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研究成果の概要（和文）：　本研究は、法史学（日本・ドイツ・ローマ法）・政治学（政治思想史・日本政治史・中国
政治史）専攻の研究者の学際的・総合的研究を通じて、19世紀から現代に至るヨーロッパ諸国と東アジア各国の公文書
管理法制の歴史的・内容的変遷を明らかにしようとするものである。研究成果としては、日本・イギリス・フランス・
ドイツ・ロシアの公文書管理法制の通史的概観、現代中国・台湾・韓国に関する関係機関のインタビュー、以上８ヶ国
の比較年表、これまで翻訳紹介されていなかった台湾の現代公文書管理法制の翻訳からなる『公文書管理法制の比較法
政史・データブック編』、各研究員による各国分析からなる『同・分析編』をまとめた。

研究成果の概要（英文）：This study shows the historical and substantial transition of the Public Records a
nd Archives Management System in Europe and East Asia from 19th century to the present day through the int
erdisciplinary joint study by the researchers who specialize in the legal history (of Japan, Germany, Fran
ce and the ancient Rome) and the political history (of Japan, Russia and China). We have made two reports 
-"Comparative history of the Public Records and Archives Management System", Vol. 1 (book of materials) an
d Vol. 2 (book of research) -, as products of study which are the valuable researches in Japan to show the
 historical and substantial details of the Public Records and Archives Management System in Europe (U. K.,
 Germany, France, Italy and Russia) and East Asia (Japan, Korea, Taiwan and China).
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)公文書管理法制の展開 
 1990 年代後半から公文書管理の本格的な
法整備、公文書作成・管理・保存について一
貫した体制整備が着手された（2009 年 6 月
いわゆる「公文書管理法」成立）。この動き
に伴い、公文書の作成・利用・保管（保存）・
廃棄というサイクルとそれにあわせた文書
管理（以上の諸段階にあわせた文書管理を、
「公文書管理」と総称する）のあり方をめぐ
る学術的研究が急速に進展した（高橋滋・総
合開発研究機構共編『公文書管理の法整備に
向けて』2007 等）。 
(2)先行研究で明らかとなった論点 
 この問題に関する一連の先行研究におい
て、その重要性が確認されつつも、「公文書
管理法」成立以後依然と課題として認識され
続けているのが、次の２つの論点である。 
①文書の作成・利用・保管（保存）・廃棄と
いった文書管理のサイクルの設定のあり方 
②公文書管理担当機関（いわゆるアーカイブ
ズ）による上記サイクルの制御のあり方 
①は、政府諸機関の意思決定過程に即して

行われている文書管理が、記録保存という観
点からの文書管理と抵触するという問題に
関わる論点である。そもそも、公文書管理を
焦眉の課題に浮上させた重要な背景の一つ
は「情報公開」の促進であるが（1999 年行
政機関の保有する情報の公開に関する法律
の制定）、この観点は、政府諸機関の意思決
定についての現在と将来にわたる説明責任
に耐えうる公文書管理のあり方と表裏一体
の関係にある。しかし、従来の伝統的な稟議
制による意思決定方式を前提とした公文書
管理は、たとえば、決裁書（起案書）のみの
保存に偏し、決裁書作成のためにさまざまに
作成される文書群が体系的に保存されない
という傾向（「意思決定型文書管理」）を生み
出し、「記録保存型文書管理」が十全に行わ
れない､したがって、保存された文書の「質」
が「情報公開」による説明責任に耐えられな
い、「保存」の要否についての決定が作成機
関の「恣意」に委ねられることで情報「非公
開」状態を帰結する等のリスクを生み出した。 
ここで②の論点が浮上する。すなわち、政

府諸機関の意思決定について説明責任が十
全に果たされるためには、政府諸機関とは相
対的に独立・自立した運営が保障された公文
書管理担当機関によって制御された公文書
管理を、どのように具体的な制度設計として
実現しうるか、が焦点となるのである。 
(3)本研究の背景 
 現代日本において、本格的な公文書管理体
制の枠組みが、公文書管理法の制定によって
初めて制度化されたが、にもかかわらず、そ
の運用に当たっては、上述の二つの論点の解
決が求められている。そのためには、比較史
的に各国がこうした論点について、どのよう
に対応してきたのかという歴史的経験の比
較研究が不可欠なのである。これが、本研究

開始当初の背景である。 
 
２．研究の目的 
本研究では、法と政治の歴史研究を専攻す

る研究者が、学際的共同研究組織を構築し、
近現代欧米・アジア諸国の公文書管理法制に
関する比較法政史的研究を行う。その目的は、
近年の日本の公文書管理法制改革における、
①文書の作成・利用・保管（保存）・廃棄と
いった文書管理のライフサイクルの設定、②
公文書管理担当機関による上記サイクルの
制御（コントロール）、という制度設計に関
わる論点についての解決の「あり方」を比較
法政史的に検討し、そのことを通じて、これ
らの論点解決に共通する歴史的前提条件と
ともに、その解決のための制度設計の多様な
あり方を明らかにすることにある。 
 
３．研究の方法 
(1)共同研究の体制 
公文書管理体制の研究には、学際的・総合

的な視点を必要とし、その歴史的な展開を比
較史的に検討する本研究の場合には、とりわ
け、制度構築に関わる法および法史の観点、
制度運営に関わる、文化的背景も含めた政治
学・政治史の観点が不可欠である。 
そのため、本研究においては、法史および

政治史・政治思想史を専門とする下記の研究
者が参加し、相互に協力・補完しながら研究
を進める体制をとった。その分担は以下の通
りである。 

三阪佳弘（比較法史）： 
研究全体の総括と現代日本、フランス、
司法文書 

中尾敏充（日本法史）： 
近代日本、立法・行政文書 

竹中浩（政治思想史）： 
ロシア、行政・外交文書 

田中仁（中国政治史）： 
中国・台湾、行政文書 

三成賢次（ドイツ法史）： 
ドイツ、行政文書 

瀧口剛（日本政治史・日英外交史）： 
イギリス、行政・外交文書 

林智良（ローマ法）： 
イタリア、立法・行政文書 

この体制の下で、比較の対象とする各国
（日本、中国、イギリス、フランス、イタリ
ア、ドイツ、ロシア、および付随的に現代の
台湾・韓国）の公文書管理法制の歴史的展開
を、各分担者が専門としている研究対象国に
即しながら、かつ、それぞれが専門としてい
る研究専門領域の手法を用いて、分担して共
同研究を行った。 
(2)定例研究会と海外調査 
①共同研究は、定例研究会（作業部会とセミ
ナー部会で構成）を設けて、各国比較研究の
ための文献・資料の収集・検討、海外での公
文書管理法制・関係機関の実態調査、などの
結果について、分析・検討を進めた。 



②研究分担者が各々担当する個別の各国調
査を行うと同時に、現代日本と同時期に公文
書管理法制の整備を進めた台湾・韓国、東ア
ジアのなかでもっとも早くから整備を進め
た中国、以上の３国については、東アジアの
中での比較のために、本研究グループによる、
関係諸機関のヒアリングを中心とした共同
調査を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 『公文書管理法制の比較法政史 データ
ブック編』と『（同上） 分析編』による成
果報告書の作成 
 本研究の成果は、標記２つの報告書（以下
『データブック編』『分析編』と略称）にま
とめられている（同報告書は、本研究のウェ
ブサイトを通じて提供している。ただし、海
外調査対象機関に対するヒアリング調査内
容を含んでいるため、一定の条件のもとで公
開している）。以下のサイトを参照。 
http://www.law.osaka-u.ac.jp/chrarchive
/ 
『公文書管理法制の比較法政史 データブ
ック編』（B5版、全 364 頁、2013 年 3月） 

本編 各国における公文書管理制度の展
開 
序章 公文書管理法制の比較法政史的研
究（三阪佳弘） 
第１章 日 本  （中尾敏充） 
第２章 中 国  （田中 仁） 
第３章 イギリス （瀧口 剛） 
第４章 フランス （三阪佳弘） 
第５章 イタリア （林 智良） 
第６章 ロシア  （竹中 浩） 
補章１ ドイツ  （三成賢次） 
補章２ 台 湾  （三阪佳弘） 
補章３ 韓 国  （三阪佳弘） 
資 料 編 
１公文書管理制度の展開 比較年表 
２台湾調査関係記録 
３韓国調査関係記録 
４中国調査関係記録 
５中華民国公文書管理関係法令（翻訳）編 

 
『公文書管理法制の比較法政史 分析編』
（B5 版、全 128 頁、2014 年 3月） 

第１章近代日本における公文書管理･保存
制度の形成とその特徴（中尾敏充） 

第２章 1980 年代における中共党史研究の
再建と展開（田中 仁） 

第３章英国公文書管理制度の発展：公記録
の管理と公開の観点から（瀧口 
剛） 

第４章 1890～1930 年代フランスにおける
公文書管理法制の展開（三阪佳弘） 

第５章（概観）イタリアにおける統一国家
の形成と公文書館体制（林 智良） 

第６章ロシアにおける公文書管理（竹中
浩） 

第７章ドイツにおける公文書管理：19 世紀

のラントにおける公文書管理をめ
ぐって（三成賢次） 

 
(2)成果の３つの柱 
 これらの成果は、おもに３つの柱で整理で
きる。 
 第１に、ヨーロッパ５カ国および東アジア
４カ国において、「近代的」な公文書管理法
制がどのようにして成立・展開したのかを、
おもに 19・20 世紀を中心に分析を行ったこ
とである。こうした分析は、これまでほとん
ど行われてこなかったのであり、それを各国
ごとにまとめた前掲『データブック編』の本
編（1～6章）と『分析編』は、貴重な貢献で
あると考えられる。 
 第２に、こうした各国分析を軸に、比較法
政史的検討を行ったことである（この点は後
述参照）。 
第３に、日本が 21 世紀に入って公文書管

理法制の整備を進めるに当たっては、欧米の
現在の制度の紹介と参照が行われてきた。本
研究では、これらの先行研究に加えて、これ
までほとんど紹介されることがなかった、東
アジア三国（中国、台湾、韓国）の法制度の
現在の実態を、関係諸機関のインタビュー記
録によって、詳細に明らかにしたことである。
とりわけ台湾の関係法令の翻訳紹介は、本研
究において初めて試みられたものである（こ
の点については『データブック編』本編補章、
資料編２～５参照）。 
 
(3)公文書管理法制の比較法政史的検討と日
本の位置づけ 
以上の成果のうち、各国の分析結果につい

ては、上記報告書に委ねるとして、比較法政
史的な分析の結果、日本の公文書管理法制の
展開がどのように位置づけられるのか（上述
第２の点）についてここで簡単にまとめてお
こう。 
①比較の基軸としての近現代日本の公文書
管理法制のあり方 
本研究の問題設定は、以下の点にあった。 
そもそも「近代的な」公文書管理法制は、

歴史的には、以下の経過をたどる。前近代に
おいては、王権や帝国の政治的支配者の統治
に必要な範囲において、記録あるいは文書が
管理されてきた、という実態は存在する。近
代に入ると、そうした統治について説明責任
が、社会（議会ないし国民）に対して求めら
れるようになるという変化を遂げた。さらに、
現代においては、情報の公開・アクセスを国
民に保障し、権利としてそれらの主体的利用
が保障されるように展開した。こうした変化
に対応して、「近代的」な公文書管理法制が
展開することとなった。日本では、西欧の「近
代的」公文書管理法制の影響を受けて、明治
維新期にそうした制度構築の萌芽を見せた
ことが確認される。しかしながら、その後は
発展せず、戦後においても、上述した公文書
管理法制を支える理念に照らして、十全な発



展を見せてこなかった。 
本研究の問題設定は、そうした日本の制度

展開を比較法政史的に検討し、その特徴を明
らかにしようとすることにあった。 
②各国公文書管理法制の展開 
 日本の歴史的展開を位置づけるために、分
担して行った各国の「近代的」公文書管理法
制の歴史的展開は、以下のような４つの軸で
整理することができる（『データブック編』
資料編「１比較年表」も参照）。 
第１に、「近代的」公文書管理の観念が成

立することによって、統治の便宜ないしは先
例としての文書・記録が、統治の実際・現場
から切り離され、非現用文書として保存・管
理がなされていくことである。それが、文書
の生成・移管・保存・公開という全過程が、
専門的な公文書管理機関（Archives）によっ
て統制される、という「近代的」観念の形成
である。 
 第２に、非公開から公開への原理的転換、
さらには、それへのアクセスの権利としての
保障の実現である。国の統治のあり方の透明
性を担保し、市民による検証を可能にする情
報公開の論理に対応した公文書管理法制が
登場する。 
第３に、第１、第２の実質的な展開は、そ

れぞれ、19 世紀末〜20 世紀初頭の時期と、
第２次世界大戦後とに見られる。前者は近代
国民国家の成立時期と照応し、「国民の記憶」
の管理を構築するという論理に対応してい
る。 
第４に、第２次世界大戦後、とりわけ 1970

年代以降、第１第２の面で急激な変化をもた
らした要因には、上述した 19 世紀末から 20
世紀初頭の国民国家としての「記憶」管理の
「相対化と再構築」が不可欠となったという
歴史的状況がある。欧米諸国は、アジア・ア
フリカに対して植民地支配（＝「帝国」支配）
と裏腹の関係で、Archives 面でも支配力を持
ち（アーカイバル･ヘゲモニー）、「国民国家」
に即応した「記憶」を創造してきたという過
去を持つ。そうした過去を相対化しようとす
る動きが、20世紀末の公文書管理法制の動き
に反映されている点が重要である。それは同
時に、国家統治の透明性と検証可能性を担保
するために情報公開・アクセスを国民に権利
として保障するという論理によって担保さ
れるものでもある。 
以上の軸に即して、各国の展開を位置づけ

ると、18 世紀頃から、上述第１の点が萌芽的
に進行し、フランス革命において、第２の点
が法的に確認されるが、19世紀の実態として
は、必ずしも制度として定着したとは言えな
かった。第１第２の点は、第３第４に述べた
19 世紀末の近代国民国家の確立期、および第
２次世界大戦後という二つの画期における、
公文書管理法制整備の政治的・社会的動因に
よって、実質化されていくことになる。 
 この点で、東アジアの動きは、第３第４が
動因となって、第２次世界大戦後、とりわけ

1980 年代以降に集中して制度構築が促され
た点が特徴的である。そのことは、とくに台
湾・韓国において、1980 年代以降の民主化と
ともに急速に公文書管理法制の整備が進め
られたことに象徴される。ここには、統治の
検証可能性のための情報公開の論理を見出
すことができる。そして、それとともに、植
民地支配や戦後の独裁政権の支配からの解
放に伴って、欧米あるいは独裁政権による
「アーカイバル・ヘゲモニー」を打ち破って、
国民の共有財産として歴史的公文書の保存
管理そして公開の制度構築を行おうとする
動きを看過することはできない。 
③日本公文書管理法制の位置づけと今後の
課題 
 以上の各国の展開のなかで、日本の公文書
管理法制を位置づけると、以下の点が指摘で
きる。 
 第 1に、日本の近代化のプロセスにおいて
は、確かに、公文書管理法制を支える、統治
についての説明責任、それに関わる情報への
アクセスの国民への保障という点で、西欧に
比較して脆弱であった、という評価は否めな
い。その点について、近代日本の政治・法制
の西欧とは異なるあり方が根底にあり、それ
が現代日本においても継承されているとい
う説明も可能であろう。しかしながら、比較
法政史的な本研究の知見によれば、若干の留
保が必要である。つまり、日本が公文書管理
法制の制定に当たって参照した欧米の制度
は、戦後、あるいは国によっては 1970 年代
以降の急速な展開によるものであり、そこか
ら得られた制度像ないしは制度理念を、19 世
紀西欧の史実に投影し、公文書管理法制がそ
のように展開してきた、として描くことはで
きない。むしろ、西欧においても「近代的な」
公文書管理法制の実質的な展開は、19 世紀末
からの段階的な発展によるものであり、日本
近代の公文書管理法制を、それとの対比で不
十分であったとは言いがたい面がある。 
 第２に、しかしながら、そうであったとし
ても、各国が急速に公文書管理法制を展開･
発展させる戦後ないし 1970 年代以降の動き
に比較して、日本の法制整備の動きはきわめ
て鈍いものであったことは、あらためて強調
されなければならない。この点は、1950 年代
から整備を進めた中国、1990 年代から制度展
開を強めた台湾・韓国と比較しても、日本の
状況は（公文書管理法制定後においても）き
わめて不活発である点において、特徴的であ
る。19 世紀から 20 世紀にかけての各国の公
文書管理法制の展開を主対象として行った
比較法政史的分析をふまえて、上述第２の点
に関わる日本の特徴についての検討が今後
の課題として残されている。 
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