
 

 

 

 

 

日本記者クラブ 

著者と語る『公文書をつかう 公文書管理制度と歴史研究』 

 

公文書管理は「民主主義のコスト」 

 
瀬畑 源 一橋大学大学院講師 

２０１２年４月１２日 

 

公文書を管理する法律が施行されたのは、東日本大震災直後の昨年 4 月 1 日だ
った。震災と福島第一原発事故の影に隠れ、話題にならなかった法律が注目を集
めたのは、政府の原子力災害対策本部が議事録をまったく作成していなかった問
題がクローズアップされたためだ。公文書管理法制定の過程を丁寧に検証した『公
文書をつかう』（青弓社）を昨年 11 月に発表した一橋大学大学院特任講師の瀬畑源
さんが、マスメディアの取材をしばしば受けるようになったのもそのためだった。 

「必ずしも政権党に何か問題があるということではなく、官僚制そのもののあ
り方自体に、公文書の管理のずさんさの問題があるのだということを、皆さんに
はぜひ理解をしていただきたい」と瀬畑さんは核心を語った。 

瀬畑さんによってひもとかれた公文書管理の歴史は非常に興味深い。天皇に対
してだけ責任を負った戦前の官僚制度の残滓は、国民主権を定めた新憲法が制定
された後も行政機関には色濃く残っていた。国民のために文書を残すという感覚
は、官僚には一切なかったという現実には、がく然とするしかない。 

「情報を管理して、後で検証もできるようにすることは、それは民主主義を運
営するために必要なコストであり、民主主義の根幹を支えることだ」と瀬畑さん
は言い切る。国民共有の知的資源である公文書管理法を生かすには官僚の意識を
変えるしかないのだ。 

 

 

司会：瀬口晴義・日本記者クラブ企画委員（東京新聞論説室論説委員） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/watch?v=2JLSIrfLq4w&feature=plcp 

 

巻末に使用した資料があります 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2JLSIrfLq4w&feature=plcp
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司会（瀬口晴義企画委員・東京新聞論説室論

説委員） きょうは「著者と語る」シリーズで、

『公文書をつかう』という本を出された一橋大

学大学院社会学研究科特任講師の瀬畑源さん

をお招きして、お話をうかがいます。 

公文書の管理の歴史的な流れがわかりやす

く書かれているので、ぜひ皆さんにも読んでい

ただきたいと思っています。また、現在の原発

の問題に関しても、政府の様々な会議で議事録

がつくられていないという問題も出てきてお

り、まさしくタイムリーな筆者をお招きできた

と思います。 

では、瀬畑さんに 1時間ほどお話をしていた

だいて、それから質疑応答をしていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

瀬畑氏 本日は、このような機会を与えてく

ださいまして、どうもありがとうございます。 

『公文書をつかう』という本が発行されたの

が去年の 11 月です。すでに半年ぐらいたって

いるのですけれども、なぜいまごろこのように

呼ばれるのでしょうか。まさしく先ほどからご

紹介にありましたとおり、原子力災害対策本部

の議事録未作成がことしの 1 月ぐらいから大

きな問題になり始めて、議事録未作成が公文書

管理法に違反をしているのではないかという

ことがあり、この法律自体が大きな問題になり

ました。公文書管理法について書かれた本はそ

んなに多いわけではなくて、特に法律の解説本

とかも除けば、私とか、あと日本経済新聞の松

岡資明さんとか、そういった方ぐらいしか書か

れていないこともあって、にわかに注目をされ

出したということで、このような場所に呼ばれ

ることにもなった、ということであります。 

公文書管理法が公布されたのが 2009 年 7 月

で、施行されたのが昨年 2011 年 4 月 1 日とい

うことで、まだ施行されてから実は 1年ぐらい

しかたっていない法律なのです。 

そもそも、ここにおられる方は記者の方が多

いと思うのですが、公文書管理法という法律の

条文そのものを少しでもごらんになられたこ

とのある人、手を挙げていただけますか。――

やはりほとんどいないというところですね。た

ぶんそういうものだろう思うのです。 

公文書管理法は、ほとんど存在自体も知られ

ていないし、特に施行されたときがちょうど大

震災が起きてからまだ 1 カ月たっていない時

期だったこともあって、何となくスタートして

しまったところがあり、それほど注目をされな

かった法律なのです。 

公文書管理法というのはそもそも何の法律

かというと、その名のとおり、公文書を管理す

る法律ですけれど、公文書を作成して、そこか

らどう保存をして、管理をして、最終的にはそ

れを廃棄する、もしくは歴史的に重要なものは、

国立公文書館という、東京・竹橋に歴史的な公

文書を全部保存している場所があるのですけ

れども、その国立公文書館に最終的には移管す

る。そういった流れを全部決めた法律なのです。 

公文書を管理するというのは、昔から当然さ

れていたはずで、何でいまごろこの法律が１年

前にできたのかというのは、実はいろいろな複

雑な経緯があります。本来ならば、当然なくて

はいけない法律なのです。法律に基づく公文書

管理をしていないという話になるわけですか

ら。ところが、それが施行されたのが 1年前で

した。これはどういうことなのか。その部分が

きょうお話しすることのほとんど、大きな場所

を占めると思います。 

 

将来の国民への説明責任 

 

公文書管理法には、第一条に目的が掲げられ

ています。この条文は非常に格調高くて、なか

なかすばらしい文章だと思います。「この法律

は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事

実の記録である公文書等が、健全な民主主義の

根幹を支える国民共有の知的資源として、主権

者である国民が主体的に利用し得るものであ

ることをかんがみ、国民主権の理念にのっとり

――少し飛ばしていくと――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
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されるようにすることを目的とする」。こうい

うことを掲げているのです。 

公文書管理法とは、民主主義の根幹を支える

知的資源だと、かつ、これは行政が適正かつ効

率的に運営されるようにするためのものであ

る。国民のためだけではなくて、行政自体もこ

れに基づいてすっきりと文書管理を行う。そう

いうことにもこの法律は利用されるものであ

って、かつ公文書は現在の国民だけではなく将

来の国民に対する説明責任も負っている。そう

いうことが第一条に書かれているわけです。 

この公文書管理法がなぜ重要なのかは、情報

公開法という法律が機能する前提になる法律

だからなのです。情報公開法というのは、当然

情報を公開する法律なのですけれども、公文書

がちゃんとつくられて各省庁に残っていなけ

れば、その文書は請求しても「ありません」で

終わりなのです。公文書の管理がきちんとなさ

れていないと、情報公開法というのは機能しな

い法律なのです。 

ですから、ほかの国とかでは、公文書管理法

などは先に制定されて、情報公開法のほうが後

にできるというのが普通なのです。ただ、日本

の場合、逆になってしまった。そのことで、実

は情報公開法ができたときに大量に文書が捨

てられるということがあったわけです。けれど

も、これまでの文書管理のあり方というのは、

基本的にはものすごくずさんだということは

間違いなくいえることであって、しかも、それ

は官僚制のあり方そのものに由来する問題な

のです。 

 

官僚制のあり方に由来する問題 

 

最近、議事録未作成の問題がああいう形で起

きると、公文書がしっかり管理されていなかっ

たり、議事録がつくられていなかったりするの

は、民主党の体質の問題ではないかとよくいわ

れることがあるのですけれども、民主党は民主

党で問題はあるとは思うのですが、自民党時代

にも同じことは起きているわけです。 

必ずしも政権党に何か問題があるというこ

とではなく、官僚制そのもののあり方自体に、

公文書の管理のずさんさの問題があるのだと

いうことを、皆さんにはぜひ理解をしていただ

きたいと思います。まず、これが前振りの話で

すが、そこから、この本をなぜ書くことになっ

たのかというのを少しお話ししたいと思いま

す。 

私自身は、別に公文書管理の問題について、

別に専門的に研究をしているわけではありま

せん。私は歴史の研究者で、戦後の天皇制の研

究をしています。特に象徴天皇制がつくられて

いく過程、戦前の天皇制から戦後の天皇制にど

う転換をしていくのか、その転換の過程を追っ

ていて、最近だと、ずっと昭和天皇の戦後巡幸

という、敗戦直後に昭和天皇が全国を旅行して

国民を励ましていくのですけれども、それをい

ろいろ調べながら、国民が天皇を新たな戦後の

ものとしてどう受け入れていくのか。そのあた

りの研究をしています。その関係で当然資料を

探さなければならず、宮内庁に情報公開請求し

て文書を請求していたのです。 

当初のころは、戦後巡幸よりも、いまの天皇

陛下の子ども時代のことの研究を結構してい

たので、いまの天皇がどういうふうな教育を受

けて、いまの象徴という形に成長していったの

かということを調べたくて、側近が書いていた

日誌、東宮職とか侍従職とかが、きょう何があ

ったというのと、だれが来たとか、だれと会っ

たとか、勤務者はだれであるとか、そういった

ことを必ず毎日、記録として残しているのでそ

れを請求したのです。 

ところが、請求をしても、なかなか思うよう

に文書が出てこないし、請求してもものすごく

時間がかかるとか、そういったことがずうっと

続き、一度日誌を請求してから 3年ぐらい出て

こないことがあったのです。3年とか出てこな

いと研究にならないのです。何でこんなに遅れ

たんだという遅延に対する裁判を起こしたこ

ともありました。当時は大学院生だったのです

けれども、さすがに裁判とかまでやってしまう

と、なぜこれが問題なのかを一般の人たちにわ

かってもらいたいというのがあって、自分でホ

ームページをつくって、ブログで自分で調べた
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ことをいろいろ書き続けることを 2006 年から

始めたのです。 

なぜ、見たい資料が残っていないのか、なぜ

思うように出てこないのかを調べていくと、ど

うも残す仕組み自体がそもそもおかしいとい

うことにだんだん気づき始めたのです。これは

一体どういうことなのだろうと、調べてずっと

書き続けているうちに、後でお話ししますけれ

ども、こういう公文書管理問題に関心がある福

田康夫さんが総理大臣になったのです。 

途端に公文書管理法をつくろうという話が

動き出して、そういうことをネット上に書いて

いるのが私ぐらいしかいなかったこともあっ

て、いろいろな方がみてくださるようになって、

次第にアプローチを受けたりとか、話をしたり

とか、いろんな人に出会う機会が生まれました。

その中で、公文書管理法というのをつくろうと

いう活動をしているような人たちとも交流し

たりとか、そこに参加をしたりして、ブログで

発信していくようになりました。 

そのうちに、公文書管理法が実際に成立をし

まして、その直後ぐらいのときに、今回の本を

出した青弓社という出版社の方から突然メー

ルがやってきて、「本を一冊書かないか。この

問題について関心があるんだけれども、それに

ついてはあなたが一番詳しそうだ」と。実際に

会いに行って、「何を書けばいいんですか」と

いったら、「自由に書いてください」と言われ

びっくりしたのですが。 

何を書こうかと考えたときに、やはり私は歴

史の研究者である以上、この法律がなぜできた

のか、逆にいうと、なぜいままでできなかった

のか、そのことについて、歴史研究者としてし

っかり書いておかなければいけないだろう、そ

ういうふうに思いまして、まずそこをしっかり

書いて、本の一番最初にそれを据えよう、とい

うふうに思ってこの本は書きました。 

3 章立てになっていて、1 章目が歴史の話で

す。公文書管理制度というのは、近代以降どう

変遷をしたのかを書いたもの。2章が法律の解

釈の問題で、ここはわかりにくいというふうに

先ほどおっしゃいましたけれども、法律の話な

ので、非常に難しい。私自身もかなり理解する

のが難しかったところでもありますけれども、

その法律の話。最後に、その後の残された課題

ということを書いて、公文書管理制度の過去と

現在と未来、その 3テーマについて、この本で

書きました。 

きょうは、この本のことについて話すように

ということだったのですが、やはり一番関心が

あるのは、おそらく第１章だろう。つまり、こ

の制度というものがどういう変遷過程を経て、

なぜ去年という段階で施行されるに至ったの

か、そのことについて、簡単ではありますけれ

ども、さらっと歴史の過程を話してみたいと思

います。 

まず、この話をするには、公文書というのは

当然、近代の官僚制に関連して出てくる問題で

ありますので、明治以降の話ということになり

ますが、明治の初期の話はすごい細かい話なの

で、少し飛ばして、明治憲法の話からしたいと

思います。 

 

国民に責任を持たなかった官僚 

 

明治憲法というのは、大きな特徴があって、

これは天皇に行政大権がある、ということです。

つまり、当時の官僚――戦前だと官吏という言

い方をしますけれども――官吏というのは、責

任を持っているのは天皇に対してのみなので

す。国民に対しては一切責任を持っていないと

いうのが戦前の官僚のあり方です。かつ、単独

輔弼、国務大臣が輔弼をしている、天皇を補助

しているわけですけれども、それは各大臣ごと

に補助をしているわけです。明治憲法には、よ

く知られていますけれども、内閣とか内閣総理

大臣という規程は存在をしないわけで、各大臣

が天皇を個々に輔弼をするという形になって

います。なので、単独輔弼制度という言い方を

するのですが、そうすると、天皇と各省の大臣、

その下の官僚組織という、縦割り組織に当然な

っているわけです。 

官僚組織というのは、分担管理という形で、

仕事が当然分担で割り振られているわけです
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けれども、これがある種、原則化している。僕

はそこで「分担管理原則」という言い方をして

いるのですけれども、その縦割り組織が非常に

強固な形でできあがる、というのが明治憲法の

もとでの官僚制の特徴です。 

そうすると、文書の保存とか、文書の管理の

あり方も当然、省ごとに任されることになりま

す。そうすると、では、どういうふうに文書が

残るのかなのですが、官僚制というのは、時代

がたつと文書の数、量が多くなっていく。紙で

すから、どんどん量が多くなってくるわけです

ね。そうすると、どこかで整理しなければいけ

ない。当然、要らないものはどんどん捨ててい

くということになるわけですけれども、何から

捨てるかというと、自分たちに必要のないもの

から捨てていくわけですね。これは、そういっ

た組織では当然当たり前の話で、おそらく皆さ

ん、会社とか新聞社とか、そういうところで働

いていても、大体そういうことですよね。普通

は要らないものから捨てていくわけですね。特

に当時は天皇に対してしか責任を負っていま

せんから、国民のために文書を残すとか、そう

いう感覚というのは当然ないわけで、自分たち

が一番必要な文書だけを残して、それ以外は捨

てる。 

そういうことになると、何が一番残るのかと

いうと、自分たちの人事記録とかはものすごく

残るのです。これはもう自分たちが働いていた

証ですから、当然残ります。それ以外として一

番残るのは、結果なのです。外務省とか、途中

の交渉過程が重要だという省は別ですけれど

も、それ以外のところというのは、決まるまで

の過程は別に残しておく必要がないのです。当

然決まった法律とか、決まった勅令とか、そう

いった決まったものに基づいて行政は行われ

るわけですから、それがどういう形で決まった

かというのは、実はあまり大して必要はない。 

そうすると、途中過程の文書というのが基本

的には捨てられていくのです。大体どこの文書

でも、政令とか、戦前は勅令ですけれども、そ

ういったものとか、結果自体はよく残っている

のですけれども、途中の、それが決まった過程

というのが、実は公文書からはほとんどわから

ないのです。 

 

途中経過は残さない 

 

従って、戦前の政治史をやっている人が、ど

うやって研究するかというと、政治家の家に行

くのです。いまでは国立国会図書館の憲政資料

室というところがあって、そこのところに集中

して政治家の文書とかは保存されていますけ

れども、本当に初期の人とかは、伊藤博文の子

孫のところとか、政治家のところから個人文書

を拾ってくる。そういう形で研究というのは実

は行われていて、公文書というのは実際には結

果しか残っていない。途中過程を知るには、そ

ういった政治家の文書を拾ってこないとだめ

だというのが、ある種、歴史研究の常識に日本

ではなっているのです。こういったものが戦前

の形だったのです。 

戦後になってどうなるかというと、戦争に負

けてからも、実はそんなに変わっていないので

す。「憲法は変わったけれども、行政法は変わ

らなかった」と言われますが、特に敗戦後にや

ってきたＧＨＱ――実質的にはアメリカです

けれども――アメリカは、基本的には軍はたた

く、軍は廃止をさせるけれども、天皇と官僚制

というのは基本的に残すのです。それを利用し

て間接統治という形で日本を統治をしていく。

そして、もう冷戦が始まっていきますので、そ

れで、東側に対する橋頭堡として日本を確保す

るという形で、実は官僚制というのはそのまま

温存をされる。幹部のほうは何人かパージされ

ていきますけれども、そういった形で官僚制は

残っていくのです。内務省とか、戦前でかなり

重要な役割を果たしたところは解体をされて

いきますけれども、行政法の法律の体系そのも

のというのはそのまま残っていくわけです。 

しかし、新たな日本国憲法のもとでは当然、

官僚は国民のために働くということが決まっ

ています。帝国憲法と日本国憲法の間では、官

僚のあり方、存立根拠というものは変わってい

るわけです。だけれども、実は、そのまま組織

として連続しているわけですから、国民に対す
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る責任意識というのはそのまま希薄な状態で

流れていってしまったのです。 

文書の管理制度も当然、戦前と同じように統

一化されないまま、各機関に任せた状態のまま

いってしまうのです。それをさらに助長すると

いうか、補強してきたのが、自民党の保守政権

だったわけです。保守の長期政権というのは、

要するに自民党と官僚というものはつながっ

ていて、行政府の情報を自民党と官僚が独占を

している体制だったわけです。 

そうすると、情報公開とか、公文書とか、そ

ういうものを野党に渡せば渡すほどいろいろ

問題が生じるわけで、むしろ当然自分たちで抱

えていたほうがいいわけですね。与党が抱えて

いれば、それだけある種、国民に訴えかけるよ

うな、実効性のある政策は訴えやすいというこ

とも当然あります。そうすると、公文書という

ものは、基本的には与党と官僚がずっと独占を

している体制のまま、透明性が欠如した状態で

ずっといきます。 

これが変わってくるのが 1970 年代ぐらいか

ら、情報公開を求める運動がだんだん盛んにな

ってくるのです。きっかけはロッキード事件と

いわれていますけれども、このときに情報公開

運動の中から、公文書はだれのものだという問

い直しがなされるわけです。行政情報は当然、

国民のためにあるものじゃないのか、行政が独

占をしているということ自体がおかしいでは

ないのか。それが情報公開運動の趣旨でありま

すから、そういった中で、それまで国民に対す

る説明責任をあまり感じていなかった官僚側

も、対応しなければいけなくなってくるのです。 

70 年代の後半には、大平内閣のときに、情

報公開法をつくろうという話に実はなるので

す。大平内閣のときは非常に自民党が割れてい

る時代なので、新自由クラブなどに協力を得な

ければ、政権が成り立たない状況に追い込まれ

ていました。情報公開法をつくろうという新自

由クラブとある種、政策提携みたいなものをし

て、情報公開法をつくると大平首相はいうので

すけれども、ご存じのとおり、大平首相は直後

に亡くなってしまうわけです。しかも、亡くな

った勢いで自民党は選挙に大勝してしまい、こ

の話は忘れ去られてしまうわけです。 

 

情報公開法の成立 

 

情報公開法は実際できなかったのですが、地

方のあちこちで情報公開条例ができ始めます。

その流れの中で、やはり情報公開法は必要じゃ

ないのか、とずっといわれ続けることになるわ

けです。流れが変わるのが、自民党が負けて下

野をした後にできた細川内閣です。細川内閣は

成立したときから、情報公開法はつくりましょ

うという話で合意ができていました。 

ただ、官僚の抵抗が激しいだろうから、これ

は行政改革の一環であるという形に組み込ん

でいく。細川内閣はすぐに倒れてしまうわけで

すけれども、その後も社会党がずっと推進する

立場でしたので、そのまま検討が続き、時間は

かかりましたけれども、1999 年に成立して、

2001 年から情報公開法が施行されることにな

りました。 

この情報公開法の制定というのは、公文書の

管理のあり方としても大きなところがあって、

このときに初めて行政文書の定義というのが

法定化されるのです。それまで行政文書は法律

で定義されていなかったのです。行政文書の管

理も各省庁で統一化しましょうという合意が

できて、ガイドラインがつくられた。一応各省

庁はこれに従って自分たちのところでちゃん

と規則をつくってください、となった。このと

きに公文書の管理のあり方が統一化される方

向に向かったのです。 

ただ、やはりそれではうまくいかなかったの

です。施行後によくあったのが、先ほどいった

不存在という話です。請求したものが出てこな

い、「それはありません」といわれるというこ

とが非常に多かった。いろいろな原因がありま

すがが、情報公開法ができるときに、各省庁で

大量に文書を廃棄しているのです。 

この文書の廃棄というのは、実際にそういう

ことを調査した人がいて、情報公開クリアリン

グハウスというところが調査をして、実際にか

なりの量がどうも捨てられているらしいとい
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うことがいわれているのですが、問題は悪い情

報を隠蔽したのではないかと見られるわけで

す。隠蔽した情報もあったでしょう。実際には

そういうもので捨てられた重要なものはあっ

たのだろうと思うのですが、ただ、おそらく大

量に捨てた原因というのは「必要のない文書が

大量にあったから」ということなのです。 

情報公開法ができるときに、それまでは保存

期間、文書の保存というのは何年保存とかとい

うのは決まっているわけですけれども、情報公

開法以前には、永年保存という枠がありました。

ずっとその省庁が持ち続けていなさいという

枠があったのですけれども、情報公開法ができ

るときに、それは最長で 30 年にしましょう、

と変わったのです。これは別に捨てろといって

いるわけではないのです。重要なものは、歴史

的な公文書を保存している国立公文書館に渡

しなさい、という趣旨だったのです。ところが、

あまりそういう認識はされなかった。 

そうすると、どうも今回、永年保存という枠

がなくなるらしい。永年保存になっている文書

は大体、棚ざらしにされていて、地下とかに段

ボールで積まれたりしているものがほとんど

なので、何が重要かもよくわからないのです。

しかも、30 年で捨てろとかいわれている、じ

ゃ、まあ必要ないからいいか、みたいな感じで

捨てられてしまうのです。たぶん、情報公開法

ができるときに大量に文書が捨てられたとい

うのは、おそらく自分たちに必要がないから捨

てたのです。まさに、これは明治のときから変

わっていないのです。自分たちに必要なものだ

けを残す。それ以外のものは別に業務には必要

ないから捨ててしまえ。そういったことがずっ

とこの間行われていて、情報公開法ができると

きに、大量廃棄につながったのです。そういう

こともあるので、特に不存在が多くなる。 

さらに、途中の過程は、基本的には官僚たち

は先に捨ててしますが、情報公開を求める人た

ちが知りたいのは結果ではないのです。結果は

公開されているのです。特に法律はそうですけ

れども、官報などに載っているわけですから。

そうすると、その法律は何でできたの、その政

策は何で行われたの、という途中の過程を知り

たがるわけです。そして、みんな請求をしてみ

たら、実はそれが残っていない。そのことが、

情報公開法ができた後にどんどん明るみに出

ていったわけです。 

こういった中で、逆に情報公開法ができたか

ら文書をつくらないようにしていると公言す

るような人が出てきたりします。できる限り文

書はつくらないようにしているということや、

あとは私的なメモ――今回も議事録未作成で

も問題になったと思うのですが、行政文書とし

ない、私的に自分でつくっているメモであって

それは公文書ではありません――といって隠

す。そういったことがいろいろ行われ、実際に

は各省庁に任されていたので、情報公開法がで

きたとしても、実は公文書の管理のあり方とい

うのはそれほど大きく変わらなかったのです。 

 

福田康夫首相の関心 

 

ここで必要になってくるのが公文書管理法

という法律です。公文書管理法がなぜできたの

かというと、ひとえに福田康夫さんがいたから。

福田さんが総理大臣になっていなかったら、こ

の法律はできていなかっただろう、これは間違

いないと思います。 

福田さんは、たまたま本人が興味があったと

いうことなのです。福田さん自身のお話による

と、昔、父親の福田赳夫元首相の秘書をしてい

たときに、彼は、地元前橋のある学校が 100

年史をつくるときに、敗戦直後ぐらいの空襲さ

れた後の前橋の写真が欲しい、と頼まれたよう

です。康夫さんは、いろいろなところに行って

探してみても、なかなかみつからない。それで、

アメリカに出張したときに、アメリカの国立公

文書館に行って、こういうものはないかと聞い

たら、10 分ぐらいで出てきたというのです。

アメリカは、そういうものを残しているのです。 

それで、福田さんは、アーカイブズといわれ

る公文書館に、ものすごく関心を持ったのです。

アメリカというのは公文書をしっかりと管理

していて、かつ外交文書とか、そういったもの

であっても、大体 30 年たつと表に出てくる。
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逆にいうと、アメリカは自分たちの外交の正当

化のために戦略的に行っているのです。30 年

たってどんどん出していく。 

実は日本の戦後の外交史の研究者は、外務省

からなかなか文書が出てこないので、みんなア

メリカで研究するのです。そうじゃないと研究

が成り立たないということが実際にあったわ

けで、福田さんもどうも日本の公文書館という

のは貧弱らしいと。アメリカの国立公文書館に

は職員が 2,000 人以上いるのです。日本の国立

公文書館は職員がいま 48 名ですか、数段違い

ます。隣の韓国でも、たしか 300 人ぐらいはい

たはずなので、日本の国立公文書館の規模とい

うのは、先進国の中では異様なレベルの小ささ

だというのは有名な話です。こういった中で、

どうも福田さんは公文書館というものをしっ

かりつくらなければいけない。その中で、その

原点になっている公文書管理というところに

も興味を持っていって、この法律をつくろうと

いうふうに思ったようです。 

彼は小泉内閣のときの官房長官だったので

すけれども、その官房長官のときに、自分のと

ころに有識者会議をつくって、ずっとそれにつ

いて検討をさせていたのです。ただ、福田さん

は途中で官房長官をやめてしまったので、報告

書が出たところで終わっていたのです。福田さ

んは総理大臣になったときに、これは自分がや

るべき政策であるというふうに思って、そこか

ら自分が官房長官のときにやっていたものを

リバイバルさせる形で、公文書管理法をつくろ

うとすぐに動き始めた。そして2008年2月に、

当時、少子化担当大臣だった上川陽子さんが兼

任という形で公文書管理担当大臣に任命され

ます。さらに有識者会議を設置をして、急ピッ

チで公文書管理法をつくる方向で話が進むこ

とになります。 

上川さんは福田さんの意図をちゃんと理解

したうえで、公文書の管理をしっかりやらなけ

ればだめだと考え、内閣府特命担当大臣として

各省庁に乗り込み、文書管理はどうなっている

のかの調査など非常に熱心にされました。 

会議の途中で福田さんは総理をやめてしま

うわけですけれども、実際に有識者会議ができ

て、ここまで流れができていた。さらに、民主

党も基本的にはつくろうという意思がある以

上、この法律はできるだろうと思っていたよう

です。 

この法律は、2009 年 3 月に閣議決定されま

す。当初の案では、有識者会議の案からはかな

り後退していて、第一条ももっと目的が簡略化

されていましたが、民主党側が押し返して、あ

の文章になったのです。そのときの中心者が枝

野幸男さんでした。今回の議事録未作成の話は、

自分が推進しながら自らまずいことをやって

しまったわけで、枝野さんにとってはかなり痛

恨の出来事だったのではないかと思います。 

文書の作成を義務化している公文書管理法

の第四条の文章も実は民主党の修正で入った

部分でした。民主党は自分でやったことにかみ

つかれたみたいなところがあります。 

 

各省庁統一の文書管理規則 

 

この法律が制定されて何が一番大きいかと

いうと、各省庁統一の文書管理規則がつくられ

たということです。法律に基づく「行政文書の

管理に関するガイドライン」ができた。それに

基づいて各省庁が文書管理規則をつくらなけ

ればならない。さらに、各省庁がつくった文書

管理規則は、第三者機関である公文書管理委員

会の承認を得なければならない――正確にい

うと承認ではないのですけれども――内閣総

理大臣から諮問を受けた委員会がそれを承認

しなければいけない。要するに、各省庁が勝手

に管理規則をつくれないということになった

のです。かつ、何か問題があった場合には、内

閣総理大臣が勧告を行えるとか、各省庁だけで

いままでやっていた管理が、ある程度横串が通

せる。何かあったときには、それに対してちゃ

んと是正措置がとれる、ということに変わった

のです。 

それ以外にも、結局これまでは自分たちに必

要な文書だけを官僚は残していれば、それでよ

かったわけですけれども、先ほどの第一条を見

ればわかるとおり、国民のために残さなければ
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いけないということが書かれているわけです。

途中の政策決定過程は絶対に残さなければだ

めで、その作成義務というのが今回書かれたわ

けです。官僚の働き方を変えてください。途中

の過程の文書を残してください。ちゃんとつく

ってください。捨てないで保存をしてください。

明治以降続いてきた文書管理のあり方、そうい

ったものの意識を変えてください。そういう意

図で当然つくられた法律だったわけです。 

公文書管理制度のありようは、極めて政治制

度、特に官僚制度と密接な関係があって、その

中で制約が課されている制度であるのです。な

ので、公文書管理制度は表面的に制度自体は変

わったわけですけれども、根本的な問題は何か

ということからしっかり考え、改善していかな

いと、実はこの法律というのは機能しないとい

うことにもなっているのです。 

公文書管理法自体は、型として働き方を変え

てください、文書をきちんと残してください、

つくってください、そういった規則というのは

できたわけですけれども、ここから先は、どう

官僚たちがそれに従って働き方を変えていく

かというのが問われてきますが、実際にそれが

うまくいっていない。しかも、施行のときに震

災が起きてしまったというのもやはり大きか

ったと思うんですけれども、何となくなし崩し

に始まってしまって、公文書管理法そのもの自

体の趣旨というものはあまりよく理解されて

いない状態です。内閣府は、研修などを実施し

ているようですが、趣旨が徹底されるには相当

な年月と根気が必要だろうと思います。 

今回、議事録未作成の問題というのが発覚し

ました。公文書管理法は、おそらく不祥事が起

きないと認識されないだろうと自分自身も思

っていたので、施行からまだ 1年以内なのにと

は思いましたが、こういった形で今回、公文書

管理法が大きくクローズアップされたという

のはよかったことだとは思うのです。 

ただ、これ自体は、ただ単に「では、違反を

しているから、ちゃんとつくってね」というだ

けでは、おそらく何も変わらないだろうと思う

のです。今回、議事録が未作成で問題になった

ということに対して、官僚側は「何で？」と思

ったでしょうね。これまで別にそんなものつく

ってこなくてよかったじゃないか、と考えた官

僚が多かったのではないかと思うのです。初め

て公文書管理法という存在に気づいたのでは

ないかなというふうに僕自身は思っています。 

 

官僚の意識を変える 

 

実際には、働き方から変えていかないといけ

ない法律だろう。自分たちのためだけではなく

て、国民のために、それは将来の国民のために

も文書を残さなければいけない。そういった義

務が課されているのだということを強く認識

をしてもらう必要があるのです。 

そこで、今回の議事録未作成の問題が起きた

のですから、できる限り全部、会議は録音すれ

ばいいではないかという話に当然なるわけで

す。実際に、岡田副総理もそういう質問を記者

会見とかで受けています。 

それに対して岡田さんは、全部の会議で録音

しようというと、おそらく裏で決め始める。表

では形式的なものしか出てこなくなるのでは

ないか。そこはケース・バイ・ケースではない

か、と。現実としてたぶんそうなんだろうと。

いまの官僚の働き方からすると、残したくない

ものを録音して残せといわれたら、たぶん録音

がないところで決めるようになるのだろうと。

その実態をわかっているから、岡田さんはそう

いう言い方をしているのだろうと思うのです

が、ここは働き方自体を変えるということから

考えると、録音がある中でまともな政策協議が

できる、それが当たり前にならなければ、本当

はいけないわけですよね。 

特に、よくいわれるのですが、機密情報とか

を議論しているから議事録はつくらない、とい

うことをいう人もいるのです。これはおかしな

話なのです。別に機密情報を議論していたって、

議事録はつくるのです。公開するかどうかは確

かに一線あるだろう。だけれども、初めからつ

くらないというのはおかしい。これは特に最近、

秘密保全法案の問題で大きな問題になってい

たと思うのですが、有識者会議の議事録はすべ
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て残っていない。私的なメモも全部捨てたとい

うふうにいっているのです。なぜ捨てたかとい

うときに、まさにこういうことをいわれたので

す。これは非常にセンシティブな問題であるの

で、そういうものが表に出ると議論が自由にで

きなかったりするし、それ自体が問題になる、

だから議事録もつくらないし、メモも捨てたと

いうのです。それはおかしな話なのです。 

情報公開法というのは、そもそも、そういっ

た機密情報とかがある場合には、公開しなくて

よい、という規程はあるわけです。ですから、

ちゃんと議事録などをつくったうえで、公開す

るかどうかは、何十年か、それは秘密にしなけ

ればまずいとかというのは当然あるだろう。特

に外交とか防衛に関しては、すぐに出してしま

っては国益にそぐわないものも当然あるはず

です。その場合は 30 年とか時間がたってから

公開するということにすればいいのです。です

から、そもそもつくらないというのはあり得な

い話で、そもそもつくられなければ、何でそれ

がつくられたのか、何でそういった政策が行わ

れたのか、ということが後から一切検証ができ

ないということになるわけですね。そういった

考え方はおかしくて、公文書管理法自体、まさ

しくそういった考え方は直してね、という法律

なわけです。 

さらに話をすると、今回の大震災の話で、緊

急事態だから議事録はつくれなかったとか、非

常事態だからリアルタイムで記録はつくれな

かったというふうなことがよくいわれている

のです。確かに、それは大変だったと思うわけ

ですけれども、緊急事態のときに記録をつくる

ような体制ができていなかったことが問題な

のです。本来、緊急事態であるほど、むしろ記

録はちゃんとつくって、情報を共有していなか

ったらまずいわけです。情報の管理のあり方と

しても非常に大きな問題があって、特に今回、

原発事故の話で、首相と東電とか、そういった

間で情報の齟齬があったりとか、いろんな問題

が起きているわけですけれども、本来ならば、

緊急事態のときこそ、そういった記録はちゃん

とリアルタイムでつくられて、それが担当官の

間で共有をされる、そういうことが本来は必要

であるはずなのに、それができていなかった。 

実際には、いきなり緊急のときに、じゃ、い

まからつくり始めましょうとは当然できるわ

けありません。本来、日常的に、例えば総理大

臣とかが会議をやるときは、ちゃんと毎回記録

をつくっているとか、日常的に緊急事態の前の

段階からすでにきちんと文書をつくる、そうい

った記録をつくる、という慣習がそもそもとし

てなければいけなかったはず。それがあって初

めて緊急時に対応ができるわけです。 

そういったことも、今回の議事録未作成が起

きてしまったと原因として、むしろ日々の記録

の管理のあり方、つくられ方というものに問題

があった。それを、公文書管理法はきちんとし

ましょうというのを決めた法律だったのです。

ですので、この法律にちゃんとのっとってしっ

かりやらなければいけない。 

 

公文書管理は「民主主義のコスト」 

 

ただ、しっかりやれというだけではおそらく

できない話で、記録をとるにはそれだけの人員

も必要だし、お金も必要なんです。いまはそう

いう人たちが結局は配置されていない。管理官、

記録の担当者みたいな者が、例えば大臣のとこ

ろに必ず何人かいつもついている、という状況

はいまはありません。だから、こういうことが

起きてしまう。専門的な人員などをきちんと配

置する必要があるだろうし、文書の管理そのも

の自体も、ちゃんと管理システムとか、運用で

きるような専門的な人がどんどん入っていか

なければ、本来こういうものは機能しないので

す。 

いま、どうしても公務員たたきとか、官僚た

たきが盛んで、何でもかんでも削ってしまえば

いいみたいな、そういう話にだんだんなってし

まっているわけですけれども、必要なところに

必要な人員というものをちゃんと回していか

ないと、この制度は動かないのです。 

公文書管理にかかる費用は「民主主義のコス

ト」だという言い方をするのです。こういった

情報の管理をして、きちんとつくっておいて、
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後で検証もできる。それというのは、ある種、

民主主義を運営するために必要なコストなの

だ。この費用の負担は絶対に必要で、そこにお

金を使わない限り、この問題はいつまでたって

もおそらく同じことが起きるのです。気合いで

どうにかなる世界ではないわけです。記録をと

るためにはそれだけの人も必要だし、それだけ

の設備も必要なのです。 

一方、その話に関連して、メディアに期待す

ることは何かみたいなことも少し話をしてく

れということで、最後にその話をします。まず

メディアの側がこの法律の意義をどこまで理

解しているのかというのは、これはもう一番大

きな問題で、たぶん記者は基本的には政治家に

食らいついていって情報を引き出すとか、そう

いったことがどうしてもメインになる人が多

いとは思うのですが、そもそもとして、この法

律というものは民主主義にとって必要な情報

管理の問題なのです。 

つまり、ただ単に歴史の資料として重要だと

か、という問題ではなくて、日々の情報をどう

管理をしているか、それをどう利用しているか、

そこにかかわる問題なのです。文書をちゃんと

管理をして、しっかりと整理をして、いつでも

使えるような状況にしておかなければ、当然過

去の情報を参照して政策をつくるということ

ができなくなる。 

いまだと、よく昔いわれていたのは、何か昔

こういうことをやっていたはずだ、といって昔

の人に聞いて、地下の倉庫まで行って、ガタガ

タ 1時間ぐらい探して、でもみつからないとい

うことはよくある話でした。それではまずいわ

けで、過去に何かあったといったら情報がすぐ

に引き出せるような状況にしておく。行政の効

率化が必要なはずで、情報のあり方というのも、

実はこの法律というのは問うているのです。 

民主主義という第一条の話もそうだし、情報

のあり方を考えたときに、メディアにとっても

重要な話であろうと思います。実際に公文書管

理のあり方を理解したうえで情報を収集して

分析する必要もあるだろう。どうしても目玉と

なる機密文書みたいなものをパッと持ってき

て書いてしまうとか、そういうことは多いとは

思うんですけれども、そもそもその文書はどう

いった前後関係に存在しているのかとか、それ

がどういった文書の中で管理をされているの

かとか、そういったものをちゃんと考えていた

だければいいかなと思うのです。 

さらに、最後ですけれども、メディアの人た

ちだって当然この国に生きる人たちなのです。

この公文書管理法は、まさしく民主主義の根幹

を支えるものなのだという意味では、皆さん一

人一人の問題でもあるのです。公文書管理法が

できて、いま、情報公開法というのは、情報公

開条例というのが全国の地方自治体にはほぼ

100％近くできているわけですけれども、公文

書管理条例というのは、地方自治体でまだ 10

もできていない。 

 

少ない地方の公文書管理条例 

 

公文書管理は、基本的には内規、内部の規則

でどこの地方自治体でも行われているのがい

まの実態です。こういった公文書管理法が国の

ところでできて、かつ公文書管理法には、一番

最後の 34 条で、地方でもこれに合わせたもの

をできる限りつくるようにという努力規程が

法律の文章にも入っているのです。こういった

形で公文書管理条例というのが地方にどんど

んできていって、地方の人たちが自分たちのた

めの行政というものを推進するためにも、公文

書管理条例が必要で、そういった形で、この社

会に生きている一人一人にとって、この問題と

いうのは、深刻な問題としてあるはずなのだ、

ということをぜひとも理解していただければ

と思います。 

最後はほとんど法律の話ばかりになってし

まいましたけれども、大体いま 1時間ぐらいた

ちましたので、ここで終わりにしたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 

≪質疑応答≫ 

 

司会 ありがとうございました。とてもわか
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りやすく、いい話だったと思います。 

まず私のほうから質問をさせていただきま

す。福田総理というのは何もやらないで終わっ

た人かなと思ったら、実はすごい仕事をしたん

だなということで、いま 1つ勉強になったわけ

ですが、民主主義のコストということで、例え

ば記録官みたいなものを置いたらどうだとい

う提案がありました。例えば原子力災害対策本

部で全く議事録をつくっていなかったという

問題で、具体的な場面を考えると、記録官が必

ずいて、それを全部テープにとったりとか、メ

モをとったりとか、そうやって記録を残すべき

だ、という考えですね。 

 

瀬畑氏 はい。もともとそういうところに人

を配置していなければいけない。特に大臣の周

辺とかには、そういう人は本来いなければいけ

ない存在で、毎回必ず記録をとって残していく。

そういうことをやらない限り、緊急事態になっ

て、いきなり、おまえ、こうやれみたいな形で

連れてくるなんて無理な話です。日常的にちゃ

んと記録をつくる、残すという担当の人をしっ

かりと配置をしておくということが、この制度

を動かすうえでは、大前提として必要なことだ

ろうと思います。 

 

司会 終戦の昭和 20 年 8 月 15日を境に、ほ

とんどの日本の役所は大事な資料を燃やして

しまいましたよね。それは陸海軍もそうだし、

行政の、この霞が関の役所もそうだったと思う

んですけれども、さっきおっしゃったように、

そういう行政の文書というのは、国民のもので

はない、自分たちのものだ、だから勝手に燃や

してしまっていいんだと、後から検証するとか

しないとか、全く頭になかったわけですよね。

その体質というのは、なかなか改まらないと思

うんですけれども、この法律は、それを本当に

根本から改める武器になると思います。 

最後にメディアのほうの対応というか、考え

もまだ非常におくれているということがあっ

て、この本にもあるんですが、佐藤栄作さんが

沖縄の返還交渉をめぐってニクソン大統領と

の間で交わされたという有事の際の核持ち込

みに関する密約の文書を、ご自身が家に持ち帰

っていて、それを遺族が保管していた。これは

ある新聞社がスクープとして書いたわけです

ね。そのときに僕は、歴史に対する冒瀆だと非

常に憤慨したんですね。でも、そういう批判は

あまりなくて、むしろ密約を結んでまで沖縄返

還をやった、その総理の仕事の重さというか、

佐藤さんを持ち上げるような報道が多くて、非

常に違和感を感じたんのですがそのメディア

のあり方ということについて、一言、何かあれ

ば……。 

 

沖縄核持ち込み密約問題 

 

瀬畑氏 あの問題は、まさしく総理大臣が一

番重要な機密文書をそのまま自分で家に持っ

て帰って、自分の家の机の中に入れていたとい

う話なんですね、アメリカ側は、国立公文書館

に残っているらしいんです。ただ、機密指定が

かかっていて、どうも存在はしているけれども

公開はできない、ということらしいんですが、

そういった形で相手側に残っているんですね、

文書自体が。 

特に外交問題に関しては、基本的にはお互い

の問題がありますから、片方が公開してしまえ

ば、もう片方が黙っていると大体不利益になる

んですね。アメリカとか韓国とかでもいますご

く公開が進んでいるので、そういった形でどん

どん文書が公開はされるようにはなってきて

いる。日本のメディアとかでも、大体そういう

ときには相手の公文書館に行って、新資料が出

たといって、スクープ記事みたいなもので出る

わけですね。 

でも、日本の外務省も、一応最近では文書を

出してくるようになりました。スクープはいい

んですけれども、そもそも外交文書は、ちゃん

とどこまでしっかり残っているのだろうかと

いう話とか、外交文書というものの公開がどう

してもほかの国よりも明らかに後から後から

になっている。基本的には 30 年で、岡田さん

が外務大臣のときに、今度から 30 年で出しま
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しょうみたいな話になっている。実際には、も

っと昔の 1970 年代ぐらいから、一応外務省は

30 年で出すというふうにいっていたんですけ

れども、30 年で全然作業が追いつかないとか、

いろんな問題で出てこないというのがずっと

続いていました。時々出ては、メディアの人た

ちはそれがスクープだという形で、実は報じて

はいたんです。 

ただ、では、何でこんなにおくれるのかとか、

そういうことに対しては、そんなに突っ込んだ

分析をされていたわけではないのです。文書の

残り方とかも、本当はもっと考えなければいけ

ない。どうしてこういう文書が残るのか、もし

くは残らないのかとか、まだ公開されていない

ものも実はいっぱいあるはずで、そういったも

のがどういうふうな形であるのかと。外交文書

そのもの自体の公開のあり方というか、そうい

ったものにももっと踏み込んでみていかない

と。佐藤栄作の文書は何でこういうところで発

見されちゃうのか。これはたぶん各省庁を通し

ていないからなんですね。自分と若泉敬と、そ

のあたりだけでやっていたので、官僚を通して

いないから、たぶん持って帰れちゃったという

ことでもあると思うんですけれども。 

 

総理大臣の文書が残らない 

 

ちなみに、ちょっとだけ話を脱線すると、日

本では、総理大臣の文書というのが実はちゃん

と残っていないのです。内閣官房を通すと、残

るのです。官僚を通すと。でも、官房を通さな

いことって結構ありますよね。政策秘書、秘書

官との間だけでやって、あとは自分の知り合い

の有識者を呼んで会議をしたりとか、そういっ

た記録とか、例えば総理大臣がやりとりをして

いる電子メールとか、そういったものというの

は、実は公文書として扱われていないのです。

それ自体は、結局、自分がやめたときに持って

帰ってしまっているのです。佐藤栄作が持って

帰ったのも、結局そういうことの一環だったの

だろうと思うんですが。 

アメリカとは制度が大きく違うので、簡単に

はいえないのですけれども、アメリカの大統領

というのは全部記録をとられているのです。執

務室でやっている会議は全部録音されていま

すし、電子メールも全部保存されている。当然、

すぐに公開できるものではありませんから、何

十年たったときには、大統領の専門の図書館が

ちゃんとつくられて、そこのところで公開をさ

れるということになっていて、すべて記録は残

しているのです。 

日本の場合、そういうところからすると、総

理大臣がどうしてもエアポケットになって、官

僚のところには文書が残るんだけれども、総理

大臣の文書というのは実は残らないというの

が現状だったりするのです。これは立法府の公

文書管理法がないからだという。今回の公文書

管理法というのは行政府に関する公文書管理

法なのです。なので、立法府に関する公文書管

理法はないのです、いまでも。なので、議員さ

んに関する文書というのは、実はそういった網

にかかっていないので、議会の文書とか、そう

いったものをどう残すかというのは、あまり決

まっていなくて、実態がよくわからない。だか

ら、修正協議とかをやると、国会でしゃべって

いるものとかは全部、当然記録として議事録は

出るわけですけれども、大体法案の修正とかを

やるときというのは裏で協議をしますよね。そ

のときに、当然そこに官僚はいないだろうし、

いても当事者ではないという形になるので、そ

うすると、記録は一切残らない。日本では政党

の文書というのは全く残らないですからね。政

党はそういった文書を全く公開しないという

のが日本ではほぼ鉄則みたいになってしまっ

ているので、そうすると、一体何が起きている

のかよくわからない。実はそういったところも

問題としてはあるのです。 

すみません、ちょっと脱線しました。 

 

司会 ありがとうございました。 

では、皆さんも質問をしてください。どなた

か、ございますでしょうか。どうぞ。 

 

質問 こういう公文書の管理の問題、それで
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いろいろ公文書を請求なさって、いろんなこと

を経験なさったわけですけれども、ちょっと大

きな話になってしまうんですが、いまの霞が関、

非常に優秀な官僚でいいんですが、官僚主義も

かなり弊害があると思うのです。これをどうや

って、例えば国民が政権党を選び、その政権党

が何かしようと思っても、官僚側は、例えば経

産省に採用されたら、ずっと最後は事務次官に

なるまで経産省にいて、自分らの省益を追求し

てしまうということがあるわけですね。これを

変えるために、アメリカみたいに、局長以上は

必ず政治任用するとか、そういうことをやらな

きゃいけない。採用も各省ばらばらではなく、

共通でやって人事異動をすべきとの意見がず

っとあるわけです。実際、こういう公文書の問

題をいろいろお考えになって、このあたりに何

かアドバイスはないでしょうか。 

 

瀬畑氏 官僚主義の弊害みたいなものを 1

つ打破するためには、要するに自分たちのやっ

たことに関して、それを徹底的に国民に情報を

出していく仕組みというのが、やはり一番必要

なんだろう。官僚たちは、そこは何か機密だか

ら隠してこっそりやろうというよりは、むしろ

こんなに機密のためにおれたちは頑張ったん

だと誇って文書に残したっていいじゃないか

と僕は思うんです。そういった文書をしっかり

とつくってもらって、それを請求があるから公

開するのではなくて、みずからそれを積極的に

どんどん自分たちがやったことについては公

開をしていく。インターネットという手段もあ

りますから、そういった形でできる限り公開を

していく。 

それに対して、国民の側はちゃんとチェック

する。それはまさにメディアの役割でもあると

思うんですけれども、そういった人たちがチェ

ックをしていけばいいことだと僕は思ってい

て、官僚自体、別に敵視すればいいという問題

でもないような気がしています。官僚自体、誇

りを持ってちゃんと文書をつくって、しっかり

と後から審判を仰げばいいんですよ。自分たち

のやっていることというのは、1つ 1つが無駄

なことではないわけであって、当然誇りを持っ

て仕事をやっていいはずです。そういった中で

ちゃんと文書をつくる、それをしっかりと公開

をしていく、その審判をちゃんと仰ぐ。そこで

隠そうとしたりとか、そういうふうなことが意

識として働けば働くほど、官僚主義の弊害とい

うのが出てくるはずなので、今回の公文書管理

法というものに引きつけていえば、それに基づ

いてしっかりと文書を管理する、それをしっか

りと公開をしていく。そういった仕組みをつく

り上げていくということが、ある種、そういっ

た弊害の対処法にはなるのかなというふうに

は思います。 

すみません、こんな回答でよろしいでしょう

か。 

 

大飯原発再稼働問題は 

 

司会 ちょっと具体的な話で聞きたいんで

すけれども、いま関西電力の大飯原発を再稼働

させるかどうかということで、総理以下 4閣僚

で話し合いを何回もやっていますよね。あれを

議事録に残すかどうかということも、岡田さん

がいろんなことをいったりしていますけれど

も、あれは法の趣旨からいったら、残すべきな

んでしょうね。 

 

瀬畑氏 そうですね。基本的には、法の趣旨

としては残さなければいけない。ただ、岡田さ

んは、議事録を残さないことが直ちに法律に違

反しているわけではない、という言い方をして

います。あれは実は微妙な言い方をしていて、

別に残さなくていいとはいってはいないんで

すね。公文書管理法という法律には、ちゃんと

政策決定過程は残しなさいとは書いてあるけ

れども、それが議事録でなければならない、と

は書いていないのです、確かに。 

だから、岡田さんが、ああいうふうに、直ち

に法律に違反していないというのは、たぶんそ

ういう意味だと思うんです。議事録をつくらな

くていいと彼が思っているわけではないだろ

うとは思うのですが、今回の大飯原発の会合の

話というのは、かなり政策的に重要な会合であ
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ったはずで、それは法律の趣旨、後から検証す

る、そういったことから考えても、当然記録は

残しておかなければならない、これは間違いな

いことです。 

ただ、それをすぐに議事録をつくって、すぐ

に全部公開するかどうかというのは、センシテ

ィブな問題があるだろうから、そこはどうする

かというのは政治判断とかになるだろうとは

思うんです。やはり特に今回に関しては、世間

から考えても注目度は非常に高い事例である

わけで、しかも総理大臣も含めて大臣が 4人も

集まっているわけですから、当然それの記録と

いうのはしっかりとつくっておかなければな

らないのは当然であるはずなのです。 

なので、法の趣旨から考えて、やはり議事録

はつくらなければならないだろう、というふう

には思います。 

 

質問 例えば、神奈川県立公文書館なんかに

は、江戸時代なんかの名主の日記とか、いろん

な古文書も保存しているですが、国立公文書館

の場合には、そういった江戸時代とか、あるい

は鎌倉政権、足利政権の古文書もできる限り保

存しておく、というようなことにはなっている

んですか。 

 

瀬畑氏 国立公文書館は――皆さん、説明し

なくてもすんなりいくんですかね――当然、歴

史的な公文書というものを基本的に保存して

いる機関であります。あそこは内閣文庫という、

もともと江戸幕府が持っていた古文書のたぐ

い、そういったものを引き継いでいて、それは

かなり膨大なコレクションがあります。実際に

いまデジタルアーカイブズという形で、インタ

ーネット上でかなり公開されています。 

 

少ない地方の公文書館 

 

公文書館というのは、実は全国にそれなりに

――それなりにというか、あまりないといえば

あまりないんですけれども、実は日本では各県

1個ないんですね。30都道府県ぐらいしかなく

て、特に九州とかは大分とか沖縄ぐらいしかな

い。佐賀に 4月にできて、福岡がいまつくって

いますけれども、公文書館というのは県単位で

すらできていないというのが現状なんです。 

市町村単位とかまでいくと、もっと惨憺たる

というのがいまの現状で、実は歴史的な公文書

をしっかり残す仕組みというのが、地方自治体

レベルではかなりできていない。そうすると、

捨てられてしまっているものも大量にある。当

然保存スペースには限界があるので、だんだん

そういったものは捨てられてしまったりとか、

市史とかを編纂をすると、編纂し終わった後に

全部捨ててしまうとかが結構起きていて、日本

では公文書館そのもの自体の認知度というか、

重要性があまり認識されていない。アメリカだ

と、そういうものが町ごとにあったりするんで

すけれども、そういうことが認識されていなく

て、どうしても日本の場合、公文書館に古文書

がいっぱいあるんですね。 

これは、公文書館が各地でできたきっかけが、

そもそも古文書自体を保管する文書館をつく

らなければいけないという、まさに歴史研究者

の運動からできた公文書館が非常に多かった

のです。神奈川とかは別なんですけどね。神奈

川は情報公開条例に関連してできた非常に特

殊なところで、神奈川県の公文書館は全国的に

みても最先端を行っている公文書館なんです。

そういった形で、どうしても公文書と古文書と

いうのが併存されて保存されている機関がほ

とんどです。だから何となく公文書館というと、

役に立たない歴史研究者のためのものだと思

われているみたいな、どうもそういうイメージ

を持たれてしまうことが多いんですね。 

ただ、いまほとんどの地方の公文書館では、

地方の県庁の古い文書とかも、ほとんどのとこ

ろが受け入れるようになっています。まさしく

今回の公文書管理法でいうと、民主主義の根幹

を支えるような資源であるはずの地方の公文

書というものが、いまどんどん運び込まれてい

る。実はそういうことにはなっているんです。

ただ、なかなかどうも理解度が上がらなくて、

すぐにリストラの対象になってしまったりと
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か、職員が減らされたりとか、お金が減らされ

たりとかがどうしても起きてしまう。 

日本の国立公文書館も、先ほどもいいました

けれども、あれだけ大量の文書を持っているの

に、正規職員が 48 人しかいない、そういうの

がいまの現状ですので、本来ならばお金をかけ

ていかなければいけない。しっかりしないと、

後世の国民が検証できない。例えばいま、今回

の原発の問題とか、最終的にはそういった文書

は全部国立公文書館にちゃんと移管をされて

保存されなければいけない。そうしたことによ

って、例えば 50 年、100 年後に、あのときの

原発災害のときは何だったのだと検証もでき

るし、それが将来的な政策に生きるということ

になるはずなので。本来ならば、こういった公

文書館とかにも本当はお金をかけなければい

けないはずなのですけれども、なかなかそうも

いかないのが現状だということで……。 

すみません、質問と全く関係ないところまで、

ちょっと話したかったので、無理やり、ちょっ

と使わせてもらいました。 

 

質問 初めのほうにおっしゃった、今度の管

理法について、これはいわば考え方を変えると

いうふうにおっしゃいましたが、その意味でい

うと、非常に難しいのではないか。考え方を変

えるというのは、なかなか簡単にはできない。

その法律を読んでいないから、いうのは申しわ

けないんですけれども、この法律によって残す

べきものを残さなかった場合に、罰則でもない

けど、何かしたらいけないよという戒めがある

のかどうか。 

それからもう 1つは、管理委員会とおっしゃ

ったんですが、その委員会というのはどういう

組織で、どこが任命して、どういう権限がある

のか。そして、これを推し進めるような力があ

るのか。いままでのお話だと、歴史の研究者は

確かに、例えばアメリカに行けば文書があるの

に、日本にはない現状がある。しかし現在のメ

ディアそのものは、この管理法がなければだめ

だとは思っていない。もっと違う方法で使おう

と思っている。だから、そうすると、さっきお

っしゃったように、考え方を変えるきっかけ、

それがないと、なかなかできないという気がす

るんです。個人的な印象になって申しわけない

けれども、何かそれに答えるものがあれば、教

えていただきたい。 

 

官僚の抵抗で罰則なしに 

 

瀬畑氏 まず答えやすいところからですが、

残すべきものを残さなかった場合に罰則はあ

るのかどうかという話ですけれども、この法律

自体には、罰則は組み込まれていない。有識者

会議では組み込んだほうがいいという話があ

ったのですが、非常に抵抗が激しかったので、

入らなかった。 

ただ、国家公務員法にのっとって、一応罰は

与えられるということにはなってはいるんで

すが、大した罰則にはならないというのがいま

の現状です。実際にそれを組み込んだほうがい

いんじゃないのかという議論はかなりありま

す。ただ、罰則を用いて無理やりやらせるのは

どうか、という意見も確かにあったので、それ

が 1つ。 

公文書管理委員会というのは、この公文書管

理法ができたときにつくられた、内閣府に属し

ている委員会なんですけれども、任命するのは

内閣総理大臣なんです。その委員会自体は、一

応第三者機関という独立した形として、内閣府

の下にはあるけれども、ある程度独立した権限

を持っている。ここの重要なところは、公文書

管理法自体の、これに附属の政令、施行するた

めの施行令がついていたりとか、各省庁がつく

る文書の管理規則とか、そういったものは基本

的に全部公文書管理委員会を通さないと変え

ることができない。委員会自体が、各省庁が勝

手に自分の都合のいいように変えるとか、政令

自体を、例えば勝手に官僚たちが出してきて―

―政令だから内閣総理大臣だけは出せますか

ら――そういったことはできないような、ある

種、歯止めの機関としてつくられている。 

ほかには、例えば国立公文書館とかに移管さ

れた文書でも、まだ機密が簡単にはとけないか
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ら、黒塗りにされたりするような文書とかが出

るわけですけれども、そういったものに対して、

それはどうなんだという不服を訴えることが

できるとか、そういった権限が委員会にはあり

ます。公文書管理法を監視する番人みたいな形

にあって、今回の議事録未作成の問題でも、岡

田さんが、公文書管理委員会に対策をゆだねて

いるというか、そこでどういったことが対策と

してできるのかというのを、ここ何カ月かずっ

と議論をしていて、おそらく次回の管理委員会

で改善策の答申みたいな形でそれを出すとい

われています。 

ただ、それはどこまで影響力があるのかとい

うのは、当然最終的にそれを実行する官僚たち

の側になるので、ただのスローガンで終わるか、

その先どうなるのかというのは当然わからな

いですね。 

確かに考え方を変えるというのは、たぶんも

のすごく難しいというのは、もちろんそうで、

公文書管理法は定着するのに、おそらく 10 年

は確実にかかるだろうなというのは思ってい

ます。ただ、情報公開法も、やっぱり最初は定

着するのは難しかったと思うんですね。公開法

ができていま 10 年、基本的にはそういった情

報はできる限り出していく、というのは当たり

前のようになってきたというのはあると思う

んですね。なので、やはりこの法律に関しては、

公文書管理法の趣旨を繰り返し繰り返ししっ

かりと官僚たちに伝える。何か不祥事が起きた

ときには、しっかりそれを問題にするというこ

とをしなければいけない、というのがまず 1

つある。 

 

議事録作成の具体的ルールを 

 

もう 1つは、例えば今回の議事録未作成の問

題でも、こういう文書はつくらなければいけな

い、というのをしっかりと徹底をする。すべて

の会議で一字一句の議事録をつくる必要性が

あるとは僕はあまり思わないですが、例えば、

このレベルの会議においてはこの議事録、この

レベルに関しては録音プラス議事の概要をつ

くらなければいけないとか、具体的なレベルで、

この会議ではこういうものをつくらなければ

いけないという形で、具体策としてちゃんと文

書の作成義務というのを課していくというの

がおそらく必要だろう。そういうことの積み重

ねが、最終的にしっかりした文書をつくってい

く、それを保存していくということにつながる

だろうと思うんですね。 

今回、例えば、ただ単につくりましょうとい

うふうな対策で終わったら、おそらく何も変わ

らないと思うんですね。このレベルの会議は、

必ずここまでつくりなさい、という具体的なと

ころまで行って、たぶん初めて管理法というも

のがやっと現場に認識をされてきて、そこから

やっと定着をしていくんだろうと思っていま

す。なので、たぶん気の長い作業になる。すぐ

に変わるようだったら、そんな苦労はしないの

で、それはもう官僚が百何年培ってきたものが

あるので、それを変えるというのは、やはり当

然すぐにはいかないだろう。だけれども、そこ

を徹底的につくり方を変えていくというのは

必要だろうと思います。 

 

質問 きょうはいいお話をありがとうござ

いました。外交文書は相手側があるわけですけ

れども、行政文書一般とは別の文書というふう

に考えるべきなのかどうか。その辺について、

一言お願いします。 

 

瀬畑氏 日本の場合、少し説明をしますと、

国立公文書館が歴史的な公文書を保管してい

ることになっていますけれども、全部の省庁の

ものがそこに行っていないのです。例外になっ

ているのが 2つある。1つは外務省の外交史料

館。もう 1つは宮内庁です。宮内庁は書陵部と

いうところに宮内公文書館というところがあ

って、そこに移管をされている。この 2つが何

で許されているのかというと、その 2つが国立

公文書館より前からできていたから。前からあ

ったんです。この 2つというのは、例外的にそ

ういうものが許されているところがある。 

かつ、外交資料に関しては、あまり僕も詳し
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くはわからないですが、アメリカなどでは、国

立公文書館の中に外交資料も国務省の資料も

全部入っているんですが、どうもほかの国によ

っては、外交史料館だけは、国立公文書館と別

にしている国も結構あるという話を、外交史料

館の人はよくいいますよね。自分たちの独立性

というのを主張するためというのもあるんで

しょうけれども、それはやっぱり別だと。 

やはり公開するスピードとか、そういったも

のが確かに対外的なものというのがあるのと、

国内事情だけでは済まないという問題があっ

て、そこを公開するかどうかというところに関

しては、ある特殊な判断が必要だ、一般的なも

のとは違う判断が必要になる――政治的な判

断ですね――というのは特にいわれています。

ただ、ルールとして公文書を管理するとか、そ

ういうレベルの話としては、当然同じように行

われなければならない。それを公開する手段と

しては、確かに別の手段があり得てもいいのか

もしれない。そういうところがいまの現状だろ

う思いますけれども、それで答えになっていま

すか。 

 

質問 きょうは大変いいお話を、わかりやす

く理解させていただきまして、ありがとうござ

いました。 

ご案内のとおり、中国は科挙の制度をとって、

古くから皇帝のそばには記録官がついていた

という話を聞いているわけでございますが、日

本は明治政府ができて、官僚制度を築きあげた

ときに、そういったところが欠け落ちているよ

うに思います。きょうのお話でもそうですけれ

ども、アメリカの記録とかにつきましてはお話

が何回か出てきましたけれども、そのほかのイ

ギリスとかフランス、ドイツといった外国はど

んなふうになっているのか、もし教えていただ

けたらありがたいと思います。 

 

瀬畑氏 僕もそこまで……。アメリカの国立

公文書館は行って使ったことがあるので、感覚

的にわかるというのがあるんですけれども、ほ

かの国の公文書館は行ったことがないので、あ

まりよくはわかっていなくて。 

 

英国は職員 600 人、フランスは 400 人 

 

ただ、ほかの国でも、基本的にはそういった

公文書を管理する法律とか、公開をするための

ルールみたいなものはある程度当然あります。

自分の本に、ほかの国の比較表が 278～281 ペ

ージあたりにあるんですが、やはり公文書館の

そもそも職員数も、イギリスとかでも 600 人い

るし、フランスでも 400 人以上いるし、ドイツ

は 800 人とかいるんですね。ちゃんと公文書の

管理をする法律もあるし、公文書館そのものに

対して、それなりにお金もかけているし、そう

いう制度、仕組み自体がある。アメリカが一番

進んでいるのは間違いないんですけれども、ほ

かの国でも大体、歴史の重要なものはきちんと

保管をする。 

中国でも档案館という文書館があって――

ただ、そんなに機密文書とかは出てこないみた

いですけれども――それでも、最近中国もかな

り文書を公開するようにはなっているという

話をよく聞きます。世界的にみると、そういっ

たものをつくって文書を公開していって、公文

書館の制度を整備していくという、そういった

流れはかなりあるだろうと思っていて、日本は

その中でどうしてもおくれているというのは

間違いないだろうというふうに思います。 

 

司会 では、以上をもってきょうの「著者と

語る」シリーズ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。（拍手） 

（文責・編集部）
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はじめに 

・公文書管理法（公文書等の管理に関する法律、公布 2009 年 7 月 1 日、施行 2011 年 4 月 1 日） 

→原子力災害対策本部の「議事録未作成」で注目 

―内容はそれほど知られていない？そもそもなぜ昨年施行なのか？ 

 

・公文書管理法の重要性 

→第 1 条・・・「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」「行政が適正かつ効率的

に運営されるようにする」「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」 
―民主主義のために必要、行政のためにも必要―情報公開法が機能する前提 
→だが管理がずさん―官僚制のあり方に由来する問題 

 

１．執筆の動機 

・自己紹介―歴史研究者（象徴天皇制の形成・定着過程） 

→宮内庁への情報公開請求―公開が思うように進まない―裁判、ブログの開設 

―公文書管理制度に関心（なぜ見たい資料が残っていないのか）―ブログを通じた情報発信、

管理法制定運動、執筆依頼 

 

２．本書の内容 

・公文書管理制度の過去・現在・未来―歴史的な変遷過程、公文書管理法、残された課題 
―公文書管理制度の歴史（第１章）を中心に 
 

・明治憲法体制の特徴 

 天皇の行政大権・・・官吏は天皇に対してのみ責任を有する 

 単独輔弼制度・・・「天皇―各省大臣―官吏」という縦割り組織（分担管理原則） 

―文書保存は官吏の「現用価値」による→人事記録や「結果」などは残るが政策決定過程の文

書は残らない 

 

・敗戦後も「憲法は変われど行政法は変わらず」―官僚機構の温存 



―天皇大権は解体されたが行政法体系はそのまま残存＝国民に対する責任意識が希薄 

→文書管理制度が統一化されずに各機関任せのままに 

→保守長期政権―行政府の情報を与党・官僚が独占する体制＝透明性の欠如 

 

・情報公開運動の高揚（1970 年代半～）―公文書は誰のものか？という意識の高まり 

―細川内閣成立―情報公開法制定を行革の一部に組み込む→1999 年に公布、2001 年施行 

→行政文書の定義、行政文書管理の統一化（が図られる） 

→しかし施行後に多発する「不存在」＝文書管理のずさんさが明るみに（未作成、大量廃棄・・・） 

―分担管理原則を突破しきれない情報公開法 

 

・公文書管理法の制定―福田康夫首相の強い意志 

―消えた年金問題、航泊日誌誤廃棄など、公文書のずさんな扱いが問題に 

→2008 年 2 月上川陽子公文書管理担当大臣、有識者会議設置―2009 年 6 月修正の上成立、2011

年 4 月施行 

―各省庁統一の文書管理規則の制定―政策決定過程文書の作成義務など文書のライフサイクル

全てにわたる法律 

 

・まとめ 

―公文書管理制度のありよう＝政治制度（官僚制度）との密接な関係性、制約が課されている 

→表面的な制度を変えるのではなく、何が根本にある問題なのかを理解し、そこを改善する必

要 

 

３．今後の課題、メディアに期待すること 

・公文書管理法の主旨が徹底されていない現状―議事録未作成問題の発覚 

―官僚の働き方から変えないと対応できない法律―自分たちのためだけでなく国民のため（未

来も含む）にも文書を残す義務―専門的な人員の配置なども必要（民主主義のコスト） 

 cf. 録音すると会議で自由に発言できず、裏で議論が行われる。機密情報を議論しているから

議事録を作らない（秘密保全法案）。 

→公文書管理法第 1 条の精神がわかっていない 

↓ 

→一方、メディアの側がこの法律の意義をどこまで理解しているか？ 

―公文書管理法は「情報」の保存・利用のありかたを問うている―メディアが公文書管理のあ

り方を理解した上で、情報を収集し分析する必要 

→この社会に生きる「一市民」として受けとめてほしい 



 
公文書管理法（公文書等の管理に関する法律） 
（目的） 
第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、

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

用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する

基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及

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

立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるように

することを目的とする。 




