文書館 1986.3 9,197p 26cm
153 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1986.2 255p 26cm
154 制旨録 北海道立文書館編 北海道立文書館 1986.2 141p 21cm (北海道立文書館史

料集)
155 公文類聚目録 国立公文書館 1986.1 369p 27cm
156 内閣文庫百年史 国立公文書館編 国立公文書館 1985.12 446p 図版20p 22cm
157 史料館・文書館学への道―記録・文書をどう残すか 安沢秀一著 吉川弘文館 1985.10 285p 19cm 2300円
158 北条氏邦文書展―鉢形城主 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1985.10 56p 26cm
159 東京都職制沿革 東京都公文書館編増補版 東京都 1985.10 432p 26cm
160 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫 1985.9 93p 25cm
161 要覧 埼玉県立文書館 1985.8 52p 26cm
162 北海道の歴史と文書―北海道立文書館開館記念誌 北海道立文書館編 北海道立文書館 1985.7 123p 26cm
163 国立公文書館年報 国立公文書館 1985.5 30p 26cm
164 楓軒文書纂 小宮山昌秀編 国立公文書館内閣文庫 1985.3 704p 27cm (内閣文庫影印叢
165 群馬県立文書館収蔵文書目録 群馬県立文書館 1985.3 198p 26cm
166 公文類聚目録 国立公文書館 1985.3 355p 27cm
167 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1985.3 298p 26cm
168 埼玉県立文書館蔵書目録―昭和59年3月31日現在 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1985.3 360p 26cm
169 諸家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1985.3 236p 26cm (埼玉県立文書館収

蔵文書目録)
170 西角井家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1985.3 506p 26cm (埼玉県立文書館収

蔵文書目録)
171 郷土資料目録 下関文書館 1985.3 31p 21cm
172 東京都公文書館所蔵地誌解題 東京都公文書館編 東京都公文書館 1985.3 38p 26cm
173 明治期東京府文書編さん保存関係規程集 東京都公文書館編 東京都公文書館 1985.3 97p 26cm
174 正保城絵図―内閣文庫所蔵 国立公文書館内閣文庫 1985.3 図版3枚 107×77cm
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175 日浦・船越村外役場文書目録 広島市公文書館編 広島市公文書館 1985.3 117p 27cm (広島市公文書館所
蔵資料目録)

176 藤沢山日鑑 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1985.3 523p 22cm
177 北海道所蔵簿書件名目録 北海道総務部文書館設立準備室 北海道総務部文書館設立準備室 1985.3 152p 26cm
178 藤沢市市民資料室郷土資料目録 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1985.2 93p 26cm
179 占人術事典 アルシーヴ編 ブックマン社 1985.1 179p 18cm 780円
180 貴重国政資料展目録―内閣制度創始百周年記念 国立公文書館 〔1985.〕 54p 21cm
181 群馬県行政文書簿冊目録 群馬県立文書館編 群馬県 1984.12 180p 26cm
182 県立文書館遺跡―県立文書館建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書
群馬県埋蔵文化財調査事業団編 群馬県埋蔵文化財調査事業団 1984.11 44p 図版15p 26cm

183 埼玉の仏教文化―写経と古文書 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1984.10 56p 26cm
184 要覧 埼玉県立文書館 1984.10 52p 26cm
185 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1984.10 238p 26cm
186 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1984.9 42p 26cm
187 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫 1984.8 104p 25cm
188 国立公文書館年報 国立公文書館 1984.5 31p 26cm
189 ヒットラーの死神―モスクワ公文書館の知られざる記録 レフ・ベジュメンスキ著;大河原順 国書刊行会 1984.3 226p 20cm 2800円
190 楓軒文書纂 小宮山昌秀編 国立公文書館内閣文庫 1984.3 730p 27cm (内閣文庫影印叢
191 群馬県行政文書簿冊目録 群馬県立文書館編 群馬県 1984.3 201p 26cm
192 群馬県立文書館収蔵文書目録 群馬県立文書館 1984.3 319p 26cm
193 埼玉県寺院聖教文書遺品調査報告書 埼玉県立文書館編 埼玉県教育委員会 1984.3 434p 26cm
194 埼玉県寺院聖教文書遺品調査報告書 埼玉県立文書館編 埼玉県教育委員会 1984.3 278p 図版48p 26cm
195 要覧 埼玉県立文書館 1984.3 32p 26cm
196 正保城絵図―内閣文庫所蔵 国立公文書館内閣文庫 1984.3 図版3枚 107×77cm
197 瀬野村役場文書目録 広島市公文書館編 広島市公文書館 1984.3 176p 26cm (広島市公文書館所

蔵資料目録)
198 藤沢山日鑑 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1984.3 490p 22cm
199 両公伝史料仮目録 山口県文書館 1984.3 156p 26cm
200 公文録目録 国立公文書館 1983.12 329p 27cm
201 Hiroshima. Edited by Hiroshima Archives.

Text by Yoshiteru Kosakai.
Translation by I.S.S. Inc. and

Printed by Nakamoto Sogo Print. Co.,
1983.11

240p 33cm

202 Hiroshima. Edited by Hiroshima Archives.
Text by Yoshiteru Kosakai.
Translation by I.S.S. Inc. and

Printed by Nakamoto Sogo Print. Co.,
1983.11

240p 33cm

203 藤沢―わがまちのあゆみ 児玉幸多編著 藤沢市文書館 1983.10 440p 21cm
204 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1983.8 39p 26cm
205 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫 1983.7 157p 25cm
206 国立公文書館年報 国立公文書館 1983.6 32p 26cm
207 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1983.6 147p 26cm
208 埼玉県行政文書総目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1983.5 804p 27cm
209 群馬県立文書館収蔵文書目録 群馬県立文書館 1983.3 157p 26cm
210 公文録目録 国立公文書館 1983.3 312p 27cm
211 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1983.3 185p 26cm
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212 志屋・戸山・八木村外役場文書目録 広島市公文書館編 広島市公文書館 1983.3 164p 26cm (広島市公文書館所
蔵資料目録)

213 藤沢山日鑑 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1983.3 467p 22cm
214 防長風土注進案 山口県文書館編修 マツノ書店 1983.3 25冊(別冊とも) 19～22cm 全

110000円
215 防長風土注進案と同和問題 山口県文書館 1983.3 47p 21cm
216 坂東家・田中家・猪鼻家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1983.2 277p 26cm (近世史料所在調査

報告)
217 正保城絵図―内閣文庫所蔵 国立公文書館内閣文庫 1983.2 図版3枚 107×77cm
218 内閣文庫所蔵昭和前期刊行図書分類目録 国立公文書館 1982.9 179,37,19p 26cm
219 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫 1982.9 91p 25cm
220 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館 1982.9 189p 26cm
221 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1982.7 40p 26cm
222 国立公文書館年報 国立公文書館 1982.6 33p 26cm
223 楓軒文書纂 小宮山昌秀編 国立公文書館内閣文庫 1982.3 710p 27cm (内閣文庫影印叢
224 公文録目録 国立公文書館 1982.3 410p 27cm
225 正保城絵図―内閣文庫所蔵 国立公文書館内閣文庫 1982.3 図版3枚 107×77cm
226 狩小川村役場文書目録 広島市公文書館編 広島市公文書館 1982.3 124p 27cm (広島市公文書館所

蔵資料目録)
227 森田家・野口家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1982.2 425p 26cm (近世史料所在調査

報告)
228 元老院日誌―国立公文書館蔵 大日方純夫,我部政男編 三一書房 1982.1 770p 31cm 28000円
229 元老院日誌―国立公文書館蔵 大日方純夫,我部政男編 三一書房 1982.1 770p 31cm 28000円
230 自由民権機密探偵史料集―国立公文書館蔵 井出孫六ほか編 三一書房 1981.12 875p 27cm 30000円
231 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1981.12 249p 26cm
232 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1981.10 43p 25cm
233 正保城絵図―内閣文庫所蔵 国立公文書館内閣文庫 1981.10 図版4版 107×77cm
234 元老院日誌―国立公文書館蔵 大日方純夫,我部政男編 三一書房 1981.9 839p 31cm 28000円
235 元老院日誌―国立公文書館蔵 大日方純夫,我部政男編 三一書房 1981.9 839p 31cm 28000円
236 国立公文書館年報 国立公文書館 1981.7 38p 26cm
237 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫 1981.7 104p 25cm
238 元老院日誌―国立公文書館蔵 大日方純夫,我部政男編 三一書房 1981.6 934p 31cm 28000円
239 元老院日誌―国立公文書館蔵 大日方純夫,我部政男編 三一書房 1981.6 934p 31cm 28000円
240 公文録目録 国立公文書館 1981.3 369p 27cm
241 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1981.3 439p 26cm
242 内閣文庫蔵書印譜 改訂増補版 国立公文書館 1981.3 165,8p 27cm
243 堀口家・長谷川家・船川家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1981.1 332p 26cm (近世史料所在調査

報告)
244 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館 1980.10 38p 25cm
245 正保城絵図―内閣文庫所蔵 国立公文書館内閣文庫 1980.10 図版4枚 107×77cm
246 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館 1980.10 172p 26cm
247 ひろしま今昔―′80広島市政令指定都市記念 広島市公文書館編 広島市 1980.9 161p 25×27cm
248 虫附損毛留書 国立公文書館内閣文庫 1980.8 526p 27cm (内閣文庫影印叢
249 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫 1980.7 85p 25cm
250 国立公文書館年報 国立公文書館 1980.6 37p 26cm
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251 公文録目録 国立公文書館 1980.3 367p 27cm
252 内閣文庫江戸城多聞櫓文書目録 国立公文書館 1980.3 241,80p 25cm
253 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1980.3 385p 26cm
254 東京都の修史事業 東京都公文書館編 東京都 1980.3 134p 19cm (都市紀要)
255 大林村役場文書目録 広島市公文書館編 広島市公文書館 1980.3 180p 27cm (広島市公文書館所

蔵資料目録)
256 山口県古文書等所在確認調査報告書 山口県文書館,山口県教育委員

会文化課編
山口県教育委員会 1980.3 174p 26cm

257 諸家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1980.2 366p 26cm (近世史料所在調査
報告)

258 エンサイクロペディア・シネマトグラフィカ民族学フィルム・インデックス 下中記念財団EC日本アーカイブズ c1980 167p 24cm 1500円
259 岩手古文書館 岩手古文書研究会 1979.11 183p 26cm
260 内閣文庫大正時代刊行図書分類目録 国立公文書館 1979.11 149,31,25p 27cm
261 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1979.11 45p 25cm
262 正保城絵図―内閣文庫所蔵 国立公文書館内閣文庫 1979.11 図版9枚 107×77cm
263 虫附損毛留書 国立公文書館内閣文庫 1979.8 527p 27cm (内閣文庫影印叢
264 国立公文書館年報 国立公文書館 1979.7 47p 26cm
265 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫 1979.7 73p 25cm
266 公文録目録 国立公文書館 1979.3 345p 27cm
267 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1979.3 251p 26cm
268 郷土資料目録 下関文書館 1979.3 78p 21cm
269 東京都職制沿革 東京都公文書館編 東京都 1979.3 389p 26cm
270 虫附損毛留書 国立公文書館内閣文庫 1979.3 580p 27cm (内閣文庫影印叢
271 戸坂村役場文書目録 広島市公文書館編 広島市公文書館 1979.3 138p 27cm (広島市公文書館所

蔵資料目録)
272 山口県行政文書仮目録 山口県文書館編 山口県文書館 1979.3 225p 26cm
273 山口県史料 山口県文書館編 山口県文書館 1979.3 807,14p 22cm
274 エンサイクロペディア・シネマトグラフィカ生物学フィルム・インデックス 下中記念財団EC日本アーカイブズ 42p 24cm
275 平山家・鬼久保家・吉田家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1978.12 437p 26cm (近世史料所在調査

報告)
276 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1978.12 38p 25cm
277 内閣文庫未刊史料細目 国立公文書館内閣文庫 1978.10 244p 27cm
278 文書館に関する調査報告書 北海道総務部行政資料課編 北海道総務部 1978.10 55p 26cm (文書館資料)
279 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫 1978.7 84p 26cm
280 国立公文書館年報 国立公文書館編 国立公文書館 1978.6 43p 26cm
281 公文録目録 国立公文書館 1978.3 362p 27cm
282 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1978.3 273p 26cm
283 東京都公文書館蔵書目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1978.3 226p 25cm
284 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館 1978.3 81p 26cm
285 山口県文書館史料目録 山口県文書館編 山口県文書館 1978.3 68p 26cm
286 埼玉県古文書所在確認調査目録 埼玉県立文書館編 埼玉県教育委員会 1978.2 271p 図版62枚 26cm
287 内閣文庫所蔵大名の著述展示目録 国立公文書館 〔1978.〕 41p 21cm
288 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1977.12 37p 25cm
289 内閣文庫未刊史料細目 国立公文書館内閣文庫 1977.11 262p 27cm
290 国立公文書館年報 国立公文書館編 国立公文書館 1977.10 35p(図共) 26cm
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291 篠崎家・久保家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1977.10 371p 26cm (近世資料所在調査
報告)

292 内閣文庫収書目録 国立公文書館内閣文庫編 国立公文書館内閣文庫 1977.7 97p 25cm
293 太政類典目録 国立公文書館編 国立公文書館 1977.3 607p 27cm
294 埼玉県史提要・県治提要・内訪納議 埼玉県立文書館編 埼玉県 1977.3 282p 図 22cm (埼玉県近代史

料集)
295 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県 1977.1 262p 26cm
296 山口県史料 山口県文書館編 山口県文書館 1977.1 784,24p 図 22cm 4500円
297 国立公文書館年報 国立公文書館編 国立公文書館 1976.12 27p(図共) 26cm
298 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館編 藤沢市文書館 1976.12 373p 26cm
299 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1976.11 32p 25cm
300 東京都公文書館蔵書目録 東京都公文書館編 東京都公文書館 1976.11 272p 25cm
301 宇野家・大熊家文書目録 埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 1976.10 290p 26cm (近世史料所在調査

報告)
302 太政類典目録 国立公文書館 1976 693p 27cm
303 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立文書館所蔵 埼玉県立文書館編 埼玉県,埼玉県教育委員会 1976 465p 26cm
304 内閣文庫国書分類目録 改訂 国立公文書館内閣文庫 1976 120p 27cm
305 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市文書館 1976 218p 26cm
306 山口県史料 山口県文書館編 山口県文書館 1976 751,19p 図 22cm 4000円
307 東京都公文書館所蔵専修学校専修大学関係公文書集成 専修大学年史編纂室編 専修大学年史編纂室 1975.3 304p 26cm 非売品
308 武蔵国横見郡和名村鈴木家文書目録 埼玉県立浦和図書館文書館編 埼玉県立浦和図書館 1975.2 108p 26cm (近世史料所在調査

報告)
309 埼玉県地方金融史料目録―埼玉銀行寄贈史料 文書館所蔵 埼玉県立浦和図書館文書館 1975 538p 27cm
310 中山道浦和大宮宿文書 埼玉県立浦和図書館文書館編 埼玉県立浦和図書館 1975 244p 図 21cm (埼玉県史料集)
311 土生津家文書目録―下総国葛飾郡上金崎村 浦和図書館文書館編 埼玉県立浦和図書館 1975 280p 26cm (近世史料所在調査

報告)
312 平川家・中島家・小林家文書目録 埼玉県立文書館 1975 222p 26cm (近世史料所在調査

報告)
313 御府内沿革図書目録 東京都公文書館 1975 11p 25cm
314 東京都公文書館蔵書目録 東京都公文書館 1975 281p 25cm
315 内閣文庫国書分類目録 改訂 国立公文書館内閣文庫 1975 1158,11p 26cm
316 譜牒余録 国立公文書館内閣文庫 1975 939,11p 27cm (内閣文庫影印

叢刊)
317 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立浦和図書館文書館所蔵 浦和図書館文書館編 埼玉県,埼玉県教育委員会 1974 507p 26cm
318 太政類典目録 国立公文書館 1974 626p 図 27cm
319 郷土資料目録 下関文書館 1974 31p 21cm
320 御府内沿革図書目録 東京都公文書館 1974 65p 25cm
321 御府内沿革図書目録 東京都公文書館 1974 72p 25cm
322 東京都公文書館蔵書目録 東京都公文書館 1974 192p 25cm
323 東京都公文書館蔵書目録 東京都公文書館 1974 111,15p 25cm
324 内閣文庫国書分類目録 改訂 国立公文書館内閣文庫 1974 606p 26cm
325 譜牒余録 国立公文書館内閣文庫 1974 911p 27cm (内閣文庫影印叢
326 藤沢市史資料所在目録稿 藤沢市史編さん室編 藤沢市文書館 1974 279p 26cm
327 山口県文書館史料目録 山口県文書館 1974 74p 26cm
328 郷土資料目録 下関文書館 1973 38p 21cm
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329 御府内沿革図書目録 東京都公文書館 1973 50p 25cm
330 譜牒余録 国立公文書館内閣文庫 1973 954p 27cm (内閣文庫影印叢
331 山口県史料 山口県文書館編 山口県文書館 1973 374,53p 22cm 2000円
332 国立公文書館年報 国立公文書館 1972-1976 4冊 26cm
333 資料写真による『夜明け前』への招待 北小路健著 槌馬屋文書館 1972 117p(おもに図) 21cm 580円
334 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立浦和図書館文書館所蔵 浦和図書館文書館編 埼玉県,埼玉県教育委員会 1972 457p 26cm
335 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立浦和図書館文書館所蔵 浦和図書館文書館編 埼玉県,埼玉県教育委員会 1972 331p 26cm
336 郷土資料目録 下関文書館編 下関市教育委員会 1972 239p 肖像 21cm
337 御府内備考続編目録―東京都公文書館所蔵 東京都公文書館 1972 97p 25cm
338 山口県文書館史料目録 山口県文書館 1972 99p 26cm
339 図説山口県の教育100年 編集:山口県文書館 山口県教育委員会 1972 104p 20×21cm
340 文書館 ジャン・ファヴィエ著永尾信之訳 白水社 1971 151p 18cm 280円 (文庫クセ
341 郷土資料目録 下関文書館 1971 62p 図 21cm
342 郷土資料目録 下関文書館 1971 114p 21cm
343 資料幕末馬関戦争 下関文書館編 三一書房 1971 329p 23cm 3500円
344 江戸図目録―東京都公文書館所蔵 東京都公文書館 1971 50p 25cm
345 山口県政史 山口県文書館編 山口県 1971 2冊 22cm
346 萩藩閥閲録遺漏 山口県文書館編集・校訂 山口県文書館 1971 368p 22cm
347 萩藩閥閲録 山口県文書館編集・校訂 山口県文書館 1971 456p 図 22cm
348 埼玉県行政文書件名目録―埼玉県立浦和図書館文書館所蔵 浦和図書館文書館編 埼玉県,埼玉県教育委員会 1970 550p 26cm
349 郷土資料目録 下関文書館 1970 158p 21cm
350 郷土資料目録 下関文書館 1970 146p 21cm
351 萩藩閥閲録 山口県文書館編集・校訂 山口県文書館 1970 878p 22cm 2000円
352 埼玉県行政文書総目録―埼玉県立図書館文書館所蔵 埼玉県立図書館文書館編 埼玉県,埼玉県教育委員会 1969 318p 26cm
353 郷土資料目録 下関文書館 1969 132p 22cm
354 町々役料高書上―弘化2年 東京都 1969 2冊 21cm
355 萩藩閥閲録 山口県文書館編集・校訂 山口県文書館 1968 973p 22cm 2000円
356 飯田町組頭日記 近世文書館設立準備会編 1967 169p 22cm
357 郷土資料目録 下関文書館 1967 155p 22cm
358 萩藩閥閲録 山口県文書館編集・校訂 山口県文書館 1967 845p 22cm 2000円
359 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1966 404p 図版 地図 22cm
360 東京都公文書館所蔵庁内刊行資料目録 東京都公文書館 1965-1975 11冊 25cm
361 山口県文書館史料目録 山口県文書館編 1965 150p 26cm
362 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1965 314p 図版 22cm
363 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1965 610p 図版 22cm
364 東京都公文書館増加図書目録 東京都公文書館 1964-1969 2冊 25cm
365 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1964 456p 図版 22cm
366 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1964 692p 図版 22cm
367 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1964 423p 図版 22cm
368 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1964 478p 図版 22cm
369 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1964 647p 図版 22cm
370 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1964 554p 図版 22cm
371 山口県文書館史料目録 山口県文書館編 1963 150p 26cm
372 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1963 457p 図版 22cm
373 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1963 475p 図版 22cm
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374 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1963 382p 図版 22cm
375 萩藩四册御書附 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1962 103p 図版 22cm
376 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1962 391p 図版 22cm
377 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1962 266p 図版 22cm
378 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1962 441p 図版 22cm
379 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1962 494p 図版 22cm
380 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1962 488p 図版 22cm
381 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1961 518p 図版 22cm
382 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1961 501p 22cm
383 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1961 432p 図版 22cm
384 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1961 788p 図版 22cm
385 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1961 439p 図版 22cm
386 公文書館制度研究会調査資料 国立国会図書館公文書館制度研

究会編
1960 21cm

387 公文書館制度研究会調査資料 国立国会図書館公文書館制度研
究会編

1960 21cm

388 公文書館制度研究会調査資料 国立国会図書館公文書館制度研
究会編

1960 21cm

389 公文書館制度研究会調査資料 国立国会図書館公文書館制度研
究会編

1960 21cm

390 公文書館制度研究会調査資料 国立国会図書館公文書館制度研
究会編

1960 21cm

391 防長風土注進案 山口県文書館編 山口県立山口図書館 1960 451p 図版 22cm

（作成者：坂口貴弘）

※この図書リストは、日外アソシエーツ提供の「BOOKPLUS」にて、「記録史料｣｢文書館」「アーカイブ」「アーカイヴ」「archiv」のいずれかをキーワードとする文献を全て検索した結果をもとに
作成したもの。刊行年の新しい順に配列した。
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No. 標題 著者等 出版者 ページ数等
1 もっと知りたい!!土・日でマスター MOUS試験対応Word2002一般 早わ

かりガイド
高作義明;加藤多佳子;樋口由美
子著

新星出版社 2003.1.25 366p 26cm(B5) ¥1,900(税別)

2 デジタル文書管理―超ファイリング術 城下直之著 日刊工業新聞社 2002.12.30 126p 21cm(A5) ¥1,700(税別)
3 CALS/ECここから始めよう電子化文書作成の手引き 日本土木工業協会CALSEC特別

委員会CALSEC部会編
山海堂 2002.11.30 183p 26cm(B5) ¥3,000(税別)

4 製品安全から労働安全へ 布施隆一著 オーク出版サービス 2002.10.20 266p 21cm(A5) ¥1,800(税別)
5 建設業のためのISO9000文例集 2000年版対応 村上治編・共著;龍見創共著 オーム社 2002.7.15 142p 26cm(B5) ¥1,900(税別)
6 電子政府時代の政府調達改革―何をどう変えるのか 経済産業省情報処理振興課編 コンピュータ・エージ社 2002.4.20 243p 21×15cm ¥2,000(税別)
7 日本一わかりやすい!超入門XML 大久保博樹著 すばる舎 2002.3.29 223p 19cm(B6) ¥1,500(税別)
8 知りたい操作がすぐわかる標準 Word2002全機能Bible 西上原裕明著 技術評論社 2002.3.25 868p 23×19cm ¥2,880(税別)
9 すぐできる改善のやり方・スタッフ編―使える事務間接部門の8つの手 日本プラントメンテナンス協会編 日本プラントメンテナンス協会 2002.3.18 176p 21cm(A5) ¥2,000(税別)

10 Word2002パーフェクトリファレンス 操作編 堀恵美著 秀和システム 2002.2.12 623p 21cm(A5) ¥2,000(税別)
11 製造業のためのISO9000文例集 村上治編著;龍見創著 オーム社 2002.1.20 124p 26cm(B5) ¥1,800(税別)
12 記録から記録史料へ―アーカイバル・コントロール論序説 青山英幸著 岩田書院 2002.1 363p 21cm(A5) ¥7,900(税別)
13 考えて学ぶビジネス実務 中佐古勇編著;高橋光男;村瀬一

朗;柴山正;野添雅義;野口和枝著
京都 嵯峨野書院 2001.12.25 200p 26cm(B5) ¥2,400(税別)

14 ワーキング・ウーマンのための超整理法 ジュリー・モーゲンスターン著;中
小路佳代子訳

角川書店 2001.12.20 277p 21cm(A5) ¥1,700(税別)
(海外シリーズ)

15 ビジネスマンのための図解 整理の技術! 村岡正雄著 日本実業出版社 2001.12.10 222p 19cm(B6) ¥1,300(税別)
16 10日間でマスター MOUS公認標準テキスト Word2002一般編 マイクロメイツ著 オーム社 2001.11.30 252p 26cm(B5) ¥2,000(税別)
17 学校教育事務システム化 実践編 学校教育事務システム研究会著 学事出版 2001.11.15 127p 26cm(B5) ¥1,900(税別)
18 そのまま使える役員規定 総務・庶務規定モデル集 荻原勝著 日本実業出版社 2001.10.10 317p 21cm(A5) ¥2,800(税別)
19 入門XML エリック・T.レイ著;山本和彦;中原

晃司;梶浦正規;豊田公児訳
オライリー・ジャパン;オーム社〔発売〕
2001.9.28

365p 24×19cm ¥3,400(税別)

20 三井記念病院における医事課業務基準集―業務基準の確立と策定
のポイント

桜井雅彦編著 経営書院 2001.8.1 354p 26cm(B5) ¥9,200(税別)

21 パソコンで仕事が10倍おもしろくなる! 佐々木康之著 宝島社 2001.5.24 217p 18cm ¥705(税別) (宝島社
新書)

22 医学・生物学研究のための画像解析テキスト―NIH Image,Scion
Image実践講座

小島清嗣;岡本洋一編 改訂第2版 羊土社 2001.4.10 211p 25×19cm ¥5,900(税別)

23 パソコンデータの捨て方残し方まとめ方 美崎薫著 青春出版社 2001.4.10 211p 18cm ¥850(税別) (プレイ
ブックス)

24 情報整理法の自分史―情報整理から情報処理へ 小泉隆司著 広島 ガリバープロダクツ 2001.3.1 111p 21cm(A5) ¥952(税別)
25 基礎から学ぶIT入門テキスト 小畑喜一編著;瀬川隆司;佐藤悦

美;高橋とも子共著
オーム社 2001.2.20 249p 21cm(A5) ¥2,500(税別)

26 ネオアトラス3 公式パーフェクトガイド ファミ通書籍編集部編 千葉 アートディンク;エンターブレイン〔発
売〕 2001.2.14

111p 21cm(A5) ¥1,300(税別)

27 バージョン管理システム(CVS)の導入と活用 鯉江英隆;西本卓也;馬場肇著 ソフトバンクパブリッシング 2000.12.25 291p 26cm(B5) ¥2,800(税別)
28 インターネット時代の情報整理術―デジタルファイリングのすすめ 美崎薫著;SCCライブラリーズ編 エスシーシー 2000.12.16 261p 21cm(A5) ¥1,800(税別)
29 ボクの仕事は「ソニー」スタイル 長野修二著 オーエス出版 2000.11.15 214p 19cm(B6) ¥1,400(税別)
30 今すぐできる「捨て方」速攻トレーニング 捨て方技術研究会著 ワニブックス 2000.11.1 221p 18cm ¥680(税別)
31 教頭の役割と実務 長谷川央編著 文教書院 2000.10.10 238p 21cm(A5) ¥2,800(税別)
32 よくわかるXMLの基礎 サイモン・セイント・ローレント著;藤

本叔子訳 第2版
日経BP社;日経BP出版センター〔発売〕
2000.9.4

364p 21cm(A5) ¥2,600(税別)
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33 まるごと図解 最新XMLがわかる 池田実;小野寺尚希著 技術評論社 2000.8.28 269p 21cm(A5) ¥1,980(税別)
34 SDガンダムGジェネレーション ギャザービート MSファイル スタジオシャフト編著 双葉社 2000.8.20 143p 21cm(A5) ¥1,200(税別)

(ワンダースワン 完璧攻略シ
リーズ 3)

35 建設省設置法関係法令集 平成12年度版 建設大臣官房文書課監修;建設
法令研究会編

ぎょうせい 2000.8.5 662,4p 21cm(A5) ¥2,667(税別)

36 文書館学文献目録 全国歴史資料保存利用機関連絡
協議会関東部会編 縮刷版

岩田書院 2000.8 457p 21cm(A5) ¥9,900(税別)

37 ファイリングマネジメント―これからの文書管理 城下直之著 日刊工業新聞社 2000.6.26 191p 19cm(B6) ¥2,300(税別)
38 図解マネジメント文書のつくり方使い方―組織活性化と業務効率化の

ための文書活用のノウハウ
安達勉;福山穣;本多貴治;石原聖
治共著

実務教育出版 2000.6.10 270p 21cm(A5) ¥2,000(税別)
(オフィスワークの効・活・創

39 腹部の超音波診断Q&A―Bモード法からカラードプラ法まで 朝井均;坂口正剛編著 改訂第5版 日本医事新報社 2000.6.10 272p 21×26cm ¥6,600(税別)
40 スキャナの達人 高安正明;宮内正裕著 毎日コミュニケーションズ 2000.6.1 247p 24×19cm ¥1,600(税別)
41 ニュー・オフィス・ペーパーワーク 福永弘之編著;松平栄利子;平田

有史郎;広田伝一郎;広田伝次郎;
仁平征次;足塚智志著

創成社 2000.5.10 230p 21cm(A5) ¥2,400(税別)

42 情報公開法の理論 宇賀克也著 新版 有斐閣 2000.4.30 381,9p 21cm(A5) ¥3,800(税別)
43 実践ビジネス実務 河田美恵子著 学文社 2000.4.15 221p 26cm(B5) ¥2,500(税別)
44 金融コンプライアンスと法令ポイント 香月裕爾著 改訂版 経済法令研究会 2000.4.7 197p 21cm(A5) ¥1,900(税別)
45 ユースケースの適用:実践ガイド ゲリ・シュナイダー;ジェイソン・ウィ

ンタース著;羽生田栄一監訳;オー
ジス総研訳

ピアソン・エデュケーション 2000.3.25 186p 24×19cm ¥2,600(税別)
(Object Technology Series 8)

46 これで完璧!OASYS V7 SBP編集部編著 ソフトバンクパブリッシング 2000.2.25 250p 24×19cm ¥1,900(税別)
47 日本近世国家の権威と儀礼 大友一雄著 吉川弘文館 1999.12.20 360,9p 21cm(A5) ¥6,600(税別)
48 インターネット事件簿 1 高松敏郎著 NECクリエイティブ 1999.9.21 223p 21cm(A5) ¥1,400(税別)
49 Office2000 Web文書でデータ共有と共同作業 鈴木勉著 ディー・アート 1999.9.15 275p 24×19cm ¥2,000(税別)
50 デスク周り整理術―仕事の効率が格段にアップ! PHP研究所編 PHP研究所 1999.8.4 173p 18cm ¥1,143(税別)
51 情報公開のための文書管理ガイド―情報公開法・条例と民事訴訟法

への対応
村岡正司著 日本法令 1999.7.10 224p 21cm(A5) ¥1,905(税別)

52 情報化による行政革命 稲葉清毅著 ぎょうせい 1999.7.1 207p 21cm(A5) ¥2,400(税別)
53 ロータスノーツR5徹底ガイド 池田敦著 リックテレコム 1999.6.20 222p 24×18cm ¥1,800(税別)

(リファレンスシリーズ)
54 総務の法律知識 中島茂著 日本経済新聞社 1999.6.7 210p 17cm ¥860(税別) (日経文

庫)
55 えー、全部テストするんですか?―いまさら聞けないソフトウェア・テスト

のやり方
山村吉信著 三元社 1999.5.25 168p 21cm(A5) ¥2,200(税別)

56 情報の法と倫理 和田英夫;原田三朗;日笠完治;鳥
居壮行著

北樹出版;学文社〔発売〕 1999.5.20 224p 21cm(A5) ¥2,600(税別)

57 文書管理システム論 広田伝一郎著 創成社 1999.5.15 185p 21cm(A5) ¥1,900(税別)
58 インターネット時代の書法と作法―OSフリーの文書作成・管理・マ

ナー・法律
筧捷彦監修;辰己丈夫著 サイエンス社 1999.5.10 196p 21cm(A5) ¥1,600(税別)

(Information & Computing ex.‐
18)

59 ちょっとした社内作法―小さなことに気がつかない者には、けっして大
きなことはできない

成川豊彦著 講談社 1999.4.20 319p 15cm(A6) ¥740(税別) (講
談社プラスアルファ文庫)

60 あなたもなれるセクレタリー―秘書を志す人に 稲見陽子著 東京書店 1999.3.25 276p 19cm(B6) ¥1,500(税別)
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61 よくわかるXMLの基礎 サイモン・セイント・ローレント著;藤
本叔子訳

日経BP社;日経BP出版センター〔発売〕
1999.3.23

303p 21cm(A5) ¥2,500(税別)

62 リスクマネジメントの法律知識 長谷川俊明著 日本経済新聞社 1999.2.8 198p 17cm ¥830(税別) (日経文
庫)

63 地方自治便覧 1998 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1999.1.5 337p 30cm(A4) ¥2,762(税別)
64 絶対泣かない 山本文緒著 角川書店 1998.11.25 208p 15cm(A6) ¥438(税別) (角

川文庫)
65 すぐに役立つ総務・庶務実務全書 日本実業出版社編 日本実業出版社 1998.11.25 526p 21cm(A5) ¥4,800(税別)
66 中小企業だからISO14000を取りなさい! 間〓芳弘著 中経出版 1998.11.20 261p 21cm(A5) ¥2,000(税別)
67 情報化時代の事務文書管理 荊木美行;木村三千世;森本敦司

著
大阪 燃焼社 1998.10.25 136p 21cm(A5) ¥2,000(税別)

(燃焼社セレクタリーブックス)
68 究極のビジネス整理術 長崎快宏著 ぱる出版 1998.9.7 223p 19cm(B6) ¥1,400(税別)
69 新・要点演習 経営管理―組織管理・人事管理・事務管理 経営管理研究会著 公職研 1998.7.28 259p 21cm(A5) ¥2,600(税別)

(新・要点演習シリーズ)
70 QuarkXPress4.0J スーパーリファレンスfor Windows ソーテック社編集部監修 ソーテック社 1998.7.10 367p 24×19cm ¥3,000(税別)

(スーパーリファレンス・シリーズ)
71 学校の情報公開 兼子仁;早川昌秀共著 ぎょうせい 1998.7.1 300p 21cm(A5) ¥3,000(税別)
72 QuarkXPress4.0J スーパーリファレンスfor Macintosh ソーテック社編集部監修 ソーテック社 1998.6.30 367p 24×19cm ¥2,900(税別)

(スーパーリファレンス・シリーズ)
73 情報公開法の理論 宇賀克也著 有斐閣 1998.6.20 347,6p 21cm(A5) ¥3,600(税別)
74 ビジネスワークの基礎 吉田寛治編著 京都 嵯峨野書院 1998.4.30 276p 21cm(A5) ¥2,500(税別)
75 図解 ファイリングの方法―名刺の整理からオフィスのシステムづくりま 野口靖夫著 日本実業出版社 1998.4.20 195p 21cm(A5) ¥1,500(税別)
76 新製造物責任法大系 2 日本篇 小林秀之;東京海上研究所編 新 弘文堂 1998.4.15 795p 21cm(A5) ¥11,000(税別)
77 文書管理 山口幹雄;広田伝一郎編著 中央経済社 1998.4.1 264p 21cm(A5) ¥3,200(税別)
78 実例に見る自治体のグループウェア活用―グループウェア・イントラ

ネットの業務適用
NEC公共システム事業部;NEC汎
用アプリケーション事業部著

NECクリエイティブ 1998.2.21 294p 21cm(A5) ¥1,500(税別)

79 OASYS V5.0 オフィシャルリファレンス 富士通編 FOM出版 1998.2.1 1755p 26cm(B5) ¥4,000(税別)
80 東京都文書事務の手引 東京都総務局総務部文書課監修

新訂第二版
ぎょうせい 1998.1.30 175,191p 21cm(A5) ¥2,500(税

別)
81 自治体ファイリングシステム―情報公開対応マニュアル 広田伝一郎著 ぎょうせい 1998.1.22 294,7p 21cm(A5) ¥3,048(税別)
82 パソコンソフト実践活用術 高橋三雄著 岩波書店 1997.12.22 218p 18cm ¥640(税別) (岩波新

書)
83 電子化ドキュメントの実務―文書情報管理とシステムの基礎から応用

まで
柴田憲満著 日本経営協会;経営協会総合研究所〔発

売〕 1997.12.20
188p 26cm(B5) ¥2,000(税別)

84 奇跡のファイリング術―「超」整理法が進化した"魔法のファイル" 刑部恒男著 かんき出版 1997.12.18 220p 19cm(B6) ¥1,300(税別)
85 究極のファイリング術―ファイル上手が仕事を伸ばす! 名村知都著 ぱる出版 1997.12.9 223p 19cm(B6) ¥1,400(税別)
86 Lotus Personal Notes 広瀬泰則著 毎日コミュニケーションズ 1997.10.31 239p 24×19cm ¥1,750(税別)

(Lotus SuperOffice Series)
87 Access97 VBA プログラミングテクニック 安井健治郎著 秀和システム 1997.10.20 223p 24×19cm ¥2,400(税別)
88 しっかりわかるWord97―目的から引くWordの機能 岡崎久美著 毎日コミュニケーションズ 1997.9.26 295p 23×18cm ¥2,000(税別)

(Useful Guide for Windows)
89 ファイリングシステム入門―ペーパーから光ディスクへ 城下直之著 日刊工業新聞社 1997.8.28 226p 19cm(B6) ¥1,800(税別)
90 建設省設置法関係法令集 平成9年度版 建設大臣官房文書課監修;建設

法令研究会編
ぎょうせい 1997.8.20 807,57p 21cm(A5) ¥2,286(税

別)
91 これなら使える Word97パワーアップ集 藤田英時著 ナツメ社 1997.8.14 422p 24×19cm ¥2,500(税別)
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92 必ず成功するビジネス文書管理術―アクロバットではじめる電子文書 PDFml‐J編著 インターブックス 1997.7.22 195p 21cm(A5) ¥1,400(税別)
93 即戦力!!Word97入門 鈴木光勇著 工学図書 1997.7.20 218p 23×18cm ¥1,400(税別)
94 新民訴法・文書管理の要点―マニュアルづくり20講 長谷川俊明著 東京布井出版 1997.6.30 162p 19cm(B6) ¥1,750(税別)
95 一太郎8ビジネス文書作成術―ATOK11の基本から文書の管理・印

刷・送受信まで
越川彰彦著 PHP研究所 1997.5.15 204p 19cm(B6) ¥1,200(税別)

(PHPビジネス選書)
96 地方自治体のためのファイリングシステム―正しい実践とやさしい導

入手法
岩谷伸二著 小学館 1997.5.10 165p 19cm(B6) ¥1,600(税別)

(POPCOM BUSINESS)
97 一太郎Ver.8マスターブック―だれにでもわかりやすいコンパクトで要

点をしぼった解説
堤大介著 技術評論社 1997.4.25 182p 23×18cm ¥1,380(税別)

98 頼りになる Word97パワーガイド 山田健一著 秀和システム 1997.4.21 369p 24×19cm ¥2,700(税別)
99 パソコンネットワーク時代の正しい文書作りとファイリング術 壺阪龍哉著 中経出版 1997.3.12 254p 21cm(A5) ¥1,854(本体

¥1,800)
100 壮絶 捨て犬の母奮闘記―加藤みどりの保護犬430頭ファイリングノー

トより
桑原崇寿著 誠文堂新光社 1997.2.1 143p 19cm(B6) ¥1,400(本体

¥1,359)
101 事務・文書管理 三沢仁監修;天野恒男;上山俊幸;

中佐古勇;松下高明;森貞俊二;山
根恒二;吉田寛治共著

建帛社 1997.1.31 207p 21cm(A5) ¥1,751(本体
¥1,700) (K・P・Sシリーズ 3)

102 文書管理システム構築の実践集 細谷克也編 日科技連出版社 1996.12.23 291p 26cm(B5) ¥3,914(本体
¥3,800) (ISO 9000's審査登録
シリーズ 6)

103 頼りになる Word95パワーガイド 山田健一著 秀和システム 1996.12.13 369p 23×18cm ¥2,800(本体
¥2,718)

104 はじめて学ぶ文書管理―レコード・マネジメント入門 門倉百合子編著 京都 ミネルヴァ書房 1996.12.10 161p 26cm(B5) ¥2,575(本体
¥2,500)

105 すぐ使えるISO9000文例集 三和総合研究所編;村上治著 オーム社 1996.11.20 172p 26cm(B5) ¥2,575(本体
¥2,500)

106 入門 事務・文書管理―現代のオフィス・マネジメント 高橋光男;中佐古勇;森貞俊二;吉
田寛治共著

京都 嵯峨野書院 1996.11.15 303p 21cm(A5) ¥2,317(本体
¥2,250)

107 学校情報運営マニュアル 下村哲夫編 明治図書出版 1996.10 125p 26cm(B5) ¥2,480(本体
¥2,408) (主任の仕事―その時
困らないマニュアルブックシリー
ズ 12巻)

108 業務改善の基礎テキスト 秋月隆男著 日本能率協会マネジメントセンター
1996.9.5

238p 19cm(B6) ¥2,800(本体
¥2,718)

109 建設省設置法関係法令集 平成8年度版 建設大臣官房文書課監修;建設
法令研究会編

ぎょうせい 1996.9.1 807,57p 21cm(A5) ¥2,200(本体
¥2,136)

110 達人たちが伝授する「超」情報整理術―ファイリングから手帳、パソコ
ンまでの実践ノウハウ

石井威望;田原総一朗;弘兼憲史;
諏訪邦夫;堀田力ほか執筆

PHP研究所 1996.7.25 189p 18cm ¥780(本体¥757)
(PHPビジネスライブラリー)

111 入門 グループウェア導入ガイド―ノーツ vs Exchange 池田敦著 リックテレコム 1996.6.25 285p 24×18cm ¥2,000(本体
¥1,942)

112 現代の経営と秘書と事務―オフィス実務の基礎知識 伊藤収編著 学文社 1996.3.31 250p 21cm(A5) ¥2,266(本体
¥2,200)

113 私はPL担当者―訴訟にきたえられた現場の知恵 小杉周平著 日経BP出版センター 1995.12.28 204p 19cm(B6) ¥1,600(本体
¥1,553)
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114 ファイリングの知的技法100―ファイル上手が仕事を伸ばす 竹島慎一郎著 ぱる出版 1995.12.25 221p 19cm(B6) ¥1,400(本体
¥1,359)

115 シングルファイリングのすすめ―簡単にとりくめて、成果のあがるファ
イリングシステム構築のノウハウ

福山穣;梶川達也;永田光広著 実務教育出版 1995.11.10 228p 21cm(A5) ¥1,800(本体
¥1,748) (オフィスワークの効率
化・活性化・創造化Books)

116 企業のPL対策 岡本佳世;小関知彦;平野晋;藤井
英夫;松島成多ほか共著

商事法務研究会 1995.11.1 314p 21cm(A5) ¥2,700(本体
¥2,621)

117 Word 6.0 for Macintoshショートカットガイド 堤大介著 翔泳社 1995.10.25 257p 21cm(A5) ¥1,500(本体
¥1,456)

118 Wordの窓を開くヒント集―Microsoft Word for Windows Version 6.0対
応

藤田英時著 ナツメ社 1995.9.28 342p 21cm(A5) ¥1,400(本体
¥1,359)

119 ファイリングがわかる事典―読みこなし・使いこなし・活用自在 野口靖夫著 日本実業出版社 1995.8.10 307p 19cm(B6) ¥1,600(本体
¥1,553)

120 建設省設置法関係法令集 平成7年度版 建設大臣官房文書課監修 ぎょうせい 1995.7.31 807,57p 21cm(A5) ¥2,200(本体
¥2,136)

121 本番用 完ぺきなPL(製造物責任)対策―すべての疑問や悩みに答え
る

小西一生著 中経出版 1995.6.10 253p 21cm(A5) ¥2,200(本体
¥2,136)

122 文書のライフサイクル 作山宗久著 法政大学出版局 1995.5.25 296p 21cm(A5) ¥2,987(本体
¥2,900)

123 文書管理 山口幹雄;広田伝一郎編著 中央経済社 1995.4.25 264p 21cm(A5) ¥3,200(本体
¥3,107)

124 国際秘書実務―異文化間コミュニケーションとオフィスワーク 藤本ますみ編著 京都 ミネルヴァ書房 1995.4.25 267p 26cm(B5) ¥3,200(本体
¥3,107) (シリーズ セクレタリア
ル スタディーズ 3)

125 オフィス実務 大津洋子;荻原啓作;鎌田和江;島
名正英;東福賢ほか著

学文社 1995.4.15 199p 26cm(B5) ¥2,266(本体
¥2,200)

126 文書管理システム インターリーフガイド 内山暢子;堀川康文共著 クオリティ;星雲社〔発売〕 1995.4.1 300p 26cm(B5) ¥6,400(本体
¥6,214)

127 事例で学ぶ AmiPro R3.1J―for Windows 明日香出版社 1995.2.10 531p 24×19cm ¥2,880(本体
¥2,796)

128 眼科検査法ハンドブック 丸尾敏夫;松井瑞夫;小口芳久;湖
崎克編 第2版

医学書院 1995.1.15 473p 26cm(B5) ¥22,660(本体
¥22,000)

129 製造物責任法大系 2 対策・資料篇 東京海上研究所編 弘文堂 1994.12.15 1468p 21cm(A5) ¥7,000(本体
¥6,796)

130 FAXモデムで実現する究極の文書管理 高松敏郎著 光栄 1994.12.10 207p 21cm(A5) ¥2,300(本体
¥2,233) (ウィンドウズ・ビジネス・
チュートリアルシリーズ)

131 絵で読む 原子力の品質保証 改訂版 日本原子力産業会議 1994.11.28 113p 26cm(B5) ¥1,400(本体
¥1,359)

132 キャリアウーマンへの基礎知識―これだけ覚えたら一人前!! 田中久子著 文化出版局 1994.11.20 189p 21cm(A5) ¥1,500(本体
¥1,456)

133 医療秘書 '96年度版―医療実務のエキスパート 萩原知子著 一ツ橋書店 1994.11.16 170p 21cm(A5) ¥820(本体
¥796) (各種資格試験・適性適
職シリーズ 107)
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134 経営記録管理 広田伝一郎著 増補改訂版 創成社 1994.10.20 339p 21cm(A5) ¥3,200(本体
¥3,107) (新しい時代の経営学
選書 23)

135 マッキントッシュ イージーワード6.0ビギナーズブック ITT著 翔泳社 1994.9.30 259p 23×18cm ¥2,600(本体
¥2,524)

136 自治体文書事務ハンドブック 松田暁史編著 公職研 1994.9.20 318p 21cm(A5) ¥1,800(本体
¥1,748)

137 ビジネス文書文例事典 飯山章夫著 ぎょうせい 1994.8.1 512p 21cm(A5) ¥4,200(本体
¥4,078)

138 ちょっとした社内作法 成川豊彦著 講談社 1994.5.12 317p 19cm(B6) ¥1,300(本体
¥1,262)

139 新秘書実務―人間関係と情報・時間の管理 藤本ますみ編著 京都 ミネルヴァ書房 1994.4.30 1冊 26cm(B5) ¥2,800(本体
¥2,718) (シリーズ セクレタリア
ルスタディーズ 1)

140 秘書のための文書業務入門 荊木美行;小花和尚子;森本敦司
著

大阪 燃焼社 1994.4.25 153p 21cm(A5) ¥2,300(本体
¥2,233) (燃焼社セクレタリー
ブックス)

141 オフィス論入門―知っておきたいニューオフィスの基礎知識 酒巻高一著 改訂版 たいせい 1994.4.25 299p 19cm(B6) ¥2,300(本体
¥2,233)

142 入門 知子の情報Ver.5―文書管理に最適なデータベース活用ガイド 中井紀之著 エーアイ出版 1994.3.18 279p 21cm(A5) ¥1,850(本体
¥1,796) (ビジネスソフト教育出
版シリーズ)

143 会社実務の基礎知識―経営者・管理者・ビジネスマン・秘書の百科 伊藤永三著 マネジメント社 1994.2.20 460p 19cm(B6) ¥5,000(本体
¥4,854)

144 経営記録管理 広田伝一郎著 創成社 1993.11.15 317p 21cm(A5) ¥3,000(本体
¥2,913) (新しい時代の経営学
選書 23)

145 法律事務所 事務職員マニュアル 内野経一郎著 第一法規出版 1993.9.20 177p 19cm(B6) ¥2,500(本体
¥2,427)

146 建設省設置法関係法令集 平成5年度版 建設法令研究会編;建設大臣官
房文書課監修

ぎょうせい 1993.9.1 807,57p 21cm(A5) ¥2,000(本体
¥1,942)

147 地方自治便覧 1993 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1993.8.31 358p 21cm(A5) ¥2,400(本体
¥2,331)

148 情報サロンとしての図書館 戸田光昭著 勁草出版サービスセンター;勁草書房〔発
売〕 1993.7.20

126p 19cm(B6) ¥1,751(本体
¥1,700)

149 特別企画 一太郎Ver.5 岡田勝由;青松永才;前田明;磯野
康孝;宮田茂;蔵守伸一;真堂彬著

明日香出版社 1993.7.14 358p 24×19cm ¥2,880(本体
¥2,796) (IB BOOK操作ガイドシ
リーズ)

150 一太郎Ver.5パワーブック HASH著 ソフトバンク 1993.7.5 230p 21cm(A5) ¥1,900(本体
¥1,845)

151 情報化時代の文書管理―経営事務と文書情報 山口尚夫;室屋洋一;唐〓斉;堀初
子;山上茂二著

京都 嵯峨野書院 1993.6.1 268p 21cm(A5) ¥2,575(本体
¥2,500)

152 使ってよかった小型光ファイル 玉井清之著 産能大学出版部 1993.4.10 159p 19cm(B6) ¥1,500(本体
¥1,456)
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153 OA時代のニューファイリングシステム 有賀秀春著 学事出版 1993.3.25 239p 21cm(A5) ¥2,500(本体
¥2,427)

154 EGWord5.0ハンドブック 村井佐和;大西理恵共著;マップス
編

翔泳社 1993.3.15 255p 21cm(A5) ¥2,000(本体
¥1,942) (Macintosh Handbook
シリーズ)

155 ISO9000に基づく品質マニュアル実例集 品質マニュアル研究会編 日本規格協会 1993.2.20 148p 26cm(B5) ¥4,600(本体
¥4,466)

156 JR西日本が変わる―仕事の見直しから始まる企業体質づくり 宮本惇夫著 日本能率協会マネジメントセンター
1993.2.1

237p 19cm(B6) ¥1,500(本体
¥1,456)

157 秘書センスのみがき方 伸ばし方 土屋治子著 中央経済社 1993.1.25 216p 19cm(B6) ¥1,400(本体
¥1,359)

158 ビジネスデータと業務マニュアル集 '93 日本能率協会マネジメントセン
ター編

日本能率協会マネジメントセンター
1992.11.25

364p 17cm ¥1,600(本体
¥1,553) (Bindexリフィール本バ
イブルサイズ)

159 情報氾濫時代を生きる―新しいタイプの専門図書館 植村達男著 勁草出版サービスセンター;勁草書房〔発
売〕 1992.11.25

116p 19cm(B6) ¥1,545(本体
¥1,500)

160 ファイリングがオフィスを変える―いきいきオフィスのすっきり作戦 コクヨレコードマネージメント推進
部著

ダイヤモンド社 1992.7.9 205p 21cm(A5) ¥1,500(本体
¥1,456)

161 日米特許紛争スーパーマニュアル―特許法務 戦略と予防 ヘンリー・幸田著 発明協会 1992.6.1 222p 26cm(B5) ¥4,500(本体
¥4,369)

162 PRESBOX First Book―MS‐Windows上ワープロソフト 高橋良明著 ソフトバンク 1992.5.25 183p 21cm(A5) ¥2,300(本体
¥2,233)

163 トータル・ファイリング・システムの方法―書類・情報のスリム化、業務
効率の向上、時短への決め手

柿本清彦著 日本実業出版社 1992.5.25 174p 21cm(A5) ¥1,500(本体
¥1,456)

164 初めての人にもよくわかる一太郎Ver.3 おおばいつお著 新宿 池田書店 1992.5.20 190p 21cm(A5) ¥1,200(本体
¥1,165) (イケダ・ハンディーマ
ニュアル 9)

165 戦略的ファイリングシステム―創造型オフィスづくりをめざして 東政雄著 日本電気文化センター 1992.5.10 171,3p 19cm(B6) ¥980(本体
¥951)

166 入門 知子の情報Ver.4―文書管理に最適の文書型データベース 中井紀之著 エーアイ出版 1992.3.5 247p 21cm(A5) ¥1,850(本体
¥1,796) (ビジネスソフト教育出
版シリーズ)

167 地方公務員フレッシュマンブック 自治研修協議会編 第2次改訂版 ぎょうせい 1992.3.2 268p 21cm(A5) ¥1,700(本体
¥1,650)

168 女子社員の実務知識―知的で一寸おしゃれに 土屋治子著 中央経済社 1992.1.25 232p 19cm(B6) ¥1,400(本体
¥1,359)

169 文書課 柏市文書実務研究会著 ぎょうせい 1992.1.20 266p 21cm(A5) ¥2,200(本体
¥2,136) (シリーズ市町村の実務
と課題 5)

170 使いこなすための「松」ver.5極意書 山形庫之助著 日刊工業新聞社 1991.12.20 288p 26cm(B5) ¥2,500(本体
¥2,427)

171 光ファイルシティ物語 小倉漢画 日経SP企画 1991.10.17 222p 19cm(B6) ¥800(本体
¥777) (キャリアコミック)

172 総務の基本を身につける―新任総務担当者読本 月刊総務編 日本生産性本部 1991.9.10 221p 19cm(B6) ¥1,500(本体
¥1,456)
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173 間接部門で手堅く利益を確保する本―"事務屋"的発想を捨てよ!管理
部門・事務部門のコストを下げるQC手法

岡田貞夫著 かんき出版 1991.8.26 219p 21cm(A5) ¥2,200(本体
¥2,136)

174 文書・データ管理の実務―紙保存から情報活用への改善策 中沢俊一著 中央経済社 1991.7.10 214p 19cm(B6) ¥1,300(本体
¥1,262)

175 秘書実務―人間関係と情報・時間の管理 藤本ますみ編著 京都 ミネルヴァ書房 1991.6.30 407p 21cm(A5) ¥2,800(本体
¥2,718) (シリーズ セクレタリア
ルスタディーズ)

176 4週間で覚える一太郎―Ver.4+dash 石山謙著 ソフトバンク 1991.5.25 303p 24×19cm ¥2,800(本体
¥2,718)

177 P1.EXE(ピーワン・エグゼ)テクニカルマニュアル―文字・図形を豊かに
表現!自由編集マスター術

横山孝男;広瀬宏一著 新星出版社 1991.5.15 254p 21cm(A5) ¥1,600(本体
¥1,553)

178 入門 知子の情報Ver.3―文書管理に最適の文書型データベース 中井紀之著 エーアイ出版 1991.5.9 239p 21cm(A5) ¥1,850(本体
¥1,796) (ビジネスソフト教育出
版シリーズ)

179 電子ファイル活用ガイド 玉井清之;大久保昌旺著 日刊工業新聞社 1991.4.15 251p 19cm(B6) ¥1,800(本体
¥1,748)

180 オフィス・ペーパーワーク―ビジネス文書の作成から管理まで 松平栄利子;横山美栄子;平田有
史郎;広田伝一郎;仁平征次著;福
永弘之編著 改訂版

創成社 1991.3.30 257p 21cm(A5) ¥2,500(本体
¥2,427)

181 オフィス論入門―知っておきたいニューオフィスの基礎知識 酒巻高一著 たいせい 1991.3.15 293p 19cm(B6) ¥2,200(本体
¥2,136)

182 ファイリングの進め方 野口靖夫著 日本経済新聞社 1991.2.20 188p 18cm ¥750(本体¥728)
(日経文庫 436)

183 電子ファイリングシステムの導入と活用の手引き―富士通EFSによる
統合OAへのアプローチ

青木紀秋著 日本実業出版社 1991.1.25 209p 21cm(A5) ¥2,000(本体
¥1,942)

184 見ただけでコツがつかめるファイリングの技術―うまい情報収集・てぎ
わよい書類整理・するどい企画立案ができる

野口靖夫著 日本実業出版社 1991.1.20 198p 21cm(A5) ¥1,500(本体
¥1,456)

185 ビジネス文書のファイリング技術―これが書類・資料の実践的管理ノ
ウハウだ!

中西勝彦著 PHP研究所 1990.12.17 190p 19cm(B6) ¥1,150(本体
¥1,117) (PHPビジネス選書)

186 高等学校 通知・依頼・指導文書の書式と文例 金沢孝;池沢正夫;小川一郎共編 文教書院 1990.12.10 261p 21cm(A5) ¥2,200(本体
¥2,136)

187 一太郎dash活用ハンドブック―基本操作からハイテク使用法まで 近藤龍太郎著 HBJ出版局 1990.9.11 219p 21cm(A5) ¥1,650(本体
¥1,602) (HBJ integrated
libraries No.69)

188 生徒指導・予算の要点 学校運営問題研究会著 学陽書房 1990.6.15 201p 19cm(B6) ¥1,700(本体
¥1,650) (校長・教頭試験要点
シリーズ 2)

189 オフィス・ペーパーワーク―ビジネス文書の作成から管理まで 松平栄利子;横山美栄子;平田有
史郎;広田伝一郎;仁平征次著;福
永弘之編著

創成社 1990.5.20 257p 21cm(A5) ¥2,500(本体
¥2,427)

190 Introduction to DynaBook with ASHISUTO series―ビジネスを革命す
るハード・ソフトを徹底解説

斉藤孝著 HBJ出版局 1990.5.14 313p 21cm(A5) ¥2,300(本体
¥2,233) (HBJ PUBLISHING
integrated libraries No.61)

191 ワープロ検定ハンドブック―情報化社会への対応 岩田智;坂本真一郎編著 海文堂出版 1990.5.12 140p 21cm(A5) ¥1,400(本体
¥1,359)
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192 新 法律事務職員ハンドブック 第二東京弁護士会編 改訂版 ぎょうせい 1990.5.8 269p 21cm(A5) ¥2,000(本体
¥1,942)

193 すぐ役立つファイリングの要領―文書・資料の整理技術 三沢仁著 実業之日本社 1990.4.23 157p 19cm(B6) ¥1,100(本体
¥1,068) (実日ビジネス)

194 一太郎Ver.4いざ!という時の事典 高作義明著 ナツメ社 1990.4.23 295p 21cm(A5) ¥1,600(本体
¥1,553)

195 ファイリングの戦略的構築―ニューオフィス時代の考え方と使い方 富士写真フイルム情報システム部
編

ダイヤモンド社 1990.4.12 198p 19cm(B6) ¥1,200(本体
¥1,165)

196 製造物責任対策―製品安全のチェックポイント 安田総合研究所編著 有斐閣 1990.3.30 419p 24×19cm ¥7,725(本体
¥7,500)

197 日立光ディスクファイルシステムHITFILEによるファイリング革命最前
線 PART3

中田重光著 ダイヤモンド社 1990.3.8 207p 19cm(B6) ¥1,240(本体
¥1,204)

198 文書事務の手引 静岡県総務部文書課編 第7次改
訂版

ぎょうせい 1990.3.1 597p 21cm(A5) ¥1,700(本体
¥1,650)

199 最新文書事務 安田賀計;島田達巳編 実教出版 1990.2.25 187p 21cm(A5) ¥1,700(本体
¥1,650)

200 課長さん!私たちはこんなオフィスを求めています―OLたちが書いた情
報整理・ファイリング術

岡村製作所オフィス総合研究所レ
コードマネジメント室女性プロジェ
クトチーム著

かんき出版 1990.2.6 213p 19cm(B6) ¥1,200(本体
¥1,165)

201 秘書入門 土屋治子著 日本経済新聞社 1990.1.24 218p 18cm ¥620(本体¥602)
(日経文庫 420)

202 オフィス改善のためのニューファイリング―紙から電子メディアの活用
へ

中沢俊一著 中央経済社 1990.1.20 252p 19cm(B6) ¥1,600(本体
¥1,553)

203 社内標準化便覧 社内標準化便覧編集委員会編
第2版

日本規格協会 1989.12.8 1495p 26cm(B5) ¥19,800(本体
¥19,223)

204 企業経営と事務管理 山口尚夫;叶野清;唐崎斉共著 京都 嵯峨野書院 1989.11.20 285p 21cm(A5) ¥2,266(本体
¥2,200)

205 自治体の情報政策 西尾勝編著 学陽書房 1989.11.1 235p 19cm(B6) ¥1,957(本体
¥1,900) (シリーズ自治を創る

206 図説 文書事務入門 ぎょうせい総合研究所編著 ぎょうせい 1989.10.20 169p 26cm(B5) ¥1,500(本体
¥1,456)

207 会社の公開情報事例―ファイリングシステムの導入状況 商事法務研究会 1989.10.20 315p 26cm(B5) ¥2,500(本体
¥2,427)

208 お金を生む商売情報術―私の収集・整理・活用ノウハウ 平林茂著 ビジネス社 1989.9.21 221p 19cm(B6) ¥1,300(本体
¥1,262)

209 新版 教頭職の実務要領 桑原和夫;長谷川央共編 文教書院 1989.9.20 256p 21cm(A5) ¥2,163(本体
¥2,100)

210 地方自治便覧 1989 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1989.9.10 365p 19cm(B6) ¥2,000(本体
¥1,942)

211 電子ファイリングで変わるこれからの情報・文書管理―富士通EFSに
よるニューオフィスづくり

青木紀秋著 日本実業出版社 1989.8.15 187p 21cm(A5) ¥1,700(本体
¥1,650)

212 就職内定者読本―入社前に知っておきたい11章 今野浩一郎編 日本生産性本部 1989.7.31 210p 19cm(B6) ¥1,100(本体
¥1,068)

213 地方公務員のための「仕事の技術」常識集 仕事の技術研究会著 公人の友社 1989.6.20 469p 19cm(B6) ¥2,600(本体
¥2,524)
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214 ニューオフィス・ニューファイリング―どのように光ディスクを利用する
か

中澤俊一著 日刊工業新聞社 1989.6.15 213p 19cm(B6) ¥1,650(本体
¥1,602)

215 レスペーパー・電子ファイル時代の新しいファイリング技術 中西勝彦著 日本能率協会 1989.6.15 194p 21cm(A5) ¥3,200(本体
¥3,107)

216 ビジネス実務入門―仕事と会社生活の基礎知識 土屋治子著 中央経済社 1989.4.25 293p 19cm(B6) ¥1,500(本体
¥1,456)

217 入門 P1.EXE 菅はるこ;遠藤謙一共著 エーアイ出版 1989.4.20 247p 21cm(A5) ¥1,650(本体
¥1,602) (ビジネスソフト教育出
版シリーズ)

218 最新実例 会社書式・様式全集 堀野不二生編著 産業労働出版協会;産業労働調査所〔発
売〕 1989.4.20

547p 26cm(B5) ¥6,800(本体
¥6,602)

219 診療録管理の実際 三竹年世子著 医学通信社 1989.4.1 164p 21cm(A5) ¥2,680(本体
¥2,600) (医療実務双書 31)

220 日立光ディスクファイルシステムHITFILEによるファイリング革命最前
線 PART2

中田重光著 ダイヤモンド社 1989.3.16 210p 19cm(B6) ¥1,000

221 情報・書類の整理術―これが知的ファイリングの全ノウハウだ 野口靖夫著 PHP研究所 1989.2.9 221p 18cm ¥720 (PHPビジネス
ライブラリー A‐255)

222 入門ビジネス文書 三沢仁著 新訂版 産業能率大学出版部 1989.1.30 230p 21cm(A5) ¥1,600
223 文字データを100倍活用するdBASE3PLUS情報整理学―テキスト・

データベース
中島正明著 サイエンテック 1989.1.7 211p 26cm(B5) ¥2,500 (アクセ

スブックス)
224 オーロラエース110番 ラジオ技術社編 ラジオ技術社 1988.12.1 207p 21cm(A5) ¥1,700 (実践パ

ソコンQ&A)
225 完全図解 電子ファイリング早わかり―事務管理の合理化と革新、経

営戦略の立案に威力を発揮する東芝TOSFile4550‐550シリーズ
梅原敦著 日本文芸社 1988.11.28 219p 21cm(A5) ¥1,200

226 記録管理システム ウイリアム・ベネドン著;作山宗久 勁草書房 1988.11.20 284p 21cm(A5) ¥3,100
227 入門アイリス―データ入力の簡略化を重視した入門書 下条東著 エーアイ出版 1988.11.10 252p 26cm(B5) ¥1,800 (ビジネ

スソフト教育出版シリーズ)
228 事務管理 鯉沼章著 日本経営協会;日本経営出版会〔発売〕

1988.10.25
177p 21cm(A5) ¥1,800 (地方自
治体実務シリーズ)

229 地方史の新視点 地方史研究協議会編 雄山閣出版 1988.10.20 347p 21cm(A5) ¥6,800
230 仕事が3倍速くなる情報整理・ファイリング術―整理の下手なヤツは仕

事ができない!
藤田道男著 かんき出版 1988.9.14 189p 19cm(B6) ¥1,200

231 パソコンファイルの作り方 神納一郎著 オーム社 1988.9.10 165p 21cm(A5) ¥2,000
232 絵解き電子ファイリング―日立光ディスクファイルシステムHITFILE650

による
ビジネス・ファイリング研究会編 ダイヤモンド社 1988.9.8 108p 21cm(A5) ¥1,300

233 電子書斎革命―知的創造空間の創り方使い方 武井一巳著 HBJ出版局 1988.9.6 238p 19cm(B6) ¥1,200 (HBJ
BUSINESS EXPRESS)

234 文献管理術 with dBASE3 岡本浩一著 ブレーン出版 1988.7.25 123p 19cm(B6) ¥1,800
235 WordStar4.0+TwinStar活用ハンドブック 浅川清司著 技術評論社 1988.7.10 247p 21cm(A5) ¥1,800
236 地方自治便覧 1988 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1988.7.1 363p 19cm(B6) ¥1,900
237 学校の人事・文書・財務 学校運営問題研究会編著 学陽書房 1988.6.10 270p 21cm(A5) ¥2,500
238 教師のための知的トレーニングブック 佐々木勝男著 民衆社 1988.6.10 214p 19cm(B6) ¥1,200 (シリー

ズ・教育技術セミナー 3)
239 電子ファイリング―企業戦略としての情報管理 P.A.ウィルソン著;伊藤哲郎;中山

伸一訳
啓学出版 1988.5.31 140p 19cm(B6) ¥1,300
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240 史料の整理と管理 国文学研究資料館史料館編 岩波書店 1988.5.30 362p 21cm(A5) ¥3,700
241 新松トレーニングブック 真堂彬著 翔泳社 1988.5.30 237p 24×19cm ¥2,200
242 「ハイテクグッズ」知的活用術 片山聖一著 JICC出版局 1988.5.25 171p 21cm(A5) ¥1,200 (オープ

ニングブックス)
243 一日も早く地方税務のプロに―自己研修にも役立つハンドブック 塚田功著 ぎょうせい 1988.5.20 406p 21cm(A5) ¥2,200
244 ニューオフィス時代のファイリング―ボックスファイリングシステムの手

法と実践
コクヨオフィス研究所著 ダイヤモンド社 1988.5.19 173p 21cm(A5) ¥1,200

245 究極の文書作成ツールとするための一太郎3活用ハイテク・マニュア
ル

佐佐木健著 HBJ出版局 1988.4.8 212p 21cm(A5) ¥1,600 (HBJ
integrated libraries No.25)

246 日立光ディスクファイルシステムHITFILE650によるファイリング革命最 中田重光著 ダイヤモンド社 1988.3.30 194p 19cm(B6) ¥1,000
247 すぐに使える「親指君」 土屋勝著 ナツメ社 1988.1.21 192p 21cm(A5) ¥980 (ナツメ・

オペレーション・ガイド 3)
248 ファイリングシステム 三沢仁著 5訂版 日本経営協会;日本経営出版会〔発売〕

1987.12.15
223p 21cm(A5) ¥2,800

249 一太郎Ver.3「いざ!」という時の事典 高作義明著 ナツメ社 1987.12.10 239p 21cm(A5) ¥1,300
250 一太郎Ver.3知りたいことがわかる本 真堂彬著 エーアイ出版 1987.12.10 255p 26cm(B5) ¥2,000 (ビジネ

スソフト教育出版シリーズ)
251 オペレーションマニュアル一太郎ver.3 森正和著 JICC出版局 1987.12.10 280p 24cm ¥2,000 (PUG

BOOKS)
252 パーソナル・ワープロ―もっともっと楽しく使おう 雅孝司著 日本実業出版社 1987.11.30 229p 19cm(B6) ¥1,100
253 一太郎3活用ハンドブック―いま解かる日本語ワープロの世界 近藤龍太郎著 改訂新版 HBJ出版局 1987.11.6 224p 21cm(A5) ¥1,200 (HBJ

integrated libraries No.18)
254 日本語ワープロ オーロラエース活用術―入門からハイテクニック編集 小島邦男著 旺文社 1987.10.1 263p 26cm(B5) ¥2,800
255 レコード マネジメント―記録管理のすべて 三沢仁著 産業能率大学出版部 1987.9.30 212p 19cm(B6) ¥1,500
256 ベスト・ファイリング 野瀬清志;玉井清之著 日本生産性本部 1987.9.30 169p 19cm(B6) ¥1,000
257 ニューファイリングの実際―光ディスクによるシステムづくり 中澤俊一著 有斐閣 1987.9.20 196p 19cm(B6) ¥1,500 (有斐閣

ビジネス 50)
258 新・新一太郎パーフェクトガイド COMING編著 エム・アイ・エー 1987.9.18 232p 22×17cm ¥2,000 (ユー

ズウェア・ライブラリー)
259 パーソナル・ファイリングの方法―私的情報と豊かな発想を育てる 野口靖夫著 日本実業出版社 1987.8.15 262p 19cm(B6) ¥1,200
260 地方自治便覧 1987 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1987.7.1 363p 19cm(B6) ¥1,900
261 電子情報管理システム入門―光ディスク電子ファイルシステムの活用 斉藤孝著 HBJ出版局 1987.5.23 202p 26cm(B5) ¥2,300 (HBJ

computer science series No.26)
262 経営システムと経営事務 郷原弘著 多賀出版 1987.3.10 355p 21cm(A5) ¥4,400
263 新一太郎・困った時に開く本 高作義明著 ナツメ社 1987.2.28 207p 21cm(A5) ¥1,300
264 OA時代のファイリング 岡村製作所オフィス研究所著 時事通信社 1987.2.5 215p 19cm(B6) ¥1,200
265 「新」一太郎オペレーションマニュアル 松本典恒著 JICC出版局 1986.12.25 267p 24cm ¥2,000 (PUG

BOOKS)
266 新・一太郎活用ハンドブック―いま解かる日本語ワープロの世界 近藤龍太郎著 CBS出版 1986.12.20 205p 21cm(A5) ¥1,200 (CBS

integrated libraries No.07)
267 ファイリングと書類整理の上手なやり方 野口靖夫著 日本実業出版社 1986.11.30 222p 19cm(B6) ¥1,100
268 ワープロ活用の手引 森谷〓暉著 日本経済新聞社 1986.11.25 200p 18cm ¥600 (日経文庫
269 日本語ワードプロセッサ 弘法2―オペレーション・マニュアル リード・レックス編 現代ソフトウェア;現代出版〔発売〕

1986.11.25
419p 24×19cm ¥2,800
(GENDAI SOFT BOOKS)

270 新版 実例ファイリング・システム―その導入と展開 東政雄著 日本能率協会 1986.11.20 265p 21cm(A5) ¥3,500
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271 日本語ワードプロセッサ 標準テキスト '87 日本オフィスオートメーション協会
編 第4版

日本オフィスオートメーション協会;日本能
率協会〔発売〕 1986.11.20

176p 30cm(A4) ¥2,800

272 新訂 事務能率ハンドブック 産業能率大学編 産業能率大学出版部 1986.10.30 587p 21cm(A5) ¥7,000
273 よいワープロ・悪いワープロ パソコンソフト編('87年度版) 服部佳代;小島邦男;パラダイム著 JICC出版局 1986.9.10 223p 21cm(A5) ¥1,200
274 ファイリング・システムの実際―情報整理の技術 イトーキファイリング研究室著 有斐閣 1986.9.10 211 19cm(B6) ¥1,300 (有斐閣

ビジネス)
275 新バージョンによる元気のでる新一太郎 手塚洋明;新長輝則著 EI企画;井上書院〔発売〕 1986.8.5 111p 21cm(A5) ¥900 (αブック

ス 1)
276 図解 ファイリング 小沢暢夫著 日本経営協会;日本経営出版会〔発売〕

1986.8.1
238p 21cm(A5) ¥2,400

277 (図解)ファイリング 小沢暢夫著 日本経営協会 1986.8 238p 21cm 2400円
278 ワープロを10倍楽しむ練習張 大竹伸宜著 こう書房 1986.7.25 223p 19cm(B6) ¥1,100 (KOU

BOOKS)
279 地方自治便覧 1986年 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1986.6.25 367p 19cm(B6) ¥1,900
280 地方自治便覧 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1986.6 367p 19cm 1900円
281 JStarワークステーション 上谷晃弘編著 丸善 1986.4.25 314p 21cm(A5) ¥3,400 (ワーク

ステーションシリーズ)
282 文書管理改善に関する中間報告書 福島県文書管理改善推進委員会 1986.3 59p 25cm
283 ビジネスマナー・新小笠原流のすすめ―恐るべし!みんなとここで差が

ついた
佐久間進著 講談社 1986.2.26 234p 18cm ¥720 (オレンジバッ

クス)
284 県立学校ファイリング・システムの手引 埼玉県教育局高等学校教育課 〔1986.〕 47p 26cm
285 ノンペーパー―電子ファイリング導入と運用の手引き 中沢俊一著 日本経営出版会 1985.11 166p 19cm 1100円 (ノンシリー

ズ)
286 東京都文書事務の手引 文書事務研究会編 全訂 ぎょうせい 1985.11 307,159,142p 22cm 2000円
287 顧客データベースファイリング&活用システム研究―ニューメディア時

代に対応する
矢野経済研究所編 矢野経済研究所 1985.9 170枚 21×30cm 85000円

288 地方自治便覧 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1985.6 347p 19cm 1900円
289 東京都文書事務関係規程集―昭和60年4月1日現在 東京都総務局総務部文書課編 東京都総務局総務部文書課 1985.4 314p 22cm
290 文書管理改善に関する中間報告書 福島県文書管理改善推進委員会 1985.3 22p 25cm
291 文書事務の手引 埼玉県総務部文書課編 〔改訂 埼玉県 1985.1 463,19p 22cm
292 OA technical電子ファイリングシステム 中沢俊一著 電波新聞社 1984.8 226p 22cm 2800円
293 電子ファイリングシステム 中沢俊一著 電波新聞社 1984.8 226p 22cm 2800円
294 地方自治便覧 文書事務管理研究会編 地方財務協会 1984.7 351p 19cm 1900円
295 現代の情報整理事務・文書管理 中佐古勇ほか共著 教育出版センター 1984.5 323p 22cm 1980円 (サンシャイ

ンビジネス)
296 ファイリング入門 東政雄著 新版 日本能率協会 1983.9 222p 19cm 980円 (JMA入門シ

リーズ)
297 実践ファイリングの進め方 東政雄著 日本経営出版会 1983.3 230p 19cm 1100円
298 文書事務の手引 長野県編 長野県 1982.3 247p 22cm
299 文書事務の手引 北海道総務部文書課編 改訂版 北海道 1982.3 484p 21cm
300 東京都文書事務の手引 文書事務研究会編集 新訂 ぎょうせい 1981.12 387,107p 22cm 1500円
301 文書管理の基礎―ビジネス文書の作成と整理・保管 吉田浩司著 秋山書店 1981.4 173p 21cm 1200円
302 ファイリング読本 有賀秀春著 学事出版 1980.12 358p 19cm 1600円 (学校じむ

双書)

117 / 119 ページ



文書管理関連図書リスト 2003年2月27日現在

303 文書実務 今井実著 学陽書房 1980.8 192p 21cm 1100円 (地方公務
員新研修選書)

304 ファイリングの要領―文書・資料の整理技術 三沢仁著 改訂版 実業之日本社 1979.4 161p 19cm 880円
305 基本文書管理 太田文平著 同友館 1976 216p 22cm 1800円
306 文書事務の手引 岡山県総務部文書学事課編 岡山県 1975 296p 22cm 非売品
307 公文書作成の手引 公文書管理研究会編 葵出版社 1975 403p 22cm 1800円
308 実例・ファイリング・システム―その導入と展開 東政雄著 日本能率協会 1974 247p 22cm 3200円
309 東京都文書事務の手引 文書事務研究会編 帝国地方行政学会 1974 516,84p 22cm 1200円
310 ファイリング入門 東政雄著 日本能率協会 1972 180p 18cm (JMA入門シリーズ)
311 ビジネス・マイクロファイリング―実例に学ぶその考え方と使い方 渋田駿著 ダイヤモンド社 1972 212p 19cm
312 地方公共団体の公用文の作成要領 寺本力著 全訂新版 学陽書房 1972 337p 22cm 1200円 (横書き文

書事務)
313 ファイリング・システム 三沢仁著 4訂版 日本経営出版会 1972 280,5p 22cm
314 文書事務の手びき―付:質疑応答 琉球政府総務局渉外広報部 1972 176p 19×26cm
315 文書の実務―営林局署文書管理規程模範例逐条解説 中村孝三,飯塚象八編著 葵出版社 1971 344p 21cm 980円
316 ファイリングシステム 永田清一著 京文社(印刷) 1971 64p 24cm 非売
317 文書管理の要点―ビジネス文書の作成・整理・保管 川口輝武著 東洋経済新報社 1969 235p 19cm 480円 (経営実務シ

リーズ)
318 ファイリングの要領―文書・資料の整理技術 三沢仁著 実業之日本社 1969 161p 19cm 480円
319 文書管理事務の実際 学校教育研究会編 学事出版 1969 191p 18cm 240円
320 文書事務の手びき 長野県 1969 301p 22cm
321 文書実務とドクメンテーション技法 沢田修著 日本ドクメンテーション協会 〔1968.〕 102p 25cm
322 文書管理 福井長三郎著 2版 千倉書房 1968 382p 20cm
323 文書実務 商業教育協会編 新紀元社 1968 121p 21cm
324 スチール棚について―その設置ご計画のために 日本ファイリング株式会社松戸工

場研究課編
日本ファイリング株式会社 1968 193p 26cm (日本ファイリング株

式会社パンフレット)
325 文書事務の手引き 宮崎県総務部総務課編 1968 310p 22cm
326 ファイリング・システム 服部金太郎編 日本図書館協会 1966 187p 19cm (図書館の仕事)
327 スチール書架について―書架設置のご計画のために 日本ファイリング株式会社松戸工

場研究課編
日本ファイリング株式会社 1966 111p 26cm (パンフレット)

328 文書管理のすべて 高田琴三郎著 技報堂 1965 472p 19cm
329 地方公共団体の 文書管理実務 寺本力著 学陽書房 1964 296p 表 21cm (横書き文書事
330 ファイリング・システム 三沢仁著 日本事務能率協会 1964 301p 図版 22cm
331 文書実務 商業通信文 今田辰男著 中央経済社 1963 172p 19cm (商業実務教育シ

リーズ)
332 文書管理のありかた 三沢仁著 税務経理協会 1963 135p 18cm
333 ファイリング ギルバート・カーン,シィアダー・イ

エリアン著,須永一郎訳
日刊工業新聞社 1962 166p 図版 22cm

334 例解 横書き文書事務 寺本力著 学陽書房 1962 536p 22cm
335 文書事務提要 滋賀県総務部文書統計課編 滋賀県 1962 506p 16cm
336 新文書管理実務 日本事務能率協会編 1962 199p 21cm (新事務管理シリー

ズ)
337 誰でもやれる ファイリングのすすめ方 小沢暢夫著 日本事務能率協会 1961 144p 21cm
338 文書実務 寺本力,小野健一共著 学陽書房 1960 134p 21cm (地方公務員研修選

書)
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339 文書実務 商業教育協会編 新紀元社 1960 121p 22cm
340 文書管理 太田文平著 日刊工業新聞社 1959 318p 22cm
341 文書管理の実際 木下栄著 日本事務能率協会 1958 191p 22cm
342 同時同業法実践書式 ペン字文書実務書道教典 鈴木香雨編著 文海堂 1958 96p 23cm
343 例解 文書実務 永久保武著 同文館 1958 178p 19cm
344 ファイリング・システム 三沢仁著 日本事務能率協会 1958 264p 22cm
345 文書実務講座 日本話術ロータリー・ことば編集室

編
日本話術ロータリー文書実務研究会
1956-57

21cm

346 文書実務講座 日本話術ロータリー・ことば編集室
編

日本話術ロータリー文書実務研究会
1956-57

21cm

347 文書実務講座 日本話術ロータリー・ことば編集室
編

日本話術ロータリー文書実務研究会
1956-57

21cm

348 文書実務必携 日本事務能率協会編 1956 240p 19cm
349 文書事務の管理と技術 笹尾勝蔵,太田文平共著 ダイヤモンド社 1954 223p 22cm
350 例解文書実務 富川清著 学陽書房 1954 21cm (公務員実務選書)
351 例解文書実務 富川清著 学陽書房 1954 21cm (公務員実務選書)
352 文書事務提要 静岡県総務部庶務課編 帝国地方行政学会 1954 354p 21cm
353 新しい文書実務 松坂忠則著 春秋社 1953 180p 19cm (日本コトバの会編

現代の生活技術新書)
354 高等学校商業科 文書実務 商業科教育研究会編 評論社 1953 208p 22cm
355 文書実務 商業教育協会編 新紀元社 1952 106p 22cm
356 ファイリングシステム 三沢仁著 日本能率協会 1950 161p 22cm
357 ファイリング・システムについて 法務府検務局編 1950 386p 21cm (檢察資料)
358 会社・工場業務規定集/文書実務篇 田中要人編著 教材社 1942.2 332p B6 2.50円

（作成者：坂口貴弘）

※この図書リストは、日外アソシエーツ提供の「BOOKPLUS」にて、「文書管理」「記録管理」「ファイリング」「文書事務」「文書実務」「文書業務」をキーワードとする文献を全て検索した結果
をもとに作成したもの（但し「プロファイリング」がキーワードの文献を除く）。刊行年の新しい順に配列した。
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