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元　ナミ†

研究ノート

地方公文書館の運営目的に関する事例調査
―日本、イギリス、アメリカを比較して―

１．はじめに
　地方公文書館は何をするところなのか。日本に

公文書館ができてすでに半世紀が経っている今日、

まだ公文書館とは何か、地方公文書館は何をする

施設であるかについて一般の認識は薄い。そこで

本稿は、日本と海外における地方公文書館の存在

意義を再確認する研究の一環として公文書館の使

命、運営目的等の現時点での比較により、地方公

文書館とは何かについて検討することを目的とす

る。方法としてはまず、日本の都道府県が設置し

ている公文書館の設置目的を条例等から確かめ、

イギリス、アメリカのそれと比較する。その作業

を通じて、３国間における地方公文書館の仕事と

は何かについて共通点を抽出することで、日本の

地方公文書館が海外に比べても普遍的な運営目的

に基づいていることを確かめる。

　調査方法は、日本の広域自治体（1）にあたる都道

府県の公文書館と、それに相当するイギリスとア

メリカの州立公文書館（2）の使命、運営目的（3）と

を比較することである。検討する対象は①公文書

館設置関係の法規、②公文書館公式ホームページ

で公開している組織の使命（4）あるいは運営目的（5）

であり、もし①と②の情報が明確に提示されてい

ない場合は、公文書館公式ホームページ等に掲載

されている公文書館紹介情報等を確認する（6）。

　これまでイギリスとアメリカは日本の公文書館

関係の先行事例としても多く参考にされてきたが、

両方とも国の公文書館制度等の研究が中心であっ

て、全国の地方公文書館同士を検討する研究はほ

とんど行われてこなかった（7）。イギリスに限って

はこれまでも地方公文書館の活動について見学、

研修内容を含め、個々の公文書館を紹介するもの

は多々あるが（8）、アメリカの場合はそれほどでも

ない（9）。

　本稿は日本が多く参考にしてきたイギリスとア

メリカの地方公文書館の運営目的を比べてみるこ

とで、地方公文書館の設立目的となる業務とは何

かを明確に提示する試みであり、これまでの地方

公文書館の在り方を再考するための基礎的調査で

ある。

２．公文書館の定義と設置に関する一般原則
２.１　公文書館の定義

　まず、公文書館とは何かについて確認する。公

文書館に従事する者やアーカイブズ学に係わる者

には周知の通りではあるが、その概念を振り返っ

てみる。公文書館関係の専門用語集としては、日

本の専門家団体を中心に編集された『文書館用語集』
（10）（1997）が唯一である（11）。公文書館の定義は、「公

文書や歴史的記録を後世に永久に保存し、利用に

供するための公的機関」とされている。参照項目で、

文書館（もんじょかん、archives）に移ってみると、
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文書館とは、「史料が保存され、閲覧利用できる

建 物。ま た は 建 物 の 一 部。英 語 で は archival 

repositoryとも称される。［日本では文書館のほか

に公文書館、資料館、史料館等のさまざまな呼び

名がある。運営主体も多様で、その成立過程によ

り保存し利用に供する資料はやや異なる。］」と解

説されている（12）。要するに、公文書館も文書館も

名称に違いはあるにせよ、「歴史的記録」、あるいは、

「史料」等を「保存」して、「閲覧利用」できる「建

物（施設、場所）」を指すことになる。

　さらに、文書館は英語でarchivesと表記されて

いるため、索引から archives を調べると、「アー

カイブズ（13）、史料（14）、公文書記録管理局、文書館」

と訳されている。「アーカイブズ」とはまた「史料」、

「文書館」、「公文書管理局」等を意味するもので

ある。では、「公文書記録管理局（こうぶんしょ

きろくかんりきょく）」とはなにか。同書では「史

料の選別、受入、保存、利用を所掌する役所・公

的機関または制度。英語では、archival agency, 

archival institution, archival program とも称され

る。［欧米では、文書館の上部組織として設ける

場合が多い］」と説明されている。「文書館」の意

味だけだと、歴史的価値を持つ文書等の資料を保存、

利用できる独立した建物として、書庫や閲覧施設

を想定しがちであろうが、現在運営されている公

文書館は文書館を所管する部署にも、親組織や文

書館内の担当組織にもなれることが多い。つまり、

公文書館＝文書館＝公文書管理局＝アーカイブズ

という説明が可能になる。ただし、アーカイブズ

には「史料、記録資料」の意味もあるため、本稿

では公文書館やその業務を担当する組織、機関を

指す場合は「アーカイブズ機関」、その機関等で

取り扱うあるいは保存利用の対象とする資料の場

合は「アーカイブズ資料」と表記する。

２.２　公文書館法における定義と法的位置

　では具体的に公文書館とは何かを法的根拠から

確認する。1987年に制定された公文書館法（昭和

六十二年十二月十五日法律第百十五号）第３条では、

国及び自治体に「歴史資料として重要な公文書等

の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務」

があるとし、第４条第１項で、「公文書館は、歴

史資料として重要な公文書等（国が保管していた

歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。

次項において同じ。）を保存し、閲覧に供すると

ともに、これに関連する調査研究を行うことを目

的とする施設」であると定義された（15）。なお、第

５条第２項で「地方公共団体の設置する公文書館

の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の

条例で定めなければならない」と定められ、都道

府県・政令指定都市・市区町村が設置する公文書

館は、その設置に関する事項を条例で定めなけれ

ばならない。

　このことについて検討した早川和宏氏は、同項

が地方公文書館について条例設置としているのは、

「究極的に住民の福祉を増進するための施設であり、

地方自治法上の公の施設として性格を有している」

と解釈（16）されており（17）、設置条例を持たない地

方公文書館もその設置が条例に基づくものである

か否かにかかわりなく、「住民の福祉を増進する

目的をもってその利用に供する施設」（18）として、

地方公文書館は地方自治法上の公の施設として位

置づけられると解釈した（19）。

　以上のことから、公文書館というものは「歴史

資料として重要な公文書等」を「保存」し、一般

の人が「利用」でき、それらを「調査研究」（20）す

ることを目的とする施設であり、地方自治法上、

住民が「利用」する権利のある公の施設であり、

公文書館を説明する際に最も欠かせないキーワー

ドは、「公文書等」の「保存」と「利用」、「調査

研究」であることがわかる。
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３．日本における地方公文書館の設置状況
について

３.１　地方公文書館の設置をめぐる法的環境の

変化

　1959年、戦後日本で山口県文書館が初の公文書

館として誕生した。全国各地で地方公文書館設立

の議論が広まり、ついに1987年に公文書と公文

書館の定義、責務、設置目的等を定めた公文書館

法が制定されるようになった。同法第３条により

国又は自治体が持つべき「歴史資料として重要な

公文書等の保存及び利用」の責務が示されたが、

保存と利用を目的とする施設としての公文書館の

設置を義務付けてはいない（21）。

　2009年には「公文書等の管理に関する法律」（平

成二十一年七月一日法律第六十六号。以下、公文

書管理法）が制定されたが、第34条で自治体も、「こ

の法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適

正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれ

を実施するよう努めなければならない」と努力義

務が課せられた。憲法における地方自治の本旨を

尊重し、自治体の文書管理は自治体が自律的に行

うものであり、条例で制定する等の対応が望まし

いとのこと（22）であった。同法は国の行政機関に

おいて歴史的価値のある公文書等の移管、保存先

として国立公文書館を位置づけているが、自治体

における文書管理や公文書館の設置についてはま

だ法的義務がないままである。

　しかし前述のように、公文書の管理や保存の法

的根拠がなかった時代からも公文書等資料の管理

と保存の必要性が認識され、法的措置がとられる

前から公文書館は作られてきた。公文書館法がで

きるまで全国の地方公文書館は市区町村立を含む

15館、公文書管理法が施行される頃には55館ま

で増え、その後2016年末現在、72館まで設置さ

れるようになった（図１（23）を参照）。公文書館法

の制定後に設立された地方公文書館はほとんどの

場合、同法を根拠として設置条例を設けており、

さらに、公文書管理法の制定前後と同法が施行さ

れ５、６年が経つまで、公文書館の設置が最も増

加している。公文書館の設置のきっかけは各地域

によって異なるとはいえ、公文書の保存、管理に

関係する法律の制定が全国の公文書館の設置を肯

定的に影響を与えたと評価できるポイントである
（24）。ただし、47の都道府県でも地方公文書館が設

置されてない自治体がまだ10県あり（25）、市町村

レベルでは約95%の地域に公文書館が設置されて

図１　全国の地方公文書館数の変化
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いない状況である（26）。全国的にも設置状況にばら

つきがあり、地域の記録資料を保存する仕組みが

整備されていない自治体がほとんどである（27）。

３.２　地方公共団体における文書管理と保存に

関わる環境の変化

　国の公文書管理と公文書館制度の整備を進めて

いた日本でも、2007 年の「年金記録問題」（28）等

で代表される公文書管理の不備が社会的問題にな

り、2009年に初めて国及び独立行政法人等におけ

る公文書の作成、管理、廃棄と移管先、保存、利

用等について定めた公文書管理法が制定され、

2011年から施行されるようになった。公文書の作

成から管理方法、廃棄や国立公文書館への移管規

定なども義務として定められた。前述したように、

自治体における公文書管理と保存は、同法上は努

力義務にとどまった（第34条）が、この法律が制

定された頃から自治体における公文書管理条例の

制定や公文書館の設立も増えるようになったのは、

公文書管理法が励みになったであろうと考えられ

る（３.１参照）。

　ところが、公文書管理法は同法附則第13条第１

項で「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」と決め、初めて施行される

法律に混乱しがちな現場の事情を考慮し、法施行

５年を目安に法律内容の再検討を可能にする措置

を設けた。その間、内閣府公文書管理委員会や関

連する学術専門団体等は「５年後見直し」とも呼

ばれる当該制度の検討に向けて様々な調査、共同

集会を行う一方、検討事項を内閣府に提出する等

の活動も行った（29）。

　それらの意見や内閣府による地方自治団体にお

ける公文書管理の条例化、公文書館の設置につい

ての調査（30）を反映した結果が、「公文書管理法施

行５年後見直しに関する検討報告書」（内閣府公

文書管理委員会、平成28年３月。以下、報告書（31））

にまとめられた。報告書では主に公文書管理法施

行による変化と今後の改善などがまとめられ、自

治体における文書管理等については、見直しの方

向性を提示し、方法として地方公共団体の参考と

なる様々な取組の情報提供、実務的課題への相談等、

国や国立公文書館による積極的な支援、普及・開

発の実施等を検討すべき（32）であると指摘された（33）。

　ただ、これらの調査、報告が提示する「文書管

理の条例化や公文書館の設置が進まない要因」、（１）

「住民のニーズや首長の意向が醸成されていない」、

（２）「検討に当たっての情報が不足」、（３）「既

存の情報公開制度で十分に対応」、（４）「予算や

施設・土地、人的体制の確保が困難」等は、従来

地方公文書館設立の阻害要因としてあげられてき

た「財政」、「認識不足」、「人材確保」が改善され

ていないこと、自治体における文書管理や保存へ

の認識について国レベルのように強化する考え方

はないことが確認できる。

４．日本、イギリス、アメリカにおける 
地方公文書館の運営目的について

４.１　日本の場合

　本節では、現在設立・運営中の都道府県レベル

の地方公文書館において、公文書館の設置・運営

目的をどのように定めているかを調べてみた。調

査対象は全国47都道府県のうち、公文書館が設置

されている37都道府県（34）である。まず、業務対

象となる資料としては、37館中34館は、「文書」、

「公文書」、「古文書」、「記録」など、文書資料を

挙げているが、３館では地域や歴史に関する「資料」

を対象としている（35）。

　表１は設置目的としている業務機能・事業内容

を分類してまとめたものである（37）。公文書館の条

例等を並べて比較した結果、全館で「利用」を必

修に、次に「保存」と「収集」を主要業務機能と
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していることがわかる。次に「学術及び文化の発

展に資する」ことを目的（38）とすることは、「住民

の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供す

る」ことにつながり、公文書館が公の施設である

ことを反映している。そのほか、調査研究、管理、

展示、行政情報の促進、整理の順で各館の業務が

挙がっている。

４.２　イギリスの場合

　本節ではイギリス（39）を構成するイングランド、

ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの

４つの地域の中で、イングランドに限定して調査

を行った（本稿では便宜上、イギリスと表記する）。

イギリスの地方自治制度は日本のそれと大きく違

うことはなく、カウンティ（County、州或いは県）

とディストリクト（District、市或いは区）とな

る二層の自治体で構成される（40）。

　イギリス国内の州単位の地域にはほとんどの場

合、レコードオフィス（Records Office）、アーカ

イブズ（Archives）などと名づけられた公文書館

が存在する。公文書館の創設期からレコードオフィ

スという名称が多かったが、近年、行政区画の再

編や組織改編により、公文書館と地域研究センター

（Archives and Local Studies）、ヒストリセンター

（History Centre）等で図書館、博物館等と一緒に

総合サービスを提供するケースも増えている。

　各州によって定まったルールなどが異なるた

め（41）、34の州立公文書館（42）のホームページから「使

命」、「任務」、「運営目的」、「公文書館について」

などの運営方向を表す文章から、運営目的を分類

してみた（43）。

　表２のように、イギリスの場合も「利用」と「保

存」が最も多い業務機能であり、その次が「収集」、

「歴史的資料の利用促進や地域の文化遺産活用等

に関する支援」であるのが分かる。業務の対象と

する資料は、主に「アーカイブズ資料」、「歴史的

記録」、「記録遺産」、「歴史資源」などで表現され

るが、要するに「地域と家族の歴史を表す公文書

他記録資料」である。アーカイブズ資料の物理的

保護の観点から「保管」、「維持管理」、「保護」な

ども主要業務機能と位置付けられている。

４.３　アメリカの場合

　アメリカは50の州（State）他から成る連邦共

和国である（44）。各州の下位自治体には州憲法等に

基づいて分割された郡（County）等と郡の下位に

位置付けられている自治体がある。連邦政府と各

州政府はそれぞれの権限が異なり、州の自治権が

保障されている（45）。アメリカの場合も、州立公文

書館の設立を法律で定めてはいないが、2016年末

表１　�都道府県が運営している公文書館の設置目的� �
（詳細な項目は＜付表１＞を参照）

公文書館の設置目的とする業務 公文書館数
利用（閲覧、公開、活用を含む） 38

保存（保管含む） 32

収集 23

学術発展寄与（編纂作業含む） 22

調査研究 12

管理 7

展示（36） 4

県政情報推進等 4

整理 3

表２　�イギリスにおける州立公文書館の運営目的� �
（詳細は、＜付表２＞を参照）

運営目的とする業務機能 公文書館数
閲覧利用公開

（make accessible, make available）
20

保存（preserve等） 19

収集（collect等） 17

歴史文化的利用促進（promote, discover等） 9

保管所（house, repository等） 8

維持管理（maintain, manage等） 6

保護（protect, safeguard） 3

行政補助（support council's business, 
provide record keeping service）

2

識別（identify） 1

その他（celebrate, record等） 5
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現在、50州全部に州立公文書館（State Archives）

が設立されている。州立公文書館は下位自治体に

公文書館がない場合、その下位自治体から記録資

料を移管され、保存する役割をすることもある。

　表３は今回の調査対象である50の州立公文書館
（46）の使命から運営目的にあたる業務機能を分類し

たものである。業務対象になる資料は、「永久的

価値を持つ州政府と下位自治体の記録資料」、「歴

史的文書」、「公文書」などが多い。

　ここでも「保存」、「利用」業務機能が最も多く、

「収集」、「歴史文化学術養成等の支援」順で続く。

イギリスとの相違は、「保護」、「維持管理」、「保管」

など物理的な保管機能より、州政府機関の記録管

理を補助することなど「記録管理と行政サポート」

なども重視されている。「その他」に「記録化」、「組

織化」、「目録作成」、「選別」、「記述」、「マイクロフィ

ルム等への複製作成」など、アーカイブズ機関で

行われている様々な業務もみられる。

４.４　日本、イギリス、アメリカにおける 

地方公文書館の運営目的の共通点

　以上の比較検討から、日本、イギリス、アメリ

カの地方公文書館における設立・運営目的をなす

業務を比較してみると、公文書館では「保存」、「利

用」、「収集」機能が欠かせない仕事であり、その

対象は「公文書」や「記録資料」等であった。つ

まり、地方公文書館は「地域の人々の歴史に係わる」

「公文書や記録資料」の「保存」、「利用（公開）」、「収

集」業務をするところであることが共通していた。

その他の業務の範囲はそれぞれの国と地域によっ

て必ずしも一緒ではないこと、各公文書館は自ら

の使命と親組織との関係、地域住民のニーズ等に

基づき、それぞれが決めた運営目的に沿って業務

を行っていることも確認できた。

　しかし、「保存」、「利用」、「収集」などをメイ

ンの業務機能としている他の機関、施設はないだ

ろうか。日本の社会教育法では博物館、図書館、

公民館を社会教育施設として定めているが、博物

館は「資料の収集、保管、展示、一般公衆の利用

に供し、その教養、調査研究、レクリエーション

等に資するために必要な事業を行い」（47）（博物館

法第２条第１項）、図書館は「図書、記録その他

必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公

衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエー

シヨン等に資することを目的とする施設」（図書

館法第２条第１項）（48）であると定められている。

公文書館の必修業務であり、施設の存在意義とも

考えられる機能が重複していることも、すでによ

り一般に知られている博物館と図書館に比べてそ

の存在感と必要性を認識できなくなった一つの原

因であるかもしれない。

５．終わりに
　本稿では日本、イギリス、アメリカにおける地

方公文書館の設置条例や使命などからその運営目

的と主要業務を確認し、比較検討を行った。その

結果、今回調査したどの国においても地方公文書

館の運営目的による業務機能とは「保存」、「利用」、

「収集」が共通していることと、地域の文化と歴

史がよみとれる公文書が主な保存対象であること

もわかった。日本の地方公文書館が海外のそれと

表３　�アメリカにおける州立公文書館の使命、運営目的� �
（詳細は、＜付表３＞を参照）

運営目的とする業務機能 公文書館数
保存（preserve） 43

閲覧利用公開
（provide access, make available等）

35

収集（collect, acquire, accession等） 26

歴史文化的利用促進（foresting, promote等） 13

行政補助（assist state agency等） 7

保護（protect等） 5

識別（identify） 4

維持管理（manage, maintain） 3

保管所（depository, contain） 2

リーダーシップ（leadership） 2

その他
（organize, catalog, appraise, describe等）

8
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比べて、基本概念と運営目的の設定に大きな差が

ないことも確認できた。

　今回の調査では地方公文書館で欠かせない資料

の大綱と共通の業務を集計し、検討を行うことは

できたが、地方公文書館とは何かという存在意義

を再確認するまでの作業には至らなかった。今後、

実際公文書館で行われる資料の整理、記述、編成

など、アーカイブズ機関における専門的業務につ

いての検討をさらなる課題とし、日本の地方公文

書館の設立と運営を支えるための研究を続けるつ

もりである。

［註］
（１）日本の地方自治法第２条第５項の「広域の地方

公共団体」に相当する自治体。都道府県単位に限

定したのは、海外でも国によって公文書館を設立

している自治体の状況は一定ではないこと、公文

書館制度が定着している国の中でも都道府県単位

あるいは連邦政府を構成する基本的な自治州はほ

とんどの場合、同単位の自治体が公文書館を設置

している場合が多いからである。なお、日英米の

地方自治制度は自治体の規模と権限等で異なる点

が多いとはいえ、例えば、首都や広域自治市など

特別な場合を除き、日本の都道府県とイギリス、

アメリカの州レベルの自治体とで姉妹都市を締結

しているため、同じ自治体単位と考えても無理は

ないと判断した。

（２）イギリスでは主にCounty Councils、アメリカで

はState governmentが設立、運営している公文書

館を対象とした。例外的に、現在は法人や歴史文

化遺産協会等に事業が統合された事例もあるが、

継続的に当該地域の公文書等の保存、利用できる

場合は、州立公文書館として調査対象に含めた。

（３）一般的に使命とは、組織の仕事、目的、価値を

含め、その存在意義を表すものである。一方、運

営目的は使命より具体的に表現できるが、使命を

成し遂げるために設定される。ただ、使命と運営

目的を区分しない場合もある。Williams, Caroline. 

Managing Archives Foundations, Principles and 

Practice. Chandos Publishing, 2006, p.203-207.

（４）「mission」、「mission state」、「What we do」、「Who 

we are」など。

（５）「aim」、「goal」、「purpose」など。

（６）国と自治体によっては条例や州法などに基づき

公文書館を設置運営している場合もあれば（主に

アメリカの場合）、最低限の内部規則に基づいて設

置や運営の法規なしで公文書館を運営する場合（主

にイギリスの場合）もあるため、条例等の法規の

有無や条例の内容だけでは使命、運営目的等が明

確に読み取れない場合があったため、英米の場合は、

各公文書館のホームページに記載されている情報

を中心に確認を行った。

（７）小松芳郎氏はいくつかの日本の自治体における

条例、規則等を比較し、地方公文書館の業務を「①

収集、整理、保存、②利用、閲覧、③調査、研究、

④普及、啓発、の四つの柱に分けられる」とまとめ、

その中でも「特に文書館で重要なのは収集、整理、

保存」であると見解を示した。小松芳郎．第５章

１　公文書館法と諸館の条例にみる文書館の事業．

小川千代子，高橋実,大西愛編．アーカイブ事典．

大阪大学出版会．2003．p.104-106．

（８）詳細は、拙稿イギリスの地方公文書館制度の発展．

レコード・マネジメント：記録管理学会誌，68，

2015，p.99-109．を参照。

（９）B.W.ディアスタイン．アメリカ合衆国における

州政府の記録・史料管理プログラム．記録と史料，

6，1995，p.24-31.；小河宏之．アメリカの公文書

館 に つ い て．香 川 県 立 文 書 館 紀 要，7．2003．

p.97-108．1995年にディアスタインニューヨーク

州立公文書館渉外部長（当時）が州政府における

記録管理、史料管理と公文書館の位置づけの概略

を紹介したものと、香川県職員の小河氏によるフ

ロリダ州セントピーターズバーグ市とニューヨー

ク州、ニューヨーク市での訪問研修報告が知られ

ているくらいで、これまで国内に紹介されたアメ

リカ国立公文書館（National Archives and Records 

Administration, NARA）の活動紹介や制度、業務

分析等に比べると先行研究はほとんどないと考え
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られる。

（10）全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（監修），

文書館用語集研究会（編集）．文書館用語集．大阪

大学出版会，1997．

（11）参照できる近年の電子的情報には、国際公文書

館 会 議（International Council on Archives, ICA）

が公開している多言語用語集（Multi lingual Archival 

Terminology、MAT）がある。ただし、MATの日

本語用語は『文書館用語集』を基本にしながら比

較的近年の用語で置き換えられているものも少な

くない（http://www.ciscra.org/mat/mat）。その他、

実務ベースでは法律用語集、行政用語集などが役

に立つ情報である。

（12）前 者 の 記 述 は ICA の DICTIONARY OF 

ARCHIVAL TERMINOLOGY 第３版で採用され

ている用語も訳している。凡例には、「［　　］は

訳注または追加説明である」と示している。

（13）註（10）、p.2．①史料、記録資料。②文書館（も

んじょかん）③公文書記録管理局（こうぶんしょ

きろくかんりきょく）④［コンピュータ用語では、

複数のファイルを一つにまとめたり圧縮したファ

イルのこと。］

（14）註（10）．p.65．①個人または組織がその活動の

中で作成または収受し蓄積した資料で、継続的に

利用する価値があるので保存されたもの。記録史料。

②［歴史研究に利用可能なすべての記録・もの情

報資源。または、歴史研究のための文字記録情報］。

（15）公文書館法は公文書館の仕事に従事する実務家

のみならず研究者にはよく知られ、多くの論文で

も紹介されているため、本章では公文書館が受入

れ対象とする資料の本質や専門職員の配置問題は

省略し、公文書館の責務と設置目的のみについて

確認しておく。

（16）公文書館法の解釈の要旨（昭和63年６月１日・

総理府）５条該当部分より。再引用。http://www.

archivists.com/kobunshokanho_kaishakunoyoshi.

html（2017-01-12閲覧）

（17）地方自治法第224条の２第１項。「公の施設の設

置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定

めなければならない」と定めている。

（18）地方自治法第244条第１項。

（19）詳細は、早川和宏．情報公開と地方公文書館法

―その現状と課題―．高岡法学．第15巻第１＝２

合併号，2004，p.119-143．を参照。

（20）公文書館法の解釈の要旨では、調査研究を「単

なる学術研究ではなく、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等が必要であるの

かという判断を行うために必要な調査研究が中心

となるものである。」と解釈している。第４条第１

項の該当部分。

（21）公文書館法の解釈の要旨、第３条該当部分。「責

務」とは、法律上の「義務」とは異なり、国及び

地方公共団体が、公文書等の歴史資料としての重

要性にかんがみ、その保存及び利用に関し、それ

ぞれが適切であると考える措置をとる責務を、本来、

国民及び当該地方公共団体の住民に対し負ってい

るということを確認する趣旨のものである。それ故、

その責務を果たしているかどうかの判断は、国及

び地方公共団体のそれぞれが自ら行うものである。

http://www.archivists.com/kobunshokanho_

kaishakunoyoshi.html（2017-01-13　閲覧）

（22）岡本信一，植草泰彦．ガイドライン完全対応！

改定　Q&A　公文書管理法．ぎょうせい，2011，

p.121を参照.

（23）福岡共同公文書館は県立の１館として集計した。

国立公文書館ホームページ＞関連リンク　http://

www.archives.go.jp/links/（2016-12-15閲覧）

（24）総務省自治行政局行政経営支援室が報告した「公

文書管理条例等の制定状況調査結果（平成27年３

月）」（2016年12月28日閲覧）によると、2015年

１月15日現在、公文書管理条例を制定している自

治体は都道府県で５か所、政令指定都市で４か所、

市区町村で12か所ある。そのうち、宇土市文書管

理条例（平成13年３月23日制定）、ニセコ町文書

管理条例（平成16年12月17日制定）を除いた19

か所では、公文書管理法制定後に条例を制定して

いる。本村慈．地方自治体における公文書の管理

に関する最近の取組．アーカイブズ，49，2013，

p.47-50.

（25）2016年末現在、公文書館等未設置県は岩手県、
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石川県、山梨県、静岡県、愛媛県、高知県、長崎県、

熊本県、宮崎県、鹿児島県である。宮崎県の場合、

「公文書館の機能を代替する組織・施設」として宮

崎県文書センターが設置されているが、公文書館

として位置づけられてはいない。

（26）全国1718市区町村（2016年10月10日現在、総

務省）のうち、35の市区町村に地方公文書館が設

置されており、福岡県内の58の市町村は福岡県と

共同で福岡共同公文書館を設置・運営している。

（27）岩手県、石川県、山梨県、高知県、長崎県、宮

崎県、鹿児島県の７県には、広域自治体だけではく、

県内の基礎自治体にも公文書館が設置されていな

いのが現状である。公文書館等未設置県における

検討状況等．平成26年度全国公文書館長会議配布

資料，別添２．を参照（2016年末現在）。

（28）年金手帳などに記載されている基礎年金番号に

統合されていない記録（持ち主不明の年金記録）

約5,095万件の存在が明らかになり、社会的に大き

な問題となった事件。1997年にそれまでそれぞれ

の公的年金制度ごとに異なる番号で管理していた

年金記録を基礎年金番号に統合した際の古い番号

の管理問題、不正確なコンピュータ転記など、年

金記録のみならず日本国内の行政機関等における

文書管理の保存の仕組みを検討するきっかけとなっ

た。日本年金機構の関連ページ参照。http://www.

nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/

sonota/kini-cam/20150601-05.html　2017-01-14

閲覧

（29）2015年９月28日開催公文書管理委員会（第44回）

配布資料、資料１-４「「公文書等の管理に関する

法律」施行後５年見直しに関する共同提言書」

（ARMA International 東京支部・記録管理学会・

日本アーカイブズ学会・学習院大学人文科学研究

所共同研究プロジェクト「情報基盤としてのアー

カイブズ制度を構築する戦略的研究」、2015年７

月19日付）。（http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/

iinkaisai/2015/20150928/20150928haifu1-4.pdf　

2016年11月25日閲覧）;「施行後５年を目途とす

る公文書管理法の見直しに向けた意見書」（日本弁

護士連合会、2015 年 12 月 18 日付）（http://www.

nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/

year/2015/151218.html　2016 年 11 月 25 日 閲

覧）；石井幸雄，菅真城，嶋田典人，上田雄太．公

文書管理法の改正に関する３つの提言（研究プロ

ジェクト）．レコード・マネジメント：記録管理学

会誌．69，2015，p.27-46．；早川和宏．公文書管

理法制の現状と課題（２）歴史公文書等の保存、

利用を中心に．大宮ローレビュー＝ Omiya law 

review. 11, 2015, p.111-131.

（30）2016年３月23日開催 公文書管理委員会（第50回）

配布資料１-２「公文書管理法施行５年後見直しに

関する検討報告書（案）」（公文書管理委員会、

p.51-54）（http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iink

aisai/2015/20160323/20160323haifu1-2.pdf　

2016年12月15日閲覧）

（31）http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/

honbun.pdf　2016年12月16日閲覧

（32）地方自治法第245条の４には、自治体に対する

国の「技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の

要求」に関しての規定があるが、この「助言等」

について法律上の義務は生じない。

（33）同報告書、p.15参照。

（34）そのうち、条例を持つ30都道府県では条例で設

置事項を定めているが、条例を持たずに運営され

ている７都道府県の場合は、根拠としているほか

の規則、要綱の他に、ホームページを参考にした。

（35）茨城県立歴史館、岐阜県歴史資料館、京都府立

京都学・歴彩館（旧京都府立総合資料館）の３館

は比較的地方公文書館設立時期が早く、博物館、

図書館等と複合施設として設立された経緯もあり、

設置目的が必ずしも公文書、古文書等の文書資料

ではないと考えられる。

（36）公文書館法解釈の要旨、第３条該当部分では「利

用」を「展示、貸出等も考えられるが、基本的に

は閲覧である。」と示しているが、本稿では分けて

分析した。

（37）本稿で公文書館の「業務」等を調査対象としなかっ

たのは、註（16）の「本法に定める公文書館とは、

歴史資料として重要な公文書等の保存、閲覧及び

調査研究を単にその業務として行う施設ではなく、
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これら三つの業務を行うことを目的とする施設で

あることを明示したものである。」ことに着目した

からである。

（38）この項目には東京都の「修史事業」と、徳島県

立文書館の「講座」も反映させた。

（39）外務省の国・地域情報には「英国（グレートブ

リ テ ン 及 び 北 ア イ ル ラ ン ド 連 合 王 国）United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」

と表記されている。http://www.mofa.go.jp/mofaj/

area/uk/index.html　2017年１月13日閲覧

（40）ただし、自治体の統廃合が激しく、常に行政区

画の変更が行われているため、注意が必要である。

（41）一般的にイギリスは法律等には基本的な条項の

みを設け、裁判所の判例と慣習法を根幹とする法

体系を持っていると知られている。

（42）調査対象となった州立公文書館は、イギリス国

立公文書館（The National Archives、TNA）のアー

カイブズ機関検索を利用した（Find an archive　

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/find-an-

archive 2017-01-09 accessed）。その際、Countyの

特定と選択は、Association of British Counties 連

携の情報サイトCounty-Wise（http://county-wise.

org.uk/counties/ accessed 2017-01-13）と、2016

年5月のイギリス総選挙スケジュール表（https://

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/file/487034/Electoral_cycles_-_

from_May_2016.pdf accessed 2017-01-13）を参照

して選定した。最終的に調査対象39州から、42の

州立公文書館が検索できたが、ホームページ等か

ら公文書館運営の概要や基本構想などが見つから

なかった８の公文書館を除き、34館を調査対象と

した。

（43）対 象 と な っ た 自 治 体 は 以 下 の 通 り で あ る。

Bedfordshire、Berkshire、Cambridgeshire、

Cheshire、Cornwall、Cumbria、Devon、Dorset、

E a s t R i d i n g o f Y o r k s h i r e 、E s s e x 、

Gloucestershire、Hampshire、Herefordshire、Isle 

o f W i g h t、L a n c a s h i r e、L e i c e s t e r s h i r e、

Lin c o l n s h i r e、London（Ci t y o f London）、

Norfolk、North Yorkshire、Northamptonshire、

Northumberland、Nottinghamshire、Oxfordshire、

Shropshire、Somerset、Staffordshire、Suffolk、

Surrey、Warwickshire、West Sussex、West 

Yorkshire、Wiltshire、Worcestershire州の公文書

館が対象である。公文書館名と出典については

＜付表２＞を参照。

（44）一般的に連邦政府（federal government）、州政

府（state government）、下 位 自 治 体（local 

government）はそれぞれ主権を持つ。連邦政府が

外交、連邦軍に関する権限を持つことに対し、州

政府は警察、州防衛軍、教育まで様々な権限を持

つことがある。また、州ごと、自治体ごとに自治

に関する権限の範囲が異なることもある。

（45）外務省の国・地域情報には「米国」・「アメリカ

合衆国United States of America」と表記されてい

る。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/index.

html　2017年１月13日閲覧

（46）Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, 

Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, 

Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 

Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, 

Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, 

Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New 

Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, 

No r t h Dako t a , Oh i o , Ok l a h oma , Or e g o n , 

Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South 

Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, 

Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, 

Wyoming州の州立公文書館。公文書館名と出典に

ついては＜付表３＞を参照。

（47）博物館法（昭和26年12月１日法律第285号最終

改 正：平 成 26 年６月４日 法 律 第 51 号）　http://

law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO285.html　

（2017-01-13　閲覧）

（48）図書館法（昭和25年４月30日法律第118号、最

終 改 正：平 成 23 年 12 月 14 日 法 律 第 122 号）　

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.

html　（2017-01-13　閲覧）
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＜付表１＞日本の地方公文書館の設置条例等における設置目的

公文書館（組織）名称 設置根拠とする条例等 機能１ 機能２ 機能３ 機能４ 機能５
北海道立文書館 北海道立文書館条例（1） 収集 管理 活用

青森県公文書 
センター

青森県行政組織規則・青森県公
文書センター規則＊（2） 保存 管理 利用

宮城県公文書館 公文書館条例（3） 保存 閲覧 活用
県民の学術及
び文化の振興
に寄与

秋田県公文書館 秋田県公文書館条例（4） 保存 利用

山形県公文書 
センター

山形県歴史公文書の閲覧等に関
する要綱＊（5） 保存 閲覧 収集

福島県歴史資料館 福島県文化センター条例＊（6） 調査研究 収集 整理 保存 閲覧

茨城県立歴史館
学校以外の教育機関の設置,管
理及び職員に関する条例（7） 収集 保管 展示

公衆の利用に
供する

教養、調査研
究等に資する

栃木県立文書館 栃木県立文書館条例（8） 収集 管理 活用
教育、学術及
び文化の発展
に寄与

群馬県立文書館
群馬県立文書館の設置に関する
条例（9） 収集 管理 活用

教育、学術及
び文化の発展
に寄与

埼玉県立文書館 埼玉県立文書館条例（10） 収集 管理 活用
教育、学術及
び文化の発展
に寄与

千葉県文書館 千葉県文書館設置管理条例（11）

散逸及び消滅
を防止（収集）

後世に継承
（保存）

活用
県民の郷土に
対する理解を
深める

県の行政に関
する情報を県
民に提供

県民の県政に
対する関心に
こたえる

県民の利便に
資する

東京都公文書館 組織規程＊（12） 収集 保存 利用
都に関する修
史事業を行っ
て

神奈川県立公文書館 神奈川県立公文書館条例（13） 保存 閲覧 調査研究
文化活動の場
を提供

新潟県立文書館 新潟県立文書館条例（14） 収集 管理 活用
県民の教育、
学術及び文化
の発展に寄与

富山県公文書館 富山県公文書館条例（15） 保存 活用
県政及び県の
歴史に関する
知識の普及

開かれた県政
の推進に資す
る

福井県文書館
福井県文書館の設置および管理
に関する条例（16） 収集 保存 利用 調査研究

学術の振興お
よび文化の向
上に寄与

長野県立歴史館 長野県立歴史館条例（17） 収集 保存 利用
教養及び文化
の振興に寄与

岐阜県歴史資料館 岐阜県行政組織規則＊（18） 収集 整理 保存
皆様に閲覧・
利用

愛知県公文書館 愛知県公文書館条例（19） 収集 整理 保存 活用
学術及び文化
の発展に寄与

三重県総合博物館 三重県総合博物館条例（20） 保存 展示 利用 調査研究
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公文書館（組織）名称 設置根拠とする条例等 機能１ 機能２ 機能３ 機能４ 機能５

滋賀県県政史料室
滋賀県文書管理規程滋賀県公文
書の収集および保存に関する要
領＊（21）

保存 利用

京都府立 
京都学・歴彩館

京都府立京都学・歴彩館条例（22） 学習及び交流
の場を提供

収集 保存 公開

京都における
文化の発展及
び学術の振興
に資する

大阪府公文書館
大阪府公文書総合センター設置
要綱＊（23） 収集 保存 調査 研究 閲覧

兵庫県 
公館県政資料館

兵庫県公館管理運営要綱＊（24） 収集 整理 保存 利用

奈良県立 
図書情報館

奈良県立図書情報館条例（25） 保存 閲覧 調査研究

和歌山県立文書館
和歌山県立文書館設置及び管理
条例（26） 収集 保存 活用

県民の学術及
び文化の発展
に寄与

鳥取県立公文書館
鳥取県立公文書館の設置及び管
理に関する条例（27） 保存 利用 提供

学術及び文化
の発展と開か
れた県政の推
進に資する

島根県公文書 
センター

島根県公文書等の管理に関する
条例（28） 保存 利用

岡山県立 
記録資料館

岡山県立記録資料館条例（29） 保存 利用

広島県立文書館
広島県立文書館設置及び管理条
例（30） 収集 保存 利用

学術及び文化
の発展に寄与

山口県文書館 山口県文書館条例（31） 収集 管理 活用
文化の発展に
寄与

徳島県立文書館
徳島県文化の森総合公園文化施
設条例（32）

収集 保存 利用 調査研究 展示

講座

香川県立文書館 香川県立文書館条例（33） 収集 保存 利用 調査研究

本県における
学術の振興及
び文化の向上
並びに県政に
対する理解の
増進及び信頼
の向上に資す
る

福岡共同公文書館 福岡県立公文書館条例（34） 保存 利用

佐賀県公文書館 佐賀県公文書館条例（35） 収集 保存 利用 調査研究

大分県公文書館
大分県公文書館の設置及び管理
に関する条例（36） 保存 利用

学術及び文化
の発展に寄与

沖縄県公文書館
沖縄県公文書館の設置及び管理
に関する条例（37） 保存 利用

学術及び文化
の振興に寄与

＊条例がなく、ほかの規則等に基づいて運営されている公文書館の場合、当該規則かホームページの記述を参考にした。

［註］
（１）http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/grp/jorei.pdf（2017-01-05　閲覧）
（２）  青森県公文書センターホームページ
 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/kobunsyo/kobunsyocenter.html（2017-01-05　閲覧）
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（３）http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ２\ss0001B397\GUEST&TID=１
&SYSID=7343（2017-01-05　閲覧）

（４）http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000010.html（2017-01-05　閲覧）
（５）山形県ホームページ＞組織で探す＞総務部＞学事文書課＞山形県公文書センター
 http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020023/publicdocument201510306768228196.html（2017-01-05　閲覧）

（６）福島県歴史資料館ホームページ　http://www.history-archives.fks.ed.jp/（2017-01-05　閲覧）
（７）http://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/ao40011201.html（2017-01-05　閲覧）
（８）http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e1010781001.html（2017-01-05　閲覧）
（９）http://www.archives.pref.gunma.jp/reiki/reiki-002.pdf（2017-01-05　閲覧）
（10）http://www3.e-reikinet.jp/saitama-pref/d1w_reiki/35090101003800000000/35090101003800000000/350901010038000

00000.html（2017-01-05　閲覧）
（11）http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=49308686&CALLTYPE=1&RESNO=46&UK

EY=1484497935616（2017-01-05　閲覧）
（12）東京都公文書館ホームページ＞東京都公文書館とは　http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/01aboutus.

htm（2017-01-05　閲覧）
（13）http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f80178/p81796.html（2017-01-05　閲覧）
（14）http://www1.g-reiki.net/niigataken/reiki_honbun/ae40110621.html（2017-01-05　閲覧）
（15）http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i001RG00000070.html（2017-01-05　閲覧）
（16）http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=562（2017-01-05　閲覧）
（17）https://www.reiki.pref.nagano.lg.jp/cgi-bin/nagano-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=52603069&CALLTYPE=1&RESN

O=45&UKEY=1484498213551（2017-01-05　閲覧）
（18）岐阜県歴史資料館ホームページ　http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunka/bunkazai/21402/index_6459.html（2017-01-31

　閲覧）
（19）https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/aichi-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=49326392&CALLTYPE=1&RESNO=89&UK

EY=1484498343126（2017-01-05　閲覧）
（20）第２条第４項参照。http://www3.e-reikinet.jp/mie-ken/d1w_reiki/42590101006400000000/42590101006400000000/42

590101006400000000.html（2017-01-05　閲覧）
（21）滋賀県県政史料室ホームページ　http://www.pref.shiga.lg.jp/b/kemmin-j/kenseishiryoshitsu/hozonbunsho2.html（2017-

01-05　閲覧）
（22）http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30022731.html（2017-01-31　閲覧）
（23）http://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/kisoku11.html（2017-01-05　閲覧）
（24）https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/pa13_000000005.html（2017-01-05　閲覧）
（25）http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00001076.html（2017-01-05　閲覧）
（26）http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00000173.html
（27）http://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001687.html（2017-01-05　閲覧）
（28）http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/reiki_system/　から検索。（2017-01-05　閲覧）
（29）http://reiki.pref.okayama.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\efserv2\ss00000354\

GUEST&TID=2&SYSID=903（2017-01-05　閲覧）
（30）http://www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/363901010001000000MH/363901010001000000MH/363901010001

000000MH.html（2017-01-05　閲覧）
（31）http://reiki.pref.yamaguchi.lg.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=D:\EFServ2\ss000023F5\

GUEST&TID=2&SYSID=1723（2017-01-05　閲覧）
（32）http://our.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/o001RG00000768.html（2017-01-05　閲覧）
（33）http://www.pref.kagawa.lg.jp/somugakuji/hoki/d1w_reiki/40590101003500000000/40590101003500000000/405901010

03500000000.html（2017-01-05　閲覧）
（34）http://kobunsyokan.pref.fukuoka.lg.jp/_data/hp/fukuokakentitsu_kobunsyokan_jyorei.doc（2017-01-05　閲覧）
（35）https://www.pref.saga.lg.jp/sy-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001504.html（2017-01-05　

閲覧）
（36）http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/1009636.pdf（2017-01-05　閲覧）
（37）http://www.pref.okinawa.lg.jp/reiki/40790101000600000000/40790101000600000000/40790101000600000000_blk0.

html（2017-01-05　閲覧）

04_京大文書館_研究ノート_元ナミ.indd   65 17/03/10   15:39



― 66 ―

京都大学大学文書館研究紀要　第15号　2017年

＜付表２＞イギリスの州立公文書館と運営目的

州名 州立公文書館（組織）名 任務または運営目的

ベッドフォー
ドシャー州

Bedfordshire 
Archives & Records 
Service

To collect, preserve and make available the documentary heritage of the historic 
county of Bedfordshire and its people.（1）

バークシャー州 Berkshire Record 
Office

Berkshire Record Office exists to collect, care for, share and promote the rich 
archival heritage of the Royal County. We want to remember, celebrate and appreciate 
the things that make Berkshire special.（2）

ケンブリッジ
シャー州

Cambridgeshire 
Archives

Our aim is to identify, collect, preserve and actively promote the use of historical 
records relating to Cambridgeshire, including the former counties of Huntingdonshire 
and the Isle of Ely.（3）

チェシャー州 Cheshire Archives 
and Local Studies

Cheshire Archives and Local Studies collects, protects and promotes interest in and 
the use of records and printed material relating to the historic county of Cheshire.（4）

コーンウォール州 Cornwall Record 
Office

Our main purpose is to preserve Cornwall's archives for the future and make them 
available for members of the public to access. Our records relate to the people, places 
and organisations of Cornwall.（5）

カンブリア州 Cumbria Archive 
Centre

Curious to find out more about your family history? Your house? Your town or village? 
Your industrial history?
Cumbria Archive Service has Archive Centres in Barrow, Carlisle, Kendal and 
Whitehaven and can help you discover the answers to many of your questions!（6）

デヴォン州

Devon Archives and 
Local Studies 
Service（South 
West Heritage 
Trust）

The Devon Heritage Centre at Sowton, Exeter houses both archives and local studies 
collections.（7）

ドーセット州 Dorset History 
Centre

Dorset History Centre brings together two services - the Dorset Record Office and 
Dorset County Local Studies Library:
Dorset History Centre houses the archives of Dorset ranging from Council records to 
personal collections, search our online catalogue or contact us to find out more. For 
books, pamphlets and other publications, search the Local Studies Library catalogue.（8）

イースト・ラ
イディング・
オブ・ヨーク
シャー州

East Riding of 
Yorkshire Archives 
and Local Studies 
Service

The archives and local studies service collects and looks after documents and local 
studies books about the East Riding of Yorkshire so that people can look at them and 
enjoy them.（9）

エセックス州 Essex Record Office

The Essex Record Office is the county's central repository for resources about the 
history of the county, its people and buildings. Historically, these resources have 
consisted of written records, but increasingly, those records are complemented by 
audio and video materials. The Essex Record Office provides an invaluable resource 
for historians, researchers and individuals interested in family history, the history of 
the community in which they live, and the history of Essex as a whole.（10）

グロスタシャー州 Gloucestershire 
Archives

We aim to locate, collect and preserve archives, books and other published sources 
which are of historical significance to Gloucestershire and South Gloucestershire.（11）

ハンプシャー州 Hampshire Archives 
and Local Studies

To collect, safeguard, share and celebrate Hampshire's rich archival heritage and local 
studies for today's and tomorrow's people and communities and to support Hampshire 
County Council's effective business delivery through managing its records.（12）

ヘレフォード
シャー州

Herefordshire 
Archive and Records 
Centre

We hold archives for the county of Herefordshire, the city of Hereford, the diocese of 
Hereford, as well as other local bodies and individuals.（13）

アイルオブワ
イト州（ワイ
ト島）

Isle of Wight 
Record Office

The Record Office preserves historical documents relating to the Isle of Wight and 
makes them available to the public for research. Our material spans the 12th - 21st 
centuries, and includes records of parish churches, estates, families, businesses, 
schools and local government.（14）

ランカシャー州 Lancashire Archives We collect and preserve Lancashire's unique and irreplaceable archives and make them 
available for exploring personal, family or community history and heritage.（15）

レスターシャー州

Leicestershire, 
Leicester and 
Rutland, Record 
Office for

The service aim is to preserve and provide access to a wide range of resources for 
researching the history and culture of Leicestershire, Leicester and Rutland.（16）
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州名 州立公文書館（組織）名 任務または運営目的

リンカンシャー州 Lincolnshire 
Archives

Lincolnshire Archives was established as a county service in 1948 with the bringing 
together of the records collected by the Lindsey, Kesteven and Holland County 
Councils, and the Lincoln Diocesan Record Office.（17）

ロンドン市
London Metropolitan 
Archives: City of 
London

We are home to an extraordinary range of documents, images, maps, films and books 
about London. Whether you're tracing your family history or researching the history 
of your neighbourhood, if you're interested in London or Londoners, LMA is the place 
to visit!（18）

ノーフォーク州 Norfolk Record 
Office

The Norfolk Record Office （NRO） collects and preserves unique archives relating to 
the history of Norfolk and makes them accessible to people in Norfolk and across the 
world.（19）

ノース・ヨー
クシャー州

North Yorkshire 
County Record 
Office

North Yorkshire county record office provides record keeping services for North 
Yorkshire County Council and its communities. It collects, preserves and makes 
accessible historic and current records of significance for the study of North 
Yorkshire and its people and holds them in trust for the use of present and future 
generations.（20）

ノーサンプト
ンシャー州

Northamptonshire 
Record Office

The aim of the Office is to preserve these documents in order to preserve the county's 
heritage and to make them accessible to everyone.（21）

ノーサンバー
ランド州

Northumberland 
Archives

The main functions of the Archives are to ensure the preservation of historic 
artefacts, archive documents and Local Studies material relating to the County of 
Northumberland and to make these available for consultation by the public.（22）

ノッティンガ
ムシャー州

Nottinghamshire 
Archives

Nottinghamshire Archives provides archive services to all those interested in the 
history of the county of Nottinghamshire and the city of Nottingham.（23）

オックスフォー
ドシャー州

Oxfordshire History 
Centre

Oxfordshire History Centre collects, preserves and makes available archives, 
photographs and printed material related to Oxfordshire and its history.（24）

シュロップ
シャー州

Shropshire Archives

We're the archives and local studies service for the historic county of Shropshire, 
which includes the borough of Telford and Wrekin.
We preserve and make accessible documents, books, maps, photographs, plans and 
drawings relating to Shropshire past and present. Find out more about record 
preservation.（25）

サマセット州
Somerset Heritage 
Centre（South West 
Heritage Trust）

Somerset Archives and Local Studies exists to find, preserve and make available 
written records of Somerset's people and communities. We are based at the Somerset 
Heritage Centre in Taunton.（26）

スタッフォー
ドシャー州

Staffordshire 
County Record 
Office

The role of the Staffordshire and Stoke on Trent Archive Service is to locate, collect 
and preserve archives relating to past and present life in Staffordshire and Stoke on 
Trent and to make them available to the people of Staffordshire and its visitors.（27）

サフォーク州 Suffolk Record 
Office

The Suffolk Record Office maintains a historical record of Suffolk and its people.
We look after original documents obtained from many different sources. We also store 
published works like histories, poetry and newspapers.（28）

サリー州 Surrey History 
Centre

The Surrey History Centre in Woking, Surrey, England, collects and rescues archives 
and printed materials relating to Surrey's past and present.（29）

ウォリック
シャー州

Warwickshire 
County Record 
Office

The office collects, preserves and makes available the historic records of 
Warwickshire and its people. We have records dating from the 12th century onwards 
and our collections cover a wide variety of historical documents, from old title deeds 
to recent baptism registers.（30）

ウェスト・ 
サセックス州

West Sussex Record 
Office

Visit our Record Office and archives and find a wealth of historical documentation 
available to access for free.（31）

ウェスト・ 
ヨークシャー州

West Yorkshire 
Archive Service, 
Wakefield

The West Yorkshire Archive Service collects and looks after the unique documentary 
heritage of the region and helps members of the public use and enjoy these records. 
We collect and preserve the heritage of our region dating from the twelfth century to 
the present day – over 800 years of local history.（32）

ウィルトシャー・
アンド・スウィ
ンドン州

Wiltshire and 
Swindon History 
Centre

To collect, preserve and make accessible the written and pictorial heritage of 
Wiltshire and Swindon that reflects its diverse communities, economy and landscape; to 
ensure that people and communities are able to engage with and enjoy activities 
inspired by archives.（33）

ウスターシャー州
Worcestershire 
Archive and 
Archaeology Service

Worcestershire Archive & Archaeology Service works to protect, preserve, manage, 
record, interpret and promote the history and historic environment of Worcestershire. 
Our webpages contain full information on the work of the organisation, with links to a 
range of online resources.（34）
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［註］
（１）http://bedsarchives.bedford.gov.uk/ArchivesAndRecordOffice.aspx（accessed 2017-01-08）
（２）http://www.berkshirerecordoffice.org.uk/home-page/home-page/（accessed 2017-01-08）
（３）http://www.cambridgeshire.gov.uk/archives（accessed 2017-01-08）
（４）http://archives.cheshire.gov.uk/home.aspx（accessed 2017-01-08）
（５）https://www.cornwall.gov.uk/community-and-living/records-archives-and-cornish-studies/cornwall-record-office/

（accessed 2017-01-08）
（６）http://www.cumbria.gov.uk/archives/archivecentres/cac.asp（accessed 2017-01-08）
（７）http://www.devon.gov.uk/index/councildemocracy/record_office/information_dalss.htm（accessed 2017-01-08）
（８）https://www.dorsetforyou.gov.uk/dorsethistorycentre/about-us（accessed 2017-01-08）
（９）http://www2.eastriding.gov.uk/leisure/archives-family-and-local-history/（accessed 2017-01-08）
（10）http://www.essexrecordofficeblog.co.uk/about/（accessed 2017-01-08）
（11）http://www.gloucestershire.gov.uk/archives/deposit（accessed 2017-01-08）
（12）http://www3.hants.gov.uk/archives/hro-policies.htm（accessed 2017-01-08）
（13）https://www.herefordshire.gov.uk/archives（accessed 2017-01-08）
（14）https://www.iwight.com/Residents/Libraries-Cultural-and-Heritage/Records-Office/Record-Office/About（accessed 

2017-01-08）
（15）http://www.lancashire.gov.uk/libraries-and-archives.aspx（accessed 2017-01-08）
（16）https://www.leicestershire.gov.uk/leisure-and-community/history-and-heritage/visit-the-record-office/about-the-

record-office（accessed 2017-01-08）
（17）https://www.lincolnshire.gov.uk/libraries-and-archives/lincolnshire-archives/about-lincolnshire-archives/129577.article

（accessed 2017-01-08）
（18）https://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/london-metropolitan-archives/about/Pages/default.aspx（accessed 2017-

01-08）
（19）http://www.archives.norfolk.gov.uk/About-Us/index.htm（accessed 2017-01-08）
（20）http://www.northyorks.gov.uk/article/27168/About-the-record-office（accessed 2017-01-08）
（21）http://www3.northamptonshire.gov.uk/councilservices/archives-and-heritage/northamptonshire-archives/Pages/about-

us.aspx（accessed 2017-01-08）
（22）http://www.experiencewoodhorn.com/about-us-1/（accessed 2017-01-08）
（23）http://www.nottinghamshire.gov.uk/culture-leisure/archives/customer-charter（accessed 2017-01-08）
（24）https://www.oxfordshire.gov.uk/cms/public-site/oxfordshire-history-centre（accessed 2017-01-08）
（25）http://new.shropshire.gov.uk/archives/about-us/（accessed 2017-01-08）
（26）https://www.swheritage.org.uk/somerset-archives（accessed 2017-01-08）
（27）https://www.staffordshire.gov.uk/leisure/archives/about/home.aspx（accessed 2017-01-08）
（28）https://www.suffolk.gov.uk/culture-heritage-and-leisure/suffolk-record-office/（accessed 2017-01-08）
（29）https://www.surreycc.gov.uk/heritage-culture-and-recreation/archives-and-history/surrey-history-centre（accessed 

2017-01-08）
（30）http://heritage.warwickshire.gov.uk/warwickshire-county-record-office/county-record-office-about-the-record-office/

（accessed 2017-01-08）
（31）https://www.westsussex.gov.uk/leisure-recreation-and-community/history-and-heritage/（accessed 2017-01-08）
（32）http://www.wyjs.org.uk/archive-services/（accessed 2017-01-08）
（33）http://wshc.eu/our-services/archives.html
（34）https://www.facebook.com/pg/WorcsAAS/about/?ref=page_internal
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＜付表３＞アメリカの州立公文書館と運営目的

州名 州立公文書館（組織）名 任務あるいは運営目的

アラバマ州
Alabama Department 
of Archives & 
History

The department continued to maintain its mission of preserving the state's historical 
resources and fostering knowledge of Alabama's history.（1）

アラスカ州 Alaska State 
Archives

The State Archives preserves permanently valuable government records that document 
Alaska's history and makes these records available to its clients in a secure, 
professional and responsible manner.（2）

アリゾナ州
State Library, 
Archives and Public 
Records

The mission of the Arizona State Library, Archives and Public Records is to “serve 
Arizona's citizens and government agencies by providing access to public information, 
fostering historical and cultural collaborative research and information projects, and 
ensuring that Arizona's history is documented and preserved”.（3）

アーカンソー州 Arkansas History 
Commission

The Arkansas State Archives' mission is to: Keep and care for the official archives of 
the State of Arkansas; Collect material bearing on the history of Arkansas from the 
earliest times; Copy and edit official records and other historical material; and 
Encourage historical work and research by the public.（4）

カリフォルニ
ア州

California State 
Archives

The California State Archives collects, catalogs, preserves, and provides access to the 
historic records of state government and some local governments.（5）

コロラド州 Colorado State 
Archives

The mission of the Colorado State Archives is to ensure the preservation of the state's 
permanent legal records and information and to promote their use by the citizens of 
Colorado.（6）

コネチカット州 Connecticut State 
Archives

Since 1855 the Connecticut State Library has acquired historical records from the 
three branches of State government.（7）

デラウェア州 Delaware Public 
Archives

The mission of the Delaware Public Archives is three-fold: To identify, collect, and 
preserve public records of enduring historical and evidential value; To ensure access 
to public records for present and future generations of Delawareans; and To advise 
and educate in the creation, management, use, and preservation of public records（8）

フロリダ州 State Archives of 
Florida

The State Archives of Florida collects, preserves and makes available for research the 
historically significant records of the state, as well as private manuscripts, local 
government records, photographs and other materials that complement the official 
state records.（9）

ジョージア州 Georgia Archives

The mission of the archives is to serve state and local governments and the people of 
Georgia by identifying, selecting, preserving, and making accessible the records that 
constitute the state's recorded history; by documenting state government decisions; and 
by aiding local government to meet open records requirements. In 2009 the archives 
received the Governor's Award in the Humanities.（10）

ハワイ州 Hawaii State 
Archives

The Hawaii State Archives' mission is to ensure open government by preserving and 
making accessible the historic records of state government and to partner with state 
agencies to manage their active and inactive records. The Archive collects, preserves 
and makes available to the public Hawaii government records of permanent value.（11）

アイダホ州 Idaho State 
Archives

The Idaho State Archives （ISA） and Research Center provides public access to 
records of fiscal, administrative, legal, vital and long-term research value to the 
citizens and government of Idaho. ISA preserves a large and unique collection of 
materials that relate to the history of Idaho and the Pacific Northwest, including 
photographs, books, maps, manuscripts, oral histories, and government records. Idaho 
State Archives offers services that are essential to the state on all levels, providing 
information and understanding to everyone from genealogical/family researchers to 
publishers and professionals to state and local governments.（12）

イリノイ州 Illinois State 
Archives

The State Archives serves as the depository of public records of Illinois state and 
local governmental agencies which possess permanent administrative, legal, or 
historical research values. Its collections do not include manuscript, newspaper, or 
other nonofficial sources. These records are available to the public, officials, and 
scholars at the Norton Building and at seven regional depositories located on state 
university campuses throughout Illinois. The Archives provides access through a series 
of printed and electronic guides, and by in-person, mail, telephone, fax, and Internet 
database reference services.（13）

インディアナ州 Indiana State 
Archives

IC 5-15-5.1-1 Definitions Sec. 1.
（h） “Indiana state archives” means the program maintained by the administration for 
the preservation of those records and other government papers that have been 
determined by the administration to have sufficient permanent values to warrant their 
continued preservation by the state.（14）
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州名 州立公文書館（組織）名 任務あるいは運営目的

アイオワ州

State Historical 
Society of Iowa: 
State Archives and 
Records Program

The State Archives of Iowa contains historic state government records that document 
Iowa history. The archives are organized by record groups that represent the 
structure and function of government — past and present. Documents held in the State 
Archives may be accessed by visiting the State Historical Research Center in Des 
Moines.（15）

カンザス州
Kansas Historical 
Society: State 
Archives

The Kansas Historical Society is the state agency charged with actively safeguarding 
and sharing the state's history to facilitate government accountability, economic 
development, and the education of Kansans. This is accomplished by collecting, 
preserving, and interpreting materials and information pertaining to state government 
and Kansas history.（16）

ケンタッキー州
Department for 
Libraries and 
Archives

The mission of KDLA is to support and promote access to library services and to 
ensure that documentation of government activities is created, preserved and made 
available for public use.（17）

ルイジアナ州 Louisiana State 
Archives

Our Mission
The Louisiana State Archives, a division of the Louisiana Secretary of State's office, 
is mandated to identify, to collect, to preserve, to maintain and to make available those 
records and artifacts that enhance our endeavors to understand the dynamics and 
nuances of our state's remarkable history.（18）

メイン州 Maine State 
Archives

The mission of the State Archives is to make the operations of state and local 
government more efficient, more effective and more economical through records 
management by preserving and providing access to the public the permanent historical 
records of Maine in our custody.（19）

メリーランド州 Maryland State 
Archives

The Maryland State Archives is the central repository for state government records of 
permanent value. The Archives operates with a broad legal mandate to acquire and 
care for both public and private records relating to the history of Maryland from 
initial settlement in 1634 to the present.（20）

マサチュー
セッツ州

Massachusetts 
Archives Division

To ensure the preservation and accessibility of the records of government. To provide 
assistance to government agencies. To provide leadership to ensure the preservation 
and accessibility of Massachusetts's historical heritage. To develop appreciation of the 
value of historical records.（21）

ミシガン州 Archives of 
Michigan

The Archives of Michigan is responsible for preserving the records of Michigan 
government and other public institutions. In fulfilling this primary mission, it serves as 
the collective memory of Michigan state and local government. The Archives of 
Michigan also accepts papers from private individuals and organizations to record the 
history of Michigan.（22）

ミネソタ州 Minnesota State 
Archives

Using the Power of History to Transform Lives
Preserving - Sharing - Connecting（23）

ミシシッピ州
Mississippi 
Department of 
Archives & History

The Mississippi Department of Archives and History was founded in 1902. A 
comprehensive historical agency, the department collects, preserves, and provides 
access to the archival resources of the state, administers museums and historic sites, 
and oversees statewide programs for historic preservation, government records 
management, and publications.（24）

ミズーリ州 Missouri State 
Archives

The Missouri State Archives is the official repository for state records of permanent 
and historical value. Its mission is to foster an appreciation of Missouri history and 
illuminate contemporary public issues by preserving and making available the state's 
permanent records to its citizens and their government.（25）

モンタナ州 Montana Historical 
Society

The Montana Historical Society （MHS） promotes an understanding and appreciation of 
Montana's cultural heritage-past, present & future.
To fulfill this mission the MHS: orical resources held in trust by the MHS; produces 
educational and engaging exhibits, public programs, and publications protects and 
preserves historic sites and cultural resources; and provides leadership to those with 
similar goals.（26）

ネブラスカ州

Library/Archives 
Division of the 
Nebraska State 
Historical Society

The Nebraska State Historical Society collects, preserves, and opens to all, the 
histories we share.（27）

ネバダ州
Nevada State 
Library and 
Archives

The State Archives program preserves the records that document the history of 
Nevada State government dating back to 1851. It has custody over the historical 
records of the territory and state as defined in state statute, representing the three 
branches of government: executive, legislative, and judicial.（28）

04_京大文書館_研究ノート_元ナミ.indd   70 17/03/10   15:39



― 71 ―

地方公文書館の運営目的に関する事例調査―日本、イギリス、アメリカを比較して―（元）

州名 州立公文書館（組織）名 任務あるいは運営目的

ニューハンプ
シャー州

New Hampshire 
Division of Archives 
and Records 
Management

The Division of Archives & Records Management has two principal functions. One 
function is to assist state agencies with the efficient and proper management of their 
records, and in conjunction with that service, provide storage space for their less 
active records. Our second function is to preserve documentation of the history of New 
Hampshire state government institutions, and work to make them available to the public 
in as efficient a manner as possible.（29）

ニュージャー
ジー州

New Jersey State 
Archives

The State Archives has a dual statutory mission: first, to preserve and protect New 
Jersey's public records; and second, to facilitate access to them by the public.（30）

ニューメキシ
コ州

State Records 
Center and Archives

A significant aspect of our mission is to preserve New Mexico's historical records and 
make them accessible to the public. Please visit HERITAGE, our online catalog, to 
search our collections and research your history.（31）

ニューヨーク州 New York State 
Archives

The New York State Archives leads efforts, on behalf of all New Yorkers, to manage, 
preserve, ensure open access to, and promote the wide use of, records that support 
information needs and document the history, governments, events and peoples of our 
State. We strive for comprehensive, equitable, and accessible documentation of our 
present, past and future through innovative partnerships and state-of-the-art 
approaches.（32）

ノースカロラ
イナ州

State Archives of 
North Carolina

The Division of Archives and Records is part of the Office of Archives and History 
and the North Carolina Department of Natural and Cultural Resources. The name 

“Archives and Records” reflects the dual role of the division: to provide guidance 
concerning the preservation and management of government records to state, county, 
city and state university officials; and to collect, preserve and provide public access to 
historically significant archival materials relating to North Carolina. The first role is 
handled primarily by the Government Records Section, while the second is the focus of 
several specialized sections, which are collectively called the “State Archives of North 
Carolina.”（33）

ノースダコタ州 State Archives The State Archives is responsible for acquiring, preserving, and referencing the 
documentary holdings of the State Historical Society of North Dakota.（34）

オハイオ州
Ohio Historical 
Society Archives/
Library

For more than 50 years the Ohio History Connection has been working with state and 
local governments to preserve the history of Ohio and its citizens.（35）

オクラホマ州
Oklahoma State 
Archives and 
Records Management

Oklahoma State Archives and the Records Management combined have accessioned and 
processed more than 65,000 cubic feet of records reflecting approximately 5,000 
series. These materials include records of most state agencies and constitutional 
officers, vividly reflecting the history of Oklahoma State government.
The State Archives preserves the permanent records of the Executive, Legislative and 
Judicial branches of Oklahoma state government.（36）

オレゴン州 Oregon State 
Archives

166-010-0000
General
The Archives Division, Office of the Secretary of State, is administered by the State 
Archivist. The State Archives accepts custody of permanently valuable public records 
and provides access to those public records in the official custody of the State 
Archivist. The State Records Center provides storage and retrieval services for 
inactive records of state agencies. The Archives Division also provides advice and 
assistance to state and local agencies, and operates the Security Copy Depository 
which is a storage and retrieval service for security copy microfilm from state or local 
agencies.（37）

ペンシルベニ
ア州

Pennsylvania State 
Archives

The mission of the Pennsylvania State Archives is to acquire, preserve and make 
available for study the permanently-valuable public records of the Commonwealth, with 
particular attention given to the records of state government. In fulfilling its general 
responsibility for the preservation of historic documents, the State Archives also 
collects private papers relevant to Pennsylvania history.（38）

ロードアイラ
ンド州

State Archives

The Rhode Island State Archives is charged with preserving and maintaining the 
permanent records of state government. The “State Archives and Historical Records 
Act” created the State Archives as the “official custodian and trustee for the state of 
all public records of permanent historical, legal or other value”.（39）

サウスカロラ
イナ州

Department of 
Archives and 
History

The South Carolina Department of Archives and History is an independent state 
agency whose mission is to preserve and promote the documentary and cultural 
heritage of the Palmetto State.（40）
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サウスダコタ州 South Dakota State 
Archives

The State Archives of the South Dakota State Historical Society collects, appraises, 
accessions, describes, organizes, preserves, determines significance, and makes 
available manuscript collections, South Dakota state, county, and town government 
records, photographs, maps, and other archival materials which have permanent 
historical and research value.（41）

テネシー州
Tennessee State 
Library and 
Archives

The Tennessee State Library and Archives serves Tennessee government and all its 
citizens by acquiring, organizing, preserving, and making accessible public and 
historical records and other resources; by providing funding and statewide consultation 
services in support of public libraries and local archives; and by offering alternative 
formats for reading for those Tennesseans unable to use standard print media.（42）

テキサス州
Texas State Library 
and Archives 
Commission

To provide Texans access to the information needed to be informed, productive 
citizens by preserving the archival record of Texas; enhancing the service capacity of 
public, academic, and school libraries; assisting public agencies in the maintenance of 
their records; and meeting the reading needs of Texans with disabilities.（43）

ユタ州 Utah State Archives
Our mission is to assist Utah government agencies in the efficient management of their 
records, to preserve those records of enduring value, and to provide quality access to 
public information.（44）

バーモント州

Vermont State 
Archives and 
Records 
Administration

It is the mission of the Vermont State Archives and Records Administration 
（VSARA） to provide, protect, promote, and preserve Vermont public records, in 
collaboration with other public agencies, for the benefit of the public we collectively 
serve.（45）

バージニア州 Library of Virginia

As the Commonwealth's library and archives, the Library of Virginia is a trusted 
educational institution. We acquire, preserve, and promote access to unique collections 
of Virginia's history and culture and advance the development of library and records 
management services statewide.（46）

ワシントン州 Washington State 
Archives

The mission of the Washington State Archives is “To centralize the archives of the 
state of Washington, to make them available for reference and scholarship, and to 
ensure their proper preservation.” （RCW 40.14.020）. To accomplish this mission, the 
State Archives is authorized to inspect and appraise all state government records for 
archival value.（47）

ウェストバー
ジニア州

West Virginia State 
Archives

Since 1905, West Virginia Archives and History has been charged with the 
responsibility of collecting and preserving West Virginia's public records and 
historical materials and making these materials available to the public.（48）

ウィスコンシ
ン州

Wisconsin State 
Historical Society 
Library-Archives

The Wisconsin Historical Society Archives collects, preserves and makes available 
unpublished records, such as hand-written manuscripts of people and organizations, 
photographs, sound recordings, maps, records of state and local governments and other 
original documents.（49）

ワイオミング州 Wyoming State 
Archives

Our mission is to collect, preserve and provide access to records relating to the 
history of Wyoming and its citizens from 1869 to the present.（50）
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