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†

論　文

「国立公文書館等」を再考する

はじめに　
〜�国立大学法人における「国立公文書館等」指定

を巡る状況の変化〜

　2011年４月１日に「公文書等の管理に関する法

律」（以下、「公文書管理法」とする）が施行され

てから、５年が経過した。「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」（第

１条）の適切な保存及び利用を目的とする同法は、

批判はあるとは言え、現用段階から非現用段階に

至る公文書の管理をうたう日本における公文書管

理の一つの画期となった。国立大学法人では、同

法の施行に伴い国立公文書館等への指定が議論さ

れ、初年度においては６大学の大学文書館が国立

公文書館等の指定を受けるに至った。

　施行から５年を迎えた 2016 年４月１日、東京

外国語大学文書館が国立公文書館等に指定され、

これにより、国立大学法人の有する指定施設は、

10施設目を迎えることとなった（現状の国立大学

法人の指定施設については表１参照）（1）。５年の

歳月を短いとするか長いとするかは個々の尺度に

よるところと思うが、公文書管理法施行５年を経

て86ある国立大学法人のうち未だ10大学しか指

定施設を有していない現状は、制度の破綻とまで

は言わないまでも、制度上、何らかの欠陥がある

と言わざるを得ない。この点については、諸論文・

研究会等において公文書管理法の課題が指摘され

て久しく、国立大学法人の実情に適合していない

との批判も多い（2）。

　しかし、法施行から５年の運用期間のなかで、

指定を巡る状況は少しずつ変わってきたと言える。

　これまで指定が進まない背景には、国からの財

政上の支援がないにも関わらず施設整備面等での

要件が厳しいと考えられてきたことが挙げられ（3）、

そのためか、既存の国立公文書館等の指定施設を

有する大学の多くが「旧帝国大学」系を中心とし

た「大規模」な大学に限定されてきた。だが、既

存の諸大学に比べ人的・施設的にも資源が乏しい

小規模の東京外国語大学文書館が指定を受けたこ

とは、制度上の限界を運用面で補う形での変化が
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表１　国立公文書館等の指定を受けた国立大学法人の大学文書館

国立公文書館等 指定日
東北大学学術資源研究公開センター 
史料館公文書室

2011年４月１日

東京大学文書館 2015年４月１日

東京工業大学博物館資史料館部門 
公文書室

2015年４月１日

東京外国語大学文書館 2016年４月１日

名古屋大学大学文書資料室 2011年４月１日

京都大学大学文書館 2011年４月１日

大阪大学アーカイブズ 2013年４月１日

神戸大学附属図書館大学文書史料室 2011年４月１日

広島大学文書館 2011年４月１日

九州大学大学文書館 2011年４月１日
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起きていることの証左と言え、今後、国立大学法

人において指定が検討されるうえでの一つの転換

点となるだろう。特に、後述するようにその指定

交渉の過程で内閣府より示された人・施設等の「要

件」は既存の議論における法・ガイドラインの解

釈が５年前の指定当初の議論とは異なることを示

しており、この点については、2015年度の公文書

管理委員会においても指摘されている。また2014

年度には和歌山大学より国立公文書館へ27冊の移

管が行われ、その是非について議論はあろうが、

国立公文書館等を学内に設置しない方向性があり

得ることが示された。

　そこで、本稿では、第１章において国立公文書

館等指定に関する既存の議論を整理し、指定の根

拠や国立公文書館への移管の可能性、ガイドライ

ンの要件など、指定を検討する国立大学法人に広

がっていた「解釈」を明らかにする。そのうえで

第２章において、法施行５年を迎えた今日におけ

る「解釈」の違いについて、和歌山大学による国

立公文書館への法人文書移管、公文書管理委員会

の議論、直近で指定を受けた東京外国語大学文書

館の指定時の要件、の検討を基に検証したい。そ

のうえで公文書管理法施行５年を迎えた今日にお

ける国立公文書館等指定の変化と今後の課題につ

いて検討を加える。

１．��国立公文書館等の「指定」に関する� �
これまでの状況

１.１　�公文書管理法における国立公文書館等　

〜法的には設置を義務付けられていない

施設〜

　既に多数の論文等で言及がなされているが、ま

ず公文書管理法における国立大学法人の役割と国

立公文書館等の指定の法的根拠を整理する。

　国立大学法人を含む独立行政法人等は、「行政

機関と同様、公的性格の強い業務を行っており、

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必要がある（4）」として、

公文書管理法の規定の対象とされている。独立行

政法人等に求められている役割は主として、①法

人文書の適正な管理（第11条第１項）、②法人文

書ファイル管理簿の整備・公表（第11条第２項・

第３項）、③保存年限が満了した法人文書の国立

公文書館等への移管・廃棄（第11条第４項）、④

管理状況の報告・公表（第12条）、⑤法人文書管

理規程の制定・公表（第13条）、⑥研修、の各点

であり、ここで議論の前提として確認しなければ

ならないことは、法令上、国立大学法人に国立公

文書館等の指定施設の設置は義務付けられていな

い、という点である。

　また、「独立行政法人等が行う法人文書の管理は、

それぞれの法人の業務運営の中で行われるもので

あるから、独立行政法人等の法的性格、業務運営

を行う上での自律性・自主性に配慮する必要があ

る（5）」とされ、法人文書の管理については、指定

施設の設置も含め、各法人に一定の自主性が認め

られているとも解釈できる。

　では、なぜ同法の施行に伴い、国立大学法人に

おいて国立公文書館等の指定施設の設置が議論さ

れたか。それは主として第11条第４項「独立行政

法人等は、保存期間が満了した法人文書ファイル

等について、歴史公文書等に該当するものにあっ

ては政令で定めるところにより国立公文書館等に

移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなけれ

ばならない」（6）との条項に関係する。この条項に

より、国立大学法人の保存年限満了となった法人

文書は、同法が定める国立公文書館等へ移管するか、

廃棄しなければならなくなった。特に国立公文書

館等を持たない国立大学法人の場合、国立公文書

館へ移管するか、廃棄しなければならず、学内で

保存年限が満了した法人文書を保存し活用するこ

とができなくなる。このことが法人文書の廃棄の

危機感をあおり、国立大学法人における指定施設

設置の議論の一つの契機となった。
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１.２　�国立公文書館への移管が事実上不可能と

の「風聞」と移管対象への懸念

　国立公文書館への移管という道筋がありながら、

なぜ各国立大学法人が廃棄の危機感を持って指定

施設設置を議論したか。その背景には、国立大学

法人に広がった、国立公文書館への移管が事実上

不可能との「風聞」があった（7）。先行する諸論文

を参考にその「風聞」を整理したい。

　この点に最も言及しているのが、大阪大学の菅

論文である（8）。菅は公文書管理法成立に際して書

かれた高埜利彦「待望の法律公布に思う」より「旧

国立大学など大学法人の文書管理と歴史公文書等

に該当するものについては、国立公文書館ではな

く『大学アーカイブズ等』において保存及び一般

の利用に供するという考え方が、国立公文書館に

よって示されています（2009年７月15日日本歴

史学協会と国立公文書館との懇談会）（9）」を引用

した上で、「公文書管理法の法文上は独立行政法

人等から国立公文書館への移管が可能となったが、

すべての独立行政法人等の『歴史公文書等』を国

立公文書館に移管することは、事実上不可能なの

である（10）」としている。

　また広島大学文書館における指定時の対応をま

とめた村上論文の注５では、2010年10月19日に

開催された文部科学省による公文書管理法等に関

する説明会における質疑応答が紹介されている。

自然科学研究機構核融合科学研究所による「今回

『国立公文書館等』の指定を受けられなかった場合、

残したい文書はどうすればよいか」との質問に対

して、「保存期間で対応して欲しい。国立公文書

館への移管は、基本的に行政文書が中心で、独法

については『極めて重要なもの』に限定するので、

極めて少ないと認識している」との回答があった

という（11）。

　加えて、国立公文書館に移管する場合についても、

その対象が「極めて重要なもの」に限定されると

の懸念が生じていた。菅論文（12）でも既に指摘さ

れているが、2011年１月25日の内閣府主催の「今

後の公文書管理の取組に関する独立行政法人等連

絡会議」において、資料として配布された「法人

文書の移管について」では、移管の対象となる歴

史公文書等の「該当性の判断については、行政文

書に準じ、適切な判断を行うものとする（別紙参照）
（13）」とされた。そこで移管対象の例として示され

たのは「国の機関から組織替えによって引き継い

だ文書については行政指針に該当するもの」、「そ

の他大規模な公共事業、国家的な重要事業に関す

るもの」であり、別紙として挙げられた「行政文

書の管理に関するガイドライン」において「独立

行政法人等に関する事項」として移管の対象とさ

れているのは、「中期目標の制定又は変更に関す

る立案の検討その他の重要な経緯」と「報告及び

検査その他の指導監督に関する重要な経緯」２点

であった。これらの例示に従った場合、教授会の

記録など大学にとって重要な記録は移管対象に該

当しないこととなり、国立大学法人から国立公文

書館への移管はほとんど不可能と認識されたので

あろう（14）。そうした状況を裏付けるかのように、

公文書管理法第５条第４項に定める保存期間の延

長（15）や保存期間を「大学年史編纂に必要な期間

が終了するまで」として原課で法人文書を保存す

る方法が、指定施設を持たない場合の「工夫」と

して紹介されて行く（16）。

　これらの先行の論文で言及された証言は、必ず

しも国立公文書館が法人文書を受け入れないとす

るものではない（17）。しかし、国立公文書館が法人

文書の移管に消極的姿勢であったことは明らかで

あり、後述するように2014年度の和歌山大学の

事例まで国立公文書館への国立大学法人の文書移

管が行われなかったこと、ガイドラインに示され

る指定施設に求められる要件が非常に高かったこ

とと相まって、事実上移管が不可能であるとの「風

聞」が流布することになったと考えられる。他方で、

こうした国立公文書館への移管が消極的に紹介さ
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れた背景には、公文書管理法を機に国立大学法人

に大学文書館の設置拡大が進むという希望的観測

があったのではないかと推察される。

１.３　�国立公文書館等の「指定」が進まない要因

〜ガイドラインの要件は厳しいとの解釈の

広まり〜

　公文書管理法施行初年度に国立公文書館等の指

定を得た国立大学法人は、６大学であった（18）。指

定施設の設置が進まなかった要因として主に、「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「ガイドライン」とする）に

おいて求められる要件（ハードル）は厳しい、と

の解釈が国立大学法人の間で広まったことが挙げ

られる。その背景について整理する。

　そもそもガイドラインは、国立公文書館等の利

用等規則に関して、その規定例を示すとともに、

保存・利用等の実務に関して具体的な留意事項を

記している。そのため指定準備に伴う施設整備や

運営体制の検討資料として用いられ、「規則の制

定に当たっては、本ガイドラインを踏まえるとと

もに、施設において取り扱う特定歴史公文書等の

種類、施設の規模、体制等を考慮する必要がある（19）」

とされ、事実上、利用等規則はこのガイドライン

に沿って作成される。

　他方、このガイドラインは、公文書管理法上に

根拠を持つものではなく、文中にもその拘束力は

明記されていない。ただし、ガイドラインは国立

公文書館等指定の審査を司る内閣府が示したもの

であり、利用等規則案への内閣総理大臣の同意を

得るための同意基準、そして国立公文書館等の指

定基準として機能しているとされる（20）。実際の審

査過程においても各施設の利用等規則案は文字通

り一言一句ガイドラインとの差異について検証が

なされ、また既存の指定施設の利用等規則のいず

れもが、ガイドライン通りに制定されていること

からも、利用等規則の制定においてガイドライン

には実質的に一定の拘束力があると言える（21）。

　それでは、ガイドラインはこれまでの議論のな

かで具体的にどのような点が厳しい要件として指

摘されてきたのであろうか。主な点は、以下であ

る（ガイドラインにおける言及箇所については表

２を参照されたい）。

（１）施設面のハードル

　ガイドラインにおいては、「永久保存の原則」

が謳われ、特定歴史公文書等は「専用の書庫にお

いて永久に保存するもの」（ガイドラインB-4）と

されている。その専用の書庫は「温度、湿度、照

度等を適切に管理するとともに、防犯、防災、防

表２　ガイドラインに言及される施設・運用面でのハードル

事項
「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」

の要件
関連のガイドライン

の条項

施設面の
ハードル

くん蒸設備 くん蒸その他の保存に必要な措置 B-1（2）

温湿度管理 温度を22℃、相対湿度を55％に設定 B-4、B-4留意事項

照明設備 蛍光灯は紫外線除去されたものを使用 B-4、B-4留意事項

消火設備 イナージェンガス等による自動消火設備を設置 B-4、B-4留意事項

清掃
排気を出さない高性能フィルターを使用した掃除機により、週一
回の頻度で全書庫のクリーニングを実施

B-4、B-4留意事項

運営面の
ハードル

寄贈・寄託文書の受入れ 原則として受入れから1年以内に排架を行うものとする B-2

休館日・利用時間

館の開館日については、行政機関の営業日を基本として考えれば
よい…（中略）… 土曜日、日曜日にも利用可能な施設であること
が、その利便性に適う …（中略）… 昼休み時間帯の営業につい
ても積極的に検討を行うことが望まれる

C-19（1）（3）
留意事項
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虫等のための適切な措置を講ずるもの」（同B-4）

とされ、①温湿度、②照明、③消火設備、④清掃

に関して、国立公文書館の対応が例示されている（22）。

加えて、受入れ時には「くん蒸その他の保存に必

要な措置」が求められ、ガイドラインの文言をそ

のまま受け取ると極めて高い保存環境の水準が要

求されている。

　先行の諸議論においても、「温度を22℃、相対

湿度を55％」との温湿度の条件や、「イナージェ

ンガス等による自動消火設備」、「くん蒸」に関し

ては、国からの財政的な支援がなされないなか、

対応することは難しいとして批判が多く、指定申

請時に既に大学文書館としての活動実績を有して

いた国立大学法人においてすら、そのまま対応で

きるものではなく、ガイドラインの読み替えや工

夫を講じなくてはならないものであった（23）。

　そのため、初年度に指定を得た大学からは「『国

立公文書館等』に求められるレベルは非常に高い

ものであり、特にガイドラインに詳細に記された

内容を現実のものとできる施設がどれだけあるの

か、いささか疑問を覚えざるを得ない（24）」（京都

大学）との指摘や、「ガイドラインでは『くん蒸』

や『イナージェンガス等による自動消火設備』と

いう国立公文書館が運用する設備を例示したこと

により、施設設備に多額の費用がかかるという印

象を与えたと考えている（25）」（広島大学）といっ

た指摘がなされ、以降、国立大学法人の文書館関

係者の間で、指定施設の整備には高いハードルが

あるとの認識が広がっていく。

（２）運営面のハードル

　運営面のハードルとして特に厳しい要件と指摘

されてきたのが、寄贈・寄託文書の受入れ対応で

ある。

　ガイドラインにおいて、文書の受入れは独立行

政法人等の保存年限が満了した歴史公文書等を移

管する「行政機関又は独立行政法人等からの受入れ」

（B-1）と法人その他団体または個人からの「寄贈・

寄託された文書の受入れ」（B-2）の２種類が規定

されている。しかし、受入れた文書は「くん蒸そ

の他の保存に必要な措置」を施し、識別番号を付

与したうえで「原則として受入れから１年以内に

排架を行うものとする」（B-1、B-2）と、双方と

もに同一の方法で整理・排架することが求められ

ている。

　この点に関して、先行の議論では現用段階にお

いて管理簿が整備され一定のファイル形式で移管

される法人文書の受入れに比べ、団体・個人から

の寄贈・寄託文書の場合、数量・形態・保存状況

なども異なり、時には数万点に及ぶ資料が寄贈さ

れることもあり、大学文書館の限られた人員で１

年以内の排架に対応することは困難であるとの指

摘がなされてきた（26）。そして、この議論は個人・

団体からの寄贈・寄託文書の受入れに係る負担を

軽減させるためには、大学文書館を組織上２つに

分け、特定歴史公文書等を受入れる国立公文書館

等と寄贈・寄託資料を受入れる歴史資料保有施設

の２種類の指定を受ける２室体制が望ましいとの

議論を生み出し、いわば「２室体制」論として流

布してゆくことになる（27）。

　この点以外にも、運営面での課題として、平日（週

５日）と昼休み時間帯の閲覧対応が求められたこ

とは人員の乏しい大学文書館にとって厳しい負担

であるとの指摘（28）や、写しの交付に関して複写・

撮影の方法と手数料の請求が明記されたことがか

えって複雑な手順を生み文書館の負担になるとの

懸念が示されてきた（29）。しばしば数名の教職員に

より工夫しながら運営がなされてきた大学文書館

にとって、指定に伴い国立公文書館と同様のルー

ルのもと、同様の業務水準が求められることは、

大きな負担となると受け止められたと言えるだろ

う。

　以上、既存の論稿で、国立大学法人にとってハー
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ドルが高いとして指摘されてきたガイドラインの

要件の一部を紹介した。これらの多くが初年度に

指定を受けた施設の関係者からの実体験を踏まえ

た指摘であり、それらの施設が指定時に既に活動

実績を有していただけに、新たに大学文書館を創

設し指定を得ようとする国立大学法人にとっては、

より高いハードルとして認識されたことが推察さ

れる。

　本学の場合もそうであったが、新規に指定を受

けようとする場合、既存の施設の見学や関係論文

の精査により、先行事例の情報収集から始めるこ

とが多い。既存の指定施設の定期刊行物を見る限り、

新規参入を検討していると思われる諸大学からの

見学も行われている。そうした新参者による情報

収集の過程で、初年度の指定施設が強く認識した

「ガイドライン要件は厳しい」との解釈が、大学

関係者に広まっていったのではないだろうか。先

行事例を「真面目」に学べば学ぶほど、ハードル

がより高く感じられるというジレンマが、国立大

学法人における国立公文書館等指定が広まらない

背景にあったと考えられる。

２．法施行５年を迎えた状況の変化
２.１　�和歌山大学の法人文書の国立公文書館へ

の移管　〜問われる国立公文書館等指定

の必要性〜

　先に紹介した国立公文書館への移管は不可能と

の「風聞」に風穴を開けた出来事が、2014年度の

和歌山大学からの国立公文書館への27冊の特定歴

史公文書等の移管であった（30）。現在、国立公文書

館デジタルアーカイブによりその一覧が確認でき

る。移管のあった文書は、表３の通りである。

　タイトルを見る限り、「大学設立委員会書類」・

「和歌山大学整備委員会」という大学設置に関す

る記録や「文部省往復文書綴」・「文部省通帳写」

といった文部省との交渉過程に関する記録だけで

なく、「入学式関係書類」・「開学式関係書類」な

ど式典に関する記録や「役員父兄名簿」・「和歌山

大学後援会寄附金謝状簿（１期生）」など大学を

取り巻くコミュニティに関する記録に関する法人

文書が移管されていることが分かる。これらのう

ち式典の記録などは明らかに先に紹介した「行政

文書の管理に関するガイドライン」などで示され

た「中期目標の制定又は変更に関する立案の検討

その他の重要な経緯」と「報告及び検査その他の

指導監督に関する重要な経緯」に関する文書に該

当するとは思えない。移管の基準や移管元である

和歌山大学の意向がどれほど反映されているかは

不明であり、手放しでは歓迎できるものではないが、

この出来事は国立公文書館への移管が不可能でな

いことの一つの証左となったと言える。また、簿

冊によっては件名一覧が整備され、これまで原課

に眠り、日の目を見ることの無かった法人文書が、

国立公文書館に移管されたことで、環境の整った

収蔵庫で永久に保管され、閲覧に供される環境に

入ったことは間違いない。

　この「移管劇」により、国立公文書館等指定施

設を有さない国立大学法人は、その一つの選択肢

として国立公文書館への移管の道を得たと言え、

国立公文書館への移管は不可能との主張が「風聞」

となった。そして公文書管理法第11条４項「独立

行政法人等は、保存期間が満了した法人文書ファ

イル等について、歴史公文書等に該当するものに

あっては政令で定めるところにより国立公文書館

等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しな

ければならない」を根拠として指定施設の必要性

を主張する論理は、その論拠を失った。今まで、

保存年限を満了した法人文書を活かす方策は、国

立公文書館等への移管か廃棄かという二者択一で

あり、国立公文書館への移管がほとんど不可能と

見られていたからこそ、多大な負担がかかるとし

ても国立公文書館等指定施設の設置が「仕方なしに」

検討され得ていた。公文書管理法の施行は日本の

公文書管理を変える一つの契機となったが、それ
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表３　和歌山大学から国立公文書館へ移管された歴史公文書（55）

タイトル 請求記号 保存
場所 作成部局 年月日 利用制限

区分等
件名
一覧

１ 大学設立委員会書類　昭和22年５月起　幹事 平25和大
00001100 分館 和歌山大学 昭和21年04月

 －昭和23年11月10日 公開 あり

２ 文部省往復文書綴　昭和24年度　文書係 平25和大
00002100 分館 和歌山大学 昭和24年06月11日

 －昭和24年10月27日 要審査 あり

３ 文部省往復書類綴　
昭和24年６月起　和歌山大学本部

平25和大
00003100 分館 和歌山大学 昭和24年06月08日

 －昭和24年12月17日 要審査 あり

４ 入学式関係書類　昭和24年７月起 平25和大
00004100 分館 和歌山大学 昭和24年07月01日

 －昭和26年02月12日 要審査 なし

５ 役員父兄名簿　昭和24年10月 平25和大
00005100 分館 和歌山大学 昭和24年09月

 －昭和24年10月 要審査 なし

６ 開学式関係書類　昭和24年11月 平25和大
00006100 分館 和歌山大学 昭和24年11月

 －昭和24年11月 要審査 なし

７ 開学式案内状発送並受付簿　
昭和24年11月

平25和大
00007100 分館 和歌山大学

事務局
昭和24年11月
 －昭和24年11月 要審査 なし

８ 庶務日誌　昭和24年１月 平25和大
00008100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和24年06月01日
 －昭和26年12月31日 要審査 なし

９ 内地研究に関する書類綴　
自昭和24年至昭和25年　渉外係

平25和大
00009100 分館 和歌山大学

事務局庶務課 昭和24年－昭和25年 要審査 なし

10 渉外事項綴　昭和24年９月〜25年12月 平25和大
00010100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和24年09月
 －昭和25年12月 要審査 なし

11 文部省通牒綴　
昭和25年中　文書係

平25和大
00011100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和25年03月03日
 －昭和25年12月12日 要審査 あり

12 文部省往復文書綴　
昭和25年度　和歌山大学本部庶務係

平25和大
00012100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和24年12月12日
 －昭和25年12月26日 要審査 あり

13 和歌山大学後援会寄附金謝状簿（１期生）
昭和25年１月起

平25和大
00013100 分館 和歌山大学 昭和25年－昭和25年 要審査 なし

14 一般庶務関係　昭和25年 平25和大
00014100 分館 和歌山大学

事務局会計課
昭和25年01月01日
 －昭和26年03月17日 要審査 あり

15 文部省通牒写　昭和25年度 平25和大
00015100 分館 和歌山大学 昭和25年－昭和25年 要審査 なし

16 渉外事項綴　昭和26年 平25和大
00016100 分館 和歌山大学 昭和26年－昭和26年 要審査 なし

17 文部省往復文書　昭和26年１月超　文書係 平25和大
00017100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和26年01月16日
 －昭和26年10月30日 要審査 あり

18 文部省往復文書綴　昭和26年中　庶務係 平25和大
00018100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和26年01月08日
 －昭和26年12月15日 公開 あり

19 文部省通牒写　昭和26年中　庶務係長 平25和大
00019100 分館 和歌山大学 昭和26年－昭和26年 要審査 あり

20 大学創設当時資料 平25和大
00020100 分館 和歌山大学 昭和25年－昭和26年 要審査 なし

21 和歌山大学整備委員会 平25和大
00021100 分館 和歌山大学 昭和24年－昭和26年 要審査 なし

22 内地研究に関する書類綴　
昭和26年１月　渉外係

平25和大
00022100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和25年11月29日
 －昭和26年10月19日 要審査 なし

23 渉外事項綴　昭和27年 平25和大
00023100 分館 和歌山大学 昭和27年02月05日

 －昭和27年12月22日 要審査 あり

24 文部省往復文書　昭和27年度　庶務係 平25和大
00024100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和27年01月30日
 －昭和27年12月22日 要審査 あり

25 文部省通牒写　昭和27年中 平25和大
00025100 分館 和歌山大学 昭和27年－昭和27年 公開 なし

26 庶務日誌　昭和27年１月起 平25和大
00026100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和27年01月01日
 －昭和29年12月28日 要審査 なし

27 内地研究一件綴　昭和27年 平25和大
00027100 分館 和歌山大学

事務局庶務課
昭和27年02月21日
 －昭和27年08月15日 要審査 なし
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でも未だ公文書管理の「適正かつ効率的」な運営

や「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」との同法の趣旨が、アーカイブ

ズそして指定施設設置の説得力を持つまでに至っ

ていない。そうした点で、この変化は、ある意味

では国立大学法人に指定施設を広げていくうえで

大きな痛手とも成り得る。

　加えて、国立公文書館への移管についても、留

意点が残る。まず閲覧が現実的であるかどうかと

いう点だが、デジタルアーカイブを見る限り、現

在の保存場所はつくば分館となっている。国立公

文書館ではつくば分館に保管される特定歴史公文

書等を本館（東京）で閲覧することができるが、

その対象となっているのは公開状況が「公開」・「部

分公開」となっている文書に限定しており、現状

は移管された27の文書のうち３点に限られるため、

全てを閲覧するためにはつくば分館まで足を運ぶ

必要がある。移動の手間を考慮した場合、これは

弊害となる。移管元である和歌山大学関係者が閲

覧等で利用する場合にはなおさらであろう。一番

の利用者として想定される移管元（親組織）から

物理的距離が離れている状況が、果たして利用に

供する環境であろうか。

　また先にも指摘したが、移管基準は今のところ

明らかではない。しばしば日本の公文書管理にお

いては、原課が文書の移管に慎重であるとの傾向

が指摘されるが、移管基準が明確でないなか、ど

のような判断で移管が進められたのか疑義が生じ

る。公文書管理法では「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」（第１条）との目的が掲げら

れているが、移管基準が定かでないなか移管され

た文書だけで説明責任は全うされるのであろうか。

まして国立大学法人は独立行政法人化以来、自ら

中期目標を掲げ活動をしている。そうした自らの

活動に対して、移管元（親組織）は保存年限が満

了したとは言え、手元にない情報をもとに如何な

る説明責任を果たすことが可能であろうか。

　これらの点で、和歌山大学による国立公文書館

への法人文書移管は、各国立大学法人に対し、「国

立公文書館等」指定の可否を含め、法人文書管理

に関して「真に」各法人の自主的な判断を求める

契機となったと言える。

２.２　�公文書管理委員会での法施行５年見直し

に係る議論　〜ガイドラインの求める要

件は厳しいか〜

　公文書管理委員会では、2015年９月28日の第

44回委員会において、「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（32）」が提出され、委員会における議論の

過程でガイドラインの求める「要件が厳し過ぎる

ということで実現が難しいということが具体的に

あるとすると、それはもうガイドラインの見直し

等もせざるを得ないのではないか（33）」と、ガイド

ラインの要件を巡る状況の精査が求められた。そ

して、2015年12月４日の第46回委員会において、

上記の検討を踏まえ「国立公文書館等の指定の在

り方について」討議が行われた。その際配布され

た説明資料及び議事録によると、内閣府公文書管

理課は「議論のポイント」として、以下の３点を

提示し、その背景に関する現状分析と課題が紹介

されている。

　① 多くの独立行政法人等においては、国立公文

書館等の指定について、必ずしもその必要性

を認識していない。

　② 他方で、独立行政法人等から国立公文書館へ

の歴史公文書等の移管が進んでいない。

　③ 国立公文書館等の指定を受けるための要件（い

わゆる「ハードル」）が厳しいとの指摘（34）。
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　どの分析も現在の内閣府の見解を示しており興

味深いが、とりわけ注目すべきは③である（35）。内

閣府公文書管理課は、国立大学法人等ガイドライ

ンに示された施設の指定に係る要件について、「運

用面での課題は、必ずしも法令改正を必要とする

ものではない」とする。平成26年度に既存指定施

設（５法人）に実施したフォローアップ調査や指

定を希望する法人（４法人）との意見交換において、

具体的な運用面の課題として指摘された、温湿度

管理が可能な施設・設備、くん蒸施設、消火設備、

常勤職員の確保、窓口（閲覧室）の運営、寄贈・

寄託文書の目録公開、手数料の設定の諸点に関して、

内閣府の考え方を具体的に示し（表４参照）、「指

定を希望する法人におけるこうした認識が、一部

誤解に基づき、必ずしも懸念要因にはならない」

とした。

　具体的には、温湿度管理は「年間を通して緩や

かに変動があることについては支障がない」とされ、

更には既存の施設の実績を踏まえ「人為的な管理

を行っていない施設も指定を受けている」と現状

の追認をしたほか、特に金銭的負担が大きいと考

えられていたくん蒸施設や、イナージェンガスの

消火設備が必ずしも必要でないとされた。これら

はまさに、これまでガイドラインに例示されてい

たことで施設面のハードルと考えられてきた課題

を一掃するものである。運営面についても、最大

の課題と考えられてきた寄贈・寄託文書の１年以

内の排架に関して、「契約の発効をもって受入れ

の起点」とすれば困難ではないとの解釈が示された。

寄贈・寄託は、事前に対象となる資料の目録を作

成したうえで、利用条件などを含めた契約をする

ことも多く、そうした業務プロセスを踏まえた解

釈をすることで、点数が多い資料群の寄贈・寄託

を受けた場合についても、１年以内の排架という

「しばり」に囚われることなく、目録作成等資料

整理に当たることができるとの考え方である。また、

全平日の閲覧対応の負担に関しては、閲覧室に職

員が常駐する必要がないとし、非常勤或いは兼務

であっても閲覧対応等の施設運営がなされれば問

題ないとされた。

　加えて、指定施設の整備において必要な要件と

して、保存及び利用のためのスペースを挙げ、最

近指定を受けた施設のスペースが少ないことを紹

介し、「近年の傾向としては、より小規模な施設・

表４　国立公文書館等の指定を受けるための要件（いわゆる「ハードル」）が厳しいとの指摘に対する考え方（36）

項目 内閣府公文書管理課の考え方

温湿度管理が可能な
施設・設備

湿度については充分な留意が必要であるが、施設の置かれた環境やスペックに応じて、書庫の温度が
年間を通して緩やかに変動があることについては支障がないと考えている（人為的な管理を行ってい
ない施設も指定を受けている）。

くん蒸施設 必置ではない（くん蒸施設がある方が稀である）

消火設備
必ずしもガス式消火（イナージェンガス、二酸化炭素ガス）である必要性はない。水を使用した消火
は避けたいが、薬剤式（保存に影響を与えない中性薬剤を利用したものが望ましい）でもやむを得ない。

常勤職員の確保
施設の担当職員が常勤であることや専門的知見を有する者である必要性はなく、利用決定等のための
審査事務の意思決定をしかるべき者が行う体制が整っていればよい（人数についても要件を課してい
ない）。

窓口（閲覧室）の
運営

必ずしも職員を窓口（閲覧室）に常駐させておく必要性はなく、窓口利用者にきちんと対応できる体
制が整っていればよい。

寄贈・寄託文書の
目録公開

一般的には、寄贈・寄託の契約行為を成立させる上で、点数等を確定した目録の作成や利用条件を設
定しておくことが適切であると考えられる。契約の発効をもって受入れの起点とすれば、そこから原
則１年以内の排架と目録公開について困難があるとは考えられない。

手数料の設定
ガイドラインではマイクロフィルムなど多様なメニューが例示されているが、その選択は施設側が可
能なものでよい。また、手数料はあくまでも実費を請求するものであり、写しの作成作業を外注する
ことが必要である場合は、その費用を転嫁することについては支障がない。
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体制でも指定を受けられる素地が固まりつつある

ことがうかがえる」としている。

　この内閣府公文書管理課による新たな解釈をど

のように評価すべきか。一面においては、設備面・

運用面ともに、「国立大学法人向けの要件」が再

定義されたと言える。これまでガイドラインにお

いて国立公文書館の対応が例示されていたのは、

指定施設に国立公文書館に準じた一定の保存・利

用環境の水準を求めたいとの思いと同時に、指定

の申請機関として想定されていた国立大学法人の

現状を把握していなかったからではないだろうか。

公文書管理課が既存の指定施設のフォローアップ

調査を実施し、国立大学法人の持つ資源の限界を

認識したことで、ガイドラインに例示される国立

公文書館のレベルとは異なる現実的な落としどこ

ろを提示し得るようになった。既に堀田論文で「現

行の国立公文書館等や歴史的文化的資料保存施設

以外の第３の指定制度を設けるなどの措置を講じ

るべきではないか（37）」との提起がなされているが、

この新解釈は同じ国立公文書館等の指定制度の枠

組みのなかで、国立公文書館とは別に「国立大学

法人向けの要件」を設けることで、現実に対応し

たものと考えられる。

　他方で、示された基準は危うさもはらんでいる。

特に職員に関して「常勤であることや専門的知見

を有する者である必要性はな」いとしている点は、

文書の適切な保存及び利用等を図るという公文書

管理法の趣旨に照らしても、実際にアーカイブズ

を運営する上でも、行き過ぎた規制緩和と言え、

指定審査に当たっては慎重に検討がなされるべき

点であろう。アーカイブズを運営していく中では、

移管・寄贈などの受入れ、整理、閲覧提供など業

務の各場面で専門的知見が要求される。まして、

今回の新解釈では施設面のハードルを下げており、

より不安定な施設環境であればより現場の職員の

知見が重要になろう。「書庫の温度が年間を通し

て緩やかに変動があることについては支障がない」

とする判断も専門的見地があればこそ出来得る判

断であり、季節の温湿度変化に対処するには常勤

の職員の存在が必要となるだろう。また寄贈・寄

託を「契約の発効をもって受入れの起点」とする

との考え方についても、義務付けられていないだ

けに場合によっては資料整理の遅滞につながる恐

れがある。

　またこれまで指定のハードルと考えられてきた

諸課題を「誤解」として一掃する点は、いささか

公文書管理課の責任逃れの感がある。「誤解」が

生じた背景には、審査を司る公文書管理課による

制度内容等に関するこれまでの広報不足があった

のではないだろうか。ガイドラインは法施行と同

じく 2011 年４月１日に内閣総理大臣により決定

された（38）。そのため、初年度（2010 年度）にお

いては、2010年10月12日ガイドライン公表の直

後、19日に文部科学省により開催された公文書管

理法等に関する説明会の場が文部科学省・内閣府

公文書管理課と国立大学法人の最初の調整の場と

なった。そこから、12月の利用等規則案の提出と、

非常に時間がない中でのスタートであったため、

国立大学法人に対し、要件の具体的内容について

十分な説明がなされて来なかった。にもかかわら

ず施行後において、更なる追加の説明会などは開

催されていない。結果、ガイドラインが指定の要

件としてどの程度を求めているか、国立大学法人

の関係者は明確な答えを持たないまま、初年度に

指定を果たした諸施設からの「ガイドラインの要

件は厳しい」との声が独り歩きすることとなった

のではないだろうか。また、公文書管理課が本当

に国立公文書館等を国立大学法人に普及させたい、

或いは国立公文書館への移管を進めて行きたいの

であれば、既に指定を受けた施設に対するフォロー

アップ調査よりも指定を受けていない法人に対す

る広報活動こそ必要であった。この点は日本のアー

カイブズ界全体に指摘できる広報上の課題と思う

が、まだ施設がないフロンティアこそ真に情報を
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必要としているところである。この広報戦略上の

課題は、指定を普及させていく上で今後再検討さ

れるべきであろう。またそうした活動を進めてい

くとき、各地域に点在している既存の指定施設は、

広報のハブとしての積極的な役割を果たすべきだ

ろう。

　こうした危惧はあるものの、この新解釈は全体

として、施設面・運営面で資源の乏しい国立大学

法人の現状に鑑み、ガイドラインにも明記された

「施設において取り扱う特定歴史公文書等の種類、

施設の規模、体制等を考慮する必要がある（39）」と

の立場を改めて強調したものと言え、この「考え方」

もまた今後の指定拡大の転機になることが予想さ

れる。

２.３　�直近の国立公文書館等の指定にみる要件� �

〜東京外国語大学文書館の場合〜

　現在、実際には国立公文書館等指定においてど

のような要件が求められているか。直近の 2015

年度に指定審査を経た東京外国語大学の事例を通

して、現在の指定に求められる要件を検討したい。

なお指定の経緯・交渉過程の詳細については別稿

で紹介したため、本稿では指定の要件に関わる点

を中心に整理する（40）。

　東京外国語大学では2012年の文書館発足当初

より国立公文書館等指定を検討していたが、当初

はガイドラインに示された要件の「厳しさ」に二

の足を踏み、毎年度申請を先送りしていた。そう

した状況が2015年３月10日の内閣府公文書管理

課との意見交換を契機に、ガイドラインに求めら

れる要件が工夫次第で対応可能との認識を得たこ

とで、学内において指定に向けた議論が本格化し

た（41）。指定審査前の意見交換については、2014

年度に指定を受けた東京大学・東京工業大学も実

施しており、指定を目指す施設が現在の準備状況

を確認するうえで重要なプロセスの一つとなった

と言える（42）。

　この意見交換以降、「報告様式１」・「報告様式２」

の提出、「利用等規則案」の交渉、現地調査とい

う指定審査の過程において、公文書管理課より多

岐にわたる指摘・提言・指導を得た。その主な指

摘等をまとめたものが表５である。以下、幾つか

課題になった点を中心に具体的に紹介するととも

に、審査の現場から推察され得る指定の要件につ

いて整理したい。

（１）�施設面の整備　� �

〜法人文書保管用スペースの確保が一要件〜

　まず施設面の整備に関しては、温湿度管理は空

調設備等の間引き運転による調整、くん蒸設備は

必ずしも絶対条件ではなく、消火設備はガス式消

火器の配置で構わないなど、施設整備にあたって

は各法人の規模・実態に合わせた調整が可能との

見解が公文書管理課から示された。このうち、く

ん蒸については当初冷凍庫を用いた虫害処理を検

討していたが、冷凍庫の保管場所・運用コストを

検討した結果、無酸素パックでの対応に変更し、

消火設備については消防署指導があり純水ベース

の消火器配置に変更と、公文書管理課の提起した

方法とは異なる対応を取ったが、理由を明確にし

たこともあり、それぞれ承認を得た。

　他方で、追加整備が求められた点（＝要件を満

たしていなかった点）は、法人文書保管用スペー

スの確保である。公文書管理課との意見交換時点

（2015年３月）で大学文書館が保有していたスペー

スは表６の第１・第２収蔵庫の計56m2 の矮小なス

ペースであり、その時点で棚の半分以上が満床で

あった。加えて、収蔵庫の天井に水道管が通って

いたことから、既存のスペースとは別に「法人文

書保管用のスペース確保が望ましい」との指摘を

受けた。そのため７月に第３収蔵庫が、翌年１月

に第４収蔵庫が追加確保され、計92.1m2 のスペー

ス確保に至った。交渉過程では、公文書管理課よ

り「○○m2」の保存場所といった形で数値が明言
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表５　東京外国語大学文書館の指定時に示された要件

項目
東京外国語大学文書館における

指定時の対応
内閣府公文書管理課による主な指摘

収蔵庫

第１収蔵庫・第２収蔵庫・第３収蔵
庫・第４収蔵庫（計92.1m2）

（第３・第４収蔵庫は内閣府の指摘
を受け追加整備、第４収蔵庫は法人
文書保管用）

・ 法人文書保管用のスペース確保が望ましい。指定時に不十分であっ
ても、指定後に整備される確約があれば問題ない。

・ 書庫内（特に第２収蔵庫）の排水管が留意点である。第２収蔵庫
は荷解き室（寄贈資料の仮置き場、冷凍庫置場）としてはどうか（保
管場所として一部の収蔵庫が不適当）。

温湿度管理
温度は空調管理、湿度は除湿器（業
務用）により管理。常時測定。

・自然に任せた温湿度調整で構わない（間引き運転も可）。
・測定地点の増設が望ましい。

害虫駆除
（くん蒸）

はけ等により資料の汚れ・虫害の除
去を実施するとともに無酸素パック・
外注等で対応。（当初冷蔵庫使用を
検討していたが、運用コストを計算
した結果無酸素パックに変更）

・必ずしも絶対条件ではない。
・冷凍庫の配備で問題ない。

消火設備
消火器（純水ベース）配備　（府中
消防署より指導）

・ガス式消火器が望ましい。

防犯設備 有（施錠） ・特別な措置は必要ない。

書庫の施錠管理 有（施錠） ・特別な措置は必要ない。

照明設備 紫外線吸収膜付蛍光灯の整備 ・紫外線吸収膜付蛍光灯で可。

職員

専任研究員１名（常勤）、教務補佐
員（週29h）１名

（１名追加を検討したが、学内の承
認を得られず、教務補佐員１名の労
働時間延長で対応）

・ 専任の配置を条件としていない（利用者対応可能であれば問題ない）。
・ 利用公開への対応のため、１〜２名の増員（非常勤でも可）が望

ましい。

受入・体制
国立公文書館等指定（１室体制）、
移管フローは指定後１年かけて構築。

・ 国立公文書館等・歴史資料保有施設の双方指定を受ける２室体制
にしなくてもよい。国立公文書館等の指定のみで問題ないのでは
ないか。

・ しばしば２室体制の根拠となる寄贈資料の１年以内の排架が負担
であるとの論理は誤認であり、寄贈契約前に仮目録作成を行い、
寄贈契約後１年以内に目録を公開すれば問題ない（移管のペース
調整等の対応は可能）。

目録 目録PDFのみ公開
・ 目録PDFのウェブ公開で構わない。現状の目録ほど詳細でなくて

も構わない。

閲覧利用

利用請求窓口は常時職員（総務企画
課兼任）が常時対応、平日10:00〜
12:00、13:00〜16:00（昼休みを設
けるが利用者が在室している場合等
は柔軟に対応する）

・ 情報公開と同程度の利用公開が望ましい（平日）。但し日数に明確
な規定はない。

・ 昼休みを設けるが、利用者在室の場合は柔軟に対応することが望
ましい。

・ 閲覧室に人員が張り付く必要はない。情報公開と窓口統合或いは
予約制も可能。

写しの交付
職員により実施。外注は予定してい
ないが、依頼によって検討する用意
がある

・デジタルカメラ撮影のみの対応は認めない。写しの交付業務必要
になる（手数料の料金表も必要）

利用等規則 ガイドライン規定例に準拠

・ 利用等規則案に示した以下の２点は公文書管理法の趣旨に鑑み認
可できない。

① 利用請求に際し「時の経過」に加えて「利用の目的」を考慮する
との文言追加

② 本学文書館の文書館運営委員会の審議による廃棄との文言追加
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されることは無かったが、①特定歴史公文書等の

保存場所として適当な環境（永久保存の環境）、

②寄贈・寄託資料と混在しない専用のスペースの

確保が特に求められた。また、本学の場合、第４

収蔵庫の確保が2016年１月であったこともあり、

収蔵庫設備の一部を導入するのが現地調査後となっ

たが、事前に収蔵庫の棚等の整備は指定時に不十

分であっても、整備の確約があれば問題ないとの

見解であった。

　本学の例を見る限り広大なスペースが必要とさ

れているわけではないが、移管を保証する一定の

スペースの確保が重要な要件の一つと見なせる。

（２）�運営面の整備①　� �

〜利用者のニーズが最優先〜

　運営体制については、平日５日開館し閲覧利用

に供する環境の整備が原則とされた。これは現用

段階の法人文書を取り扱う情報公開窓口の対応に

合わせた原則であり、この利用者対応が可能であ

れば、専任職員の配置は要件ではない、との見解

が示された。他方で、閲覧室に職員が常駐する必

要はなく利用請求窓口が常に対応可能であれば支

障はないとして、その具体的な対応の一案として

情報公開と請求窓口を統合する方法が提起された。

文書館の業務には資料の収集・調査等があり、閲

覧室・事務室を不在にすることもあるが、利用の

請求権が常に保障されることが運営面の一つの要

件の目安と考えられる。

　また昼休み時間帯を設定することについては可

能とされたが、指定後の運営体制を報告する書式

「報告様式２」には「昼利用者が在室している場

合等は柔軟に対応する」と明記することが求められ、

写しの交付に関しては、当初文書館事務室に複写

機が設置されていなかったこともあり、デジタル

カメラ撮影のみの対応を考えていたが、利用者の

多様なニーズに対応するために写しの交付業務が

必要との指導を受け、写しの交付制度を既存施設

同様に設けることになった。なお手数料料金につ

いては、複写機の場所までの職員の移動等を含め

たため実費がかかり他機関よりも高額にならざる

を得なかったが、実費を手数料に転嫁することに

ついては認められた。

　これらから、少人数体制の運営の限界は考慮さ

れるが、人的・設備的不足を理由に、利用に制限

を設けることはできないというのが、利用に関す

る要件の一つと言える。

（３）�運営面の整備②　〜国立公文書館等指定の

１室体制と移管のフロー〜

　受入体制については、前節でも紹介した公文書

管理委員会第49回の考え方と同様であり、２室体

制の根拠となる寄贈資料の１年以内の排架が負担

であるとの論理は誤認であり、寄贈契約前に仮目

録作成を行い、寄贈契約後１年以内に目録を公開

すれば負担とならないとの見解が示された。加え

て２室体制にした場合、収蔵庫及び利用申請の方

表６　収蔵スペースの要件

名称 広さ（m2）
書架総延長（m）
（既使用部分）

備考

① 第１蔵庫 28
総延長161.7m

（既使用部分161.7m）
大学史資料群、寄贈資料保管

② 第２蔵庫 28
総延長95.2m

（残余部分95.2m）
配管設備の為「荷解き室」（寄贈資料の仮置き場他）として
利用。歴史公文書等の収蔵場所として利用しない方針。

③ 第３蔵庫 12.1
総延長52m

（残余部分52m）
入口がトイレ付近の為、収蔵庫として活用困難。現状、機材
等保管場所として一部利用。

④ 第４蔵庫 24
総延長134m

（残余部分134m）
主として法人文書移管用収蔵庫の予定。
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法も区別しなければならないため逆に負担である

とされ、現状、公文書管理課は１室体制を推奨す

る立場をとっていることが推察される。

　また、指定後の移管のフローに関しては、指定

施設の一部において、指定後スムーズに移管が進

められなかったことを踏まえ、受入れ体制の環境

が整うまでは、保存年限の延長により廃棄を一時

延期し、移管のペースを調整することも可能との

考え方と、移管のフローは指定後運用の中で数年

内に整備してはどうかと提案された。移管には原

課の職員との関係構築など、整備を進めるうえで

時間のかかる課題も多い。そうした現実を考慮し、

特に新設の文書館については移管フローに係る事

項は、指定の要件には入っていないと考えられる。

（４）利用等規則案の整備

　利用等規則案の制定に関しては、原則ガイドラ

インのひな形に沿うことが求められる。本学の場合、

交渉過程では①利用請求に際し「時の経過」に加

えて「利用の目的」を考慮するとの文言追加、②

文書館運営委員会の審議による廃棄との文言追加、

の２つの試みを組み込んでいた。前者は個人情報

が多く含まれる大学の法人文書に関して、個人情

報等の扱いについて十分な配慮を行うことを前提

に、利用請求者の研究目的・実績・公表の方法等

を「文書館運営委員会」で検討し、「研究利用」

に限り利用を許可することを意図し、後者は学内

委員会による審議と内閣総理大臣との協議をもっ

て収蔵資料の再評価、いわゆる「二次選別」を行

うことを提起したものであった。しかし両者とも、

公文書管理課より公文書管理法の主旨にそぐわな

いとして、取り下げを求められ、最終的に規則案

より削除することになった。

　結果、公文書管理委員会において諮問された際

には「ガイドラインの規定例と真ん中の外語大の

規程案と並べてごらんいただければ一目瞭然です

けれども、左側で『○○館』と書いてあるところ

を『国立大学法人東京外国語大学文書館』と置き

かえるといった規程がほとんど（43）」というまでに、

準拠した規則案となった。

　現状、利用等規則案はガイドラインのひな形通

りにするというのが指定の要件と言える。なお試

みが必ずしも無駄であるわけではない。先に挙げ

た「研究利用」については、移管元部局（大学）

の許可を得て情報提供の形で利用させることは可

能として、利用請求の枠組みの外での対応策が公

文書管理課より示された。法人にとって重要な事

項があるならば、交渉を試みることに十分意義が

ある。

　本節では、東京外国語大学の事例から指定要件

の現状を確認したが、そこにはガイドライン通り

ではない現場の状況に合わせた指定要件が示され

ていた。これらは前節で確認した公文書管理課に

よるガイドラインの「考え方」を基本にしながらも、

本学の事情を考慮した対応であったと考えられる。

もちろん、こうした運用が今後も続く保証はなく、

公文書管理課の担当者の異動などにより、対応が

変化する恐れはある。しかし、国立大学法人の認

識のレベルにおいては、指定のハードルは明確に

下がったことは間違いなく、今まで指定を阻む要

因となってきた心理的な壁の一つがなくなったと

言えよう。

　そして今後こうしたガイドラインの新解釈に基

づく指定実績が増えることで、「国立大学法人向

けの要件」がより明確になり、定着していくので

はないだろうか。東京外国語大学の事例は、そう

した変化の契機になろう。

おわりに
　以上、国立公文書館等指定を巡る現状に関して

事例を踏まえ検討してきたが、今まさに国立公文

書館等指定の第二局面に入ったと言える。今まで

指定を阻む高いハードルとされてきたガイドライ

01_京大文書館_論文_倉方慶明.indd   14 17/03/10   15:37



― 15 ―

「国立公文書館等」を再考する（倉方）

ンは、公文書管理課が新たな解釈を示し、実際に

それが「国立大学法人向けの要件」として運用さ

れたことで、越えられないハードルではなくなった。

他方で、既に国立公文書館等の指定は、和歌山大

学の事例があるように、保存年限の満了した法人

文書を適切に保存・利用するための唯一の方法で

はなくなっており、各国立大学法人が自らの手で

法人文書を保管し活用するために、主体的に選択

するものとなった。

　指定施設の確保には、一定程度の人的・施設的

な資源が必要であり、指定施設は一朝一夕にでき

るものではない。しかし国立大学法人化以来、各

大学に独自性が求められているなか、移管された

過去の重要な活動の記録は自らの活動の特性を紐

解く有用で価値ある資源となるだけでなく、情報

管理の徹底という点でも指定施設を有しているこ

とが大学の情報管理の「品質保証」にもなるだろう。

まさに今後指定を巡る議論は、これまでの廃棄に

対する危機感や、法順守の義務感といった仕方な

く対応を検討されるものから、中期目標の立案や

情報管理の徹底のなかで積極的に検討されるもの

へと変化したと言える。

　やや希望的観測を言えば、そうした国立公文書

館等指定に関する積極的な議論のなかから、各国

立大学法人の特性を反映した多様な大学文書館が

現れるのではないか。現在、指定施設どころか、

文書館そのものが大学にはいまだ普及していない。

実践を基盤とするアーカイブズ研究の場合、その

実践の場である文書館が増えなければその発展は

望めない。現在の指定を巡る状況の好転が文書館

設置につながり、より多様な文書館活動が生まれ

ることを希求する。

［註］
（１）2016年11月30日現在10施設である。なお東京

外国語大学文書館において国立公文書館等指定を

目指した際に、年度途中における指定を検討した

ことがあり、その点について内閣府担当官に確認

したところ年度内での指定も可能とのことであった。

だが、現状年度途中に指定を受けた大学は一つも

ない。

（２）藤井譲治「『公文書管理法』の成立をめぐって」『日

本史研究』568号、2009年。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』

―その生成過程と問題点―」『広島大学文書館紀要』

第13号、2011年３月。菅真城「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』

第60号、2011年３月。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』第８号、2012

年３月。西山伸「公文書管理法の問題点―国立大

学法人の立場から―」『日本史研究』第 592 号、

2011 年３月。また研究集会では、2014 年〜 2015

年にかけて開催された「公文書管理法５年見直し

についての合同研究集会」の第２回（2014年３月

14日開催）研究集会において西山伸氏（京都大学）

が国立大学の立場から問題提起を行った。

（３）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』第20号、

2011 年、５頁。西山伸、前掲論文、55-57 頁。村

上淳子「広島大学文書館における『国立公文書館等』

の指定に係る対応―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』第13号、2011年、25-26頁。

（４）『逐条解説 公文書管理法』ぎょうせい、2009年、

13頁。これと同内容の文面が内閣府ホームページ「法

人 文 書 の 管 理」（http://www8.cao.go.jp/chosei/

koubun/about/shikumi/h_bun/h_bun.html、2016 年

11月30日閲覧）に記載されており、現状において

も内閣府の公式見解と言える。

（５）同上、52頁。

（６）引用文中の政令に定めるとは「公文書等の管理

に関する法律施行令」第２条を指す。

（７）拙稿「東京外国語大学文書館の国立公文書館等

指定　〜小規模大学における指定の経緯と意義〜」

（『アーカイブズ』第61号、2016年）において、こ

の点について「『国立公文書館が国立大学の法人文
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書の移管を受け入れない』との噂」として記述し

たところ、国立公文書館側から後述するように和

歌山大学の法人文書を受け入れた経緯があるので

誤りであり、噂で検討を始めたのかという批判を

頂戴し、注釈に「2011年時点での噂」と明記する

こととなった。後述の通りこうした話の素があっ

たことは事実であり、少なくとも筆者が勤める東

京外国語大学における指定検討の原動力になった

ことは間違いなく、大学文書館関係者の間で流布

していたことを指摘したい。また制度がどのよう

に受け止められているかについての認識が、国立

公文書館に欠けていたのではないか。国立公文書

館と大学関係者の間で択え方のくいちがいがあっ

たものと推察する。

（８）菅真城、前掲論文及び菅真城『大学アーカイブ

ズの世界』大阪大学出版会、2013年、200頁。

（９）高埜利彦「待望の法律公布に思う」『アーカイブ

ズ』第37号、2009年10月、９-10頁。

（10）菅真城、前掲書、200頁。

（11）村上淳子、前掲論文、31頁。

（12）菅真城『大学アーカイブズの世界』大阪大学出

版会、2013年、219-220頁、224-226頁。

（13）安藤繁「法人文書等の移管について」『アーカイ

ブズ』第44号、2011年６月、39頁。

（14）堀田慎一郎、前掲論文ではこの点に関し名古屋

大学の事例を挙げ「名古屋大学でいえば、最も重

要な意思決定に関わる役員会や教育研究評議会、

教授会などの記録すら、ほとんど移管対象になら

ない」（65 頁）と指摘している。他方で、国立公

文書館総務課調整専門官の安藤繁、前掲論文では

独立行政法人等の業務は多岐にわたっていること

から「横断的かつ具体的な判断指針を示すことは

困難である」（39 頁）として、各法人の担当者に

対し判断に迷った際の相談を呼び掛けており、移

管の判断については各法人の事例に対し個別対応

を予定していたのかも知れない。

（15）公文書管理法第５条第４項「行政機関の長は、

第一項及び前項の規定により設定した保存期間及

び保存期間の満了する日を、政令で定めるところ

により、延長することができる」に基づく延長を

指す。ただし、これらの方法については、①「延長」

の対象は限定され現実には難しいこと、②延長措

置はその時々の担当者の判断に委ねる危険性をは

らんでいること、③公文書管理法の趣旨に反する、

④現課での散逸の危険性などが指摘され、必ずし

も推奨されているわけではない。

（16）菅真城、前掲書、224-226頁。

（17）上記に紹介した以外にも国立公文書館の対応に

関する直接的な証言を引いているわけではないが、

名古屋大学の堀田慎一郎、前掲論文において「国

立公文書館が、全ての国立大学（あるいは独立行

政法人等）の法人文書史料（ここではあえて『歴

史公文書等』とは言わない）を受け入れる用意が

あるのなら、問題はある程度解決する。しかし、

国立公文書館にその余裕はまずないと思われる」（65

頁）との言及があり、京都大学の西山伸、前掲論

文においてもガイドラインのハードルの高さに言

及した文脈の中ではあるが、「特に地方の国立大学

法人にとっては、国立公文書館への移管は非現実

的である」（56 頁）と指摘され、大学文書館関係

者において、国立公文書館への移管が困難である

との認識が広まっていたことは諸論文から確認さ

れる。

（18）2010年６月30日付で内閣府公文書管理課より各

行政機関・独立行政法人等に対して実施された「『国

立公文書館等』として政令で定めることが適当で

あると考えられる施設」の有無に関する事前調査

では、10の国立大学法人が指定を受けようとして

いた。

（19）ガイドライン１頁。

（20）早川和宏「公文書管理法制の現状と課題」、『桃

山法学』、2014年、139-140頁。

（21）西山伸、前掲論文においても「利用等要項作成

をめぐるやりとりや、内閣府による実地視察にお

ける議論のなかで、これらの項目や留意事項通り

に整備を行うよう強い指導があった」（55-56頁）

ことが紹介されている。なお指定に際してはガイ

ドラインと利用等規則案の比較表の作成が求められ、

指定準備の作業工程においてもガイドラインが参

照される。
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（22）具体的例示については表２を参照されたい。

（23）例えば以下の論文には各大学の対応が示されて

いる。堀田慎一郎、前掲論文 59-60 頁。西山伸、

前掲「公文書管理法施行への京都大学大学文書館

の対応」５頁。村上淳子、前掲論文、25頁。

（24）西山伸、前掲論文、５頁。

（25）村上淳子、前掲論文、25頁。

（26）西山伸、前掲「公文書管理法の問題点―国立大

学法人の立場から―」、56 頁。菅真城、前掲書、

218頁。実際に親組織等から移管される文書と個人・

団体からの寄贈文書の目録作成作業時間に大きな

開きがある、拙稿「アーカイブズ・マネジメント

試論―業務の数値化を中心に」『GCAS Report　

学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学

専攻研究年報』第５号、2016年参照。

（27）菅真城、前掲書、218頁。堀田慎一郎、前掲論文、

58頁。

（28）西山伸、前掲論文、56頁。

（29）堀田慎一郎、前掲論文、前掲61頁。

（30）国立公文書館ホームページ「新規公開文書のお

知らせ」（平成27年８月付）（http://www.archives.

go.jp/owning/new/shinkibunsho27_01.html、2016

年11月30日閲覧）

（31）国立公文書館デジタルアーカイブ（https://

www.digital.archives.go.jp/、2016 年 11 月 30 日 閲

覧）より検索のうえ作成（階層検索としては「法

人文書」＞「和歌山大学」より検索可能）。

（32）「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」（内閣府ホー

ムページ、http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iin

kaisai/2015/20150928/20150928haifu1-4.pd、

2016年11月30日閲覧）

（33）「公文書管理委員会第44回議事録」（内閣府ホー

ムページ、http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iin

kaisai/2015/20150928/20150928gijiroku.pdf、

2016年11月30日閲覧）

（34）「資料２－２　検討事項『国立公文書館等の指定

の 在 り 方 に つ い て』」（内 閣 府 ホ ー ム ペ ー ジ、

http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2015

/20151204/20151204haifu2-2.pdf、2016 年 11 月

30日閲覧）。

（35）以下の説明及び引用は同上及び「公文書管理委

員 会 第 46 回 議 事 録」（内 閣 府 ホ ー ム ペ ー ジ、

http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2015

/20151204/20151204gijiroku.pdf、2016年11月30

日閲覧）による。なお論旨からそれるため本文で

は言及しなかったが①の背景として、「平成25年

度に内閣府及び国立公文書館が実施したアンケー

ト調査」において、「国立大学法人・大学共同利用

機関法人（全83法人）のうち、約８割が国立公文

書館等への指定を検討していない又は予定がない

と回答」していることと、その理由を「移管すべ

き文書がない又はわずか」、「場所や施設（設備）

の確保が困難」としていること等が紹介され、独

立行政法人において指定が「無関心とか余裕がな

いという状況」にあるとしている。そして②の国

立公文書館への移管が進まない状況を、「歴史的に

重要な公文書を保有していない、歴史的に重要な

公文書については長期の保存期間を設定している」

が主な理由であり、歴史的に重要な公文書の基準

が存在しないことから「公文書の重要性の判断が

困難」との見方を示している。

（36）「資料２－２　検討事項『国立公文書館等の指定

の在り方について』」（前掲）の文面を引用し表に

した。

（37）堀田慎一郎、前掲論文、68頁。

（38）ガイドラインは第２回公文書管理委員（2010年

８月 31 日）で検討素案が、第３回（10 月 12 日）

で案が示され、第５回（12月14日）で委員会にお

いて諮問された。

（39）ガイドライン１頁。

（40）東京外国語大学文書館における指定の経緯及び

指定時の内閣府との交渉の詳細については、拙稿「東

京外国語大学文書館の国立公文書館等指定　〜小

規模大学における指定の経緯と意義〜」（『アーカ

イブズ』第61号、2016年）及び『東京外国語大学

文書館報告書 国立公文書館等指定関係資料集』

（2017年３月刊行予定）を参照されたい。

（41）この意見交換は「資料２－２　検討事項『国立

公文書館等の指定の在り方について』」に言及があ
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る内閣府が平成26年度に実施した意見交換の一つ

と推察される。

（42）広瀬茂久「東京工業大学博物館資史料館部門公

文書室の開室 ―時の流れを結晶化し、後世に伝え

る―」『アーカイブズ』第58号。

（43）「公文書管理委員会第49回議事録」11頁。（内閣

府 ホ ー ム ペ ー ジ、http://www8.cao.go.jp/

koubuniinkai/iinkaisai/2015/20160303/20160303g

ijiroku.pdf、2016年11月30日閲覧）
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