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国立大学法風化のなかの東学文書館
-広島大学文書館の設立とその問題点-

'3､池 聖一 千

[編集委員会誌記]

本講演は､京都大学大学文書館主催第3回｢大学ア-カイヴスに関する研究会｣(2004年2月18日開催)において行
われたものである｡ご講演いただいた小池氏に厚くお礼申し上げる｡

[当 日 の レ ジ ュ メ〕
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おわりに

はじめに

ただいまご紹介にあずかりました広島大学の小

池です｡既に 『広島大学史紀要』の第 5号､昨年

†広島大学文書館長 (講演時 広島大学文書館設立準備室長)
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3月の文書館設立関係文書の解題や､『九州大学大

学史料室ニュース』にも ｢独立行政法人化と大学

公文書館｣というものを書きましたし､また､現

在､第 6号に ｢広島大学文書館における行政文書

管理と電子文書化｣というような論文も書いてお

ります｡これらで書いたことなどをまとめながら

御話しいたします｡

私は広島大学に赴任する前､外務省外交史料館

で 『日本外交文書』の編纂担当官を5年ほど勤め

させていただきました｡編纂をやっていた関係も

あり､広島大学附属図書館でうずたかく､ごみの

ように積まれていた森戸文書が宝の山だとわかり

ました｡そこで教官有志と森戸文書研究会をつ

くって､上下2巻の目録､2万2,000点の文書を､

平成 7年から平成 14年まで足かけ8年かけて整

理いたしました｡さらに､広島大学の50周年記念

事業では､｢森戸辰男展｣という展示をやりました｡

この50周年記念事業では､現在も継続中の広島大

学 50年史編纂事業にも参画しました｡

私の専門は日本政治外交史ないしは近代日本史

でございますが､大学では日本政治外交と政治学

の教科を担当しています｡また､大学院は国際政



京都大学大学文書館研究紀要 第3号 2005年

治をやっておりまして､研究面では1930年代日本

の対中国外交と近代日本文青学の研究を順次進め

ています｡そのような知見をもとにしながら､立

ち上げ過程での問題点と､広島大学､地方大学の

持っている固有の問題点を明らかにしながら､ど

のような形で大学文書館をつくるべきなのか､と

いう実践的なお話をさせていただきたいと考えて

おります｡

1.設立の経緯

広島大学文書館は実は平成 16年 4月にできる

予定､もう決定状況でございます｡国立大学法人

化の流れは､これまで ｢ミニ東大｣みたいな形で

できていた地方大学を無理やりにでも何でも個性

化させていく作業だと考えております｡この個性

化という流れが､文書館をつくる上では非常に大

きな役割を担ったことは間違いございません｡

私は一つの前提､二つの契機､三つの思いとい

うふうに解題に書いたのですが､一つの前提とい

うのはこの国立大学法人化でございます｡国立大

学法人化に伴い､広島大学では特に初代学長の森

戸辰男による森戸三原則という原則､これは平和

主義､国際性､地域性というものなんですが､こ

の三原則を理念の支柱とし､より発展させていき､

一つの核 といたします.その上で二つの契機と申

しますのは､広島大学の創立50周年記念事業と情

報公開法の施行でございます｡この二つの契機に

よる過程の中で文書館計画が形成されていったと

言えると思います｡

三つの｢思い｣と言いますのは､『広島大学 50年

史』の前に25年史があったのですが､25年史の段

階で収集した資料が統合移転の過程で少なからず

散逸してしまった｡そのときに助手として参画さ

れていたのが現在の設立準備委員会の委員長であ

られます頼棋-先生です｡今､文学研究科長をさ

れておられますけれども､頼先生がそのときの助

手で､今回の50年史編集委員会の委員長になられ

たことで､二度とこのようなことはさせたくない､

という思いが重要なことだと思います｡また､二

番目が､将来のためにも資料を収集整理をしなけ

ればならないというふうに考えました｡三つ目が､

集積された文書を公開し研究 ･教育に活用すると

ともに､国立大学法人化に伴う個性化に役立て､

さらに事務の効率化を図っていこうと考えた次第

でございます｡

このように､実は一番目の設立の経緯に入って

いるのですが､二つの源流といいますのは､一つ

は事業体としては先ほどお話をしました森戸文書

研究会という研究会と､それから広島大学 50年史

編集委員会という二つの源流を広島大学文書館設

立の過程は持っているということでございます｡

人的には重なる部分が多々ありますし､協力しな

がら､ウイングを広げていくような活動をさせて

いただきました｡

実は文書館の設立というのは､50年史編集委員

会ができたのが平成 9年なのですけれども､当時

の総務課長に久保 (鉄男)さんという方がいらっ

しゃったのですが､この方が古民具の収集家で､

古いものを集めるということに非常に関心と興味

と共感を持っておられた珍しい方でして､r小池先

生は､森戸文書の整理なんかやっていて､あんな

汚いものというふうにみんなは言うかもしれない

けど､僕はあなたのことを信頼しているし､同じ

立場だから｣などと言っていただきました｡おか

げでいろいろと意見を聞いていただきました｡そ

の際に､実は編纂をやった後のことも考えて､当

初の段階から文書館をつくるべきだというふうに

建言をしておりました｡平成 9年から文書館の話

をし始めまして､実は10年段階で設立準備委員会

の覚書という形で整理させていただきました｡し

かし､これは現在も崇っておるのですが､広島大

学クラスの大学になりますと､一つの大学に文書

館､博物館､図書館と､実はこの三つがきれいに

揃うのがふさわしいのですが､なかなかそうはい
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きません｡ 予算の関係やいろんな関係がありまし

て､博物館が実は計画としては先行しておりまし

た｡そのために当初は文書館という形で単体で立

ち上げることは難しかろうと｡ そのために博物館

の一室を､展示室にしながら文書館の機能を持た

せようではないか､という案がありました｡しか

し､当時の図書館長が博物館計画の中心であった

方なんですが､その方と折り合いがつかずに､結

局この話は流れてしまいました｡

その後､いろんな企画が上がるたびに文書を出

し続けました｡私が書いた原案だけでも大体 10ぐ

らいあるのではないでしょうか｡例えば､実は50

周年記念事業に際しまして広島大学ではサタケメ

モリアルホールというホールと学士会館をつくり

ました｡ホールは1,000席ある､オペラにも使え

るというような大きなものですが､そのホールに

展示機能を中心とした文書館機能を持たせようと

しまして､ア-カイヴホールというような名前の

案をつくりましたし､また､正攻法での文書館と

いうことも考え､初代学長森戸辰男先生の関係文

書を中核 とする案も作 りました｡森戸辰男先生は

森戸事件の中心人物であると同時に､戦後は文部

大臣をされました｡代議士を辞められて広島大学

の学長になられたわけですが､そのときの文部省

に居られた方のなかに､広島大学の前身校の一つ

である広島高等学校出身の元文部次官が二人い

らっしゃいます｡一人が木田宏先生で､一人が井

内慶次郎先生なんですが､このお二人に､森戸文

庫を中心として是が非でも残してほしいというよ

うなことをお話ししていただきました｡その森戸

文庫を一つの核にするような文書館などと多種多

様な案をそのたびごとに起案いたしました｡私は

外務省にいたときに､そのような役人仕事がむか

ないから辞めたのですが､広島大学に来てからそ

の仕事が数倍に増えたという状況でございます｡

代案に次ぐ代案｡その代案の終局の姿というのが

現在の姿ではないかと思っております｡

ただし､では現在が思いどおりになったのかと

いいますと､国立大学法人化の中では情報公開と

いう流れに乗った｡それから個性化という形の流

れにも乗りました｡しかし､国立大学法人化が眼

前に迫ると､なかなかそのようにうまくはいきま

せん｡実は評議会決定を受けまして助教授と助手

枠が一つずつつくことが決まっておったのです

が､この1月にひっくり返され､助手 1になると

いう形になってしまい､非常につらい状況です｡

2.広島大学文書館の戦略

次に､2の広島大学の文書館の戦略に入ります

けれども､当初､大学史資料室だけでもいいので

はないか､という意見が内部にもありました｡私

は常に館でなければならないというふうに言って

おりました｡それは将来的に拡大する可能性があ

るためです｡館であるためには2室体制をとるべ

きだと考え､2室体制で､なおかつ館という名前

に最後までこだわりました｡現在も助手 1にもか

かわらず館を名乗っております｡ 2室の内訳は大

学史資料室と､それから公文書室です｡

さらに､先ほどお話をしました国立大学法人化

の過程で､これまで2人しかいなかった副学長が

8人に膨れ上がることになりました｡このために､

当初事務棟の1階に設定をしておりました公文書

室が知らない間にはじかれるという状況になりま

して､このままではまずいということがあります｡

現在､広島大学は統合移転後の大学なので､古い

建物が残っているということがございません｡全

体的に経営の合理化の中にありますから教官の数

が減ってきています｡その減ってきているところ

で空いているところが今ありますから､そこに移

らせてくださいと強力にお願いをしている状況で

ございます｡このために､ 1億 2,000万円もかけ

て展示室をつ くられた京都大学の話を聞いて､

我々は､設備費の600万円がこのままでは宙に浮

いてしまうといっで慌てているのが悲しくなりま
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した｡600万円何とか予算が取れましたものです

から移動書架を設置しようと思ってはいたのです

が､場所がそのような形で完全に決定されていな

い状況なものですから､下手をすると600万円が

召し上げられてしまうという状況で､今あたふた

している状況でございます｡そのようなことで､

後でお話をすることもあわせまして非常に今の私

自身は多忙を極めておりまして､枕草子に出てく

る叩頭虫のような状態で､方々に頭を下げ回って

いる状態でございます｡

まずは､繰り返し代案を出していく中で､最終

的には個性化ということと､また牟田泰三学長御

自身が納得をし､御決断いただいたということが

大きかったのだと思っております｡今のような形

の文書館､2室体制という形の体制ができました｡

[図1]文書館の機能

この2重体制と､次に2の広島大学文書館の戦

略というお話に移りたいと思いますが､図1の機

能ということを見ていただければ結構かと思いま

す｡これは実は京都大学が出されたものを利用さ

せていただいたものでございます｡実際に学内各

部局から行政文書､これからは法人文書というふ

うに名前が変わりますが､法人文書が移管されて

くる｡そのような資料が移管されてきて文書館に

集まる｡ 文書館で廃棄をし､文書館には公文書館

機能､それから学習開発機能､調査研究機能､連
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携支援機能というふうに四つの機能を持たせると

いうことでございます｡公文書室と大学史資料室

は､ともに基本的には教官を張りつける予定でご

ざいましたが､大学側では公文書室に関して教員

と職員の中間職みたいなものを当てはめてくれと

いうことを申しました｡私自身は､教員と職員の

中間職というのは非常にあやふやな物の言い方で

ありまして､国立大学の場合には教官枠でやるの

か事務官枠でやるのかはっきりしていただかない

と困るわけです｡ある事務官に､｢ということは､

学長､副学長というのは教官でもない､事務官で

もない中間職なんですね｣とお話をしたところ

困った顔をされておられましたけれども､そのよ

うな中間職というのは実はどの枠を取るかという

点で非常にナイーブな問題を抱えております｡結

果的に教務補佐員という形になっております｡と

もかく公文書室というのはまさしく文書の最終管

理部局と位置づけております｡

次に､大学史資料室なのですが､大学史資料室

はここで申します学習開発機能｡私どもは3年前

から ｢広大の歴史｣という授業科目を総合科目と

してやっております｡当初登録 34人で28人ぐら

いしか出てこない非常に弱小な総合科目だったの

ですが､現在は100人以上を集めるに至っており

ます｡全学に対しては､広大に対する理解と､そ

れからアイデンティティーの高まりなのだという

ふうにお話をしている状況でございます｡そのよ

うないわゆる学習開発機能｡

それから連携支援といいますのは､私自身は中

央大学の出身ですので､私立大学と国立大学との

間に決定的な違いがあると考えております｡それ

は何かというと､国立大学のOB組織の弱体さで

す｡また､OB組織自体の横の連携がない｡特に広

島大学の場合にはそういうことを痛感をいたしま

す｡OBの方々は､広島大学の場合､統合移転をし

てしまったために､OBの方々の広島大学は東千

田にあり､今の西条の大学は自分達の大学ではな
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いという､そのような意識を持ちがちです｡さら

にまたいわゆる包括校の中には後継組織がないも

のもございます｡例えば現在私がやっている仕事

としましては､旧制広島高等学校のOB会の平均

年齢が上がって､このままでは残っていけません｡

しかし､教養部を挟んで総合科学部ができており

ますので､総合科学部が後継組織になります｡総

合科学部のOBはまだ若いのですが､総合科学部

のOBの人たちは広高の事務を代替してもいいと

いうふうにおっしゃっていただいたものですか

ら､現在二つの同窓会を事務関係で結びつけると

いう仕事もやっております｡このような形を通し

てOB組織を修復していく､あるいは展開させて

いくということをサポートするのも大学史資料室

の仕事としていきたいと思っています｡

例えば私どもは､｢旧制広島高等学校の26年｣

という展示の仕事をさせていただきました｡今後

も､出張展示みたいな形で各種の同窓会､今年は

総合科学部 30周年がありますので､同窓会があれ

ばそこに行って展示をしていく｡ あるいは旧制の

広島文理科大学の75周年がありますので､そうい

うものに展示をしていくということを通じまし

て､OBの方々の集いの場をつくっていくという

ふうに戦略を練っているところでございます｡そ

の過程で､ただ私どもには予算がありませんので､

常に人の予算でやるというようなところを考えて

運営をしている段階でございます｡これが大学史

資料室の一つの方向です｡

もう一つが公文書室でございまして､公文書室

のほうは､これはやはり文書管理機関化を目指し

ております｡文書管理機関化といいますと､文書

の最終､いわゆるライフサイクル論の最後の歴史

文書化したときの収納場所というふうに位置づけ

ることができるのですが､私としてはそれをより

一歩進める形にしたいというふうに考えていま

す｡

図2を見ていただきたいのですが､これは電子

[図2]法人文書の流れ

準 蓬完結文脊 亭 ｢写｣ - 主管汲長 一 フTイリング - 挽長手許文事

i∴∵ _r慧 語 畑
r (キャビネット保管)

匪 団

↓

1壬T三七康義一上三二十
,洲搬 憲ま､

[図3]文書館設置前の広島大学における記録管理

廃 棄

[図4]文書館設置後の広島大学における記録管理

文書化のお話の中でもお話をしようと思っている

のですが､文書の収受から登録､決裁を保存とい

う形の中に｡保存にも文書館を少しかけてありま

す｡この文書館をかけることによって文書館の管

理機関というのを位置づけております｡これは図

3､図4を見ていただければよりわかりやすいの
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ですが､実際に現在広島大学の行政文書､4月1

日から法人文書になりますが､これらの文書は一

次管理､二次管理､三次管理という形で現在のと

ころ文書館が設置される前の段階では完結してお

ります｡一つは､第一次管理という形で完結文書

になりますと記録化される｡ そしてそれがオフィ

スにキャビネット保存される｡ しかし､オフィス

にキャビネット保存される組織共用文書というも

のがあるのですが､これは実は国立大学の場合に

はそれほど大きな位置を占めているわけではござ

いません｡広島大学の場合には実は担当官が相当

多くの手許資料を持っている｡また､重要文書に

関しては課長席の後ろに置 くというようになって

おります｡このため､情報公開法のもとで組織共

用文書という形で実はファイリングしなければな

らなかったのですが､それが不十分なままで現在

に至っているのが現状でございます｡そのような

現状があるものですから箇所箇所に分かれて保管

しております｡特に写しなどは主管課長がファイ

リングしておりますし､手許文書化して保存して

いるという形になります｡また､一次管理の文書

というのは実は二つに内容が分かれておりまし

て､一つは政策文書という形で､政策立案に伴っ

て発生した文書､もう一つは通常執務に関して発

生した文書と､私はそのように呼んでおるのです

が､政策文書と業務文書があります｡政策文書の

ほうは保存期限が長いもの､業務文書は3年とか

1年とか短いものが中心です｡政策文書の場合に

は基本的に一次管理の後､いわゆる部直轄の､直

属の中間書庫がございますので､そこに二次管理

される｡それから､二次管理からあふれ出たもの､

また､業務文書の中でも短期間保存である､ある

いは長期間保存であったとしても写しとしての機

能しか持たないもの｡例えば電算処理ファイルと

いう形で電磁上のいろんな個人情報があります

が､それらは学籍簿も含めまして基本的には今の

大学は何をするかというと､プリントアウトをし

て紙文書として保存するんですね｡紙文書のほう

を三次という形の地下ピットというところに､地

下といっても本当は1階なのですが､ 1階の倉庫

に山積みにしております｡このような形で実は二

次管理から三次管理という形の中で現在の段階で

はとどまっている｡ しかし､あふれ出たものは当

然のように廃棄されているという形になっており

ます｡

このようなことは実は後に編纂をやる場合には

非常に大きな禍根を残すだろうと考えられます｡

一つは､組織共用文書という形でつくられたはず

のファイルが実は決裁文書しか入っていない｡そ

れに関する諸調査あるいは政策過程がわかるよう

な諸案の文書､代替案も含めた諸案の文書はその

過程でほとんどが破棄されてしまう｡破棄されて

いるわけではなくて､これは手許文書という形で

起案担当者や､あるいは主管課長の手許に残って

いる形になります｡それらをできるだけまとめな

ければならない｡この図の段階では､それを文書

館が対応することとなります｡そのことが同時に

政策立案に寄与するようなものというような形で

のシンクタンク化というものを図っておるわけで

す｡最近は､後でお話をしますけれども､状況が

変わったものですから､より積極的に事務組織の

中でその共用文書を完成させていくという方向

に､いわゆる攻めの方向に移っています｡このよ

うな形の中で､文書館ができましたことによりま

して実はそれらを歴史文書化する､組織文書とし

てファイリングシステム自体を変えていくという

形で文書館というのを位置づけることができるの

ではないか｡そのことにより､事務機能における

事務の効率化､代替案提示の容易化､あるいは文

書管理の一元的管理というものの一端を公文書室

が担うことによりまして重要な役割を担うことに

なるというふうに考えている次第でございます｡

これがいわゆる公文書館､我々の二つの戦略とい

うことでお話をいたしました｡
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次に､二番目の文書管理と電子文書化の話なの

ですが､これも実は既に論文化しております｡例

えば､九州大学の大学史料室ニュースのときには

｢開示なき公開｣とか､そういうようなお話をし

ましたし､また ｢広島大学の文書｣という論文も

書かせていただいたんですが､そのときにも､正

直言いまして大学の組織を考えますと､事務組織､

原案作成機関である事務組織と､それからその上

に審議会に相当するような教官組織がございま

す｡しかし､教官組織の場合には､はっきり申し

まして政策的継承性がありません｡このために文

部科学省直轄機関化していく事務局が実は政策決

定過程では原案作成機関として重要な位置を占め

ていた｡これが広島大学､地方大学などの場合は

特に如実にあらわれている事実だというふうに考

えております｡

広島大学の場合､昭和 28年に大学管理法案が不

成立に終わった後､全学の最高意思決定機関で

あった評議会の権限が弱まって､反対に学校教育

法に基づく学部教授会 というのが強 くなってし

まった｡もともと11の部局が 11の包括校によっ

てできた広島大学ですから､そのような学部教授

会が強くなれば分裂方向に働 く｡このため全学的

な組織対応性という点で言うと教官組織の発言力

が弱まったというように考えられます｡それらを

広島大学がある程度突破してきたのは､個性的な､

あるいは有能な学長というのが節目節目に出たか

らだと思っております｡初期段階では森戸辰男先

生がいたわけですし､紛争期には飯島宗一先生が

おりました｡また､統合移転に際しては原田康夫

先生という､学長の個性というところで乗 り切っ

てきたというのが現状でございます｡このため､

組織として､意思決定システムとして不充分のま

まだと思います｡

さて､そのような状況下で電子文書化が進みま

すと､実は広島大学理系の先生の中にも､すべて

電子文書化してしまえばいいではないかというよ

うな暴論を吐 く方がたくさんいらっしゃいます｡

一々それに反論していくのですが､そのように電

子文書化すれば､オンラインシステム化すればい

いというようなことを言っています｡しかし､公

文書の場合には何よりも原本性の維持ということ

が重要です｡証明書がその過程で書きかえられる

ようなものであってはならないわけですね｡その

原本性を維持するためには電磁媒体よりは当然の

ように紙媒体､紙文書で残さざるを得ない｡その

意味では紙媒体がなくなることはないと考えてい

ます｡コンピュータが導入されたことにより紙の

消費量が飛躍的に増えているわけですので､その

ことから考えても紙は減らない｡電子媒体､電子

文書につきましても､これは重要なことはわかっ

ておりますが､それもともに一括管理をして､す

べて電子媒体で管理すればいいというわけにはい

かないと考えております｡そのようなことがあり

まして､｢広島大学文書館における行政文書管理と

電子文書化｣という論文を書かせていただきまし

た｡この論文の中では､要するに文書管理上の問

題点で言いますと､文書管理簿が整備されておら

ず､情報公開法に基づいて文書管理簿を整備する

という形にもなっていませんよと､言いました｡

第二番目が､廃棄の方法が実はルール化されて

いません｡それから三番目が､文書管理簿に掲載

されないものでも重要なものがありますよと｡ 四

番目が､文書管理業務というものが合理化されて

いません｡そして公開との関連性がうまくついて

いません､という五点を挙げて､文書館の正当性

を述べた論文というよりは報告みたいなものを書

きました｡

電子文書化の問題点で言いますと､やはり紙文

書は一覧性にすぐれている｡コンピュータの場合

にはスクロールをしなければならないので目が非

常に疲れるという大きな問題がございます｡その

一覧性という意味｡見やすさというのもあるわけ

ですね｡それから原本性の維持ということが非常

-7…



京都大学大学文書館研究紀要 第3号 2005年

に難しい｡つまり情報保存の安全性に関しては著

しく低いわけです｡特にハードが陳腐化したりソ

フトが消えてしまったりということが往々にして

あるわけですから､そのような原本性の確保 とい

うのが重要だと｡ また､ポータブル性､携帯性 と

いうこともあります｡五番目が熟読思考容易性と

いうことです｡つまり､書き込みができるという

のが紙媒体の一番いいところでございまして､意

思決定システムにおいて書き込みというのは非常

に重要です｡

実は､文書学をやっている中で私は ｢閣議の文

書学｣という論文を書きました｡これは 『日本歴

史』に書いたのですが､実は閣議ではメモをとっ

てはいけないというふうに言われているわけです

けれども､森戸文書の中にある閣議文書の中には

書き込みがあるのです｡ご丁寧に誰が発言したの

か､まで書いてありまして､それを読んでみると､

通史的に言われることと違ったことが閣議で話さ

れていたというのがわかって非常におもしろいと

いう経験がございます｡つまり､そのような書き

込みが残るということも実は後世の歴史家にとっ

ても重要でありまして､また､年史編纂をすると

きもその書き込みがやはり我々にとっても喜びで

あったり､おもしろみであったりするわけです｡

そのような書き込みの容易性ということもやはり

重要なことだというふうに考えております｡ただ､

最近の文書管理ソフトの中には､吹き出しのよう

な形で書き込みができるようなものもございます

が､これもソフトに依存しておりますので､テキ

ストファイルで残すということはなかなかできな

い｡そのためにファイルとしては安全性が低いも

のですから､私としては余 りいいものではないな

というふうに考えております｡

また､見読性といいまして､人の言語の互換性

のみでできるというところが紙媒体のよさではな

いかというふうに考えております｡今後､両方と

も残していかなければいけない｡しかし､重要な

ものに関しては紙の媒体 として残していくほうが

実はいいのではないか｡ただし､紙媒体は場所を

取 ります｡広島大学の場合は特にそのような場所

の問題が大きくかかわってきますから､その場合

にはデジタル対応のマイクロフィルムということ

で対応ができるのではないかというふうに考えて

いるわけであります｡そのようなことも ｢文書館

と電子文書化｣で書かせていただいた次第です｡

3.情報公開法と個人情報保護法

これは広島大学もそうですし､これからできる

ところもそうだと思うのですが､情報公開法に基

づいて設置をしていく｡ これを私どもは第 2条第

2項機関というふうに称しておりますし､そのこ

とが事実上設置をする上で大きな法的根拠になっ

たことは事実でございます｡失礼ですけれども､

公文書館法では大学に文書館はできないと考えて

おります｡やはり情報公開法に基づく設置という

形しか国立大学にはできない｡実際にやってみて

そうでした｡しかし､平成 17年 4月 1日付で個人

情報保護法という法律が施行される｡この法律が

施行されることによって､今後､大きな変化が出

てくるだろうと考えております｡

なぜこのようなことを言うのかと申しますと､

国立大学法人化を迎えるに当たって､すべての規

則を変えなければならない｡例えば文書管理規程

も､これまではガイドラインの上に文書管理規程

をつくればよかったわけです｡しかし､今後は､

独立行政法人単体 としてそれぞれ制定をしなけれ

ばなりません｡また､事務局としてはそれまであっ

た庶務規程があるのですが､庶務規程をばらして､

その庶務規程的な内容も文書管理規程に入れると

いう形になります｡それで､この1カ月ほど文書

管理ワーキングというものに入 りまして､代案に

次ぐ代案を書 くというのが私の仕事となっており

ます｡実際に最終的な打ち合わせをしたのがこの

間の､ 2月 12日でした｡ 2月12日は2時から7
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時半まで会議がありました｡助手の小宮山君に最

初から出ていただきまして､私のほうは修論の審

査があったものですから途中から参加し､説得に

次ぐ説得をいたしました｡

これは文書管理規程で説得が効いた最大の理由

は､私自身がやはり事務官だった経験があるとい

うことが大きかっただろうと思います｡それから､

文書学ということをやっている関係上､各役所も

含めまして多くの文書管理規程を見慣れてきたと

いうことも大きく作用いたしました｡特に事務官

の方々を説得するに当たっては､事務官の方々は､

例外規定を設けたがるものですから､｢｢原則とし

て｣というふうな言葉を使えば運用可能性が高い

よ｣とか､また､今度の個人情報保護法を前にし

まして文書管理規程の中では､｢極秘｣と｢秘｣と

いうのをつけるというふうにしました｡

｢秘｣の打ち方も基本的には､｢無限秘｣､それ

から ｢部外秘｣､｢部内秘｣という三つの秘の打ち

方がございます｡無限秘というのは極秘となりま

すと組織全体にかかわる重要機密事項なので､部

や課に属する秘密事項中､極秘に相当するものを

さします｡それから部内秘というのは､政策決定

過程のルー トだけに見せる｡ 部外秘というのは､

構成員には見せるけど､構成員以外には見せない

というような秘指定の使い方がございます｡もち

ろん戦前には軍機密とか軍極秘とかを合わせると

大体 8階梯ぐらいあったのですが､現在は国立大

学の場合､私が見た限り本当は要らないと思うぐ

らいなんですけれども､極秘と秘という形ぐらい

かと思っております｡例えば極秘となりますと人

事関係の案件だとか学籍簿､あるいは資産関係の

もの及び法的な問題､それらのものが極秘に指定

されていくのではないか｡政策立案過程に上って

いるものが秘指定はされていくとは思いますが､

インターネットでの情報公開に伴って公開されれ

ば秘が解除されていくというようなことも多 く

なってくると思います｡

かつて ｢文書から見た広島大学の政策過程｣と

いう論文を書きました｡これは情報公開法が制定

されて､情報公開法に伴う広島大学の情報公開シ

ステム策定の過程は､実は国大協のものを丸写し

しているだけじゃないかという政策過程を明らか

にしたものです｡なおかつ､それではだめだろう

という話を展開して､文書ファイルの実態を実証

的に明らかにしたものです｡さらに､政策決定過

程ということで言うと､国立大学の場合には学内

の合意形成だけではなくて､文部省 (文科省)と

の合意形成が非常に重要な役割を担いますから､

この二つの政策過程を二つとも見ないとだめだろ

う｡ つまり､文書の形態も違うじゃないか､とい

うことです｡来往関係を中心とするような文書と

任意性に基づくような学内の合意形成文書とは違

うじゃないか､というような形で論文を書かせて

いただきました｡一部では､特に情報担当の諸先

生には評判が悪かったですけれども､一部には｢お

もしろい｣というふうに言っていただいているも

のでございます｡

このような論文を書いた過程の中での経験もご

ざいますものですから､文書管理規程をつくると

きにはどうしても先行する独立行政法人の管理規

程をそのまま運用するものが多い｡しかし､それ

らの運用では大学の固有性というのは保持できな

い｡特に文書館をつくるというときにはやはり多

くの問題点がある｡ 例えば法人文書の定義のとこ

ろでも文書館の名前を入れてもらわなければなり

ませんし､また､管理体制の中にも文書館の名前

を入れてもらわなければならない｡また､統括文

書管理責任者等の任務の中にも文書館の任務を入

れてもらわなければなりません｡そこで､それを

根気強 く説得をしたというのが実態です｡

しかし､実は文書管理規程自体を今回つくった

わけですが､この命は1年しかもちません｡文書

管理規程を上回る機密度を含めまして､今後､個

人情報保護法に対応するような情報規定を設けな
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いと多分 1年後はだめなので､ 1年しかもたない

というふうに言ったら担当官はちょっと悲しそう

な顔をしておりました｡けれども､そのような状

況の中でも対応できるように､細かなものは細則､

内規という形で外に出せるような形の最終的なも

のまで持ってまいりました｡

その過程の中で一番苦労しましたのは移管と廃

棄の項目でございます｡移管と廃棄の項目を明確

に分けて､その中で文書館の役割を位置づけると

いうことに関して説得をするのに時間がかかりま

した｡これは他の独立行政法人ではそのようなも

のはないからでございます｡すべて廃棄です｡こ

のために文書館を､逆に言うと我々の文書館が実

は事務組織にとっても役に立つものなのだという

ことをご理解していただく上では成功したと思っ

ておりますけれども､浸透するまでには時間がか

かりました｡

実際に､文書管理の基本方針などもありまして､

この中にも文書館というものをちゃんと位置づけ

ていただいております｡文書館を位置づけていた

だくと同時に､今日レジュメのほうの2枚目にあ

ります図2｡これは文書管理の基本方針から転用

させていだいたものでございます｡このような形

で位置づけすることにも事実上成功しました｡

文書管理規程の策定の過程の中で非常に私ども

としては中に入って規程の内容自体にも努力させ

ていただいた｡その過程の中で大きな問題として

出てくるのが個人情報保護法です｡個人情報保護

法がなぜ問題なのかといいますと､実は完全施行

まであと1年しかない｡実は､広島大学だけでは

なOと思うのですが､どこの大学でも多分余り対

応してはいないのではないでしょうか｡ところが､

この個人情報保護法の対応を間違えますと大学自

体の運営が非常に困難になるというふうに考えて

おります｡

実は､これは全く個人情報保護法の場合には､

ある意味でなぜそのようなものが出たのかという

と､高度情報化社会という形でIPv6時代 という

のを迎えまして､エビキュイトース､至るところ

に神が宿る時代というふうになりまして､これま

でとは全 く違った情報量が桁違い (16の34乗か

何か)､の情報量になるという状況になります｡そ

のような非常に広範な情報化が進展する中で､個

人情報が垂れ流れるという事件が多発しておりま

す｡例えば顧客情報が流れたとか個人情報が流れ

たというのはテレビでもよく出てきますし､最近

テレビを見ていると､コピーをとった後に情報が

消えますというコピー機が出ています｡日本にも

セキュリティー概念が根づいてきたわけでありま

す｡これに基づいて日本政府も電子政府構築計画

を策定し､同時に政府は法整備を行って､平成 13

年に情報公開法､平成 15年に個人情報保護法を制

定し､エビキュイトースですか､その時代に対応

を図っている現状でございます｡我々広島大学の

場合にも文書館は情報公開法に基づいて設定をし

たわけですが､今後､個人情報､特に ｢独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律｣､

独法保護法と言うのが普通らしいのです｡

これはどういうことかといいますと､個人情報

の取り扱いに関する基本的事項を定めることによ

り､独立行政法人等の事務及び事務の適正かつ円

滑な運用を図りつつ､個人の権利､利益を保護す

ること｡ いわゆる完全な義務規定であります｡大

学というものに関しては管理運営面から入試､教

育､医療と広範に個人情報を持っているわけです

ので､その個人情報に関してはすべてに適用され

るということになれば当然のように､すべてに関

して厳密な文書管理が要求されるという形になっ

ていくわけでございます｡しかし､広島大学の例

を挙げますと､まさしくそのような対応ができる

状況にはなっていない｡紙媒体である法人文書が

先ほどお話をしましたように､実はお話よりも図

を見ていただきたいのですが､図の5､6という

形ですが､電算処理ファイルというのは今コン
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[図5〕法人文書の全体像とセキュリティー

安全管理
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[図6〕独法保護法施行後の法制度
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ビュータの中に入っている電磁媒体の電子文書と

いうふうに考えてください｡それから､組織共用

文書というのは情報公開法によって義務づけられ

た記録ファイル群です｡しかし､それ以外にも未

管理文書がたくさんあります｡それぞれに侵入し､

情報が漏洩します｡個人情報が流れたら大変です

よという図です｡これが実は下の (図6)ように

ならないといけませんよと｡

一つは､電算処理ファイルが情報セキュリティ

ポリシーという形で､これは昭和 63年 12月16日

付けで出た ｢行政機関の保有する電子計算機処理

に係る個人情報の保護に関する法律｣｡これに基づ

ぐ情報ポリシーというのはどこの大学でも制定し

ていると思いますが､この情報ポリシーでは電算

ファイルしかある程度カバーできません｡文書管

理規程は全体をカバーしますが､これだけでは足

りませんよ｡もっとより強固なものがほかに必要

で､情報保護管理規則という形が必要になってき

ますよ､ということでつくった図でございます｡

このような形になっていきますと何が重要に

なってくるかというと､このような安全管理をし

ていくためには文書管理が一元化されていく流れ

にあるということでございます｡広島大学でも各

部局の事務局を直轄化していく方向があります｡

そのような形で直轄化していく｡ ある意味で一元

化していく｡ 事務局中心に一元化していく流れが

ございます｡特に情報資産の管理という点では､

このような一元化が必要になってくるだろうと思

います｡このことは実は独法保護法の第 2条第 4

項第 2号の中でも一括管理を要求しております｡

中でも特に紙媒体とまで言っていますので､紙媒

体の文書管理にも厳密な管理を要求しつつ､各種

媒体を包括した保有個人情報として一元的管理を

求めているわけです｡一般的には個人情報という

と名前が載っているようなものだから､学籍簿や

人事管理簿だけでいいなと思っているかもしれま

せんが､そればかりではなくて､文書の中に個人

が特定できる名前があれば､それはすべて個人情

報に相当しますから範囲が広い｡さらに機密度と

いう形で当然それに伴って設定をしていくわけで

すから､全文書の洗い直しというものが必要に

なってきます｡さらにそれは手許文書と言われて

いるものも､漏洩ということがありますので手許

文書まで広範囲に広がっていくものだと思ってお

ります｡この一元的管理が必要なのですO

それから､当然のように開示請求が増大をする

だろうと思います｡現在も情報公開法の結果､な

ぜ私は落ちたんだというような入試に関する問い

合わせが増えております｡最近私がちょっとこれ

はまずいなと思ったのは､試験をやりっぱなしで､

｢残念だったね｡また来年｣というような形でやっ
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ておったのですが､法学部の学生の中で､｢先生､

来年以降はこういうことができなくなるんじゃな

いでしょうか｣と書いてきたやつがおりました｡

それは何かというと､｢先生は採点の基準と正しい

答えを言っていない｣というふうに書かれていま

した｡授業のときには､成績は相対点だよと｡ 絶

対点をやるとほとんど点数がなくなって､一時期

7割を落 としたことがあります｡そうすると非常

に評判が悪 くなって成 り立たなくなるので､その

次の年にルートで割って掛ける10というような

ことをやったのですが､余 りにも面倒 くさいので､

もう相対点でいいかという形で相対点にしている

だけに､最初からその基準を明確にしろと言われ

ると非常につらいのです｡もちろん私の頭の中に

はあるわけですが､最初の50人を見てから決めよ

うというようなやり方をしていると､これはなか

なか対応できないわけです｡そうすると､試験の

内容に関しても開示請求が来る場合があります｡

成績内容や勤務評定､それから医療カルテの問題

もあります｡医療カルテは実は看護婦さんや医師

の場合には情報守秘義務というのが非常に厳しい

ものがあるのですが､そこに勤めている事務員の

方にはないのです｡ですから､事務員の方にも個

人情報保護法の網がかけられますよということで

す｡このことによって開示請求が膨大になると思

います｡実は情報公開法の結果､各病院で医療ミ

スとかが多発しているということが明らかになっ

てきました｡これはこれまではなかったことなの

かというと､そういうことは当然ないわけであり

まして､今までは陰に隠れていたものが明らかに

なってきた｡その氷山の一角が出てきたにすぎな

いわけでございます｡そういうふうに考えますと､

開示請求というのは膨大に増えるだろう｡だから

開示請求に対応する場なども強めなければいけな

いと状況にあります｡

さらに､法的問題も多発する可能性が当然あり

ます｡このような法的問題が多発すると､現在の

国立大学は実は損保も含めまして､すべてが国に

総がかりをしているわけですから､非常に大きな

問題になります｡

さらに､個人データに関しては利用目的を明ら

かにしなければいけない｡広島大学でもそうです

が､研究者総覧があって､研究者総覧に業績が並

んでいます｡これは､外部からアクセスしてくれ

た人に先生の情報を知 らせるためにあるわけで

す｡それを例えばある先生たちは､｢あいつは業績

がないな｣とか､｢あいつを昇進させようと思った

けど､研究者総覧を見ていると業績が全然ないか

らだめだ｣とか､こういうのに使ったりしがちな

んですが､今後できなくなります｡いわゆる利用

目的外に使用してはならないということになりま

す｡そのような意味で個人データの保護､保存 と

いうことも重要になります｡

当然のように安全確保 というのが非常に重要に

なってくるわけです｡信用創出を招いてはいけな

い｡ですから､多くの企業は何をしているかとい

うと､それらを厳密に管理をすることによって､

管理を通じて透明性が逆に高くなります｡透明性

を高めることによって実は信用創出を果してい

る｡この信用創出のためにISO17799というのも

ありまして､そのようなものを取ることで地方自

治体の中でも対外信用度を高めていくというよう

な行動をとっている所もあります｡

また､信用保持だけではなくて､責任関係を分

割していくというシステムも必要になる｡ さらに

五番目としては､ハード面としての改善が必要に

なります､というふうに考えます｡このような独

法化対策として､文書管理を徹底的にやるべきだ｡

実は､時間がないからあまり話しませんけれども､

どのようにすれば文書管理ができるかというシス

テムも私のほうで作 りまして､案を立てて､組織

表ファイルの作 り方から､業務ファイル と添付

ファイルに分けて､それから政策文書に関して個

人情報の有無を調べていくと｡ そういうことを踏
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まえまして､大体 6項目にわたる基準になるよう

なものを作りました｡それから広島大学では､情

報保護管理規則みたいなものを作る必要性があ

る.それから一元的な管理組織が必要である.そ

れと同時に､法的な措置としては規程を作ったり､

公開に供するような大学情報室の組織の拡充､強

化等が必要ですよと｡

それから､独法保護法の窓意的運用というのが

大学の場合は特に考えられます｡学術問題､学問

の自由に及ぶような問題は適用されたら問題なの

で､そのためには個人情報保護審議会などを設置

して学問の自由や学術関係には波及しないように

これを保障するようなシステムが必要ですよ､と

いう提言をしました｡このような形で､情報公開

法だけではなくて､個人情報保護法､独法保護法

にもとづきまして､文書管理という形で､私ども

としては入 り込む､文書管理の最終部局としての

位置を確認するという､そのように考えている次

第であります｡

おわりに

時間もすぎましたので､最後の話を致します｡

なぜ個人情報保護法なのかといいますと､実は､

私どもの今の苦境が物語っているように､個性化

と情報公開､この二点で我々押し切ってきたが､

この段階にきますとこの二点で押し切れなくなっ

た｡ つまり ｢いけいけどんどん｣みたいな行き方

では限界にある｡ それよりもやはり ｢大丈夫です

か､このままだったらまずいですよ｣というどち

らかというとネガティブなものの言い方が実は非

常に有効だということがわかりました｡｢本当にい

いんですか ?大事にしないと大変ですよ｣という

言い方のほうが､どうもよくみなさんにはわかっ

てもらえる､そのような形のなかで､利用のあり

方を､セキュリティというものをどう考えるか､

という話をすると､大学文書館の役割としては､
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過大な内容だと思うのですが､何としても陸路を

突破するためには､ある意味で ｢大丈夫ですか｣

と説得をすることが､重要なのではと考えており

ます｡

現在､他にどのような事業をやっているかと申

しますと､ひとつはオーラルヒストリーをやって

いる｡これは研究会システムを利用して多くの方

にきていただく｡このなかに一人､前知事の竹下

虎之助氏という方がいらっしゃる. オーラルヒス

トリーを月 1回やっております｡すでに11回を数

えております｡

資料を､森戸文書のみならず､今後､竹下虎之

助文書､その知事さんの資料ですね､統合移転の

ときに中心的な役割を担われてまして､その方の

資料があります｡広島大学としては原爆のことも､

資料として重要なものですから､これも集める｡

また広島高等学校の同窓会が持っていました資

料､これも移管を受けました｡これは50箱程度で

すが｡このような形ですでにこの段階で資料収集

の話がついているものもございます｡そういうか

たちで集めていくということもしていきますし､

先ほど言いましたような授業をやる｡授業だけで

なくて今後私としては､全学必修化をねらってお

ります｡全学必修化すれば､助手 1でできるわけ

ないので､人員を拡充するためにはいいものにな

るのではないかと｡ 全学必修化ということを､学

長に会うたびに寝言のように繰 り返 しておりま

す｡それからいわゆる職員研修､FD､あるいは初

任者研修にも乗り出していきたいと考えておりま

す｡

中期計画に関しましてはたぶん120%できる自

信はございますけれども､ルーティンワーク化し

ていく5年 くらいが我々にとっては非常に厳しく

て､勝負になる年ではないかと思います｡これで

私の報告を終わらせていただきます｡どうもあり

がとうございました｡




