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序文 

記録管理学会では、2013 年 11 月 25 日付で『特定秘密保護法案に対する記録

管理学会緊急声明 公文書管理制度と基本的人権の観点から 』を発表しました。

この緊急声明では、公文書管理法に関しては、 

  ・現状では、公文書の秘密指定とその解除の規定がないこと 

 ・公文書管理を担当する公務員に対する罰則規定がないこと 

 ・国民の知る権利の保障について特定秘密保護法との関わりにおいて懸念が

あること 

の問題点を指摘し、公文書管理法の見直しにあたっての審議を求めてきました。

すなわち、具体的には公文書管理法の中に、秘密指定のルール、秘密解除のル

ールを盛り込み、公文書の取り扱いに関する公務員の罰則規定を設けることを

含め、 秘密文書取り扱いの制度を整備する必要があることを主張したものです。 

 これらを踏まえ、2014 年度研究担当の古賀崇理事より研究プロジェクト「公

文書管理法の修正に関する提言：特定秘密保護法との関連も加味しつつ」の設

立企画が提示されました。その結果、2014 年 12 月、当学会に石井幸雄氏をプロ

ジェクトリーダーとする、公文書管理法研究プロジェクトが発足しました。本

プロジェクトでは、メンバー４名の専門性を活かして、公文書管理法の掲げる

目的を実現するという視点に立った調査研究が行われ、2015 年 5 月 23 日の研究

大会でその成果｢公文書管理法の改正に関する提言」が報告されました。 

ここに、その報告書をウェブに発表し、記録管理学会の考え方の周知をはか

るとともに、今後の政府および国会による公文書管理法５年見直しにおいて、

指摘した各問題点を検討対象に取り入れることを強く求めるものです。 

2015 年 7 月 18 日 

記録管理学会 

会長 小川千代子 
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はじめに

記録管理学会公文書管理法研究プロジェクトは、２０１４年度研究担当の古賀崇理事か

ら提示された企画趣意書｢公文書管理法の修正に関する提言：特定秘密保護法との関連も加

味しつつ｣1に基づき、小川千代子会長よりプロジェクトリーダーの指名を受けた石井幸雄2

がメンバーを募り、昨年１２月１１日、当学会公認の研究プロジェクトとして発足したもの

である。

本プロジェクトのミッションは、公文書管理法の施行･運用に関する現状の問題点･課題

を調査研究し、５年後見直しについて戦略的な提言を行なうことである。プロジェクト名

は、「公文書管理法研究プロジェクト」、期間は２０１５年５月末までとした。構成メンバ

ーは、石井を含め、菅真城3、嶋田典人4、上田雄太5の４名である。

「公文書管理法」は、衆議院で１５、参議院で２１もの附帯決議が付いたことからも明

らかなように、様々な問題点を抱えていると考えられる。公文書管理法の改正にあたって

は、様々な論点の提示が予想されるが、本稿では、プロジェクトメンバーの専門を活かし

て、「公文書管理法」の掲げる目的（第一条）を実現するため、この法及び「行政文書の

管理に関するガイドライン」（以下、「行政文書ガイドライン」という）並びに「「特定歴

史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン」（以下、「特定歴史公文書等ガイ

ドライン」という）の改正ポイントについての調査研究を踏まえ、本プロジェクトとして

次の３つに絞り込んで、提言を行なう。

（１）独立行政法人等の問題点－国立大学法人を中心に

（２）公文書管理法第３４条と努力義務－文書管理体制の構築と専門職員 

（３）特定秘密保護法との関連から公文書管理法の問題点と課題6

（石井 幸雄）

1 参考資料 1 本稿 P25 参照
2 研究代表者 一般社団法人ヒューリットＭＦ代表理事 専門分野は文化情報学
3 研究分担者 大阪大学アーカイブズ教授 専門分野はアーカイブズ学
4 研究分担者 香川県立文書館 専門分野はアーカイブズ学・歴史学
5 研究分担者 国際資料研究所 専門分野は記録情報学、アーカイブ
6 参考資料 2 『参照特定秘密保護法案に対する記録管理学会緊急声明』本稿 P26 参照
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１．独立行政法人等の問題点－国立大学法人を中心に－

１．１ 懸念されていた課題

１．１．１ 前提と研究史

2009 年の公文書管理法制定後、いち早く公文書管理法の問題点を指摘したのは国立大学

法人アーカイブズの教員であった。また、2011 年の公文書管理法施行時には、東北大学・

名古屋大学・京都大学・神戸大学・広島大学・九州大学の大学アーカイブズが「国立公文書

館等」として内閣総理大臣の指定を受けたが、その経緯や問題点についても多く指摘されて

いる。2013 年には大阪大学の、2015 年には東京大学と東京工業大学の大学アーカイブズが

「国立公文書館等」として指定を受けた。現在、「国立公文書館等」を有する大学は 9 大学

である。なお、国立大学法人以外の独立行政法人等で「国立公文書館等」施設を有するのは

日本銀行のみである。

 国立大学法人の立場から、公文書管理法の問題点について指摘した研究には、以下のもの

がある。

【東北大学】

永田英明「公文書管理法の施行と史料館公文書室の設置」『東北大学史料館だより』15、2011

年。

【名古屋大学】

堀田慎一郎「公文書管理法の施行と大学アーカイブズ－名古屋大学の事例を中心に－」『国

文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇』8、2012 年。「『国立公文書館等』となった大学文

書資料室－何が変わったのか－」『名古屋大学大学文書資料室ニュース』29、2012 年。堀田

慎一郎「公文書管理法施行後の公文書の評価選別とその諸問題」『名古屋大学大学文書資料

室紀要』21、2013 年。「平成 26 年度から大学文書資料室が改組されます」『名古屋大学大

学文書資料室ニュース』31、2014 年。

【京都大学】

西山伸（京都大学大学文書館）「公文書管理法の問題点」『日本史研究』592、2011 年。西山

伸「公文書管理法施行への京都大学大学文書館の対応」『京都大学大学文書館だより』20、
2011 年。西山伸「公文書管理法と京都大学大学文書館」『記録と史料』22、2012 年。

【大阪大学】

菅真城（大阪大学文書館設置準備室、当時）「公文書管理法と国立大学アーカイブズ」『レコ

ード・マネジメント』60、2011 年。菅真城「公文書管理法への国立大学法人の対応と課題」

『レコード・マネジメント』61、2011 年。菅真城「『国立公文書館等』と『歴史資料等保有

施設』の内閣総理大臣指定」『大阪大学アーカイブズニューズレター』1、2013 年。阿部武
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司「大阪大学アーカイブズの創立と国立大学文書館」『大阪大学アーカイブズニューズレタ

ー』2、2013 年。

【神戸大学】

野邑理栄子「『国立公文書館等』大学施設の現状と課題－神戸大学附属図書館大学文書史料

室の場合－」『全国大学史資料協議会西日本部会会報』28、2012 年。

【広島大学】

小池聖一「公文書管理法における『歴史公文書』と『特定歴史公文書』」『広島大学文書館紀

要』13、2011 年。村上淳子「広島大学文書館における『国立公文書館等』指定に係る対応

－公文書管理法に基づく政令指定の経緯及び提出書類について－」『広島大学文書館紀要』

13、2011 年。岡田泰司「公文書管理法施行後の法人文書管理及び法人文書管理システムの

運用について」『広島大学文書館紀要』13、2011 年。小池聖一「公文書管理法と大学文書館」

『全国大学史資料協議会西日本部会会報』28、2012 年。小池聖一「日本の大学アーカイブ

ス－広島大学文書館を一例に－」『アーカイブズ』48、2012 年。

【包括的なもの】

藤井讓治（京都大学大学文書館）「『公文書管理法』の成立をめぐって」『日本史研究』568、

2009 年。小池聖一「公文書管理法修正試案」『広島大学文書館紀要』16、2014 年。早川和

宏「公文書管理法制の現状と課題」『桃山法学』23、2014 年。

 国立大学法人の立場から公文書管理法の問題点が指摘されたのには、いくつかの理由が

考えられる。まず、国立大学アーカイブズの職員の多くは「教員」であり、論文等の形で自

己の見解を公表することに慣れていたことが考えられる。公務員でもないため、制約が少な

かったとも考えられる。しかし、これらの理由は副次的なものと考えるべきである。公文書

管理法の問題点は独立行政法人等、特に国立大学法人に象徴的に現れていると考えるべき

というのが筆者らの考えであり、それについて論じるのが本章の課題である。

 なお、国立大学法人の大学アーカイブズが「国立公文書館等」の指定を受けるにあたって

は、2 パターン（厳密には 3 パターン）ある。館全体で「国立公文書館等」指定を受けるパ

ターン（A）と「国立公文書館等」指定対象を法人文書に限定するパターンである。後者の

場合、さらに館全体で「国立公文書館等」の指定を受けるがその対象は法人文書に限定し、

それ以外については「歴史資料等保有施設」の指定を受けるパターン（B）と、館の組織を

２分して、それぞれが「国立公文書館等」と「歴史資料等保有施設」の指定を受けるパター

ン（C）である。法施行時の 2011 年には（A）のパターンが名古屋大学（大学文書資料室）、

京都大学（大学文書館）、神戸大学（附属図書館大学文書史料室）、九州大学（大学文書館）、

（B）のパターンが広島大学（文書館）、（C）のパターンが東北大学（学術資源研究公開セ

ンター史料館公文書室）であったが、その後指定を受けた大阪大学（アーカイブズ）、東京
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大学（文書館）、東京工業大学（博物館資史料館公文書室）はいずれも（B）のパターンであ

り、名古屋大学は 2015 年に（B）のパターンに指定を受け直した。この指定のパターンの

違いは、当事者以外には分かりにくいかもしれないが、後述する特定歴史公文書等ガイドラ

インが適用されるか否かという相違点があり、特定歴史公文書等ガイドラインからより自

由な部分が多い（B）パターンが増えている事実を指摘しておきたい。

１．１．２ そこでの論点7

１．１．２．１ 評価選別

 公文書管理法のポイントの一つに、いわゆる日本版レコードスケジュールの導入がある

（第 5 条第 5 項）。評価選別権は、文書を作成・収受した現課の職員が有しているのである。

行政文書の場合、行政文書を廃棄するにあたっては内閣総理大臣の承認が必要だが、法人文

書を廃棄するにあたっては、内閣総理大臣は関与せず、原課の職員の判断をチェックする機

関は存在しない。

 公文書管理法施行以前のいくつかの国立大学法人では、大学アーカイブズのアーキビス

トが評価選別を行っていた。しかし、法施行後は、現課の職員が評価選別を行うようになり、

アーキビストのみの判断にゆだねられることはなくなった。これをもって、公文書管理法に

よる評価選別は、現状より後退したとの意見もみられた。

 しかし、各大学では、法人文書管理規則を工夫し、公文書管理法の枠組みを守りながらも、

アーキビストが評価選別を行えるようにした。評価選別はアーカイブズ学にとって積年の、

さらに永延の課題である。日本版レコードスケジュールは、国の機関を念頭において組み立

てられたものと考えられる。国に比べてはるかに規模の小さい国立大学法人をはじめ独立

行政法人においては、評価選別にアーキビストがより主体的に関われるはずであるし、関わ

るべきである。日本版レコードスケジュールは、国民が文書の処分スケジュールについて知

ることが出来るようになったという優れた点がある。しかし、国の機関と独立行政法人等を

一律に規定したことの弊害は存在する。独立行政法人等にとっては、その法人に応じた評価

選別のあり方が認められるべきである。

１．１．２．２ 特定歴史公文書等ガイドラインの問題点

 行政文書も法人文書も、「国立公文書館等」に移管された後は、一律に「特定歴史公文書

等」となる。特定歴史公文書等ガイドラインでは、「国立公文書館等」に高い設備要件を課

している。受入時のくん蒸、温湿度管理（温度 22℃、相対湿度 55％）、紫外線を除去した

照明、イナージェンガス等による消火設備、排気を出さない高性能フィルターを使用した掃

7 以下、いちいち注記はしないが、前述した文献と菅の経験に依拠している。
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除機による週 1 回の清掃の徹底等であり、これらは国立公文書館と同じ条件である。この

高いハードルのため、多くの国立大学法人は「国立公文書館等」の指定申請に踏み出せない。

特定歴史公文書等は原本を永久保存しなければならないため（公文書管理法第 15 条）ため、

広い書庫を確保することも大きな課題である。

 「国立公文書館等」の指定を受けても、それに伴う予算措置や人的措置はなされない。全

てを自前でまかなわなければならないのである。そうすると、予算規模の少ない小規模大学

において「国立公文書館等」指定がより困難になることは明かである。先述したように、独

立行政法人等には、現課の職員が廃棄と判断したものにストップをかけるシステムは存在

しない。公文書管理法により文書廃棄が進む危惧を払拭することはできない。

１．１．２．３ 運用上の問題

 国立大学法人の「国立公文書館等」は、いずれも正職員 1～3 名の少ない人数で運営して

いる（予算措置や人的措置がなされないので、そうせざるを得ない）。しかし、「国立公文書

館等」には、国立公文書館と同様の運用が求められ、職員には大きな負荷がかかっている。

週 5 日の開館は必須であり、昼食時の閉館は認められない。

 複写料金は利用等規則で定める必要があるため、公文書管理委員会で審議される。その際、

情報公開より安価で手軽に利用できることが求められるため、複写料金は安く抑えられて

いるが、その金額は業者による複写を行った場合実費より安く設定せざるを得ず、赤字にな

る。複写業者が常駐している国立公文書館とは異なり、業者による複写申請がなされると、

業者が出張撮影するので、そのための基本料金が加算されるが、それを利用者に負荷するこ

とは出来ないため、各館の持ち出し赤字になるのである。実際のところ、各館は利用者自身

によるデジタルカメラ等による撮影を無料で認めており（デジタルカメラの貸し出しを行

っている館もある）、不毛な議論と感じざるを得ない。

 実際の運用にあたっても、国立公文書館と国立大学法人の「国立公文書館等」の所与の条

件の違いが考慮されてはいない。

 上記は、法規類には明記されていない運用上の問題であるが、法に規定されていることか

ら生じる運用上の問題も発生している。公文書管理法第 15 条で規定されている特定歴史公

文書等の原本の永久保存は、貴重な「国民共有の知的資源」（公文書管理法第 1 条）を永久

に保存するという崇高な理念の下に規定されたものと考えられ、一定の評価が出来る。しか

し、先述したように、独立行政法人等の場合、原課の職員が移管と判断したものを無条件で

永久保存しなければならない。アーキビストが評価選別に関与している場合でも、その判断

は書庫スペースに依存してしまう場合がある。多くの自治体アーカイブズで行われている

二次選別を行うことは法的に許されない。そうすると、書庫が狭隘化した場合、特定歴史公

文書等となるものを制限せざるを得ない。原本の永久保存が義務づけられているため、真に
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重要な文書を保存・公開できなくなることが懸念される8。

１．２ 国立公文書館への移管の実態

公文書管理法の適用対象法人は、独立行政法人：98 法人、国立大学法人：86 法人、大学

共同利用機関法人：4 法人、特殊法人：9 法人、認可法人：4 法人、その他の法人：1 法人9

の計 198 法人である。このうち、「国立公文書館等」を有する法人は、国立大学法人：9、認

可法人：1 の 10 法人である。残りの法人は、国立公文書館に移管することになるのである

が、その実態はどうであろうか。国立公文書館デジタルアーカイブに登録されている法人文

書を調査してみた結果は下記のとおりである10。

・国立公文書館 2406 件

・科学技術振興機構 1 件

・農林水産消費安全技術センター 2 件

・経済産業研究所 9468 件（商工政策史・通商産業政策史関係文書）

（新規公開、平成 24 年度保存期間満了）

・農林水産消費安全技術センター（平成 24 年度保存年限満了） 1 件

・平和記念事業特別基金 8133 件（書状（恩給、抑留、引揚）請求書、特別慰労品請求書）

 国立公文書館には、5 法人からしか移管されていないのである。このうち、経済産業研究

所からの移管文書 9468 件は、通商産業政策史編纂完了に伴う特例と推測される11。国立公

文書館を除いて、独立行政法人等から国立公文書館への法人文書移管システムは機能して

いないと判断できる。国立大学法人から国立公文書館へは移管されていない12。

１．３ 小括と提言

 国立大学法人をはじめとする独立行政法人等から国立公文書館への移管は、公文書管理

法制定時に懸念されていたとおりシステムとして機能していないというのが、本章のまと

めである。そして、公文書管理法対象法人 198 法人のうち「国立公文書館等」を有している

のはわずか 10法人であり、設置率は約 5％に過ぎないのである。「国民共通の知的資源」で

8 公文書管理法 5 年見直しについての合同研究集会（2014 年 12 月 20 日、於学習院大

学）における西山伸（京都大学大学文書館）の発言。
9 「公文書管理法の適用対象法人（独立行政法人等）一覧」（2014 年 4 月 1 日現在）

http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/kikan/houjintou.pdf（参照 2015-5-8）
10 http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/detail#F2011060316132612701-sdefault-
1-leftupd_F2011060316132612701-1-20-a-n1-i（参照 2015-4-10）
11平和記念事業特別基金からの移管文書 8133 件については、その理由が調査できていない

が、何らかの特殊事情があるものと推測される。
12平成 26 年度に某大学から移管が行われたが、まだ公開されていない。
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ある法人文書を保存・公開するシステムは機能していないのである。ではどうすれば良いの

であろうか。 

 一つには、国立公文書館への移管を進めるということが考えられる。しかし、多様な性格

を持ち、さらに法人格を有している独立行政法人等の法人文書を国立公文書館に一極集中

させるのは望ましくないと考える。移管元法人の業務利用に支障を来すというのが、大きな

理由である。 

 二つには、「国立公文書館等」を増やすということである13。しかし、特定歴史公文書等ガ

イドラインは、ほとんどの法人にとってその求める要件がハイレベルすぎて、対応不可能で

ある。例えるなら、100 を求めて 0しか残っていないのが現状である。50を求めて 50 を残

すことを考えて良いのではなかろうか。行政機関用と独立行政法人用の特定歴史公文書等

ガイドラインを別途に設けるべきではないか。そもそも、情報公開法、個人情報保護法は、

行政機関と独立行政法人等と 2 本立てになっている。にもかかわらず、公文書管理法は 1 本

立てで、独立行政法人等は行政機関に準じるとされている。公文書管理法も、行政機関用と

独法用と 2 本立てにする必要性はないのであろうか。法が無理なら、せめて、独立行政法人

等のガイドラインを制定することはできないのであろうか。運用レベルでも、国の機関と独

立行政法人等の差異を認めて良いはずである。

 さらにいうならば、国立大学法人の設置根拠は独立行政法人通則法でなく国立大学法人

法である。それは、独立行政法人通則法では、大学の特性を反映することが出来ないためで

ある。ならば、国立大学法人の文書管理やアーカイブズ制度も、独立行政法人等と一括りに

するのでなく、大学の特性に応じたものでなければならないはずである。

（菅 真城）

13 内閣府大臣官房公文書管理課との非公式な意見交換によると、内閣府としては「国立公

文書館等」を増やしたい意向であるらしい。
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２．公文書管理法第３４条と努力義務－文書管理体制の構築と専門職員 

２．１ 現状と課題 

２．１．１ 先行研究 

地方における文書管理体制の構築に関する先行研究では、公文書館、文書・記録のライフ

サイクルについての論考は多々見られる。ここでは紙面の関係上割愛するが、公文書管理法

や公文書管理条例制定・施行にともない、公文書管理条例の必要性とそのあり方等に関する

論考も見られることとなった。例を挙げると、早川和宏「公文書管理条例案策定において留

意すべき事項」14、地方公共団体公文書管理条例研究会 報告書『公文書管理条例の制定に向

けて～より良い公文書等の管理を目指して～』15などである。 

地方の実態に関しては、各地での取り組みに関して報告等がある。最近のものとして一例

を挙げると東京市町村自治調査会『市町村における公文書管理方法に関する調査報告書』16

がある。 

専門職員についての論考は、多々見られるが、その内からいくつかについては、以下で採

り上げてみたい。 

２．１．２ 国における公文書管理体制 

国では移管・廃棄に関しては国立公文書館の権限が弱く、レコードスケジュールにより評

価・選別が原課主導で行われている。ここでは、地方のことを主述するので、国については、

簡略して、述べる。 

２．１．３ 地方における公文書管理体制 

地方では、国とは異なり文書量が少なく、公文書館側で評価・選別において「きめ細やか

さ」を発揮できる。しかし、コスト・スペース・マンパワーの不足から、公文書館が未設置

で、評価・選別できる専門職員不在は多くの基礎自治体で見られる。 

公文書館未設置に加えて公文書管理条例未制定、文書・記録のライフサイクルが未確立の

基礎自治体も多い。 

公文書館法や公文書管理法の存在・法の趣旨目的・努力義務規定がどれだけ浸透している

14 早川和宏．公文書管理条例案策定において留意すべき事項．アーカイブズ．国立公文書

館．2011，vol43.p29－59
15 地方公共団体公文書管理条例研究会 報告書 公文書管理条例の制定に向けて～より良い

公文書等の管理を目指して～.地方公共団体公文書管理条例研究会（座長：早川和宏）. 

2011， ｐ1－102
16 市町村における公文書管理方法に関する調査報告書．公益財団法人 東京市町村自治調

査会．2014，p1－277
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のか。条例制定・館設置・ライフサイクル確立の文書管理体制すべてが整っているのは極少

である。香川県を例にとると、香川県・高松市・三豊市ではすべてが整っているが、香川県

内の他の市町では条例制定・館設置には至っていなく、ライフサイクル未確立のところもあ

る。「自治体間格差」が見られる。 

「歴史資料として重要な公文書」とは、上記早川の論考17によると、「歴史資料だから重要

な公文書」という考えをするよりも、「重要な公文書」（「重要なものだから残しておくと、

それが歴史資料になる」）と解釈すべきであると述べている。まさしく、公益性や意思決定

の大小・高低などの観点などから「重要な公文書」を評価・選別することには賛同できる。 

しかし、一方で、地方においては、地域性（地域の独自性）があり、地域の歴史を物語る

数多くの「歴史資料だから重要な公文書」も存在する。つまり、地方は歴史色が強い。   

地方公文書館では、地域や地域住民を意識した上で、例えば「学校アーカイブズ」などが

重視されなければならない。特に小学校は地域の要であり、地域性や地域史が凝縮されてい

る。日常生活や学びの活動記録、「歴史資料だから重要な公文書」も多い。例えば、給食の

メニュー表、運動会プログラムなど学校行事関係などがある。上記の「きめ細やかさ」が求

められる。 

 教職員を含めて原課職員が、現用文書の実務性・有用性（現用性）を重視するのは、当然

のことであるが、原課職員に現用性の高低以上の判断（「歴史資料性」の判断）は難しいの

が実態である。 

２．１．４ 地方専門職員に必要なもの 

地方公文書館の専門職員については、公文書館法に専門職員の規定がある。公文書館法第

４条第２項で「公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を

行う専門職員その他必要な職員を置くものとする。」とある。但し、同法附則で「置かない

ことができる」と規定されている。また公文書管理法には専門職員の規定はない。 

まず、その公文書館法附則第２項（専門職員についての特例）から見てみる。「当分の間、

地方公共団体が設置する公文書館には、第４条第２項の専門職員を置かないことができる。」

とある。 

公文書館法には附則第２項（専門職員についての特例）について、昭和 63年６月１日に

総理府から出された「公文書館法解釈の要旨」には、「本項は、現在、専門職員を養成する

体制が整備されていないことなどにより、その確保が容易でないために設けられた特例規

定である。」と述べている。 

専門職員規定の第４条第２項については、「公文書館法解釈の要旨」では、次のように述

17 前掲 14）ｐ54－55
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べている（下記は、その部分を引用し、筆者が下線部を施した）。 

「歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員」とは、歴史を後

代に継続的に伝えるためにはどのような公文書が重要であるのかという判断を行うた

めに必要な調査研究を主として行う者をいう。いわば、公文書館の中核的な業務を担当

する職員であり、公文書館の人的組織においてはきわめて重要な存在である。 

   このような専門職員に要求される資質については、歴史的要素と行政的要素とを併

せ持つ専門的な知識と経験が必要であると言えるが、現在の我が国においては、その専

門的な知識と経験の具体的内容については未確定な部分もあり、また、その習得方法に

ついても養成、研修等の体制が整備されていない状況にある。したがって、任命権者と

しては、当面、大学卒業程度の一般の職員との比較において、いわば専門的といいうる

程度の知識と経験を有し、上記の調査研究の業務を十分に行うことができると判断さ

れる者を専門職員として任命すればよいということになる。 

 地方公文書館では、「歴史的要素と行政的要素とを併せ持つ専門的な知識と経験が必要」

としながら、「その専門的な知識や経験の具体的内容については未確定」としている。さら

に「大学卒業程度の一般の職員との比較において、いわば専門的といいうる程度の知識と経

験を有し、上記の調査研究の業務を十分に行うことができると判断される者」として当面は

これで対応すべきとの見解である。 

次に、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会調査・研究委員会「公文書館専門職員実態ア

ンケート調査集計結果（最終版）」18から見てみよう。全国の地方公文書館から回答を得たも

ので、地方公文書館の専門職員観が見て取れる。 

 「専門性が高い業務（複数回答可）」について問うたところ、次のような回答結果になっ

ている。 

 ある…58 館（95.1％）、ない…3館（4.9％）計 61 館 

 １．レファレンス対応 48（82．8％）、２古文書の整理（目録作成等）43（74.1％） 

 ３．歴史公文書の評価選別 40（69．0％）、４．展示等の普及行事の企画 40（69．0％） 

５．研修会・講座等の講師 39（67．2％）、６．資料の公開・非公開の判定 31（53．4％）、

７．資料の修復 30（51．7％）、８．館の業務に関わる研究論文の執筆 27（46．6％）、 

９．歴史的公文書の整理（目録作成等）27（46．6％）、10．自治体史編纂 16（27．6％）、

10 その他 4（6，9％） 計 345 

公文書に関することは３．６．９にあるが、古文書やレファレンスなどの普及事業に専門

性を求めている。 

次に、「館が『専門職員』に望む資質」（複数回答。回答館は 61 館中 56館）を問うたとこ

18 公文書館専門職員実態アンケート調査集計結果（最終版）調査・研究委員会．記録と史

料．全国歴史資料保存利用機関連絡協議会．2014，vol24，P71-84.
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ろ、次のようになった。 

１．歴史資料の取扱に関する知識 49 館（87．5％）、２．古文書解読の能力 46 館（82．

1％）、３．歴史に関する調査研究の能力 43 館（76．8％）、４．行政の実務経験 27 館（48．

2％）、５．情報処理技術 24 館（42．9％）、６．語学力８館（14．3％）、７その他５館（8．

9％） 

前者の「専門性が高い業務」の１位は、レファレンス対応 ２位古文書の整理（目録作成

等）、後者の「館が『専門職員』に望む資質」の１位歴史資料の取扱に関する知識、２位古

文書解読能力となり、「歴史的素養」が重視されていることがわかる。古文書とレファレン

ス重視の結果となっている。 

全国的には「機関アーカイブズ（組織内アーカイブズ）」（公文書）と「収集アーカイブズ」

（古文書等）を併せ持つ「統合アーカイブズ」が多く、これを国立公文書館のような公文書

中心の「機関アーカイブズ（組織内アーカイブズ）」に特化すれば、違った結果が出てくる

と考えられる。地方公文書館の考える専門職観は総じて「歴史的素養」＞「行政的素養」で

ある。 

参考までに最近の国立公文書館の公文書専門員募集要項に掲載されたもの19としては、

「政治学、行政学、法学、歴史学（日本近現代史）、図書館情報学、アーカイブズ学、記録

管理学等の分野」が挙げられており、近世以前の古文書分野がない上に、多岐にわたる専門

分野が列挙されている。 

「日本アーカイブズ学会登録アーキビストに関する規程」20の【別表１】「アーカイブズ学

に関する専門科目の履修要件」に出てくる「古文書」「地域資料」に関する箇所は２か所あ

る。むしろ【別表１】の文言を見ると、むしろ「アーカイブズ」を多用していることがわか

る。 

 「公文書、電子記録、古文書、オーラルヒストリー、視聴覚アーカイブズ等のメディアの

性質、取り扱い方法および解釈方法」「民間が所蔵する記録その他の地域資料の調査と分析」

の文言中２か所である。 

保坂裕興「アーカイブズ学教育の指針に関する基礎的考察」21を引用する。 

 日本でアーカイブズ学教育を推進するには幅広い内容と学際性の見きわめが必要にな

る。英米のアーキビスト協会による大学院教育課程の指針は、課程認定システムの有無

で違いがあるが、〈記録〉を中軸として記録管理とアーカイブズ管理を一体に統御する

19 国立公文書館ホームページ 公文書専門員の採用について 

http://www.archives.go.jp/top/saiyou130807_01.html（参照 2015-5-11） 
20 日本アーカイブズ学会登録アーキビストに関する規程 

http://www.jsas.info/modules/20140419/20140419archivist.pdf（参照 2015-5-11）
21 保坂裕興．アーカイブズ学教育の指針に関する基礎的考察．文化情報学．駿河台大学．

2004， vol 11, no.1, p29.論文「要旨部分」。
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点、古文書学等の歴史学的要素により記録の解釈と操作を支える点で共通していた。そ

の背景にはアーキビストの記録の〈証拠の質〉を磨きつつ、社会の中で活用させてきた

歴史があった。 

英米では「記録管理とアーカイブズ管理」「古文書学等の歴史学的要素」の二側面がある

ことを述べている。換言すれば、公文書と古文書の二側面の専門職教育ということと解され

る。 

 「記録管理とアーカイブズ管理」の観点からは、小谷允志「アーカイブズと記録管理」22

がある。これを引用する。 

   実質的に文書管理業務のプログラムを立案、推進する専任のスペシャリストとして

文書管理推進責任者（「レコードマネージャー」）がどうしても必要。 

   現用文書管理の専門職レコードマネージャーと非現用文書管理の専門職アーキビス

トが一貫した方針・プログラムの下に連携して仕事が行える体制が可能になる。現用

記録から歴史的な記録までを一貫して管理する方式は米国国立公文書館（ＮＡＲＡ）

はじめ世界の記録管理先進国が採用しており、オーストラリアの「レコード・コンテ

ィニュアム論にも通ずる。 

「現用文書管理の専門職レコードマネージャー」と「非現用文書管理の専門職アーキビス

ト」が必要であることを述べている。 

次に、豊見山和美（沖縄県公文書館）「専門職員論～公文書館専門職員の専門性とは何

か～」23を引用する。 

「歴史研究」と「証拠的機能」という点では、公文書資料のもっている特質を強調し

ている。つまり公的な管理のもとに作成され保全されていること、それが資料として

の価値を担保することだ（中略）公文書館で保存し公開する資料が、歴史研究にとっ

て、また組織の説明責任を果たすものとして価値あるものになるのは、その原文書の

程度、継続性、性質が、公の責任において管理されてきたものであることから派生す

るものだという考え方。客観性を担保するという点で、公的な管理のあり方がその資

料の価値を規定するということはある。逆にいえば、文書そのものの歴史的価値とい

ったものを凝視するよりは、管理のあり方や手続きの適正を期すことが公文書の管

理者の役割、非現用段階ではアーキビストの役割でないか（後略） 

「歴史研究」「文書そのものの歴史的価値」よりも「証拠的機能」「説明責任」「管理のあ

り方や手続きの適正を期すこと」にアーキビスト（専門職員）の役割を求めている。 

22 小谷允志．アーカイブズと記録管理．情報管理．科学技術振興機構．2005，vol48，

no.9 ，ｐ605
23 豊見山和美（沖縄県公文書館）．専門職員論～公文書館専門職員の専門性とは何か～．

アーカイブズ．国立公文書館. 2003, vol12, p7
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中村惠信「公文書館における公文書の管理とアーキビスト」24では、アーキビストの役

割を「ジェネラルアーキビスト」として捉え、歴史的文化的なものから利用環境整備、

現代のコンピューターまで幅広いアーキビスト観を展開している。 

日本アーカイブズ学会では『アーカイブズ学研究』№５・№９・№21 で専門職問題を採

り上げている。中でも№21 の森本祥子「日本アーカイブズ学会の設立、その成果、そして

これから」は特に注目に値すると考える。その内より引用する25。 

アーキビストが専門職として正規職員に雇用されないのは、アーキビストの専門性が

理解されていないからではなく、組み込む仕組みを持たないからである。（中略）現状

のアーカイブズの非常勤職員は、キャリアアップする先がなく、ジュニアなポストしか

選択肢がないことが問題なのであり（後略） 

 専門職員の雇用問題、すなわち専門性と非常勤職員の雇用問題を採り上げている。 

以上、見てきたように、公文書館法では「歴史的要素と行政的要素とを併せ持つ専門的な

知識と経験が必要」、地方公文書館の多くで必要なのは、上記アンケートによると古文書・

レファレンス業務における「歴史的素養」である。「行政的素養」が必要な現用文書の記録

管理分野との結びつきを強調する論考等も多い。 

２．２ 提言 

 以上述べてきた調査・研究等による現状と課題を踏まえて、「あり方」を提言していく。 

２．２．１ 国における公文書管理体制のあり方と専門職員 

国では移管・廃棄に関しては国立公文書館の権限が弱く、レコードスケジュールにより評

価・選別が原課主導で行われているので、公文書管理法の第８条の条文を改正し、国立公文

書館に最終「移管・廃棄」権限を付与すべきであると考える。そうなると、コスト・スペー

ス・マンパワーが必要になってくる。つまり、予算、館の新設計画（現在進行中）、職員数

である。マンパワーで必要なのは的確に評価・選別できる専門職員である。増員を望みたい。 

２．２．２ 地方における公文書管理体制のあり方と専門職員 

24 中村惠信．公文書館における公文書の管理とアーキビスト．レコード・マネジメント．記

録管理学会．1997， vol35，p40 
25 日本アーカイブズ学会では『アーカイブズ学研究』№５（シンポジウム：アーカイブズ

専門職の未来を拓く）2006.同№９（企画研究会：アーキビスト資格制度の構築にむけ

て）2008、同№21（日本アーカイブズ学会設立 10 周年企画研究会私たちの「アーカイ

ブズ学」をとらえ直す－批判・検証・展望－）2014 で専門職問題を採り上げている。そ

の中で№21 の森本祥子．日本アーカイブズ学会の設立、その成果、そしてこれから．

P31
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 予算、館、職員は、国同様地方自治体でも必要である。 

現実的には公文書館が無い中で、また専門職員がいない中で、公文書管理条例は望ましい

ものの、そこに至っていない中で、どうするか。 

まず、規則・規程で「歴史資料として重要な公文書」の規定を組み込むことである。「歴

史資料として重要な公文書」とは何かを考え、評価・選別基準を策定すること、専門職員が

無理なら、「余業」・「片手間」でなく専らそれにかかわる専従の職員確保に努める。「歴史資

料として重要な公文書」の別置き書庫の確保も望みたい。 

 原課職員のなすべきこととして、例えば、原課職員が起案時、起案用紙に次の①～④を入

力。それは、保存年限満了後において ①重要な行政施策・事業の文書である。 ②実務・

権利証明に必要な文書である。 ③将来歴史資料になる文書である。 ④その他の 4択（複

数選択可）の番号欄を設ける。これならば原課職員の負担にならない（移管・廃棄に関わら

ず記入）。これをすることで、原課職員の保存年限満了後も「歴史資料として重要な公文書」

として残していく意識醸成、将来のレコードスケジュール体制を見越した運用を行うこと

として考えられないだろうか。「文書・記録のライフサイクル」が確立されていない自治体

では先ずこれから整備ということが前提ではあるが。 

公文書館未設置、専門職員不在などでの現実の対応は考えてきたが、やはり、それでも地

方公文書館と専門職員が必要であると強く考えている。 

地方の公文書館であるので、専門職員は、地方事情に詳しいこと。地方の独自性あり。そ

れを踏まえて「きめ細やかな」評価・選別ができる専門職員が必要である。 

主に「行政的素養」を活かして、現用文書の記録管理分野との関係性を重視した業務、主

に「歴史的素養」を活かしたレファレンスや文書読解リテラシーを持つ専門職員どちらが必

要かと問われれば、どちらも必要と回答したい。「歴史的素養と行政的素養」両方である。 

 さて、公文書管理法との関連であるが、３４条の努力義務の地方でのあり様である。国の

法規定と基幹部分は一致させる必要がある。しかし地方の独自性があってもよいと考える。

３４条等公文書管理法の中には、努力義務の内容、すなわち具体的な地方で「成すべきこと」

が示されておらず、地方公文書館設置や専門職員のコンセプトが必要ではあるまいか。 

 保存だけでなく利活用の観点からは、地方公文書館では専門職員による「公文書館法」の

趣旨である「保存」業務と「利用」業務の充実などが必要である。利用者に寄り添ってサー

ビスをすることに努めてきたことが、条例施行後においても閲覧請求時に発揮できること

である。情報公開条例の開示請求では、目録を見ての「一点別請求」によらない。利用者の

求めに応じて、存在の有無からその内容に到達するまでの「絞り込み」を行う。公文書管理

条例においても同様であるべきで、つまり、利用者のニーズに応じて簿冊の中の件名、さら

に記載内容に到達するまでのレファレンスを十分にして「簿冊丸ごと一点別請求」での利用

者が「大量から探す」負担を軽減することが望まれる。件名や内容の請求が「ピンポイント」
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でできるように検索システム上の「件名検索」とともに、従来からの親切丁寧なレファレン

スをも心がけたい。また、古文書は勿論のこと公文書でも特にレファレンス時において、「歴

史知識」、「歴史資料の所在とその調査方法の助言・支援能力」「文書読解能力」がなければ、

対応できないのが現実。「歴史的素養」は必要である。 

公文書管理法の中に、専門職員のコンセプトを盛り込むと同時に、地方公文書館の「保存

と利用」を謳っている公文書館法の中で、専門職員を置かないことを附則で謳っている公文

書館法の改正も必要である。 

また、専門職員の養成機関が充実していないことが、附則の置かない理由となっている。

それならば、先ずもって「歴史的素養と行政的素養」を持つ専門職員養成機関の充実に努め

ることが肝要である。 

２．２．３ 自治事務と国の関与 

地方自治（自治事務）に対して国が自治体公文書管理事業への関与ができるかの問題があ

る。しかし、「てこ入れ」は必要。 

国が地方自治体を支援することはできる。岡本信一・植草泰彦『改訂 Ｑ&Ａ公文書管理

法』26他いくつかの「逐条解説」によると、「政府としても本法の制度や運用について必要な

情報提供その他の支援を行っていくことが必要になると考えられる」としている。公文書館

法第 7条には「内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営

に関し、技術上の指導又は助言を行うことができる。」とも規定されている。 

地方自治体ではないが、国の地方出先機関の文書の保存について、地方自治体との連携な

どを考えてもよいのではないだろうか。 

「笛吹けど踊らず」でなく国は「踊るように仕向ける」のがベター。地方自治体が「自分

から進んで踊る」のがベストであると考えている。  

２．２．４ 具体的な法改正への提言 

（１） 公文書管理法の中に地方公文書館と専門職員のコンセプトを盛り込むとともに、

公文書館法の附則第２項（専門職員についての特例）を削除すべきである。専門職員

を養成する体制が整備されていないことが専門職員を置かない理由ならば、専門職員

を養成する体制を国が整備・充実に努めるべき。法改正と制度による体制充実を。 

（２） 現用文書の記録管理を担うレコードマネージャーと非現用の歴史公文書を扱うア

ーキビストの両専門職員を法的に規定する。両者は行政的素養を持ち、相互理解の上

でシームレスに連携・協力できる法行政的な措置を。文書主管課レコードマネージャ

26 岡本信一 植草泰彦．改訂 Ｑ&Ａ 公文書管理法．ぎょうせい．2011，ｐ121.他いく

つかの「逐条解説」も参照
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ーの中に歴史系のアーキビストがいるのもよい。現実的にはレコードマネージャー、

国立公文書館のアーキビストなど職員増員、他の諸国と比べてあまりにも少ない人数

を先ず改善すべきである。また、正職員での雇用を望む。地方も同様。 

（３） 文書読解能力がなければアーキビストとして専門職足りえない。文書読解能力と

歴史的背景を考える能力を持つ「歴史的素養」をも持つ専門職員養成のための国家資

格としての法整備を。地方公文書館アーキビストではこの色彩が強い。 

（４） 国に比べて文書量の少ない地方自治体では、学校アーカイブズなど地域色の強い、

保存年限が短い文書（1年保存文書も含めて）でも文書館での「きめ細やか」な評価・

選別が可能。公文書管理法第 34 条との絡みで国と地方の違いがあってもよい。公文

書管理法の第８条の改正は望むところである。これは、地方でなく国の課題ではある

が、現行の第８条に基づく省庁原課と国立公文書館との間の「移管・廃棄」権限のあ

り様を、そっくり引き写し地方自治体が各条例で採用することなく、原課だけの判断

で「廃棄させないこと」に加えて公文書館側から原課に「移管を求める」こと「レコ

ードスケジュールの変更を求める」ことの公文書館側（公文書館長）の権限が発揮で

きるなど、地方の独自性が必要である。評価・選別（二次選別）ができ、一次選別の

「妥当性」のチェックなど原課との協議・対応できる地方公文書館専門職員体制の充

実、職員数の増加などの促進を望みたい。 

最後に、2015 年（平成 27 年）２月 22 日 『読売新聞』（大阪本社版）「公文書管理法見

直し 提言の動き 現場乏しい人・予算」との見出しの記事を引用したい。 

 記録管理学会などに所属し各地の様子を調査した香川県立文書館の嶋田典人さんも、

「公文書館は記録資料のデパートだ。こんな文書が見たいという市民の多様なニーズに 

適切に応えてこそ、利用は進む」とし、「そのためには専門知識に富んだ職員の配置が

欠かせないが、どこも十分でないのが現状だ」と言う。 

（嶋田 典人） 
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３．特定秘密保護法との関連から公文書管理法の問題点と課題 

３．１ 本章における前提条件 

「国民の知る権利が奪われる」、「報道の自由が奪われる」、「不都合な情報が隠ぺいされ

る」、「日本が戦前と同じ戦争をする国に戻っている」等の特定秘密保護法に反対する意見は

数多く発信されている。しかしながら、特定秘密保護法によって本当に我々の知る権利は奪

われてしまうのか、国は情報を隠ぺいするのか、突然日本が戦争をする国になるのかについ

ては半信半疑の人が大多数なのではないかと思う。 

そもそも特定秘密保護法が登場する以前は、我々の知る権利が常に保障され、必要な情報

にアクセスが出来て、国家を監視することができたのかと言えば、全くそんなことはない。

情報公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法律）は 2001 年 4 月に施行されたし、

公文書管理法（公文書等の管理に関する法律）に至っては 2011 年 4月にようやく施行され

たといった具合である。ドイツの社会学者マックス・ウェーバーは 1922 年に発表した著書

『支配の社会学』で「文書主義の原則」27について指摘しているにも関わらず、我が国にお

いて政策決定過程が検証できるように文書を作成することが義務付けられたのが 2011 年と

いうのは何ともお粗末な話である。それでも議事録が作成されていなかったり、必要な記録

が紛失していたりと問題は山積みであり、21 世紀を生きる我々はいまだに文書主義を実践

できていないという悲しい現実と向き合わなければならない。 

それに追い打ちをかけて特定秘密保護法の問題が出現したというわけである。したがっ

て、特定秘密保護法の問題だけを単体で議論してもあまり意味がない。公文書管理法と情報

公開法は車の両輪と言われているし、これらを踏まえたうえで特定秘密保護法についても

考えていく必要がある。 

本章では、【参考資料２】の「特定秘密保護法案に対する記録管理学会緊急声明」を前提

として、特定秘密保護法との関連から公文書管理法の問題点や課題についてまとめていく。 

３．２ 先行研究 

特定秘密保護法との関連からの公文書管理法の問題点や課題について指摘は、既に様々

な意見が出されている。久保・瀬畑は、秘密指定された文書には公文書管理法が適用される

が、どのように適用されるのかが曖昧であると指摘している28。秘密指定された文書に公文

書管理法が適用されると下記の事項が適用されることになる。 

27山川基,小笠原真. マックス・ヴェーバー研究―ヨーロッパ社会学史の一齣―.就実論

叢.2010,No.40,p 85-101. 
28久保亨,瀬畑源. 国家と秘密 隠される公文書(集英社新書 0759). 集英社,2014, 206p 
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[リスト 1]秘密指定された文書に公文書管理法が適用された場合の適用事項例 

1) 文書の作成義務 

2) 行政文書ファイル管理簿への登載 

3) レコードスケジュールの設定 

4) 内閣総理大臣への毎年の報告義務 

また当然ながら秘密指定された文書には特定秘密保護法により下記の事項も適用される

ことになる。 

[リスト 2]特定秘密保護法により適用される事項例 

1) 毎年内閣総理大臣の有識者会議への運用状況の報告義務や意見聴取。 

2) 問題があるときには内閣総理大臣は各行政機関への資料の提出を求めることができる。 

3) 特定秘密指定管理簿に登載される(されたことを国民は確認できない)。 

4) 秘密指定された文書は指定解除まで公開されない。 

そして、公文書管理法と特定秘密保護法のどちらも適用された場合、下記の 7つの課題や

問題点が発生する。 

[リスト 3]公文書管理法と特定秘密保護法を適用した場合の問題点と課題 

1) 秘密指定された文書に公文書管理法が適用されると文書の作成義務が発生するが、秘密

指定された文書が作成されているのかそもそも国民には確認できない仕組みになって

いる。 

2) 政府は公文書管理法と特定秘密保護法の規定のどちらを優先するのかわからない。 

3) 行政文書ファイル管理簿と特定秘密指定管理簿の二重帳簿を作って管理することにな

る。 

4) 秘密指定をあらかじめ解除して、他の文書のリストに混ぜて廃棄する可能性がある。 

5) 公文書管理法第 3条の「他の法律又はこれに基づく命令に特別な場合」は適用外を利用

して、防衛秘密については自衛隊法に基づくものとして公文書管理法の適用外にされて

いる。 

6) そのため国立公文書館等への移管はされず、廃棄されている。しかしながら、防衛秘密

は特定秘密に含まれているため、防衛秘密も公文書管理法が適用されることになるのか

不透明。また今後国立公文書館等へ移管されることになるかについても不明。 

7) 第三者機関や公正なチェック機能の保証がない。 
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上記の問題点を監視するためにも 7 番目に記載している第三者機関や不正のチェック機

能が必要である。しかしながら、そのようなものは現在存在しない。韓は現状では「特定秘

密のチェックメカニズムによると、行政府の一元的な秘密指定等に対して三権分立に基づ

く国会と裁判所の統制は限定的であり、政府が構想する第三者機関も独立・公正なチェック

機能の保証がないことから、知る権利に基づく特定秘密の民主的統制は十分に及ばない」と

指摘している29。 

3 番に出てくる行政文書ファイル管理簿にはその文書が以前秘密指定された文書だった

かどうかの情報が記載されていないため特定秘密を解除された文書を探すことができない。

したがって、国民は特定秘密だった文書を割りだし、検証することができないことになる。

またこのため、4番を簡単に行うことが可能なのである。このことは国民に対する説明責任

を保障する公文書管理法の趣旨に反している。 

しかしながら、元経産省官僚の古賀は、特定秘密保護法以前から「著者の 30 年以上の官

僚時代の経験からいえば、現在、役所においては、情報は、原則公開ではなく、原則秘密で

ある。とりわけ、役所の中の政策決定過程に関する情報はほとんど全て秘密扱いになってい

る」30と指摘しており、既に公文書管理法の趣旨に反している状態が継続されているとも言

える。 

 特定秘密の指定期間と行政文書の保存期間の関係も問題が発生している。公文書管理法

や内規などによって行政文書ごとに保存期間は決まっているが、行政文書の保存期間と特

定秘密の指定期間との関係が特定秘密保護法では明らかにされていない。特定秘密指定は

上限 5 年。ただし通算 30 年までは更新可能であり、内閣の承認があれば通算 60 年まで更

新可能である。また更に延長も可能とされており、一体いつまで秘密指定することが可能な

のか不透明である。上手く運用すれば、永久に秘密指定することも可能であるようにも見え

る。この指定期間と保存期間をどのように整合性を取るのかは全く明らかにされていない。

武井は、「30年以下の秘密文書については、公文書管理法によって、期限前に廃棄しまって

いいとされ、また、30年超 60年以下の「秘密」は歴史的な資料とされない限り廃棄されて

いいとなっている」と指摘している31。即ち、仮に秘密指定は 10 年、保存期間 5 年と定め

29韓永學.知る権利と国家機密－特定秘密保護法を題材に.マス・コミュニケーション研

究.2014,No.85,p123-141. 
30古賀茂明.行政の現場から見た特定秘密保護法に関わる問題. 別冊法学セミナー.2014, 

No.229, p44-52. 
31武井由起子.”第 2 章 特定秘密の指定等”.これでわかった！超訳 特定秘密保護法. 明日の

自由を守る若手弁護士の会.岩波書店,2014,p.16-30. 
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られている文書があった場合、秘密指定が解除された時点で、保存期間は満了していれば、

即座に廃棄されてしまうのである。 

 以上の先行研究から見てきたことをまとめると下記の課題が明らかになる。 

[リスト 4]先行研究から見えてきた問題点と課題 

1) 特定秘密保護法と公文書管理法とは整合性が取れていない。 

2) 秘密指定された文書を廃棄させないために公文書管理法の保存年限と特定秘密保護法

の秘密指定期間を合わせる必要がある。また国際的な慣行となっている「30 年原則」を

進めようという動きへの逆行を止める必要がある（世界的な動きを見ると、30 年でも長

いためもっと短くしようという動きが起こっているのにも関わらず）。 

3) 公文書管理法内に秘密指定のルール、秘密解除のルールを盛り込み、 秘密文書取り扱

いの制度を整備する必要がある。 

4) 国民が特定秘密の監視に関与できないのであれば、監視する第三者機関が必要である。 

３．３ 特定秘密保護法と公文書管理法の関連について見解 

本節では、前節で見えてきた課題や問題点を踏まえて、私の見解を述べていく。 

特定秘密保護法の対象は「防衛」、「外交」、「特定有害活動」、「テロリズム」とされている

が具体的に何であるのかが明かされず曖昧である。既にお分かりの通り、この曖昧さこそ特

定秘密保護法の特徴である。この曖昧さを無くすためには特定秘密保護法の規定を明確化

するか、「特定秘密保護法案に対する記録管理学会緊急声明」にあるように公文書管理法の

中で、秘密指定のルール、秘密解除のルールを盛り込み、 秘密文書取り扱いの制度を整備

する必要がある。 

しかしながら、これらを整備した場合、当然ではあるが特定秘密保護法の特徴である曖昧

さが失われることになり、それでは権力者にとって都合が悪い。権力者にとって不都合な情

報を好き勝手に秘密指定して、国民に公開しないようにするには曖昧さを残しておくこと

が重要である。また権力側自らが不利益を被るような文書を取り扱う者の罰則規定を設け

ることもまずしないだろう。 

よく特定秘密保護法の適用例として、友人同士で話していた内容がたまたま特定秘密に

関連していたということが理由で突然逮捕されてしまうという例が挙げられるが、現実的

にはそこまで行われることはないとしても、このようなことまで想像できてしまうところ

がこの法律の怖いところである。 

特定秘密保護法はもちろんのこと、公文書管理法も特定秘密保護法によって曖昧なもの

となってしまい、今では特定秘密保護法の曖昧さを補完する存在になってしまっている。そ

の結果、車の両輪であるはずの情報公開法の存在感も薄れてしまった。したがって、情報公
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開法、公文書管理法、特定秘密保護法を単体のものとして扱うのではなく、関連性を考慮し、

1つのものとして再整備する必要である。 

だが、そもそも特定秘密保護法は何のために存在するのかよくわからない。TPP 交渉のた

めという意見もあれば、集団的自衛権拡張のための準備という意見もあるが実際のところ

不明である。我々の知る権利や基本的人権を剥奪してまで優先されるべきことが果たして

あるのだろうか。特定秘密保護法は調べれば調べるだけ謎が深まる法律である。 

３．４ 提言 

国民や国家を守る上で、国家機密が発生してしまうのは必然であるが、それが際限なく発

生してしまうのは民主主義国家としてあってはならないことである。民主主義国家である

以上、憲法で保障されている国民主権、知る権利、基本的人権の尊重が守られなければなら

ない。 

特定秘密保護法の問題が盛んに議論されているが、冒頭でも記したとおり、そもそも公文

書管理法・情報公開法の運用ですら上手くいっているとは言えない。必要な文書がきちんと

作成され、我々が必要な時に即座にアクセス出来る。または一定期間を経てアクセスするこ

とができる仕組みの整備が順調に進んでいるとは到底言えない。 

よく日本における民主主義は、自ら勝ち取ったものではなく、米国によって与えられたも

のであり、それが我々の民主主義を自ら守るという強い姿勢にならない原因であるいう指

摘がある。確かに選挙における投票率の低下が進行したり、本件でも取り上げている特定秘

密保護法についての議論が国民全体にまで波及しなかったのはその表れなのかもしれない。 

この状況下で公文書管理法や情報公開法、特定秘密保護法について議論を深めていくに

は、これらについて考える前に、国家とは何であるのか、民主主義とは何なのかという我々

があって当たり前だと思っている根底の部分についても考えてみる必要があるのかもしれ

ない。その根底にあるものを考えることで、何故公文書管理が正しく行われる必要があるの

か。何故国民に情報公開しなければならないのか。何故国民が必要としている情報を勝手気

ままに秘密指定してしまうことが危険なことなのかということについて真摯に向き合うよ

うになるかもしれない。  

公文書管理法の第 1条には、 

「この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全

な民主主義の根幹を支える国民共有の知識資源として、主権者である国民が主体的に利用

し得るものであることにかんがみ、国民主権にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事

項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等

を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法

人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにするこ
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とを目的とする」32

とあるが、ここに出てくる「健全な民主主義」とはいかなる状態を示しているのかを表現で

きるレコードマネジャーやアーキビストはどれだけいるのだろうか。これからはレコード

マネジメントやアーカイブについての技術論や制度論ばかりに焦点を絞るのではなく、レ

コードマネジャーやアーキビストも民主主義とは何であるのか。民主主義を維持するには

何故公文書管理や情報公開が必要なのかという根底の部分についての問いに真剣に向き合

い、議論していく必要があるのではないだろうか。 

（上田 雄太） 

32e-Gov."公文書等の管理に関する法律". 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO066.html（参照 2015-05-08）
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おわりに

本稿においては、公文書管理法改正に関する３つの提言を行なった。しかし、公文書管

理法の目指す姿を実現するためには、甚だ不十分といわざるを得ない。昨年１２月２０日

と本年３月１４日に開催された当学会関連機関による「公文書管理法５年見直しについて

の合同研究集会」等における活発な議論や検討を進化させるべきであろう。

今後の論点になると思われるものを、「条文」、「ガイドライン」、「附帯決議」、「有識者

会議の最終報告」の４項目、16 点について指摘しておく。

１．条文について

（１） 第２条４の行政文書、第２条５の法人文書の定義の修正：「組織的に」を削除。「組

織的に」という概念は、対峙する概念として「個人的に」を顕在化させる。その結

果生まれたグレーゾーンが抜け道となり、行政が適正に運営される阻害要因になる

ので法の目的にそぐわない。

（２） 第２条４及び５で、行政文書・法人文書ではないものとされる「官報、白書、新

聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるも

の」の削除：何を見、何を読んで構想を練り上げたのかを明らかにすることは、意

思決定のプロセスを可視化するうえで有効である。また、販売されたものでも、全

てが国立国会図書館に納入されておらず、絶版になって入手できないものもある。

存在する文書は全て管理すべきである。

（３） 第２条８公文書の定義、第１４条（行政機関以外の国の機関が有する歴史公文書等

の保存及び移管）：立法府･司法府の記録も対象とする。

（４） 第５条（整理）：国立公文書館にレコードスケジュールの導入と審査権があること

を明記、実施機関での保存期間の延長を国立公文書館館長の権限とする。

（５） 第６条（保存）：３０年原則明記、行政文書の評価選別は公文書館側も実施する。

（６） 第８条（移管又は廃棄）：許可のない行政文書の処分（特に廃棄）に対する罰則規

定を設ける。

２．ガイドラインについて

（１） １年未満の保存文書は行政ファイル管理簿には記載されない。（法７条、施行令１

２条、行政文書ガイドライン６－２－（１））どのような文書か該当するのか明確

にすること。また、決裁されなかった文書が含まれる場合、それは外すべき。重要

な意思決定プロセスにおける否決であれば長期保存すべきであり、否決したことが

正しかったかどうか、後日、検証できる。

（２） 点検･監査及び管理状況の報告等（行政文書ガイドライン８）は自己点検、内部監

査に終始することなく、積極的に外部監査を受けるなど、国民の期待に応えるよう

公文書管理の成熟度向上を図ること。そのためには、公文書管理に関する評価基準



24 

を定めるべきである。（参考：ARMA の GARP 原則と成熟度モデル、東京都福祉

保健局情報管理ガイドライン等）

（３） 研修（行政文書ガイドライン９/特定歴史公文書等ガイドラインＥ）は、実施回数

だけでなく理解度テスト等で効果測定をすること。

３．附帯決議について

（１） 衆議院附帯決議一、参議院附帯決議一（行政改革）：公文書管理の改革が究極の行

政改革だと認識するのであれば、公文書管理の適正な運用及び行政の効率向上がど

のくらいできているか指標を定め、成果を国民に示すべきである。

（２） 衆議院附帯決議二（公文書管理担当機関の検討）：国立公文書館をＮＡＲＡのよう

な機関に拡充し、現在内閣府で実施され、或いは今後実施されることが予定されて

いる公文書管理、情報公開、特定秘密管理に関する事務等は国立公文書館で実施す

るべきである。

（３） 衆議院附帯決議六、参議院附帯決議十三（職員の公文書管理に関する意識改革及び

能力向上のための研修並びに専門職員の育成計画を計画的に実施すること）：資格

制度の整備、研修環境の改善、研修修了者の処遇についての対応。

（４） 衆議院附帯決議十一、参議院附帯決議七（デジタルアーカイブ化）：紙記録のデジ

タル変換、デジタルデータの移管･収集、メタデータの流通への対応。

４．有識者会議の最終報告について

（１） 最終報告書４．公文書管理のあるべき姿に向けて（２）文書管理サイクルを通じた

横断的方策（ア）統一的管理の推進（中間書庫等）：半現用の行政文書の管理は、

各行政機関に任せるのではなく、拡大版国立公文書館管理の中間書庫で行なう。

（２） 最終報告書４．公文書管理のあるべき姿に向けて（２）文書管理サイクルを通じた

横断的方策（エ）分類･整理：誰でも探せるファイル名を設定し、似た者同士をグ

ループ化し、課内で序列を組むなど、同じ課の人間であれば即座に探せる分類をす

ることで、業務の効率化を図ること。（検索時間の可視化により有効性を測定でき

るようにすること）

（３） 最終報告書５．公文書管理担当機関のあり方：現用、非現用を一括管理する公文書

管理機関を設置。現在の国立公文書館を米国ＮＡＲＡのような機関に拡充する。

以上のように、法の目的を達成する上で自己矛盾を起こさぬよう法そのものやガイドラ

インを改正すべきである。また、附帯決議や有識者会議の最終報告への対応レベルを真摯

に評価すること、当学会や関連機関からの提言にも耳を傾けるなど、法令遵守はもとよ

り、国民の期待に資するよう公文書管理の成熟度を引き上げていくための仕組みづくりす

ることが喫緊の課題といえよう。

（石井 幸雄）
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【参考資料１】 

記録管理学会 理事会有志による研究プロジェクト 

「公文書管理法の修正に関する提言：特定秘密保護法等との関連も加味しつつ」 

企画趣意書（案） 

日本における公文書管理法は 2009 年 7月に公布、2011 年 4月に施行された。同法附則第 13

条には「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、

行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と定められている。現に同法の施

行・運用に関しては、各省庁での文書管理体制、国立公文書館や公文書管理委員会によるそ

の監視・監督体制、法の対象となる省庁以外の機関（国立大学法人など）での運用、専門職

（アーキビスト、レコード・マネジャー）や担当者の養成・研修、法運用の努力義務が課さ

れた地方公共団体における公文書管理体制の構築など、すでにさまざまな問題が指摘され

ている。こうした問題は、公文書管理法の「施行後五年」の見直しにあたり、考慮すべき要

素と考えられる。 

 加えて、2013 年 12 月には各方面からの強い反対を押し切る形で、特定秘密保護法が成立

し、現在、法施行の準備が進められている。記録管理学会においては、2013 年 11 月 25 日

に「特定秘密保護法案に対する記録管理学会緊急声明―公文書管理制度と基本的人権の観

点から―」を発表し、「管理すべきは人間ではなく秘密文書、秘密情報であり、そのための

制度 の整備こそが求められるべきです」という旨を広く訴えている。特定秘密保護法のも

とでは、最長で 60年（例外あり）の秘密の指定期間を終えた文書が適切に公文書館に移管

されているか、不当に廃棄されていないかなどを検証するためのポストとして「独立公文書

管理監」という職を内閣府に置くなど、行政による秘密指定の乱用を防ぐための監視体制が

整備されることになっている。とは言え、公務員、報道関係者、一般市民らの基本的人権を

不当に侵害することなく「秘密文書、秘密情報」の適切な管理が成されるか、また「公文書

等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体

的に利用し得るものである」と第 1 条に定めた公文書管理法の主旨が特定秘密保護法によ

って削がれないか、検証と提言が強く求められる現状にある。（末尾の【注】を参照） 

 特定秘密保護法に加え、公文書管理法とともに「行政情報関連法」と位置づけられるよう

になった情報公開法、個人情報保護法などとの関連も、公文書管理法の見直しにあたり検討

すべきである。 

 記録管理学会としては、公文書ほか記録を作成・保存・管理・活用するための哲学と実践

に関する研究を進めてきた立場で、法条文上の問題に加え、法の実践にかかわる観点での研

究と提言を行うことは当然であり、また必要なことである。 

 以上の現状認識に立ち、記録管理学会理事会有志は標記の研究プロジェクトを発足さ

せ、日本におけるよりよい公文書管理の制度・実践の確立に向けての研究を行い、関係各

方面に提言を行うこととしたい。 

【注】特定秘密保護法（案）の制定・運用を懸念しつつ公文書管理法の改正を訴えた例と

しては、以下のものが挙げられる。 

自由人権協会「特定秘密保護法案に反対し公文書管理法改正を求める意見書」（2013 年 11

月 18 日）http://www.jclu.org/file/tokuteihimitsu-koubunsyo.pdf 

日本弁護士連合会「公文書管理法の改正を求める意見書」（2013 年 11 月 22 日） 

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/131122.html 
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【参考資料２】

特定秘密保護法案に対する記録管理学会緊急声明

公文書管理制度と基本的人権の観点から

 記録管理学会は、1989 年の学会発足以来一貫して、記録の重要性を認識し、記録に関し

人間がどのような行動を選択するかということを科学的に解明し実践的要請への対応を図

るという目的を掲げてきています。これを踏まえ、文書管理法の必要性を社会にむけて主張

し続けてきました。その努力は 2009 年の公文書管理法が成立したことで一定の成果を収め

ました。当学会は今後も公文書管理法の適正な運用を注視し、その地方公共団体への波及を

期待しています。

 記録管理学会は、この度政府が国会に提出した「特定秘密保護法案」（以下法案）につい

ては各界で議論が伯仲し、十分な審議がなされているとは言い難い状況にあると認識して

います。それゆえ、今国会での性急な法案成立を避け、社会的にも十分な議論を尽くすこと

を望むものです。

そうした中で以下の点に留意した国会審議を求めます。

① 公文書管理法の見直しを含む観点からの審議

 ・現状では、公文書の秘密指定とその解除の規定がないことの見直し

 ・公文書管理を担当する公務員に対する罰則規定がないことの見直し

 ・国民の知る権利の保障についての懸念 等

 公文書管理法の中に、秘密指定のルール、秘密解除のルールを盛り込み、 秘密文書取り

扱いの制度を整備する必要があります。

② 人権侵害の観点からの審議

 法案中の「適正評価制度」や「特定秘密の取得行為等」は憲法が定める基本的人権を侵害

する懸念があります。これら制度は、日本国憲法に言う個人として尊重されるべき日本国民

の思想信条の自由や表現の自由といった基本的人権の侵害に抵触することがない限りにお

いてのみ、制定することもやむなしとした立場からの審議を行う必要があります。

管理すべきは人間ではなく秘密文書、秘密情報であり、そのための制度 の整備こそが求

められるべきです. 
以上の理由から、現行憲法が保障する日本国民の基本的人権の侵害が予測される特定秘

密保護法案の成立を、公文書管理制度整備と人権侵害の観点から強く懸念するものです。

2013 年 11 月 25 日 

記録管理学会

  会長 小川 千代子 


