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おわ りに
はじめに
2001年 1月 6日に施行 された ｢
I
T基本法 ｣ 1では ､l
T国家のあるべ き姿 として ｢
七つの理念｣を

掲げ､1
0条において ｢
国の情報化の責務｣を､1
1条において ｢
地方公共団体の情幸田ヒの責務｣を法
的に定めた｡ さらに､｢
e
‑
J
a
pa
n戦略｣では､2001年度か ら 5ケ年間で､世界最先端の I
T国家 を 目指
すための重点施策の一つに ｢
行政の情報化｣を位置づけた｡ この国家戦略 を受けて各地方 自治体は､
総合行政ネ ッ トワーク (
LGWAN)や電子 申請 ･届出システム等の行政機 関や住民 との間で電子的な
文書交換が行われ る電子 自治体‑の取 り組みを進 め､ さらに電子 自治体の基盤 となる文書管理 シス
テムの導入 を図ってきた｡埼玉県立文書館 の調査報告 2によると､アンケー トに回答 した 32の都道
府県及び政令指定都市の うち､20機 関が平成 1
6年度 までに文書管理 システムが稼動す る状況にあ
り､行政記録の主体は着実に紙文書か ら電子文書‑変わ りつつある｡
沖縄県において も､｢
行政サー ビスの向上｣ と ｢
文書事務の効率化｣を 目的 として､平成 1
6年度
か ら文書管理 システムが本格稼働 した｡ これによ り､電子的に作成 ･収受 した文書は､紙 に出力す
ることなく処理 し保管 され､ さらに､これまで公文書館が行 ってきた 目録作成等の処理 をす るまで
もな く､県民がインターネ ッ トを通 して公文書 を検索 し開示請求す るための環境が整備 された｡

T おお しろ ひろみつ
財 団法人沖縄県文化振興会公文書管理部公文書専門員
I｢
高度情報通信ネ ッ トワー ク社会形成基本法｣
2 埼玉県立文書館 『
｢
電子公文書移管 に伴 うシステ ム開発｣のアンケー ト結果 について』第 2
6
0号
6年 9月 6日
平成 1
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図 1 現文書管理方法 による電子文書の分散管理体系
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紙文書の場合 には､その保存や利用 に供す るための施設 が必要であった｡ しか し､物理的制約が
無 く､ネ ッ トワー ク上で共有できる電子文書の場合 は､同一組織 の文書 を分散管理す る必要はない｡
また､アーカイブズマネー ジメン トで主 として行 われてきた評価選別､整理､保存 において も､従
来の紙文書 を念頭 においた管理方法は適応 しない｡本論 では､電子文書の管理 について､従来の ｢レ
コー ドマネー ジメン ト｣や ｢
アーカイブズマネージメン ト｣の管理体系が一元化 され る根拠 となる
次の 3点について説 明す るとともに､電子文書の特性 を生か した新 たな管理方法 を述べ る｡
(
∋電子文書は､場所 を隔てて ｢レコー ドマネー ジメン ト｣ と ｢
アーカイブズマネージメン ト｣ と
いった分散管理 を行 う必要がない｡
②電子文書 は､｢
アーカイブズマネージメン ト｣で重要であった評価選別 による数量的削減 を行 う
ことな く全量保存が可能である｡
③電子文書は､主 に ｢
アーカイブズマネー ジメン ト｣の役割 であった長期的保存措置 を文書の完
結時か ら､つま り ｢レコー ドマネー ジメン ト｣の段階か ら一貫 して行 う必要がある0

1 電子文書の引継移管 3
沖縄県の場合 ､作成 または収受 した紙文書は､完結 した翌年度 の 1年 間を所管課 で保管 した後､
保管場所 の制約や全庁的に共有す るために､総務私学課‑引き継 いで保存管理室で保存期間が満 了
す るまで保存 し､県民の利用 に供す るために公文書館‑移管す る 一方､電子文書の場合 は､文書
｡

管理 システムに登録す る とともに集 中管理 し､システムを通 して所要の手続 きを行い､保存期間が
満 了す るまで保有 して､紙文書 と同 じく公文書館‑移管 され る｡

3

｢
沖縄県文書編集保存規程 ｣では､｢
引渡｣であるが､本論では､｢
移管｣を用いる｡
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図 2 沖縄県文書取扱事務工程
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紙文書の引継 は､保管場所の移動 とともに管理権 限を所管課 か ら総務私学課‑移譲 していたが､
文書管理 システムで管理 され る電子文書は､物理的移動 を伴 うことな く組織 内で共有す ることがで
きるために引継 は不要 となって､ レコー ドマネー ジメン トに要す る労力 は大 き く削減 された｡電子
文書の管理権限は､文書管理 システム‑登録す る時に共有範 囲 と利用権限 を設定 して管理 され る｡
共有範囲 とは､電子文書 を利用できる対象者 を示 し､利用権 限は､閲覧権､変更権､削除権等の利
用できる行為 を示す｡ 4
ネ ッ トワー ク上で共有範 囲 と利用権限が管理 された文書管理 システムでは､従来の引継 が不要 と
なったよ うに､移管に対 して も場所 を隔てた移動 は不要 とな り､ レコー ドマネー ジメン ト部署か ら
アーカイブズマネージメン ト部署‑の管理権 限の移譲は､共有範囲や利用権 限の変更によって可能
になる｡

2 電子文書の評価選別
2‑1 評価選別の 目的 と効果
電子文書の評価選別 につ いて考 える上で､最初 に評価選別 の 目的 とその効果 につ いて整理 した
い｡記録管理 における評価選別 について､安藤正人氏は､次の よ うに述べている｡
｢
何 もか も完全 に永久保存す るわけにはいかない｡ そんな ことをすれ ば､地球上 はや がて記録
収蔵庫で埋 め尽 くされて しま うことになるだろ う｡マイ クロフィル ムや光デ ィスクに媒体変換
すれ ば完全保存は可能だ､ とい う意見 もある｡仮 にそれが可能だ として も､今度 は果た して効
率的に活用す るためのシステムができるか とい う問題 がある｡技術的にできるかだけでな く､
対費用効果 ､つま り人材 と財源 をつ ぎ込んでその よ うなシステムを開発す ることに十分 な社会
的意味づけを与 え られ るか とい うことを含 めての､実現可能性 の問題 である｡｣

5

公文書の管理 において も､評価選別 によって数量的削減 を図 ることは､ 日々作成 され る紙文書の
保管場所 を確保す るために必要な行為であ り､ さらに､利用 に供す るための措置 に要す る経費が削
｢
文書管理 システム研修テキス ト (
第1
.
0版)｣2005.ll
沖縄県文書管理 システムにおける共有範囲は ｢
全庁｣､ ｢
担 当者の所属す る部｣､｢
担 当者 の所属す る課｣､｢
担 当者
の所属す る部係｣及び ｢
決裁ルー ト上の全ての人｣に区分 されている｡
5 安藤正人 ｢
欧米記録史料学における記録評価選別論の展開｣『
記録史料の管理 と文書館』
4
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減 され ることか ら､管理経費の削減 に大 きな効果 がある｡ ただ し､安藤氏が指摘 している完全保存
にお ける対費用効果 は､評価選別 に対 して も考慮すべ き事である｡評価選別 の効果が､削減 され る
管理経費であるのに対 して､行為 自体 にも人的経費 を必要 とし､ さらに選別方法 によって人的経費
は変動す る｡す なわち､評価選別 には､保存す る公文書 に対 し一定の利用効果 を担保 した上で､管
理業務 の削減費 (
効果) と評価選別 に要す る経費 (
費用)のバ ランスを考慮 した計画性 と合理性が
求 め られ る｡
2‑
2 電子文書 に対する評価選別の経済的効果

公文書館 で行 われ る評価選別 は､年 間の移管文書量 と保存庫の許容量か ら想定 され る許容年数に
従 って選別率 を設 けて計画 的 に行 なわれ る｡その選別率 は一般 的 に

1%以上､つま り文書量 を約

1
/1
00に減 らす ことで削減 され る管理経費が評価選別 の効果 である｡ しか し､次 に示す よ うに電子

文書の管理経費 においては､記憶容量 を 1/100にす ることでは経済的効果は得 られない｡
(1
)記憶媒体 に要する経費
平成 1
5年度 の沖縄県の移管文書量か ら､その全 てが電子文書 となった場合 を試算す る と､約
1
08GB のファイル容量が想 定 され る｡ この容量 を保存す るための記憶媒体 に要す る経費は､現状

の光デ ィスクの市場価格 で換算す る と 2万 円に満 たない金額である｡6 っま り記憶媒体が年々大容
量小型化及び低価格化が進む今 日において､約 108GB 程度のファイル容量では､容量削減 によっ
て評価選別 に要す る経費 に見合 う経済的効果 は得 られ ない｡ また､記憶媒体は種類 によって価格
は異な り､アクセス速度が早 く大容量の磁気デ ィスクは､光デ ィスクと比較す ると高価である｡
そ こで､利用頻度 が高い電子文書は磁気デ ィスクで､利用頻度が低い電子文書は光デ ィスク‑､
さらに電子的可逆圧縮 による保存等､許容経費 の中で利便性 を考慮 した保存形態 を選択す ること
で､ よ り合理的な運用 を図 ることができる｡
(
2)保存管理に要する経費
電子文書 を保存管理す るためには､そのデー タ容量に関係 な くコンピュー タ機器等の設備 の維
持経費は必要である｡ また､電子文書の見読性 を確保す るために必要な移行措置は､デー タ容量
よ りもデー タ形式の種類 に影響 され るので､保存管理 に要す る経費 を削減す るためには､データ
容量 を減 らすのではな く､長期的に利用可能 なデー タ形式や記憶媒体 を選択 し統一 を図ることで
ある｡ (｢
3.1電子文書の長期的保存対策｣で詳 しく述べ る｡)
6

沖縄県 にお ける移管電子文書容量の積算
く文書量の想 定値 〉
6
0
m
･年 間移管文書量 (書架延長 )‑ 3
0,
0
0
0枚 /
m
･1m当た りの文書枚数 ‑ 1
･年 間文書枚数 ‑ 1
0,
0
0
0枚 /
mx360m‑ 3,600,000枚
(
沖縄県一般職 に属す る常勤の職員 (
7
,
7
61人 )1人 当た りの年 間文書作成枚数約 4
6
3枚 に相 当)
くデー タ容量の想 定値 〉
･1枚 当た りの文字数 ‑ 4
0×40‑ 1
6
0
0文字 (A 4)
･1枚 当た りの P
D
Fファイルデー タ容量 ‑ 30Kbyt
e
O総デー タ容量 ‑ 3
0
K
b
yt
eX 3
,
6
0
0,
0
0
0枚 ‑ 1
0
8
Gb
y
t
e
*1
0
8
GBは､1
2
c
mサイズのブルー レイデ ィスク (
23
Gb
y
t
e
,約 3
5
0
0円) 5枚 に記録 できる容量で価格 にす
る と 2万 円に満 たない｡バ ックア ップ媒体 を含 めて もその倍 の金額 である｡
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(
3)公開管理に要する経費

公開す る文書に非公 開情報が含まれ る場合 は､その全部 または一部 を保護 して利用 に供 しなけ
ればな らない｡従来の紙文書に対 して公文書館 は､閲覧 申請時に即時対応 できるよ うに､ 目録 を
作成す る段階で本文 に 目を通 して公 開判定 を行い､袋綴 じや墨塗 り等の非公 開情報 に対す る保護
措置を行 ってきた｡ しか し､ 目録整備 を必要 としない電子文書 に対 して､あ らか じめ全ての文書
の公開判定を行い､閲覧申請 に備 えるのは合理的ではない｡公 開判定は､文書が与 える社会的影
響 を最 も熟知 してい る作成者が､文書の作成時に非公 開情報 を特定 し､閲覧 申請時に非公 開情報
の保護及び解除の判断 と措置 を行 う体制 を構築す ることで公 開管理 に要す る経費 は､容量的な も
のでな く利用頻度 に影響 され る経費 となる｡

2‑
3 情報の最適化 と共有管理
前項では､電子文書の評価選別 による容量的削減 では､経済的効果が得 られ ない ことを述べた｡
一方､イ ンターネ ッ トや検索エ ンジンが普及 した現代社会 において､"
情報 が少 ない" ことよ りも
"
情報が多す ぎる"ことで 目的の情報 にた どり着 けない非効率 さが問題 とな りつつ ある｡ こ うした状
況を解決す るためには､多様 な検索手段 の提供だけでな く､不要な情報 を除いて情報の最適化 を図
ることが指摘 されている｡ しか し､情報の最適化 は､評価選別 によって文書 を廃棄す る積極的な根
拠 とはな らない｡ なぜ な ら､評価選別 は､文書の重要度 で分類す る行為であ り､その重要度 の高低
(
あるいは有無)を指定できる検索機能 を提供す るか､または､検索結果 が重要度 の高い ものか ら表
示 され る機能 を提供すれ ば検索性 は向上す ることになる｡
情報の最適化 は､重要度 による評価選別 ではな く､適切 な共有管理 によって成 され るものだ と考
える｡ ｢
文書管理 システムが保有す る電子文書 は､決裁文書や供覧文書は もとよ り､電 子メールや電
子掲示板等の情報 も含 まれ るため､従来の紙文書以上 に情報量が増 える｡｣と言 われ るが､適切 な共
有管理がな されていれ ば､数量的にも削減 され検索性 は向上す る｡例 えば､文書管理 システムにお
ける庁内伝達文書は､発信者 と受信者 が個別 に文書 を保有す る必要 はない｡ 同 じよ うに､会議 の参
加者 に配布す る資料等 は､所管課が登録す ることによ り関係部署で共有す ることができる｡ この他
にも､法規等の コピー して繰 り返 し利用 され ることが多い資料 を電子文書 として共有すれ ば､伺 い
文に添付資料の位置情報 を示す (
h
y
p
e
r
l
i
n
k
)だけで､複数 の資料 を関連づ けて参照す ることがで き
る｡ この位置情報 を示す機能 は､添付文書だけでな く､起案の もとになった収受文書等の関連文書
にも用いることによ り､当該事務 に関連す る一連 の文書 を連結す ることが可能 になる｡ この文書間
連結の重要性 について富永一也氏 は､｢
全量保存 の積極的な意義 は､文書相互間の リンケー ジの保全
にある｡｣と述べている｡7 っま り､個 々の文書 はそれだけで完結す るものでな く､その前後 関係 にあ
る文書 との関連性 が維持 されてい ることが､行政 にお ける一連 の活動 を理解す る上で重要であるこ
とを言 っている｡
物理的制約か ら開放 され､共有管理 によって最適化 された電 子文書 に対 し､経費 を投 じてで も評
価選別 を行 うべ き何 らかの理 由があるのだろ うか｡ そ してそれが全てを残す効果 に勝 るものなのだ
ろ うか｡ もし､そのよ うな理 由があった として も､経済的許容範囲を超 える前 にあ らか じめ評価選
別 を行 う必要が無 くなった ことは確実である｡

7

富永一也氏‑ のイ ンター ビュー時 の発言 (
1月 2
7日)
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3 電子文書の保存管理
3‑
1 電子文書の長期保存対策

｢レコー ドマネー ジメン ト｣と ｢
アーカイブズマネー ジメン ト｣の保存管理 における違いは､保存
責任期間 と言 える｡最長 で約 30年 の保存期間を担 う ｢レコー ドマネー ジメン ト｣では､紙の劣化や
退色 に対応 した修復や複製物 の作成等の長期的保存対策はほ とん ど行 われ なかった｡ しか し､電子
文書の保存管理 は､文書が完結 した時点において､ア‑カイ ビング (
コンピュー タ関連用語 ｢
デー
タをオ ンライ ン利用 か らはず してオフライ ンのス トックに移 して､将来 とも使 えるよ うに備 えるマ
イ グ レーシ ョン｣)8 して､長期保存対策 を施す必要がある｡
国立国会図書館 が､自ら所蔵す る電子出版物 200点の利用可能性 を調査 した結果､約 70% の割合
9同 じよ うに電子文書 には､記録 された内容 を表示す
で見読性 が失われ ていた事 が報告 されている｡
るための O
Sやアプ リケー シ ョン及び記憶装置等の再生環境 が､一般社会か ら消えて しま う移行期 川
がある｡他機 関か ら出版 され た様 々な再生環境 を必要 とす る電子出版物 を収集 している国立国会図
書館 に とっては､移行期‑の対応 は とて も困難 な問題 である｡ しか し､ 自ら作成す る電子文書の管
筆削こおいては､その作成段階において移行期 を視野に入れ たデー タ形式 と記録媒体の選択が可能で
ある｡文書管理 システムが保有す る電子文書 は､様 々なアプ リケー シ ョンで作成 されたデー タ形式
が存在す る｡ これ らのデー タ形式 は､短期 間共有 して組織 内利用す るには適 してい るが､長期的に
はデー タ形式 の種類毎 に移行期が訪れ ､その度 に新 しい再生環境 に適合 したデー タ形式‑の変換作
業 を伴 うこ とになる｡電子文書 の見読性 を確保す るには､組織 内利用 のための活用効率の良いデー
タ形式及 び記憶媒体か ら長期 的保存及 び利用 に供す るための O
Sや アプ リケー シ ョン‑の依存性 の
低 いデー タ形式 (
XMLや pDF/
A等 )及び記憶媒体‑移行 して､2つの 目的別デー タを管理す る必要
がある｡ 11
3‑
2 電子文書の管理体制

電子文書にかかわ らず､原本 についての定義や要件 を定めた規定はないが､組織 として保存管理
す る上では原本 を区別 し､原本 として認 め られ るべ き要件 を満たすための管理体制 を構築す ること
が必要である｡電子文書の原本性 を確保す るには､文書管理 システムにおけるセ キュ リテ ィ対策は
もとよ り､次に示す具体的な対策が必要である｡
①文書が完結 した時点で長期保存及び利用 に供せ るデー タ形式 に変換 した原本 を作成す る｡
②原本 は､光デ ィスク等の記憶媒体 に再生専用形式 (
ROM)で保存す る｡
③原本 は､不意 の媒体障害や真正性 を確認す るための照合用 に 2部作成す る｡
④原本 は､施錠及 び入退室者 が管理 され た保管庫 に保存す る｡
⑤公開は原本の複製 で行 い､必要な場合 は非公 開情報の保護措置 を施す｡
⑥原本 に対す る管理責任者 を定め､管理体制 については､定期的に第三者 の監査 を受 ける｡

小川千代子 『電子記録 のア‑カイ ビング』p11
3
国立国会 図書館 ｢
電子情報 の長期的保存 とア クセ ス手段 の確保 のための調査報告書 ｣
1
0 大城博光 ｢
デ ジタル情報 の管理 ｣
『沖縄 県公文書館研究紀要第 5号 』 p72
日 沖縄 県では､文書 を作成す る場合 に､J
us
t
s
ys
t
e
m一太郎や Mi
c
r
os
of
トExc
e
l
等のアプ リケー シ ョンが使用 され る｡ こ
れ らのアプ リケー シ ョンで作成 され たデー タは利活用電子文書 として短期 間の組織 内利用 には適 してい るが､特定
のアプ リケー シ ョンに依存す るため公開や長期保存電子文書 としては適 さない｡
R

9

‑
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図 3 電子文書の保存管理体系

行政活動 を県民に説明す る責務 を果たす ためには､利用 に供す る文書が 自ら作成 した真正 な文書
であることを保証す る必要があるが 12､ コピー及びデー タ形式 を変換 して作成 した原本 には､法的
証拠能力はあるのだろ うか｡ 民事訴訟法上 13 ､あるいは刑事訴訟法上 14 においては､電子文書だけ
でな くすべての証拠の証明力 については､裁判官の 自由な心証判断 に委ね られてい る｡つま り､た
とえ経費 を投 じて電子文書証 明サー ビスの よ うな技術的な対策 15 を施 していて も､完全 な証拠 とし
ての証明力が保て るとは言い難 い｡ しか し､｢
行政機 関 16が､電子文書の完結時か ら現在 にいた るま
でを､真正性確保 のためにこれ らの対策 を施 してきた｡｣と応 え られれ ば､間違 いな く裁判官の心証
形成 に有利 に働 くであろ う｡
おわ Uに
これまで行政機 関は､保存期間が経過 した公文書 を歴史資料 として保存や利用 に供す るための施
読 (
館)が必要であった｡公文書の主体が紙文書か ら電子文書‑移 り､電子文書がイ ンターネ ッ ト
上で流通す ると､公文書館 の保存庫 としての機能 は必要な くなる｡ さらに､ レコー ドマネ ジメン ト
とアーカイブズマネ ジメン トの融合 によって､公文書館 は どの よ うな役割 を担 うのであろ うか｡ あ
るいは紙文書専用の保存 ･利用施設 となるのであろ うか｡

･
2 沖縄県公文書館 には､戦後まもな く土地の所有権 を確認す るために作成 された土地所有 申請書があ り､土地の境
界は鉛筆で書かれている｡筆者が応対 した利用者か ら ｢この境界線 は後か ら加筆 したものではないか ?｣ と問われ
た事がある｡土地所有 申請書は､公文書館 に移管 され るまでに所管が何度 も変わっていった経緯があ り､その時は､
｢
土地所有 申請書は､通常はマイ クロフィルムで利用 していただき､原本 を閲覧 していただ く場合 には､職員立会 と
なるので､公文書館が受け入れてか らは､改 ざん され る事はない と思います｡
｣としか答 える しかな く､文書の真正
性 を保証す ることができなかった｡
1
3 民事訴訟法 (
平成 8年法律第 1
09条 (
抄))
第 247条 裁判所 は､判決をす るに当た り､ 口頭弁論 の全趣 旨及び証拠調べの結果 を掛酌 して､ 自由な心証 によ
り､事実についての主張を真実 と認 めるべきか否かを判断す る｡ (自由心証主義)
1
4 刑事訴訟法 (
昭和 23年法律第 1
31粂 (
抄))
第 31
8条 証拠の証明力は裁判官の 自由な判断に委ね る｡
1
5 NT
Tデータホームページ ｢
電子文書証明サー ビス｣ (
ht
t
p:
/
/
www.
s
s
c.
nt
t
da
t
a.
c
ojp)
･
6 三谷慶一郎は､電子文書の原本性 を確保す る手段 について､｢
内容証明郵便 (郵政事業庁 )｣や ｢
公証制度に基礎
を置 く電子公証制度 (
法務省)｣を例示 し､電子文書の保管者 に ｢
信頼できる第三者 として行政機 関を活用す ること
である｡｣ と述べている｡NTTデータ研究所 『電子文書証明』

‑

27 ‑

公文書館 に とって電子文書の登場 は､ これ まで保存庫管理者 として評価選別や所在管理 に充てて
いた労力 を､住民及び行政職員‑の問いに的確 に応 える行政サー ビスの充実に充て､公文書がよ り
身近で有用 な資料 として活用 され るための体制 を築 く契機 とな り得 る｡イ ンターネ ッ トサー ビスで
は､｢
いつで も｣｢
だれで も｣｢どこか らで も｣ とい う表現が用 い られ るが､それだけで､行政サー ビ
スが向上 され る とは考 えがたい. た しかに時間的､空間的観点か らは向上す るが､コン ピュータ環
境 とそれ を操作す る技術 を持 った人だけが利用できるセル フサー ビスの提供で しかない｡ 目的の公
文書 を膨 大な情報 の中か ら探すためには､それ な りの行政 に対す る知識 (
各部局の機能や意思決定
構造等) と検 索技術 を必要 とし､専 門の検 索知識 を備 えた者 が検 索支援 を行 う人的 レファ レンス
サー ビスが必要である｡ さらに､組織 内においては､ レファレンスか らコンサルテ ィング‑ と機能
を拡張 し､文書管理 システムを通 して行政の経験 を蓄積 し､共有 し､最適化す ることで､施策の企
画 ･立案 を支援す るシンクタンクの一旦 を担 うナ レッジマネージャー としての新 たな領域 に踏み出
すチャンスだ と感 じている｡
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