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令和元年（2019）11 月

独立行政法人

国立公文書館

はしがき
・

本報告書は、独立行政法人国立公文書館（以下「当館」という。
）が職務基準書の策定
を踏まえ、アーキビスト認証制度の創設を検討するため、令和元年（2019）に実施した
調査の報告書である。

・

調査は、Ⅰ 日本におけるアーキビスト養成・認証制度、Ⅱ 諸外国におけるアーキビス
ト養成・認証制度、に分けて実施した。

・

Ⅰ 日本におけるアーキビスト養成・認証制度に係る調査は、先行研究等から調査対象
を抽出し、調査票を送付し、回答を得た。とりまとめた個別データは巻末に資料として
示した。

・

Ⅱ 諸外国におけるアーキビスト養成・認証制度に係る調査は、我が国におけるアーキ
ビスト認証制度の検討に資すると考えられるアメリカ、イギリス、フランス、オースト
ラリア、韓国の５か国を対象とし、調査項目を検討した上で、各国の事情に詳しい外部
の有識者に執筆を依頼した。

・

なお、参考として当館職員が中国について行った調査についても掲載した。執筆者は以
下のとおり。
アメリカ

：

坂口貴弘（創価大学講師）

イギリス

：

白川栄美（日本アーカイブズ学会役員）

フランス

：

岡崎敦 （九州大学大学院教授）

オーストラリア

：

森本祥子（東京大学文書館准教授）

韓国

：

元ナミ （京都大学大学文書館助教）

：

大澤武彦（国立公文書館公文書専門官）

(参考)

・

中国

本調査報告の編集は、独立行政法人国立公文書館統括公文書専門官室（人材育成担当）
が担当した。
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Ⅰ 日本におけるアーキビスト養成・認証制度
1

日本におけるアーキビスト養成

1.1

高等教育機関における養成

今回の調査では、参考文献1等をもとに下記の高等教育機関を調査対象とした。
・学習院大学大学院人文科学研究科

アーカイブズ学専攻

・九州大学大学院統合新領域学府

ライブラリーサイエンス専攻

・法政大学大学院人文科学研究科

アーキビスト養成プログラム

・駿河台大学大学院総合政策研究科

メディア情報学専攻

・筑波大学大学院図書館情報メディア研究科
・別府大学文学部史学・文化財学科

図書館情報メディア専攻

日本史・アーカイブズコース

上記高等教育機関において、その目的にアーキビスト養成を掲げているのは、学習院大
学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻、法政大学大学院人文科学研究科アーキビス
ト養成プログラム、別府大学文学部史学・文化財学科日本史・アーカイブズコースの３つ
である。
中でも学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻は平成 20 年（2008）に設
置された、日本国内で「アーカイブズ学」の博士号・修士号を付与する唯一の高等教育機
関であり、修士号の取得には 30 単位以上が必要とされる。修士課程（博士前期課程）の
カリキュラム内容は、
「アーカイブズ学演習」
「アーカイブズ実習」
「アーカイブズ・マネジ
メント論演習Ⅰ・Ⅱ」の必修科目と「アーカイブズ学理論研究」
「記録史料学研究」
「アー
カイブズ・マネジメント論研究」
「情報資源論」の選択科目からなる。修了生は国内の公的
なアーカイブズ機関をはじめ、博物館やアーカイブズ関連企業など幅広く活躍している。
九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻は「高度情報化社会におけ
る新たな情報の管理・提供を実現する、情報専門職およびデータエンジニアリングの専門
家」の養成を掲げ、カリキュラム内容は「図書館情報学とアーカイブズ学の両学問分野に
共通する情報の管理・提供の概念や意義」を採り入れたものとなっている。具体的には専
門科目の中に「文書記録マネジメント論」
「文書記録管理政策論」
「公文書評価選別論」な
どの科目が開設されている。
法政大学大学院人文科学研究科アーキビスト養成プログラムは、「行政や企業のアーカ
イブズ部門、その他様々な分野でアーキビストとして活躍するための知識・理論の修得」
を目的として設けられたプログラムであり、必修８単位、選択 12 単位の取得をもって法
政大学大学院人文科学研究科長よりアーキビスト養成プログラム修了証が付与される。
駿河台大学大学院総合政策研究科メディア情報学専攻と筑波大学大学院図書館情報メ
ディア研究科図書館情報メディア専攻は、現在、共に情報学が中心のカリキュラムとなっ
ている。
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別府大学文学部史学文化財学科文書館専門職（アーキビスト）養成課程は、必修科目 22
単位、選択科目 6 単位の履修により、別府大学学長から文書館専門職（アーキビスト）養
成課程修了証が交付される。今回の調査対象の内、学部レベルに設置されている唯一の事
例である。
以上、高等教育機関におけるアーキビスト養成については、学習院大学大学院のみが博
士号・修士号を付与する教育課程を設置している状況ではあるものの、大学院レベルでは
九州大学大学院や法政大学大学院、また大学レベルでは別府大学、さらには今回調査対象
とはしていない大学院・大学においても、アーカイブズに係る科目を複数用意している事
例も存在するなど、拡がりを見せつつある。
1.2

その他の機関における養成

高等教育機関以外が実施しているアーキビスト関連の養成研修として、当館が把握して
いる下記の研修を取り上げた。
・国立公文書館

アーカイブズ研修Ⅰ

・国立公文書館

アーカイブズ研修Ⅱ

・国立公文書館

アーカイブズ研修Ⅲ

・国文学研究資料館

アーカイブズ・カレッジ（長期コース）

・国文学研究資料館

アーカイブズ・カレッジ（短期コース）

・企業史料協議会

ビジネスアーキビスト養成講座（基礎コース）

・企業史料協議会

ビジネスアーキビスト養成講座（応用コース）

・国立女性教育会館

アーカイブ保存修復研修（基礎コース＋実技コース）

・NPO 法人行政文書管理改善機構（ADMiC）

行政文書管理アカデミー

詳しくは後掲の個表をご覧いただくとして、ここでは概略を示すこととする。
まず、当館の実施しているアーカイブズ研修Ⅰ～Ⅲであるが、その対象は、
「国又は地方
公共団体の設置する公文書館等の職員及び地方公共団体の文書主管課等の職員」、つまり
現職者が中心である。
アーカイブズ研修Ⅰは「歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する基本的
な事項」の習得を目的とした全５日間の初任者向け研修となっている。
アーカイブズ研修Ⅱは「特定のテーマに係る共同研究等を通じて公文書館における実務
上の問題点等の解決方策を習得させ、参加者の資質の向上を図る」ことを目的とする、全
３日間の研修であり、毎年テーマを変えて実施されている。
アーカイブズ研修Ⅲは、「公文書館法第４条第２項に定める公文書館専門職員として必
要な専門的知識」の習得を目的とした 90 時間（全３週間）の上級者向け研修であり、修
了には必修科目 28 単位、選択科目 20 単位以上の履修と、修了研究論文が必要とされる。
現在は最大３年間の分割履修が可能となっている。
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国文学研究資料館（正式名称：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料
館）のアーカイブズ・カレッジは、昭和 27 年（1952）から開始された日本におけるアー
カイブズ関係研修の草分けとも言えるものである。当初「近世史料取扱講習会」という名
称で開始され、昭和 63 年（1988）に「史料管理学研修会」、平成 15 年（2002）からは「ア
ーカイブズ・カレッジ」と改称・改組され現在に至る。アーカイブズ・カレッジは毎年東
京で開催される長期コースと、地方で開催される短期コースがある。平成 30 年（2018）
度現在、長期コースは 138 時間の講義時間数を有し、東京大学・一橋大学・中央大学・駒
澤大学・上智大学・京都府立大学など 14 の大学院で単位認定されている。修了には全科
目の履修と修了論文（12,000 字程度）の提出が必要とされる。また短期コースは６日間計
35 時間の講義時間数を有し、研修会終了後に修了論文（4,000 字程度）の提出が必要とさ
れる。
企業史料協議会が開催しているビジネスアーキビスト研修講座は「文書管理、史資料管
理、社史編纂、ミュージアム、図書管理等の担当者」を主な対象とし、基礎コースと応用
コースに分かれている。ビジネスアーキビストに特化した講座となっており、基礎コース
は全４日計 12 時間、応用コースは全６回（各回３時間）計 18 時間のコースとなっている。
独立行政法人国立女性会館のアーカイブ保存修復研修は基礎コースと実技コースに分
かれており、併せて計３日間で開催されている。
「アーカイブの保存・提供に携わる実務者、
大学・機関等の図書館職員の方」を対象とする女性アーカイブに主眼を置いた研修となっ
ている。
NPO 法人行政文書管理改善機構の主催する行政文書管理アカデミーは、原則として国
の機関、自治体、独立行政法人及び公益法人等の職員を対象に、行政文書管理の専門的人
材（
「行政文書管理士」
）の育成を掲げ実施されている。12 科目約 100 時間の講義で構成
され、夏期集中講義（３泊４日）
・冬期集中講義（２泊３日）を除き、通常はインターネッ
トを使った遠隔講義で実施される。
以上、高等教育機関以外が実施しているアーキビストの養成を目的とする研修は、当館
のアーカイブズ研修Ⅰ～Ⅲと国文学研究資料館のアーカイブズ・カレッジ（長期・短期コ
ース）が、内容・期間において、本格的なアーキビストの養成研修として位置付けること
ができよう。
2

日本におけるアーキビスト関連認証・資格制度

2.1

関連認証・資格制度

アーキビストに関連する認証制度として、下記の資格をとりあげた。
・日本アーカイブズ学会登録アーキビスト（日本アーカイブズ学会）
・文書情報管理士（公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA））
・文書情報マネージャー（同上）
・記録情報管理士（一般社団法人

日本記録情報管理振興協会）
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・公文書管理検定（一般社団法人

日本経営協会）

・デジタル・アーキビスト（NPO 法人

日本デジタル・アーキビスト資格認定機構）

日本アーカイブズ学会登録アーキビストは、平成 23 年（2011）に創設された、日本国
内初のアーキビスト資格である。その目的には「日本におけるアーキビスト養成やその採
用等をめぐる諸課題に対して、一定の方向性を示し、その解決を促進する」ことを掲げて
いる。個人の登録申請に基づき、学会に設けられた登録アーキビスト資格委員会において
書類審査が実施され、合格した場合に学会長より登録証が交付される。資格の有効期間は
５年とされ、更新には研修会への参加実績や研究実績などが求められる。平成 29 年（2017）
より登録アーキビスト資格者のアーカイブズ学への知見を一層深めるとともに、資格者が
現場で抱える課題を共有し、専門的議論を深める機会を設けるため、登録アーキビスト研
修会を年１回開催している。平成 30 年（2018）度末時点で、76 名の登録アーキビストが
存在する。
文書情報管理士（公益社団法人日本文書情報マネジメント協会）、文書情報マネージャー
（同左）
、記録情報管理士（一般社団法人
（一般社団法人

日本記録情報管理振興協会）、公文書管理検定

日本経営協会）は、いずれも文書管理（主に現用文書）に係る資格であ

る。
デジタル・アーキビスト（NPO 法人

日本デジタル・アーキビスト資格認定機構）は、

「文化的価値がある各種の資料をデジタル情報として保存し、広く利活用していこうとす
る各分野のアーカイブズ活動の普及を支援するために、アーカイブの構築・設計、デジタ
ル情報の収集、加工、発信等に係る技術・能力を有する人材の資格」とあるように、主に
デジタル情報の保存と利活用に主眼を置いた資格となっている。
2.2

参考となる資格制度

アーキビスト認証制度の創設を検討する上で、類縁機関とされる図書館・博物館の専門
的職員（司書・学芸員）、近年国家資格となった公認心理師、当館と同じく独立行政法人が
認定を行っている消費生活専門相談員の４資格を調査した。
図書館の専門的職員である司書は、昭和 25 年（1950）の図書館法に基づく国家資格。
取得方法としては、１）大学（短大を含む）又は高等専門学校卒業生が司書講習を修了し
資格を得る、２）大学（短大を含む）で司書資格取得に必要な科目を履修し卒業を待って
資格を得る、３）３年以上司書補としての勤務経験者が司書講習を修了し資格を得る、と
いう３つの方法がある。平成 21 年（2009）の図書館法施行規則改正により、大学におけ
る司書資格取得のために必要な科目が、計 14 科目 20 単位から計 13 科目 24 単位へと増
加した。また、日本図書館協会では、平成 22 年度（2010 年度）から、
「司書の専門性向上
に不可欠な図書館の実務経験や、実践的知識・技能を継続的に修得したものを、
（中略）公
的に認定する」（日本図書館協会認定司書審査規程）認定司書制度を実施している。
博物館の専門的職員である学芸員は、昭和 26 年（1951）の博物館法の制定に基づく国
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家資格。取得方法としては、１）学士の学位を有し、大学で文部科学省令の定める博物館
に定める科目の単位を修得、２）大学に２年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含
めて 62 単位以上を修得し、３年以上学芸員補の職にある、３）文部科学大臣が、文部科
学省令で定めるところにより、上の２つにあげたものと同等以上の学力及び経験を有する
と認めたもの、とされる。３）の認定方法は試験認定と審査認定がある。平成 21 年（2009）
の博物館法施行規則改正により、大学における博物館に関する科目及び単位数が８科目 12
単位から９科目 19 単位と変更された。
公認心理師は、平成 27 年（2015）の公認心理師法に基づく国家資格。もともと昭和 63
年（1988）から公益社団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定を開始した「臨床心理士」
という民間資格が存在し、その取得には、あらかじめ同会が認可した臨床心理士養成に関
する指定大学院の修了等を要する受験資格を取得した上で、試験に合格することが必要と
されている。平成 27 年（2015）
、議員立法により公認心理師法が成立し、国家資格化が図
られた。
「公認心理師」資格の取得には試験の合格が求められ、その受験資格は１）４年生
大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大
臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等、２）４年生大学で主務大臣指
定の心理学等に関する科目を修め、卒業後、省令で定める施設で一定期間の実務経験を積
んだ者等、３）主務大臣が１）２）に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認め
た者、に与えられる。なお、大学において必要な科目は 25 科目、大学院において必要な
科目は 10 科目とされ、それぞれ 80 時間・450 時間以上の実習が課されている。
消費生活専門相談員資格は、平成３年（1991）に創設された資格。独立行政法人国民生
活センターが第 23 回消費者保護会議決定（平成 2 年 12 月４日）に基づき「消費生活相談
に携わる相談員の資質、能力の向上等を図る」という目的で実施され、消費生活専門相談
員資格認定試験に合格することにより、同センター理事長より認定証が交付される。５年
（2008）
間の更新制となっており、平成 30 年度末時点の取得者総数は 6,547 名。平成 20 年
度より、同センターにより消費生活専門相談員資格の更新のため、資格更新講座が開催さ
れている。なお、平成 28 年度より、
「消費生活相談員」が国家資格として新たに創設され
た。現在、消費生活専門相談員資格認定試験に合格すると、消費生活相談員資格も取得で
きる仕組みとなっている。なお、「消費生活相談員」には更新制度はない。
1

朝日崇『実践 アーカイブ・マネジメント－自治体・企業・学園の実務－』（出版文化社、2011 年
10 月 17 日）、瀬畑源『公文書をつかう

公文書管理制度と歴史研究』（青弓社、2011 年 11 月 20

日）他。
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ϩ ㅖእᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ࣭ㄆドไᗘ
1 ࣓ࣜ࢝
1.1 ࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬไᗘࡢᴫせ
1.1.1 ⏝ㄒࡢᐃ⩏
 ࣓࣭࣮ࣜ࢝࢟ࣅࢫࢺ༠㸦Society of American Archivistsࠊ௨ୗࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠
ࠖ࠸࠺ࠋ㸧Ⓨ⾜ࡢ⏝ㄒ㞟ࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬ㸦archives㸧ࢆḟࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1. ே≀ࠊᐙࠊබ⚾ࡢᅋయࡀࡑࡢάືࡢ㐣⛬࡛సᡂࡲࡓࡣཷࡋࡓ㈨ᩱ࡛ࠊࡑࡇྵࡲࢀ
ࡿሗࡢࡶࡘ⥅⥆ⓗ࡞౯್ࡺ࠼ࠊࡲࡓࡣࡑࡢసᡂ⪅ࡢᶵ⬟ཬࡧ㈐ົࡢドᣐࡋ࡚ಖ
Ꮡࡉࢀࡓࡶࡢࠋ≉ࠊฟᡤཎ๎ࠊཎ⛛ᗎᑛ㔜ࡢཎ๎ཬࡧ㞟ྜⓗไᚚࡢཎ๎ࡼࡗ࡚ಖ
Ꮡࡉࢀࡿ㈨ᩱࢆᣦࡍࠋ
2. ⥅⥆ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿᅋయࡢグ㘓ࡢಖᏑࢆᢸᙜࡍࡿ⤌⧊ෆࡢ㒊⨫ࠋ
3. ಶேࠊᐙࠊࡲࡓࡣࡑࡢࡢᅋయࡢグ㘓ࢆ㞟ࡍࡿ⤌⧊ࠋ㞟࣮࢝ࣈࢬࠋ
㸦௨ୗ␎㸧1
ࡲࡓࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ㸦archivist㸧ࡣḟࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1. ㈨ᩱࡢ┿ṇᛶࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆಖㆤࡍࡃࠊฟᡤཎ๎ࠊཎ⛛ᗎᑛ㔜ࡢཎ๎ཬࡧ㞟ྜⓗ
ไᚚࡢཎ๎ᇶ࡙ࡁࠊ⥅⥆ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿグ㘓ࡢホ౯㑅ูࠊཷࡅධࢀࠊ⦅ᡂࠊグ㏙ࠊ
ಖᏑࠊࢡࢭࢫᥦ౪ࢆᢸᙜࡍࡿேࠋ
2. ࣮࢝ࣈࢬタࡲࡓࡣ⥅⥆ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿグ㘓ࡢ⟶⌮ཬࡧ┘╩ࢆᢸᙜࡍࡿேࠋ
 ୖグࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᐃ⩏ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞⿵㊊ㄝ᫂ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࡣࠊ
࣮࢟ࣅࢫࢺࡣ㠀⌧⏝ࡢグ㘓㛵ࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗࡔࡀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢఏ⤫࡛ࡣࠊ⌧⏝グ㘓
ࡢ⟶⌮ࡶ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࡣࠊࡇࢀࡣࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᢸᙜ࡛࠶
ࡿࠖ2ࠋࡇࡢࡼ࠺࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ⌧⏝グ㘓⟶⌮ࡣ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ┤᥋ࡢ⟶㎄㡿ᇦ࡛ࡣ࡞࠸
ࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊぶᶵ㛵ࡽ⛣⟶ࢆཷࡅࡿᩥ᭩ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࡢྂ
ᩥ᭩ࡸே≀ࡢᡭ✏࡞ࢆ㞟࣭ಖᏑࡍࡿᢸᙜ⪅ࡶ࣮࢟ࣅࢫࢺ⛠ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
1.1.2 ࣮࢝ࣈࢬไᗘᶵ㛵࣭タ
 ࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬཬࡧ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࡢ≉ᚩࡣࠊ≉ᐃࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡸᅋయ
ࡀᅜෆࡢタࡸไᗘయࢆ⤫㎄ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࡀ┦㐃ᦠࢆಖࡕࡘࡘࡶࠊࡑࢀ
ࡒࢀ⊂❧ࡋ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ❧බᩥ᭩グ㘓⟶⌮㝔㸦National Archives and Records Administrationࠊ௨ୗࠕNARAࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢグ㘓⟶⌮㛵ࡍࡿᙉຊ࡞┘╩࣭⤫ไࡢᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐃㑥ᨻ
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ᗓ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓྛ✀ࡢ◊ಟࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ⡿ࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺࡸ࣮࢝
ࣈࢬᶵ㛵ᑐࡋ࡚ᣦᑟ࣭┘╩ࢆ⾜࠺❧ሙࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣᏛ㝔ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ࢞ࢻࣛࣥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊྛㄢ⛬
ᑐࡍࡿつไࡸ┘╩ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋྠ༠ࡀẕయ࡞ࡗ࡚タࡉࢀࡓᅋయࡀࠕ᭷㈨᱁
࣮࢟ࣅࢫࢺࠖ
㸦ヲࡋࡃࡣ 1.3 ࡛ᚋ㏙㸧ࡢㄆドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢㄆドࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࣮
࢟ࣅࢫࢺࡋ࡚ົ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ᛶ᱁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ⥅⥆ᩍ⫱ࡢ୍ᡭẁࡋ࡚
ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ࣮࢟ࣅࢫࢺࡣྛ⮬ࡢᚲせࡸ㛵ᚰᛂࡌ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢟
ࣕࣜࢵࣉࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊྛᅋయࡀദࡍࡿ◊ಟཧຍࡋࠊᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡸࢫ࢟
ࣝࡢྥୖດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣓ࣜ࢝ࡢ࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࠊᕞࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢࠊᴗࠊᏛࠊᏛᰯࠊ
་⒪タࠊ᐀ᩍ⤌⧊࡞タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩㤋ࠊ༤≀㤋ࠊṔྐ༠࡞࡛࣮࢝ࣈ
ࢬᴗົᦠࢃࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡶከ࠸ࠋ2019 ᖺ 6 ᭶⌧ᅾࠊ࣓ࣜ࢝Ꮡᅾࡍࡿ࣮࢝ࣈ
ࢬタࡢ⥲ᩘࡣ 18,000 ௨ୖ࡞ࡿ࠸࠺3ࠋ
1.2 ࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ
1.2.1 ᴫせ
࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ㣴ᡂࡣࠊᏛ㝔࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺᩍ⫱ࠊබᩥ᭩㤋
࠾ࡅࡿ◊ಟࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺᅋయࡼࡿ◊ಟู࡛ࡁࡿࠋ
➨୍ࠊᏛ㝔࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬ
ᏛࡢᏛ㝔ㄢ⛬ࡢࡓࡵࡢ࢞ࢻࣛࣥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ࠾ࡅ
ࡿᏛ㝔ᩍ⫱◊ಟࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣮࢝ࣈࢬᩍ⫱ࡣࠊᏛ⏕ࡀᙼࡽࡢᑓ㛛ⓗ⫋ᴗࡀᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ⪃࠼᪉ࢆ⌮ゎࡋࠊ࣮
࢝ࣈࢬࡢཎ⌮ࡢⓎᒎᚑࡋࠊࡑࡋ࡚ከ✀ከᵝ࡞⫼ᬒࡢ୰࡛ࡇࡢ▱㆑ࢆ㐺⏝࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࡍࡿࠊ▱ⓗᯟ⤌ࡳࢆࡾฟࡍࠋ୍᪉ࠊ࣮࢝ࣈࢬ◊ಟࡣࠊ〇ྍ⬟࡞ᆺᚑ
ࡗ࡚ᢏ⬟ࢆ☜❧ࡋࡓࡾࠊᐇ㊶ⓗ࡞▱㆑ࢆཷࡅධࢀࡓࡾࡍࡿࡇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ≉ᐃ㡿ᇦ
࠾ࡅࡿᑓ㛛ࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ4ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡁࠊ2016 ᖺ∧ࡢ࢞ࢻࣛࣥ࠾࠸࡚ࠊᏛ㝔ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ┒ࡾ㎸ࡴࡁࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡣ࠙⾲ 1ࠚࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
➨ࠊබᩥ᭩㤋ࡼࡿ◊ಟ࡛࠶ࡿࠋ⡿ྛᆅࡢබᩥ᭩㤋࡛ࡣࠊࢫࢱࢵࣇࢆᑐ㇟ࡋࡓ
◊ಟࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᕞࡢබᩥ᭩㤋࡞ࡀࠊᕞෆࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺࢆᑐ㇟◊ಟࢆ㛤
ദࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ
➨୕ࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺᅋయࡼࡿ◊ಟ࡛࠶ࡿࠋᅜᅋయ࡛࠶ࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࢆࡣࡌ
ࡵࠊᕞࡈࠊᆅᇦࡈࠊ㈨ᩱ✀ูࡈ࡞ࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺᅋయࡀከᩘᏑᅾࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡀ
◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⊂⮬㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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   ࠙⾲ 1ࠚ2016 ᖺ∧࢞ࢻࣛࣥ♧ࡉࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ┒ࡾ㎸ࡴࡁෆᐜ
୰᰾ⓗ▱㆑

࣮࢝ࣈࢬ㈨ᩱᶵ⬟ࡢ▱㆑

グ㘓࣮࢝ࣈࢬࡢᛶ㉁
㑅ูࠊホ౯ࠊཷධࢀ
⦅ᡂグ㏙
ಖᏑ
ࣞࣇࣞࣥࢫࢡࢭࢫ
࢘ࢺ࣮ࣜࢳࠊᩍ⫱ࠊࢻ࣎࢝ࢩ࣮
⟶⌮ᇳ⾜
グ㘓࣭ሗ⟶⌮
ࢹࢪࢱࣝ㈨ᩱࡢ⟶⌮

ᑓ㛛⫋ࡢ▱㆑

ᩥ᭩㤋ᑓ㛛⫋ࡢṔྐ
グ㘓ᩥグ᠈

 

⌮౯್ほ
⬦⤡ⓗ▱㆑

♫ⓗ࣭ᩥⓗࢩࢫࢸ࣒
ἲⓗ࣭㈈ᨻⓗࢩࢫࢸ࣒
グ㘓ሗࡢ⟶⌮


⿵ⓗ▱㆑

ࢹࢪࢱࣝグ㘓ࢡࢭࢫ࣭ࢩࢫࢸ࣒
ሗᢏ⾡
ಖᏑಟ
◊✲ࡢタィᐇ⾜
⤌⧊ㄽ
ᅗ᭩㤋ሗᏛ
ᩍ㣴⛉┠ㅖ⛉Ꮫ
㛵㐃ᑓ㛛⫋

1.2.2 Ꮫ࣭Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
࣓ࣜ࢝᭱ึࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࢥ࣮ࢫࡀࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢࢥࣟࣥࣅᏛㄌ⏕ࡋࡓ
ࡢࡣࠊᅜ❧බᩥ᭩㤋㸦ᅜ❧බᩥ᭩グ㘓⟶⌮㝔㸦NARA㸧ࡢ๓㌟㸧ࡢタ❧ࡽ 4 ᖺᚋࡢ 1938
ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇࡣྠ㤋ࡢࢫࢱࢵࣇࡀᐈဨᩍᤵࡋ࡚㏄࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1940 ᖺ࡞ࡿࠊᅜ❧බᩥ᭩㤋ࡀ࠶ࡿ㤳㒔࣡ࢩࣥࢺࣥ D.C.ࡢ࣓ࣜ࢝ࣥᏛ♫⛉Ꮫ࣭
⾜ᨻᏛ㒊࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࢥ࣮ࢫࡀタࡅࡽࢀࠊṔྐᏛࡢ⣲㣴ࢆ㔜どࡋࡓ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴
ᡂㄢ⛬ࡢࣔࢹࣝ࡞ࡿࠋᙜึࠊཷㅮ⏕ࡢከࡃࡣྠ㤋ࡢࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊྐᏛᑓ

ᨷࡢࡳ࡞ࡽࡎᅗ᭩㤋ሗᏛᑓᨷ࠾࠸࡚ࡶ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ࡢ⛉┠ࡀ㛤ㅮࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡾࠊࡑࡢタ⨨ᰯᩘࡶḟ➨ቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
⌧ᅾࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ࠶ࡿᏛ㝔ㄢ⛬ࡢ୍ぴࡣࠊ44 ࡢㄢ⛬ࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦2019 ᖺ 7 ᭶㸧ࠋᆅ⌮ⓗศᕸࢆࡳࡿࠊ⡿ 50 ᕞࡢ࠺ࡕ 24 ࡢᕞࠊཬࡧ࣡ࢩࣥ
ࢺࣥ D.C.タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ5ࠋ
2㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ

ࡲࡎࠊ⡿ࡢ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢᏛ㝔ㄢ⛬ࢆᑐ㇟ࡋࡓ 2002 ᖺࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ
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ࠊయⓗ࡞ഴྥࢆࡳ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
࣮࢝ࣈࢬᏛࡢ⛉┠ࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿ 62 ᰯࡢෆヂࡣࠊᅗ᭩㤋ሗᏛᑓᨷྐᏛᑓᨷࡀ
ྠᩘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ⮬ᰯ࡛࣮࢝ࣈࢬᏛࡢᑓ㛛ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿㄆ㆑ࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣࠊᅗ᭩㤋ሗᏛᑓᨷࡢ 16 ᰯᑐࡋ࡚ࠊྐᏛᑓᨷࡣ 7 ᰯ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ᭩㤋ሗᏛᑓᨷࡢࡳタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠ࡋ࡚ࡣࠊグ㘓ࡢホ౯㑅ูࠊ࣮࢜ࢺ࣓࣮ࢩ
ࣙࣥࠊྂᩥ᭩Ꮫࠊ㟁Ꮚグ㘓ㄽࠊἲไᗘࠊࣞࣇࣞࣥࢫࠊ≉ᐃㄢ㢟₇⩦ࡀ࠶ࡿࠋྐᏛᑓᨷ
ࡋタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸⛉┠ࡣࠊṔྐ⦅⧩ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࣄࢫࢺ࣮࡛ࣜ࠶ࡿࠋ࣮࢝ࣈࢬ
Ꮫ㛵㐃ࡢ⛉┠ᩘࡢᖹᆒࡣࠊᅗ᭩㤋ሗᏛᑓᨷࡀྐᏛᑓᨷࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྛᏛ㝔ࡀタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢධ㛛ⓗ⛉┠ࡢࢩࣛࣂࢫࢆࡳࡿࠊ8 ௨ୖࡢ
⛉┠࡛ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡣࠊホ౯㑅ูࠊ࣮࢝ࣈࢬࡢṔྐࠊ⦅ᡂ࣭グ㏙ࠊ࣮࢝
ࣈࢬࡢᴫᛕࠊࣞࣇࣞࣥࢫ࣭ࢡࢭࢫ࣭⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ6ࠋ
 ḟࠊᏛ㝔ㄢ⛬ࡢලయࡋ࡚ࠊ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᏛ࢝ࣞࢵࢪࣃ࣮ࢡᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢆࡳ࡚ࡳࡓ࠸ࠋྠᰯࡣࠊNARA ࡢ᪂㤋㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿ❧ᆅࢆ⏕ࡋ࡚ࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿⅬ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊሗᏛࡢಟኈㄢ⛬タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ࡢ
⛉┠ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭࣮࢝ࣈࢬཬࡧࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢟ࣗࣞࢩࣙࣥᴫㄽ
࣭ሗ⟶⌮ࡢἲⓗၥ㢟
࣭࣮࢝ࣈࢬ࣭グ㘓࣭ሗ⟶⌮ᐇ⩦
࣭ࣞ࢞ࢩ࣮㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ
࣭࣮࢝ࣈࢬࡢ⦅ᡂ࣭グ㏙࣭ࢡࢭࢫ
࣭ᅗ᭩㤋࣭ᩥ᭩㤋࠾ࡅࡿ㈨ᩱಖᏑ7
3㸧ಟ⪅ࡢ࡞ᑵ⫋ඛ
⡿ࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺࢆᑐ㇟ࡋࡓ 2004 ᖺࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬ㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭◊
ಟࢆཷࡅࡓ⤒㦂ࡢ࡞ࡶࡢࡋ࡚ࠊ3 ศࡢ 1 ௨ୖࡀᏛ㝔ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྜࡣࠊⱝ
࠸ୡ௦㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ7 ᙉࡀఱࡽࡢಟኈྕࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ 34%
ࡀṔྐᏛࠊ46%ࡀᅗ᭩㤋ሗᏛࠊ27%ࡀ࣮࢝ࣈࢬᏛࢆࡑࢀࡒࢀᑓᨷࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⡿ࡢ࣮࢝ࣈࢬᏛᏛ㝔ㄢ⛬㸦ಟኈㄢ⛬㸧ࡢಟ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ 1998㹼99 ᖺࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣࠊ⣙ 3 ศࡢ 2 ࡀ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ࡢᑵ࠸࡚࠸ࡿᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓ8ࠋ2013 ᖺࡢ
ಟ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ65%ࡣಟᚋ᪂ࡓ࡞⫋ᑵ࠸࡚࠾ࡾࠊ6.5%ࡣᏛ㝔ධᏛ௨๓ᑵ࠸
࡚࠸ࡓ⫋ሙ࡛㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑵ⫋⪅ࡢ⣙༙ᩘࡣᖖࡢ⫋ᑵ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ࣮࢝
ࣈࢬ㛵ಀࡢᑵ⫋ඛࡣࠊᏛ㛵ಀࡢ⫋ሙࡀ㐣༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊᴗࠊṔྐ༠ࠊ༤≀㤋ࠊ
ᨻᗓࡢẚ⋡ࡣ࠸ࡎࢀࡶ 1 ⛬ᗘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ9ࠋ
1.2.3 බᩥ᭩㤋ཬࡧබᩥ᭩㤋㝃ᒓᶵ㛵࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
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 ࡇࡇ࡛ࡣࠊNARA ࠾ࡅࡿ⫋ဨྥࡅࡢ◊ಟࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
 1934 ᖺタ❧ࡉࢀࡓᅜ❧බᩥ᭩㤋ࡣࠊ1950 ᖺࡢ㐃㑥グ㘓ἲ㸦Federal Records Act㸧ࡢ
ไᐃక࠸ࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢ⌧⏝グ㘓⟶⌮࠸࠺᪂ࡓ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋྠࡌ㡭ࠊྠ
㤋ࡣ᪂つ᥇⏝ࢫࢱࢵࣇྥࡅࡢ◊ಟࢆᮏ᱁ⓗ㛤ጞࡍࡿࡇࡋࠊ1953 ᖺᗘࡽᐇ⾜⛣
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬࡢཎ๎ᡭἲ㛵ࡍࡿㅮ⩏ࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ᳨⣴ᡭ
ẁࡢసᡂࠊヨ㦂࡞ࡽ࡞ࡿ㞟୰ⓗ◊ಟࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡗࡓࠋ◊ಟࡢᡂᯝࡣࠊྠ㤋ࢫࢱࢵ
ࣇࡢ᪼㐍ࡸே㓄⨨ࡢᇶ♏ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ࣓ࣜ࢝ࣥᏛྠ㤋࡞ࡀඹྠ࡛㐠Ⴀࡍࡿ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡢᩍ
⫱ㄢ⛬ࡢ୍㒊ࡉࢀࠊᕼᮃࡍࡿྠ㤋ࢫࢱࢵࣇࡣᏛࡢ༢ࡶྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
10ࠋ

2㸧◊ಟࡢ✀㢮ࠊཷㅮᑐ㇟ࠊᮇ㛫➼
 ㏆ᖺࡢ NARA ࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡍࡿ⟶⌮⫋ࢆቑࡸࡍࡇࢆ㔜
どࡋ࡚࠸ࡿࠋཧຍ⪅ࡢྜࡣࠊ2015 ᖺᗘࡣ 78%࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2016 ᖺᗘࡣ 84%ୖ᪼ࡋ
ࡓ11ࠋ
 ⌧ᅾࡣࠊ㐣ཤ 5 ᖺ㛫࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆྥୖࡉࡏࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࡋࡓࡇࡢ࠶ࡿࢫ
ࢱࢵࣇࡢྜࢆࠊ2020 ᖺᗘࡲ࡛ 4 ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ2018 ᖺᗘࡣ 39.3%
ࡀཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂ┠๓࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᫂☜࡛㐩ᡂྍ⬟࡞࢟ࣕࣜࣃࢫࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫋ࢆࠊ2020 ᖺᗘࡲ࡛ 95%
ࡍࡿ┠ᶆࡶᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡕࡽࡣ 2018 ᖺᗘⅬ࡛ 48%ࡢ㐩ᡂᗘ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊࢫࢱࢵ
ࣇࡀ㟁Ꮚ⎔ቃ⛣⾜ࡍࡿࡢࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜ㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ 2020 ᖺᗘࡲ࡛
⟇ᐃࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ12ࠋ
 ࡞࠾ࠊNARA ࡣ㆟ᅗ᭩㤋ࡢ༠ຊࡼࡿ 2 㐌㛫ࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺྥࡅ◊ಟࢥ࣮ࢫࡋ࡚
ࠕ㏆௦࣮࢝ࣈࢬᏛ㝔ࠖ㸦Modern Archives Institute㸧ࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ୰Ṇ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1.2.4 ⊂❧ࡢᩍ⫱ᶵ㛵➼࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣ 1935 ᖺ 12 ᭶ࠊ⡿ṔྐᏛ༠ࡢᮇ୰㛤ദࡉࢀࡓ࣮࢟ࣅ
ࢫࢺ㆟࠾࠸࡚タ❧ࡀᥦࡉࢀࡓࠋᅜ❧බᩥ᭩㤋タ❧ࡽ 1 ᖺ༙ᚋࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣ 124 ྡࡢ❧ဨࢆࡶࡗ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ༙ᩘ㏆ࡃࡢ 54 ྡ
ࡣタ❧㛫ࡶ࡞࠸ᅜ❧බᩥ᭩㤋ࡢࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡾࠊ୧⪅ࡣᐦ᥋࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽᡂ❧
ࡋࡓ࠸࠼ࡿࠋ
࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣࡑࡢタ❧ᙜึࡽࠊ࣮࢝ࣈࢬᑓ㛛⫋ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ☜
❧ࢆႚ⥭ࡢㄢ㢟⪃࠼࡚࠸ࡓࠋྠ༠タࡅࡽࢀࡓ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂጤဨࡢጤဨ㛗ࡣࠊ
⩣ 1938 ᖺࠊ࠶ࡿࡁ㣴ᡂไᗘࡘ࠸࡚ᥦゝࢆࡲࡵࡿࠋࡑࢀࡣᇶᮏⓗࠊࣇࣛࣥࢫࡢ
ྂᩥ᭩ᏛᰯࢆࡣࡌࡵࡍࡿḢᕞㅖᅜࡢ㣴ᡂไᗘࢆࣔࢹࣝࡋ࡚ࠊ㧗ᗘ࡞⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ࣮
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࢟ࣅࢫࢺീࢆᥥ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ13ࠋ
⌧ᅾࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣㅮ⩏ᙧᘧ㸦⡿ྛᆅ࡛㛤ദ㸧ཬࡧ࢜ࣥࣛࣥ᪉ᘧ࡛ࠊከᩘࡢ
◊ಟࢥ࣮ࢫࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠ༠ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ࡣࠊᅜෆ࡛άືࡍࡿࡢ࣮
࢟ࣅࢫࢺᅋయࡘ࠸࡚ࡶ⤂ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅜᅋయࡣ 9ࠊᆅᇦูᅋయࡣ 53ࠊࡑࡢࡢᅋయࡣ
5 ࡘࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᅋయࡣࡑࢀࡒࢀࠊ⊂⮬ࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤ㅮࡋ࡚ࡁ
ࡓ14ࠋ
2㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ
࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ◊ಟࢥ࣮ࢫࡣィ 105 ௳࡛ࠊ࢝ࢸࢦࣜࡈࡢෆヂࡣḟࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦2019 ᖺ 7 ᭶⌧ᅾ㸧ࠋࡇࡢ࢝ࢸࢦࣜࡢ༊ศࡣࠊྠ༠ࡀ 2017 ᖺไᐃࡋࡓࠕ
࣮࢝ࣈࢬ⥅⥆ᩍ⫱࢞ࢻࣛࣥࠖ15ࡀồࡵࡿ▱㆑㡿ᇦࡰ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍࣭⯡ⓗ࡞࣮࢝ࣈࢬࡢ▱㆑㸦18 ௳㸧
 ࣭㑅ูࠊホ౯ࠊཷධࢀ㸦7 ௳㸧
 ࣭⦅ᡂグ㏙㸦16 ௳㸧
 ࣭ಖᏑಖㆤ㸦11 ௳㸧
 ࣭ᬑཬࠊࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠊᐉఏ㸦10 ௳㸧
 ࣭࣮࢝ࣈࢬᴗࡢ㐠Ⴀ㸦18 ௳㸧
 ࣭⌮ⓗ࣭ἲⓗ㈐ົ㸦7 ௳㸧16
 ࡇࡢ࠺ࡕࠊ4 ศࡢ 1 ௨ୖ࠶ࡓࡿ 29 ௳ࡣ࢜ࣥࣛࣥ᪉ᘧ࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉ᐃࡢ◊ಟ
ሙฟྥ࡞ࡃ࡚ࡶཷㅮ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1.3 ࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᅾࡾ᪉ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
1.3.1 ᴫせ
࣓ࣜ࢝࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᅜᅋయࡋ࡚ࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡀ࠶ࡿࠋဨᩘࡣ
5,921 ྡ࡛࠶ࡿ㸦2019 ᖺ 3 ᭶ᮎⅬ㸧17ࠋ
 ࡑࡢࠊᕞࡈࠊᆅᇦࡈࠊ㈨ᩱ✀ูࡈ࡞࣮࢟ࣅࢫࢺᅋయࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢ࠺
ࡕࠊㄆド࣭㈨᱁ไᗘࢆタࡅ࡚࠸ࡿᅋయࡋ࡚ࠊḟࡢ 2 ࡘࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
➨୍ࠊ᭷㈨᱁࣮࢟ࣅࢫࢺ࣭࢝ࢹ࣑࣮㸦Academy of Certified Archivistsࠊ௨ୗࠕACAࠖ
ࠕ᭷㈨᱁࣮࢟ࣅࢫࢺࠖ
㸦Certified Archivistࠊ௨ୗࠕCAࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢㄆド
࠸࠺ࠋ㸧18ࡀࠊ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1987 ᖺ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣ㈨᱁ㄆド⮫ጤဨࢆタ⨨ࡋࠊᑓ㛛⫋࣮࢟
ࣅࢫࢺࡢ㈨᱁ㄆドࡸࡑࡢࡓࡵࡢヨ㦂ไᗘࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊACA ࡼ
ࡿ㈨᱁ㄆドࡀ 1989 ᖺࡽጞࡲࡾࠊ750 ྡࡀ᭱ึࡢ CA ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊ5 ᖺ௨ୖ
ࡢᐇົ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡣ⏦ㄳࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢࡢேࠎࡣヨ㦂ࢆཷࡅࡿࡇࡼ
ࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀㄆドࡀ⾜ࢃࢀࡓ࠸࠺ࠋ⌧ᅾࡣࠊᚋ⪅ࡢヨ㦂ࡼࡿㄆド᪉ᘧ୍ᮏࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋACA ࡣ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣูࡢ⊂❧ࡋࡓᅋయࡋ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ19ࠋ
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➨ࠊᅜබᩥ᭩⟶⌮⪅༠㸦National Association of Government Archives and
Records Administrators (NAGARA)㸧࡛࠶ࡿࠋNAGARA ࡣࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ㐃㑥ᨻᗓࠊᕞᨻ
ᗓࡶࡋࡃࡣᆅ᪉ᨻᗓ࡛࣮࢝ࣈࢬࡲࡓࡣグ㘓⟶⌮㛵ࢃࡿᶵ㛵ཬࡧᢸᙜ⪅ࡽ࡞ࡿ༠
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᴗົࡢྥୖᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢⓎᒎࢆ┠ⓗࡋ࡚ 1984 ᖺㄌ⏕ࡋࡓࠋྠ༠
ࡣ 2008 ᖺࠊ
ࠕᆅ᪉බᩥ᭩⟶⌮ㄆドࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
㸦Local Government Archives and Records
Administration Certificate Programࠊ௨ୗࠕLGARAࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ20ࠋ
 ࡞࠾ࠊCA ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡲࡓࡣࡑࡢࡢศ㔝࠾ࡅࡿᏛ㝔ࡢಟኈྕ
ࡢྲྀᚓࡀཷ㦂㈨᱁ࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࠊ᭷㈨᱁ࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕ༠㸦Institute of Certified Records Managers
㸦ICRM㸧
㸧ࡀㄆドࡍࡿࠕ᭷㈨᱁ࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠖไᗘࡀ࠶ࡿࡀࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢㄆ
ドไᗘ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠸21ࠋ
1.3.2 ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
1㸧ᴫせ
a㸧᭷㈨᱁࣮࢟ࣅࢫࢺ
CA ࡢཷ㦂㈨᱁ࢆ‶ࡓࡍࡣࠊḟࡢ 4 ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡢಟኈྕཬࡧ 1 ᖺ௨ୖࡢᑓ㛛ⓗᐇົ⤒㦂
࣭࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮௨እࡢಟኈྕཬࡧ 2 ᖺ௨ୖࡢᑓ㛛ⓗᐇົ⤒㦂
࣭ヨ㦂ࡢཷ㦂
࣭㐣ཤ㈨᱁࠶ࡾㄆࡵࡽࢀࡓࡀ⏦ㄳࡋ࡞ࡗࡓ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡢಟኈྕࠖࡣࠊ
ࠕᑓ㛛⫋࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᙺ㛵ࡍࡿኌ࡛᫂ࠖ♧ࡉࢀ
ࡓྛせ⣲ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ➼ࡋ࡚࠸ࡿᏛ㝔ࡢㄢ⛬࡛ࠊᑡ࡞ࡃࡶ 9 ࢭ࣓ࢫࢱ࣮࣮࣡ࠊࡲࡓ
ࡣ 12 ࢡ࣮࢜ࢱ࣮࣮࣡ࢆᒚಟࡋࡓୖ࡛ಟኈྕࢆᚓࡓࡇࢆᣦࡍࠋࡇࢀࡣ≉ᐃࡢᏛ㝔ㄢ
⛬ࡢಟࢆồࡵ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊACA ࡣཧ⪃ࡋ࡚ࠊୖグࡢྛせ⣲ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ㄆࡵࡽࢀࡓᏛ㝔ㄢ⛬ཬࡧ⛉┠ࡢࣜࢫࢺࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᐇົ⤒㦂ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬᴗົ௨እࡢᴗົව௵ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
㠀ᖖࡢሙྜ➼ࡣࠊᑓ㛛ⓗᴗົࡢྜᇶ࡙࠸࡚ィ⟬ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊᅗ᭩㤋ࡵ
ࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢሙྜࠊ1 ᖺ㛫ࡢᴗົయࡢ࠺ࡕ 50㸣ࡀ࣮࢝ࣈࢬᴗົ࡛࠶ࢀࡤࠊ༙ᖺ
ศࡢᐇົ⤒㦂ࡋ࡚⟬ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᐇົ⤒㦂ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉࡎヨ㦂ྜ᱁ࡋࡓሙྜࠊ
௨ᚋ 3 ᖺ㛫ࡣ௬㈨᱁ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ㛫 1 ᖺ㛫ࡢᐇົࢆ⤒㦂ࡋ࡞ࡅࢀࡤṇᘧࡢ CA
ࡣ࡞ࢀ࡞࠸ࠊ࠸࠺≉ᥐ⨨ࡶ࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊCA ࡣ」ᩘࡢࣞ࣋ࣝࡣタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
b㸧ᆅ᪉බᩥ᭩⟶⌮ㄆドࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 LGARA ࡢㄆドࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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 ࣭㐣ཤ 5 ᖺ௨ෆィ 40 㛫ࡢᡤᐃࡢᏛ⩦ࢆࡋࡓࡇ
 ࣭ࡑࡢ࠺ࡕィ 14 㛫ศࡣࠊ9 ࡘࡢ㡿ᇦ୰ 7 㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ◊ಟ㸦ྛ 2 㛫௨ୖ㸧ࢆಟ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࣭ᕞࡲࡓࡣᆅ᪉≉ࡋࡓබᩥ᭩ἲไ㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢཷㅮࡀᙉࡃ᥎ዡࡉࢀࡿ
 ࣭NAGARA ဨ࡛࠶ࡿࡇ
 ࡇࡇ࡛ಟࡀ᮲௳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊ಟࡣࠊᚲࡎࡋࡶ NAGARA ദࡢࢭ࣑ࢼ࣮㝈ᐃࡉࢀ
ࡎࠊࡢᑓ㛛⫋ᅋయࡸබᩥ᭩㤋ࡀദࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊḟࡢ 9 ࡘࡢࢥ࣭
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦࡢ࠸ࡎࢀࢆᢅ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࣭グ㘓ሗ⟶⌮ࡢᇶ♏
 ࣭≀⌮ⓗ࡞ಖᏑ⎔ቃ
 ࣭⅏ᐖᑐ⟇ᴗ⥅⥆
 ࣭ಖᏑฎศ
 ࣭ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࢘ࢺ࣮ࣜࢳ
 ࣭㟁Ꮚグ㘓ሗ⟶⌮
 ࣭ἲไᗘࢥࣥࣉࣛࣥࢫ
 ࣭࣮࢝ࣈࢬ㛗ᮇಖᏑ
 ࣭᭱᪂ࡢᢏ⾡ືྥ
2㸧ㄆド࣭㈨᱁ࡢྲྀᚓ㸭᭦᪂᪉ἲ
a㸧᭷㈨᱁࣮࢟ࣅࢫࢺ
 CA ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣࠊACA ⏦ㄳ᭩ཬࡧḟࡢ᭩㢮ࢆᥦฟࡍࡿࠋ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡢಟኈྕࠖ
ࢆ᭷ࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢᒚಟド᫂᭩ࡶࠊ
ࠕ1 ᖺ௨ୖࡢᑓ㛛ⓗᐇົ⤒㦂ࠖࡘ࠸࡚ࡢୖྖ
ࡢド᫂᭩ཬࡧ⫋ົグ㏙᭩ࢆᥦฟࡍࡿࠋࠕ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮௨እࡢಟኈྕࠖࢆ᭷ࡍࡿሙྜࡣࠊ
ࡑࡢᏛド᫂᭩ࡶࠊ
ࠕ2 ᖺ௨ୖࡢᑓ㛛ⓗᐇົ⤒㦂ࠖࡘ࠸࡚ࡢୖྖࡢド᫂᭩ཬࡧ⫋ົ
グ㏙᭩ࢆᥦฟࡍࡿࠋᡤᐃࡢᐇົ⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡞࠸⏦ㄳ⪅ࡣࠊᏛド᫂᭩ࡢࡳࢆᥦฟࡍࢀࡤࡼ
࠸ࠋ࡞࠾ࠊᏛ㝔ࡢᒚಟ⛉┠ྡࡸ⫋ࡢྡ⛠ࡽࡣ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ࡢෆᐜࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇࡀุ᩿ࡋࡃ࠸ሙྜ࡞ࡣࠊ⿵㊊ㄝ᫂ࡢᩥ᭩ࢆῧࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡉࢀࡿࠋ
CA ࡢヨ㦂ࡣᖺ 1 ᅇࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ᖺḟࡢᮇ㛫୰⾜ࢃࢀࡿࠋヨ㦂㛫ࡣ 3 
㛫࡛ࠊ༠ᖺḟࡢሙཬࡧ ACA ࡀᣦᐃࡋࡓሙᡤ࡛ྠᐇࡉࢀࡿࠋ2019 ᖺᗘࡣࠊ
ᖺḟሙࡢ 10 ᡤ࡛㛤ദணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ヨ㦂ၥ㢟ࡣ 100 ၥࡢከ㡯㑅ᢥᘧ࡛࠶ࡿࠋヨ㦂ෆᐜࡣࠊACA ࡀ⟇ᐃࡋࡓࠕᑓ㛛⫋࣮࢟ࣅ
ࢫࢺࡢᙺ㛵ࡍࡿኌ᫂ࠖ㸦Role Delineation Statement for Professional Archivists㸧
ἢࡗࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ࣮࢝ࣈࢬᴗົ࠾࠸୍࡚⯡ⓗᚲせࡉࢀࡿ▱㆑ࡸ
ࢫ࢟ࣝࢆᐃ⩏ࡋࡓᩥ᭩࡛ࠊ
࠙⾲ 2ࠚࡢ㏻ࡾ 8 ࡘࡢ㡿ᇦࡽᵓᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚࣮
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࢟ࣅࢫࢺࡢ⫋ົồࡵࡽࢀࡿ▱㆑ෆᐜࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ22ࠋ
࠙⾲ 2ࠚACAࠕᑓ㛛⫋࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᙺ㛵ࡍࡿኌ᫂ࠖࡀ♧ࡍ㡿ᇦ
㡿ᇦ

⫋ົࡢ௳ᩘ

▱㆑ࡢ௳ᩘ

̿

13

ホ౯ࠊ㑅ูࠊཷධࢀ

6

15

⦅ᡂグ㏙

3

9

ࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࢡࢭࢫ

4

8

ಖᏑಖㆤ

5

6

࢘ࢺ࣮ࣜࢳࠊࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠊࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ

5

5

࣮࢝ࣈࢬᴗࡢ㐠Ⴀ

6

11

ᑓ㛛ⓗ࣭⌮ⓗ࣭ἲⓗ࡞㈐ົ

4

10

୍⯡ⓗ▱㆑

CA ࡢヨ㦂ࡣୖグࡢ㡿ᇦࡈฟ㢟ࡉࢀࡿࠋཧ⪃ᩥ⊩ࡸࢧࣥࣉࣝၥ㢟ࡶබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ヨ㦂㈝⏝ࡣ 50 ࢻ࡛ࣝࠊྜ᱁ࡋࡓࡽูㄆド㈝⏝ 150 ࢻࣝࢆᨭᡶ࠺ࠋࡑࡢࠊACA ࡢᖺ
㈝ࡀ 50 ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
CA ࡢ᭷ຠᮇ㛫ࡣ 5 ᖺ࡛࠶ࡾࠊㄆドࢆ᭦᪂ࡍࡿࡣࠊCA ࡢヨ㦂ࢆཷ㦂ࡍࡿࠊࡲࡓࡣ
ྛ✀ࡢάື㸦ィ 100 ༢㸧ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢆ⮬ᕫ⏦࿌ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ23ࠋάືࡢㄆᐃᇶ‽
༢ᩘࡣヲ⣽ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᴫせࡣ࠙⾲㸱ࠚࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ24ࠋ
3㸧ഛ⪃
 2004 ᖺࡢㄪᰝࡼࢀࡤࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡢဨ୰ࠊCA ࡢྜࡣ 2 ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ
࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ᴗົึࡵ࡚ᦠࢃࡗ࡚ࡽ 20 ᖺ௨ୖ⤒ࡘ࣋ࢸࣛࣥࡢྜࡣࠊCA ࡀ 48%ࠊ
༠ဨࡀ 28%࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༠ဨࡢᖹᆒᖺࡣ 51,279 ࢻࣝࡔࡗࡓࡢᑐࡋࠊCA ࡢ
ᖹᆒᖺࡣ 55,218 ࢻࣝࠊ4 ༓ࢻࣝ㏆ࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 CA ࡢㄆドࢆཷࡅࡓࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࡇࢁࠊከࡗࡓࡢࡣ㡰ḟࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ
 ࣭ୖྖࡽ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸦53.8%㸧
 ࣭ᑓ㛛⫋ࡢⓎᒎ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ⮬ぬࡀ⏕ࡲࢀࡓ㸦45.1%㸧
 ࣭ྠࡽ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸦38.9%㸧
࣭࢟ࣕࣜࢵࣉࡢᶵࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸦34.7%㸧
୍࣭⯡ᕷẸࡽ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸦26.6%㸧
 ࣭ᅗ᭩㤋ሗᏛࡢಟኈྕ௦ࢃࡿ㈨᱁࡞ࡗࡓ㸦18.8%㸧
࣭≉࡞ࡋ㸦11.7%㸧25
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࠙⾲ 3ࠚCA ᭦᪂ಀࡿάືෆᐜㄆᐃ༢ᩘ
࢝ࢸࢦࣜ

άືෆᐜ

ㄆᐃ༢ᩘ㸦ͤ㸧

ᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢᑵᴗ

࣮࢝ࣈࢬᑓ㛛⫋㸦ᖖ㸧

ᖺ㛫 8

㸦ୖ㝈 40 ༢㸧

࣮࢝ࣈࢬᑓ㛛⫋㸦㠀ᖖ㸧

ୖグ‽ࡌ࡚⟬

ᴗົࡢ୍㒊ࡀ࣮࢝ࣈࢬ㛵ಀ

ୖグ‽ࡌ࡚⟬

ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ㸦ᖖ㸧

ᖺ㛫 8

ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ㸦㠀ᖖ㸧

ୖグ‽ࡌ࡚⟬

ᩍ⫱࣭◊ಟ

1 ࢭ࣓ࢫࢱ࣮ศࡢࢥ࣮ࢫಟ

25

㸦ୖ㝈 60 ༢㸧

Ꮫ㝔ࡢಟ

10

࣮࢝ࣈࢬࡲࡓࡣ㛵㐃㡿ᇦࡢಟド

5

ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢཧຍ
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2

イギリス

2.1
2.1.1

イギリスにおけるアーカイブズ制度の概要
用語の定義

イギリスでは、public records（≒公文書、以下「公記録」1という。）という用語は、
「Public Records Act 1958（PRA、以下「公記録法」という。）」附則 1「Definition of
Public Records（公記録の定義）」の 2 項において定められた範囲内で想定される records
（記録2）のことであり、主に、政府機関、政府執行機関、国防軍、国民保健サービス（以
下「NHS」という。）機関 、裁判所によって作成あるいは受領された記録のことを指し、
媒体は問わない（附則 10）。その他に、例外はあるものの原則として公記録法附則 1 の 2
項(1)(a)、2 項(1)(b)、3 項、及び、4 項において定められた範囲内の機関や団体が作成する
記録は公記録であり、これらの機関や団体を「Public Records Body」（PRB、以下「公記
録機関」という。）と呼ぶ。政府が設立あるいは所有している機関や団体、政府が所有す
る土地を保持している機関や団体、あるいは、Crown status（王室認可）を付与されてい
る機関や団体も公記録機関であり、すべての公記録機関が公記録法に準拠しなくてはなら
ない。ただし、附則 1 項 2(2) 及び 3 項(2)に記載されている機関や団体が作成する記録3は
公記録と定められていない。公記録法において公記録と定められた記録はすべて Freedom
of Information Act （情報自由法、以下「FOIA」という。）の対象となる（2005 年以降）。
公記録法内に archivist（アーキビスト）という用語は出現しない。同法において公記録
の保存管理責任者は「The Keeper of Public Records（公記録管理者）」（附則 2～5）、
「Master of Rolls（マスター・オブ・ロールズ）」（附則 7）、及び「Lord Chancellor（大
法官）」（附則 8）と定められており、The Keeper of Public Records（公記録管理者）は
The National Archives UK（英国国立公文書館、以下「TNA」という。）の Chief Executive
and Keeper（最高経営責任者兼館長）を指す。TNA の最高責任者は TNA に従事する者を
選べると公記録法にあるが、ここでもアーキビストという用語は使用されていない（附則
2(1)）。
イギリスでは、地方自治体における記録の保存管理については「Local Government Act
1732（地方自治体法）」に定められているが、地方自治体法にもアーキビストという用語
は用いられていない。
County Records Office（州立記録局）を含めイギリスにおけるアーカイブズ4施設・機関
のほとんどが専門職員として qualified archivist（認定アーキビスト）を雇用しており、
アーキビストが専門職として全国規模で広く認知かつ採用されていることは間違いない。
認定アーキビストについては 2.2 及び 2.3 を参照。
2.1.2

アーカイブズ制度と機関・施設

イギリスにおけるアーカイブズ制度の特徴は以下のとおりである。
（１）イギリスで 1838 年に初めて策定された公記録の保存管理に関する法律は司法記録
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を対象としたもので（Public Record Office Act 1838（公記録局法））、1950 年代に法制
度が見直された後も 2011 年まで公記録の管理並びに The Public Record Office（公記録
局、以下「PRO」という。2003 年 TNA に改組5）は司法省の管轄にあったこと、
（２）Museums, Libraries and Archives Council（MLA 評議会）の解散に伴い、同評議
会が担ってきたアーカイブ分野における役割が TNA へ移譲されたことを受け、2011 年以
降、TNA がイングランド地方におけるアーカイブ分野の主導的立場として位置づけられ
たこと6、
（３）「Grigg System（グリッグ・システム）」によって記録の価値の定義及び評価選別
システムが確立され、現在も公文書管理制度の基盤となっていること7、
（４）The Royal Commission on Historical Manuscripts（王立手稿史料委員会）と
National Registers of Archives（全国アーカイブズ登録局）が 1869 年以来行なってきた、
法の管理下にない民間保有文書の保護を TNA が継続して行なっていること8、
（５）アーカイブ・サービスのイギリス標準「Archive Service Accreditation（アーカイ
ブ・サービス承認、以下「ASA」という。）」が存在し、TNA が主導していること9、
（６）専門職団体によってアーキビストの養成制度が構築され、現在もその主導にあるこ
と。
TNA は、1838 年に設立された PRO を母体とした国家アーカイブズで（2003 年に改
組）、2011 年より文化・メディア・スポーツ相（現デジタル・文化・メディア・スポーツ
省）管轄の執行機関に位置づけられている。現在イングランド地方及びウェールズ地方の
アーカイブズ分野において指導的役割を担っている（スコットランド地方及び北アイルラ
ンド地方にはそれぞれ国立公文書館が存在する）が、TNA と local records office（地方自
治体記録局）などの public archives（公的アーカイブズ機関）の間に法令上の上下関係は
ない。
イギリスには、地方自治体、大学、カレッジ、教育機関、企業、チャリティ団体、博物
館、図書館、及び、民間コミュニティなどにおいて独立したアーカイブズ施設、機関、あ
るいは団体が存在する。その他、地方自治体に存在するアーカイブ・サービスを提供する
課などの最小規模の事業単位を含めると、イギリスに現存するアーカイブズ施設や機関の
数は何千になると思われ、正確な数を把握するのは難しい。現在、TNA のウェブサイトで
確認できるアーカイブズ施設、機関や団体の数は 2,685 件であるが、この数は全国アーカ
イブズ登録局への登録が前提であるため、実際の数より少ない10。
2.2
2.2.1

イギリスにおけるアーキビスト養成
概要（大学・大学院、公文書館及び公文書館付属機関）

イギリスのアーキビスト養成は、主に高等教育機関での教育により行なわれている。こ
れは、専門職団体のひとつである Archives and Records Association（アーカイブズ及び
記録協会、以下「ARA」という。）11が承認（accredited）したプログラムを提供する大学
院において専門課程を修了することでアーキビストとして認定（qualified）されるシステ
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ムである。ここでは、どのような経緯でアーキビスト養成が高等教育機関において行なわ
れるようになったかを簡単にまとめ、TNA や専門職団体が提供する各種研修については、
2.2.3 及び 2.3 で紹介する。
イギリスには、1838 年から PRO が存在したにも関わらず、現在も、ドイツのマルブル
グ・アーカイブ大学校やフランスの国立古文書学校のような国家レベルにおける独立した
アーキビスト養成学校は存在しない。1902 年には、イギリスにもドイツのようなアーキビ
スト養成のための公的な仕組みが必要であることが Treasury Departmental Committee
（財務省委員会）の『Report on Local Records（地方記録に関する報告書）』ですでに指
摘されており、地方自治体からアーキビストを必要とする声も高まっていた 12 。大学に
School of Paleography（古文書学部）を開設することが推奨されたことを受け13、1912 年
までに、ロンドン大学ではフバート・ホールやヒラリー・ジェンキンソンなど PRO 職員
による古文書学の講義 が、また、リバプール 大学には School of Local History and
Paleography（地方史学及び古文書学部）が開設された14が、体系化されたアーキビスト養
成のためのプログラムや仕組みではなかった。The British Records Association（英国記
録団体、以下「BRA」という。）によってアーキビストの専門家教育と研修の必要性が協
議され始めたのは 1936 年頃である。しかし、BRA は独自のディプロマ資格試験制度を設
けることを避け、アーキビスト養成のための教育を大学で行なうよう働きかけた15。第二
次世界大戦後に、専門職団体及び全国アーカイブ登録局などの公的組織が地方自治体にお
ける records office（記録局）の設立とアーキビストの雇用を推奨したこと、並びに地方自
治体記録局と企業アーカイブズによる専門家雇用の要求が増加したことが主な要因となり、
1947 年に、イギリスにおいて初めて大学で図書館学や歴史学とは区別したアーキビスト
養成のための教育が始まる。アーキビスト養成には、専門的な知識とスキルを身につける
ための集中教育と訓練が必要であり、その教育と訓練が実務のサブカルチャーであること
が重要とされる。これは、1947 年から現在に至るまでイギリスにおけるアーキビスト養成
のモデルとなっている。
ロンドン大学（UCL）、リバプール大学、オックスフォード大学（ボドレイン図書館）
が 1947 年にそれぞれ独自に始めたプログラムが、現在の高等教育におけるアーキビスト
養成プログラムの始まりである（【表 1】参照）。3 大学におけるアーキビスト養成課程の
開始は
「アーカイブ教育における画期的な出来事であり、新しい専門職の誕生を意味した」
16が、大学教育の認知度がすぐに上がることはなく修了生の就職先は限られていた。PRO

が大学院教育を修了した認定アーキビストを初めて雇用したのは 1979 年になってからで、
当時養成課程を修了したアーキビストは地方自治体記録局に就職するのが通常であった。
地方自治体記録局の増加に伴い、1960 年代から 1970 年代の大学院の養成プログラムは地
方自治体記録局で働くアーキビスト養成を目的にカリキュラムが組まれていた。
現在、アーキビストとして認定されるためには、ARA が承認するアーキビスト養成プロ
グラムを提供する大学院を修了しなければならない（2.2.2 参照）。この承認システムは、
1980 年に The Society of Archivists（アーキビスト団体、以下「SoA」という。）17が構
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【表 1】1947 年に開始された大学におけるアーキビスト養成のためのプログラム18
大学名

コース／プログラム名

取得学位

備考

ロンドン大学

Archive Administration

Diploma

ヒラリー・ジェンキンソンと専門

（UCL）

（アーカイブズ管理）

(ディプロマ)

職 団 体 の ひ と つ で あ る The
British Records Association（英
国記録団体）による図書館学との
併存

リバプール大学

Study of Records and

Diploma

1954 年にはイギリスで初めてレ

Administration of Archives

(ディプロマ)

コード・マネジメントが科目とし

（記録及びアーカイブズ管理

て導入される

学）
オックスフォー

Bodleian Library's training

学位付与な

ド大学

scheme for archivists

し

1980 年に閉設

（ボドリアン図書館におけるア
ーキビストのための訓練プログ
ラム）

築した「a system of recognition of university courses（大学プログラムの認知システム」 19
が基となっている。大学教育の認知度問題が浮上した 1956 年以降、SoA による承認が重
要視されるようになった。そのことを受け、SoA は、アーキビスト養成教育の質を保つた
め 1980 年に認知システムを構築、さらに、1987 年に professional register（専門家登録）
制度を導入した。この制度の導入により、大学院の提供するプログラムが SoA に承認され
なければ、その大学院を修了した者はアーキビストとして認定されないだけでなく、専門
家としても SoA に登録できない仕組みを作り上げた20。そのため、大学院におけるアーキ
ビスト養成プログラムの内容は、1990 年代に大幅に変化することになる。さらに、2000
年に入ってからは、政府による distance learning（遠隔教育）の推奨方針を受け、アーカ
イブ教育においてもオンラインによる遠隔通信教育での提供が開始されるようになる（ア
ベリィストウィス大学など）。
ARA による承認システム確立により、大学院におけるアーキビスト養成教育プログラム
は、時代の変化と社会のニーズに対応するため、SoA と大学側との協働の下、改良が重ね
られた。現在、ARA（旧 SoA）の承認を受けている大学は、イングランド地方、ウェール
ズ地方、スコットランド地方を併せて 5 大学ある。プログラムは 5 年に一度見直され、
ARA の要求する標準に満たなければ承認が取り消されることもある（例えば、1990 年の
承認申請時にロンドン大学（UCL）の養成プログラムは承認されず、1 年間の期限付き仮
承認とされた。その後プログラムの内容を大幅に変更し、1993 年に新設したコースが現在
ロンドン大学（UCL)で提供されているコースの元になっている）21。ARA の承認基準に
ついては【表 2】を参照されたい。
認定アーキビストの制度化と ARA 承認システム確立に PRO は関与していない。1838
年の設立以来、PRO に従事する職員は国家公務員任用試験によって採用され、採用後は上
級職員による教育と研修によって訓練を受けることで専門家とみなされていた22。
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【表 2】ARA「承認」審査基準概要一覧23
基準項目
目的

概要
イギリスにおけるすべてのアーキビストとレコード・マネジャーは、あらゆる媒体に
おけるアーカイブズと記録すべての保存管理における理論と実践の基本知識と原則
への深い理解があり、アーカイブズと記録の歴史的、行政的、並びに法的コンテクス
トに関する特別な知識があり、そして、アーカイブズと記録に関する国内外の法令及
び標準について精通している必要がある。また、国際的な背景において最新の研究と
ベスト・プラクティス、並びに、実務と研究における方法論に関して周知及び理解す
る必要がある。さらに、リーダーシップとマネジメント力に優れており、業務を遂行
できるスキルを保持しているべきである。

バランス

学問と実務の両方の知識とスキルが取得できること。伝統的なスキルと新しく開発
されたスキルが取得できること。

生徒（受講者）

学士あるいは同等の資格を取得していること。また、FARMER（アーカイブズ及び
記録管理における教育と研究のためのフォーラム。The Forum for Archives and
Records Management Education and Research の略）が策定する入学前の実務研修
に関する指針に沿った実務経験を保持していること。

講師と教材

講師は上述の目的を達成できる人材を選ぶこと。アーカイブズ、記録管理、並びにデ
ジタル・キュレーションにおいて適切な実務経験があり、それらに関する最新の知識
を保持している者。

カリキュラム

シラバス構築とその提供方法について ARA は枠組みなどの提供はしないが、プログ
ラ ム は Core Outcomes （ 核 と な る 成 果 ） を 達 成 で き る も の で な く て は
ならない。アーカイブズと記録管理のどちらかに偏ったプログラムは承認しない。

Core

Outcomes

（核となる成果）

・Recordkeeping: Theory and Principles（レコードキーピング：理論と原則）
・Recordkeeping: Systems and processes（レコードキーピング：仕組みとプロセス）
・Curation and Stewardship（キュレーションと管理経営）
・Access, Advocacy and Stakeholders（利用公開、普及、並びにステークホルダー）

Core

Outcomes

（核となる成果）
の目的

・Recordkeeping: Theory and Principles（レコードキーピング：理論と原則）
受講者が、組織、コミュニティー、及び社会における記録とアーカイブズ、並び
に、それらの管理の本質、役割、及び目的に関する理論的かつ実践的理解を保持で
きるようになること。また、その知識をさらに発展させることができるようにさ
せること。
・Recordkeeping: Systems and processes（レコードキーピング：仕組みとプロセス）
受講者が、ベスト・プラクティスの原理と標準を適用し、効果的な方針とプログ
ラムを計画かつ実装できるようになること。また、あらゆる媒体における記録と
アーカイブズの知的管理を確立かつ保持できるようになること。
・Curation and Stewardship（キュレーションと管理経営）
受講者が、あらゆる媒体における記録の受入れ、収蔵、並びに保存のために、効
果的な戦略方針と手順を計画かつ実装できるようになること。
・Access, Advocacy and Stakeholders（利用公開、普及、並びにステークホルダー）
受講者が、以下の事項（［

］内）のために、効果的な戦略方針と手順を計画か

つ実装できるようになること。［アーカイブズと記録の公開と審査。施設としての
アーカイブズの役割、目的、並びに、収蔵資料への理解・意識向上。アーカイブズ
と記録の利用促進。効果的な利用者ニーズへの対応］
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2.2.2

大学・大学院における養成

1）概要
上述のとおり、イギリスにおいてアーキビストを含むアーカイブズ、記録及び情報の保
存管理専門職の養成は大学院レベルで行なわれており、ARA が承認するアーカイブズ、記
録及び情報管理の専門プログラムを提供する大学において、フルタイムあるいはパートタ
イムで修士課程を修了し、Postgraduate Diploma（大学院ディプロマ、以下「PGDip」と
いう。）24あるいは修士号を取得することによりアーキビストとして認定される25。
現在 ARA が承認している大学は、5 大学（アイランドを除く）で、University College
London（ロンドン大学（UCL）、以下「UCL」という。）、University of Liverpool（リ
バプール大学）、Aberystwyth University（アベリィストウィス大学）、University of
Dundee（ダンディー大学）、及び University of Glasgow（グラスゴー大学）である26。
この中でアベリィストウィス大学とダンディー大学は遠隔通信教育コースを提供している。
プログラムの名称は大学によって異なる。
履修期間は大学によって異なるが、ほとんどの場合、PGDip を含むフルタイムの修士課
程で 9 か月から 12 か月間、パートタイムで 24 か月から 60 か月である。通常、9 月末に
スタートし、翌年の 9 月に修士論文を提出、12 月に修了証書を受領（PGDip は修士論文
が必須ではないため、6 月頃にコースを終え、12 月に卒業証書を受領）する。
入学（あるいは進学）には、学部（学士）を成績上位27で修了していることと関連分野で
の実務経験を保持していることの二つの条件が課せられており、これらは上記 5 大学すべ
てにおいて共通する。実務経験年数については、リバプール大学のように指定していない
場合を除き、2 週から 1 年と大学によって異なる。学部時代の専攻についてはどの大学も
特に指定していない28。
2019 年 7 月時点での各大学の情報は【表 3-1】～【表 3-5】29の通りである。
【表 3-1】University College London（ロンドン大学、UCL）
地方名

イングランド

養成課程設置年

1947 年

学部

Department of Information Studies（情報学部）

学位30

MA（修士号）、PGDip

名称

Archives and Records Management（アーカイブズ及びレコード・マネジメント）

年数

フルタイム：12 か月（MA）、9 か月（PGDip）

入学要件

・大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）

パートタイム：24～60 か月（MA）、18 か月（PGDip）
・実務経験（最低 1 年が望ましい）
・一定レベルの英語力（英語を母国語としない場合のみ）
遠隔通信教育

なし

備考

International Centre for Archives and Records Management（アーカイブズ及び
記録管理国際センター）と連携
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【表 3-2】University of Liverpool（リバプール大学）
地方名

イングランド

養成課程設置年

1947 年

学部

Department of History（史学部）

学位

MA（修士号）、PGDip

名称

Archives and Records Management（アーカイブズ及び記録管理、以下
「MARM」という。）、Archives and Records Management: International
Pathway（アーカイブズ及び記録管理：留学生向け。以下「MARMI」と
いう。）

年数

フルタイム：12 か月（MA）、9 か月（PGDip）

入学要件

・大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）

パートタイム：24 か月（MA）、18 か月（PGDip）
・実務経験（期間指定なし）
遠隔通信教育

なし

備考

Liverpool University Centre for Archives Studies（リバプール大学アー
カイブズ研究センター）と連携

【表 3-3】Aberystwyth University（アベリィストウィス大学）
地方名

ウェールズ

養成課程設置年

1955 年

学部

Department of Information Management, Libraries & Archives（情報管
理、図書館学及びアーカイブズ学部）

学位

MA（修士号）、PGDip

名称

Archive Administration（アーカイブ管理）

年数

オンサイト（フルタイム）：12 か月（MA）、9 か月（PGDip）
遠隔通信教育：24 か月～60 か月（MA、PGDip）

入学要件

・オンサイト：大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）。実務経
験（6 週間以上）
・遠隔通信教育：大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）。実務
経験（3 か月以上）。入学時点でアーカイブ分野で働いていること（働
いていない場合、受講期間中継続してアーカイブ分野でボランティアが
できること）。ある程度の IT 技術を取得しており、インターネットへ
のアクセスがあること。

遠隔通信教育

あり

備考

3 セメスター制

【表 3-4】University of Dundee（ダンディー大学）
地方名

スコットランド

設置年

2004 年

学部

School of Humanities（人文学研究）

学位

MSc31（修士号）、MLitt32（修士号）、PGDip

名称

Archives and Records Management（アーカイブズ及び記録管理）、
Records Management with Digital Preservation（記録管理と電子記録
の保存）、Records Management and Information Rights（記録管理及
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び情報権利）
年数

パートタイム：30～60 か月（MSc、MLitt）、24～48 か月（PGDip）

入学要件

―

遠隔通信教育

オンサイト教育はなく、遠隔通信教育のみ

備考

・上記全てのコースにおいて留学生のためのコースを設けている。
・コース開始は、1 月、5 月、もしくは、9 月。
・上記コースの他に Family and Local History（家系史及び地方史）の修
士課程も提供33。
・Centre for Archive and Information Studies（アーカイブ及び情報研究
センター）と連携

【表 3-5】University of Glasgow（グラスゴー大学）
地方名

スコットランド

設置年

―

学部

Department of Information Studies（情報学部、以下「DIS」という。）

学位

MSc（修士号）、PGDip

名称

Information Management and Preservation（情報管理と保存）

年数

フルタイム：12 か月（MSc）、9 か月（PGDip）
パートタイム：24 か月（MSc）

入学要件

・大学を成績上位で修了（学部・専門の指定なし）あるいは同等の資格
（GPA3.0 以上など）
・実務経験（2 週間以上）

遠隔通信教育

なし

2）カリキュラムの内容
プログラムの内容は各大学によって様々であり、それぞれ特色がみられる。例えば、UCL
はイギリスで唯一アーカイブズ、記録管理及び図書館情報学すべてを同一学部で学べる大
学であり、グラスゴー大学では、DIS の設立により電子記録の保存などアーカイブ分野に
おける情報技術に関する講義と実習が充実している。また、リバプール大学は記録管理に
強く、その理由は、早くから記録管理を科目としてプログラムに取り入れたこと（1957 年）
や 1960 年代にマイケル・クックが講師として着任したことが大きい34。
プログラムの内容は ARA の承認基準を満たす必要があるが、シラバスの内容は大学に
よって異なる。通常、講義（ワークショップを含む）、実習、及び修士論文で構成されて
おり、5 大学すべてにおいて必須科目と選択科目の両方を提供している。必須科目の種類
や内容に大きな違いはなく、ARA の承認基準における「Core Outcomes（核となる成果）」
を達成するための内容になっていることがわかる。選択科目は大学によって様々であるが、
古文書学（特に 17 世紀以前）やデジタル・キュレーション及びデータベース構築などの情
報学系の講義などは選択としている大学が多い。選択科目を最多数提供しているのはダン
ディー大学（遠隔通信教育のみ）で、写真・映画・音楽資料の管理保存の講義、オーラル・
ヒストリーの講義、情報職のための災害マネジメントの講義などの他に、British Armed
Force（イギリス軍）の記録を研究するためのミリタリー・アーカイブズという講義なども
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あり、非常に充実している。また、UCL に情報ガバナンスの講義、リバプール大学に国際
レコードキーピングの講義、アベリィストウィス大学に図書館司書学の講義、グラスゴー
大学にテキスト・エンコーディングの講義などが選択科目のひとつとして提供されている
のも、各大学の特色が表れており興味深い。
講義は、常勤のアカデミック・スタッフ（コース・ディレクターを含め 1 名～3 名）、
名誉教授及び自校のアーカイブズやレコード・オフィスに従事するアーキビストやレコー
ド・マネジャー、並びに複数の外部講師によって行なわれている場合がほとんどである。
外部講師は、特定の分野におけるスペシャリスト（例えば、著作権法の専門家）、
International Council on Archives（国際アーカイブズ評議会）や ARA のような専門職団
体の上級職員、TNA の職員、あるいは情報管理職として経験豊富なプロのアーキビストや
レコード・マネジャーを採用している大学がほとんどである。
大学で提供されているシラバスと単位数の一例としてリバプール大学のプログラムを
【表 4】に紹介する（2019 年 7 月時点のもの）。
【表 4】リバプール大学大学院 MARM2020 年度のモジュール名と取得単位数一覧35
モジュール名

単位数

必須科目

Recordkeeping Theory and Practice（レコードキーピングの理論と実践）

30

必須科目

Recordkeeping Systems and the Organisational Context（レコードキーピン

15

必須科目

English Post-medieval Records (reading and Interpretation) （イギリスに

必須科目

Managing Services, Access and Preservation（サービス、利用公開、保存に

グの仕組みと組織背景の理解）
15

おける中世以降の記録：読解と解釈）
30

おけるマネジメント）
必須科目36

Dissertation（修士論文）

60

選択科目

International Recordkeeping（海外のレコードキーピング）

15

選択科目

Medieval Palaeography（中世古文書学）

15

選択科目

Digital Records: Their Nature, Use and Preservation in the Information

15

Society（電子記録：情報社会におけるその性質と利用と保存）

併せて、筆者が受講した 2010 年‐2011 年のプログラムを参考例として紹介する（【表
5】）。
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【表 5】リバプール大学大学院 MARM2010 年度のモジュール名と概要一覧37
モジュール名
Recordkeeping Theory and Principles

概要

（レコードキーピングの理論と原則）

必須科目

Recordkeeping Systems and Process （レコードキーピング・システムとプロセス）

必須科目

Digital Records: their nature, use and preservation in the information society （電

必須科目

子記録：情報社会におけるその本質、利用、保存について）
Documentation and Description

（ドキュメンテーションと記述）

Exploitation, Preservation, and use of records in the repository

（収蔵機関におけ

必須科目
必須科目

る記録の利活用と保存）
International Recordkeeping
Management Skills
Modern Paleography

（国際レコードキーピング）

（マネジメント・スキル）

選択科目
必須科目

（近代古文書学）

必須科目

The Archives and Records Challenges in the Digital Information Society

選択科目

(ARCHIDIS) Intensive Program 2011：Appraisal and Social Memory （「デジタル
情報社会におけるアーカイブズと記録に関わる課題」集中プログラム 2011 年：評価
選別）38

3）修了者の主な就職先
専門職団体のひとつである ARA のウェブサイトによると、イギリスにおけるアーキビ
ストの主な就職先は、TNA を含む国のアーカイブズ機関、大学アーカイブズ、博物館アー
カイブズ、企業アーカイブズ、そして、チャリティ団体アーカイブズが挙げられている。
また、イギリスに存在するアーキビストの半分は地方自治体のアーカイブズ（アーカイブ
ズ・サービスを提供する課単位のものを含む）あるいは記録局で雇用されているとある39。
筆者が卒業したリバプール大学の例を参考まで紹介する。修了後は地方自治体のアーキ
ビスト職からキャリアをスタートさせる者が最も多いが、大学アーカイブズや企業アーカ
イブズへの就職も目立つ。アーキビストではなく Data Protection Officer（情報保護職員）
など情報スペシャリストとしてキャリア形成をスタートする例や、国連及び European
Union Commission（欧州委員会）などの国際機関に就職する例もある。国際的なコンサ
ルタントを行う International Records Management Trust（国際記録管理トラスト）など
の団体や国外に拠点を置く外資企業のアーカイブズに従事し海外で活躍する者も少なくな
い。雇用形態はパートタイムや短期契約など様々であるが、課程修了後すぐに契約期限の
ない正規職員のポストに就ける機会は多くない。たいていの場合プロジェクトベースで雇
用され、雇用期間は 6 か月から 2 年が一般的なようである。リバプール大学の養成課程修
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了生の就職率は、全ての雇用形態を含めると 99%とのことである40。
2.2.3

公文書館及び公文書館付属機関における養成

1）概要
TNA では、公記録を TNA に移管する政府機関の職員と公記録機関の職員を対象にした
記録と情報マネジメントに関する研修プログラムを定期的に提供しているだけでなく、近
年では地方のアーキビストへの研修も行なっている。その他、アーキビストとしてのキャ
リアを歩むために修士課程への入学を考えている者を対象とした 1 年間の traineeship
programme（見習い訓練生雇用プログラム）を設け、毎年 Trainee（見習い訓練生）を約
2 名雇用している。また、近年の情報技術の発展と変化を受け、アーカイブズ分野に精通
した IT 技術者を養成するためのプログラムなども無料で提供している41。
2）研修の種類、受講対象、機関
TNA へ公記録を移管する政府機関と公記録機関の職員を対象とした記録と情報マネジ
メントに関する研修は、短期間のコースやイベント的なものを含め定期的に提供されてい
る。TNA のウェブサイトに紹介されている 5 つの研修プログラムの概要を、以下のとお
り、【表 6】に紹介する。
1）概要で言及したアーカイブズ分野に精通した IT 技術者を養成するためのプログラム
については、「Bridging the Digital Gap: Technical Traineeships in Archives（デジタル
格差を縮める：アーカイブズ施設における技術見習い訓練生雇用）」プログラムを一例と
して紹介する42。この研修プログラムの対象者は IT 技術関連の学生等で、TNA に雇用さ
れた後、Trainee（見習い訓練生）として研修先のアーカイブズに派遣される。そこで 15
か月間実際のプロジェクトに参加し、アーカイブズ分野について学びながら実務経験を得
る。15 か月間の実務を終了した後は、ARA が発行する recognised certificate（認定証明
書）の取得に向け、文化遺産分野でキャリアを始められるような技術を構築するというも
のである。
2.2.4

独立の教育機関等における養成

1）概要
イギリスにはアーキビスト養成のための独立した教育機関は存在しないが、専門職団体
がアーキビストの養成と教育に深く関与している（2.3 参照）。
2.3
2.3.1

イギリスにおけるアーキビストの在り方と認証・資格制度
概要43
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【表 6】TNA における公記録移管対象政府機関の職員及び PRB の職員を対象とした研修プログラム概要一覧
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コース／プログラム名

目的

研修内容

対象者

Heads of Knowledge
and Information
Management (KIM)
and Departmental
Record Officers (DRO)
Training（ナレッジ・
情報マネジメント部長
及び各省庁の記録担当
職員向け研修）

PRA 及び情報権利関連法令
におけるナレッジ・情報マ
ネジメント部長及び各省庁
の記録担当職員の役割と責
任への理解の増進と強固の
ためのコース

・General Data Protection
Regulation（EU 一般デー
タ保護規則）、ウェブ・ア
ーカイブ、FOI、並びに知
的財産などに関する TNA
の専門家による講義
・公開議論型の合同演習
・施設見学

ナレッジ・情報
マネジメント部
長及び各省庁の
記録担当職員

Records Management
Masterclass:
Cataloguing and File
Preparation（記録管理
上級クラス：目録作成
とファイリング準備）

記録移管を物理的に準備す
る手段を説明し（ファイリ
ング方法）、移管のために選
別された記録の目録作成方
法を説明するコース

インストラクターによる左
記内容の指導

公記録の移管担
当職員

Digital Transfer
Training（電子移管研
修）

実務演習を含む電子移管工
程に関する概略を提供する
上級コース

・電子記録の評価、選別、及
び、センシティビティ審査に
関する概要
・電子移管の際に使用され
ている主要ツールに関する
説明
・実務演習
・ボーン・デジタル記録の移
管、取り込み（ingest)、及び
受入れ（accession）に関する
概要
・それぞれの組織に特化し
た質疑応答

各省庁の記録担
当職員、レコー
ド・マネジャー、
及び IT マネジ
ャー

Responsible for
Information - Civil
Service Learning
course（情報に責任を
持つ‐公務員学習コー
ス）

イギリス政府機関に従事す
る職員は必須のオンライ
ン・コース

政府の秘密区分、情報の安全
な取り扱い方法、情報のオン
ラインにおける脅威や詐欺、
並びに、情報資産所有者の役
割などについて

イギリス政府機
関に従事する職
員ならだれでも
受講可。特に情
報を取り扱う者
や情報を共有あ
るいは保護する
必要のある者

Implementing The 20year-rule-transferring
to Places of Deposit
（20 年保存ルール下で
の移管の実装）

PRA 遵守責任並びに記録の
移管工程の理解を手助けす
る

PRA の背景と 20 年保存ル
ールを順守するために組織
が行なうべきことについて
の説明、移管工程に関する段
階的指導、並びに、業務遂行
のための指導の提供

PRA に お い て
20 年 保 存 ル ー
ルが対象となる
政府機関及び公
記録機関の職員
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イギリスでは、専門職団体である ARA が承認するプログラムを提供する高等教育機関
において専門課程（PGDip あるいは修士）を修了することでアーキビストとして「認定」
され、修了証がアーキビストとしての専門性を有する証明として認知されている。日本に
おける学芸員のような国家資格制度や米国における certificate（資格）制度は存在しない。
2.2.1 で述べたとおり、専門課程への入学にはアーカイブ関連分野における実務経験が
なくてはならない。理論を学び理解する上で、実務経験の有無は受講生のパフォーマンス
に大きく関係する。実務経験の年数よりも内容の多様性がより重要視されているようである。
【表 7】BRA・ARA を除くその他の専門職団体一例45
団体名
The Council for the Preservation of
Business Archives
（企業アーカイブズ保存のための評議
会）

設立年
1943 年
(1952 年に
改称)

特色など
ロンドン大学（LSE）による経済史学と企業アー
カイブズを関連付ける動きを受け、ビジネス・ア
ー カ イ ブ ズ の 保 存 管 理 を 目的 に 設 立 。 の ち に
BRA のセクションの一つに組み込む思惑であっ
た。1952 年に Business Archives Council（企業
アーカイブズ評議会）に改称

The Records Management Society
（レコード・マネジメント団体）

1983 年

レコード・マネジメントに強く関心を示したアー
キビスト（マイケル・クックなど）によって 1977
年 に 組 織 さ れ た The Records Management
Group（レコード・マネジメント・グループ）が
基 と な り 、 the International Records
Management Council （国際レコード・マネジメ
ント評議会）及び the Association of Records
Managers and Administrators（ARMA）との提
携を受け、設立。

The Association of County Archivists
（州アーキビスト団体）

1980 年

1980 年の The National Heritage Act 1980 （国
家遺産法）の施行を受け、地方自治体の記録局や
アーカイブズで働くアーキビストを代表する目
的で設立。

National Council on Archives
（全国アーカイブズ評議会）

1988 年

上記の流れを受け、州アーキビスト団体、SoA、
並びに BRA などの団体が「National Archives
Policy（国家アーカイブ方針）」の確立を働きか
け、設立された方針策定並びに開発のための団
体。

The Chartered Institute of Library
and Information Professionals
（英国図書館及び情報専門家会）

2002 年

The Library Association（ 図書館団体）、the
Association
of
Special
Libraries
and
Information Bureaux（専門図書館情報連盟団
体）、並びに Institute of Information Scientists
（情報科学者協会）が合体形成された団体で、レ
コード・マネジメントを含む情報マネジメントに
おいて活発に活動。
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イギリスには複数の専門職団体が存在する（【表 7】参照）。その歴史は 1932 年にまで
さかのぼることができ、イギリスの大学・大学院におけるアーキビスト養成教育の始まり
と発展はこれら専門職団体の貢献と関わりに依るところが大きい。
主に初期のアーカイブ界に深く関与した専門職団体は 1932 年に設立された BRA で、特
に 1947 年の高等教育機関におけるアーキビスト教育の誕生に大きく貢献した。PRO や政
界との関係も深く、1948 年にはその会員数が 970 名に達するほどであったが、1960 年代
以降、SoA（旧 The Society of Local Archivists（地方自治体アーキビスト団体）であり、
現在の ARA）がリーダーシップをとるようになる。SoA は、地方自治体記録局数の増加を
受け、1947 年に The Society of Local Archivists（地方自治体アーキビスト団体）として、
イギリスで初めてアーキビストだけで形成された専門職団体であり、現在のアーキビスト
養成とアーカイブ教育の公式構造（認定アーキビストと承認システム）の基礎を確立した。
SoA は、大学教育とは別に、認定アーキビストのルートを辿らず実務に携わっている者を
対象とした独自のアーキビスト養成ディプロマ・コースを提供していたことがあるが、組
織体制や財政上の問題から 2000 年にこのコースは閉設された。
ARA（旧 SoA）では、現在、認定アーキビストをさらに専門家として養成する「ARA
Professional Development Programme（ARA 専門家養成プログラム）」を行なっている。
これは、最新のベスト・プラクティスと企業や雇用者達との協議に基づき構築された
「Continuing Professional Development（専門家継続養成、以下「CPD」という。）」の
「Competency Framework（資格認定構造）」の下、アーキビストの認定レベルを高めよ
うとするシステムである。ARA の会員を対象とし自己申請制になっている。申請には
mentor（指導者）を必要とする。現時点では 3 つの認定レベルが存在する（【表 8】参照）。
【表 8】ARA Professional Development Programme（ARA 専門家養成プログラム）における認定レベル46
認定レベルの名称

対象

Foundation Membership（初級）

ボランティアや見習い訓練生を含めア

申請資格
1 年以上の職務経験

ーカイブ分野で仕事を始めたばかりの
者
Registered

認定アーキビスト

3 年以上の職務経験

Fellow Membership（フェ ロー）

Registered

9 年以上の職務経歴

ARA が提供する「認定」アーキビス

定されており、CPD 審査を終えている

トの最高位

者

2.3.2

Membership（公認）

Membership（公認）に認

認証・資格制度

1）概要
上述参照。
2）認証・資格の習得／更新方法
上述参照。
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2.4

まとめ

以上のように、イギリスにおいて、アーキビストの養成は、専門職団体のひとつである
ARA による承認システムの下、大学院レベルで行なわれる教育が主となっている。大学院
の養成プログラムへの入学には実務経験を要し、プログラムを修了することでアーキビス
トとして認定される。この制度の確立に関して国及び TNA による公式な関与はなく、ま
た、国レベルでの独立したアーキビスト養成学校は存在しない。
この制度は全国規模で認知されており、認定アーキビストは、TNA や地方自治体記録局
をはじめとする公的機関だけでなく、あらゆる分野のアーカイブズ機関（団体、施設、並
びに部署などを含む）において、アーカイブズ、記録管理及び情報マネジメントの専門家
として雇用されている。
アーカイブズを取り巻く環境は、常に急速に変化している。その環境の中において、1838
年に「Public Record Office Act 1838（公記録局法）」が施行されてから今日に至るまで、
時代と社会のニーズの変化に順応できる新しいスキルと知識を持つアーキビストを養成す
るために、アーカイブ分野の専門家達が尽力してきた歴史が、現在のイギリスにおけるア
ーキビストの養成制度を構築したと言えるだろう。また、ARA による承認制度は、常に変
化し続けているアーカイブズ分野で専門家として対応できるアーキビストを養成するため
のプログラムを大学が提供する原動力になっていると筆者は考える。1960 年代にレコー
ド・マネジメントの必要性をいち早く訴え、イギリスで初めてアーキビスト養成プログラ
ムにレコード・マネジメントを組み込んだリバプール大学や、IT の急速な発展と普及を受
け早期に digital preservation（電子記録の保存）をプログラムに取りいれたグラスゴー大
学などが良い例と言える。
イギリスでは、専門家による働きかけと貢献によってアーキビスト養成制度が確立され
たが、戦略的かつ体系的に発展したわけではなく、教育を受ける大学によって学べる内容
が異なることや、認定を専門職団体が行なっていることの不安定さなど、懸念される要因
も少なくなく、例えば、ドイツやフランスの養成制度と比較すると、決して安定した制度
とは言えないだろう。2019 年 2 月にドイツのマルブルグ・アーカイブ大学校で行なった
アーキビストの養成制度に関する聞き取り調査の際、国家レベルでの養成が、アーキビス
トの専門家としての地位を確実で強固なものにしていること、また、専門性の高いアーキ
ビストを生みだしていることを目のあたりにした。マルブルグ・アーカイブ大学校を卒業
したアーキビストの知識とスキルの高さは国家レベルでの教育と訓練故であり、日本にお
いてアーキビスト養成のための公式な制度を確立するにあたり、国立公文書館のイニシア
ティブは必要不可欠なものであると感じている。
イギリスの高等教育機関でのアーキビスト養成は、教育による養成だけでなく実務訓練
とのセットである。養成プログラムの受講生は実務を経験した後に入学するため、実務を
理解した上で理論を学ぶことができる。この実務ありきの教育制度はアーキビスト養成に
重要で、日本のアーカイブ教育に最も欠けている要素であると思われる。アーキビスト養
成制度考案には、TNA が提供しているような traineeship programme（見習い訓練生雇
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用プログラム）の導入についても検討されることを期待したい。また、今後さらに IT の知
識と技術に精通したアーキビストの必要性が高まるのは避けられないと思われるため、同
じく TNA が提供している「Bridging the Digital Gap: Technical Traineeships in Archives
（デジタル格差を縮める：アーカイブズ施設における技術見習い訓練生雇用）」プログラ
ムのような要素も併せて参考にしたい。
その他、ARA が提供しているアーキビストとして認定された者をさらに専門性の高い専
門家として養成する研修システムも、日本におけるアーキビスト養成制度構築の際に参考
になるのではないだろうか。知識やスキルは陳腐化し、学ぶ必要性がなくなるということ
は決してない。医師の専門医制度のような、専門家として常に知識とスキルを更新できる
制度も、日本のアーキビスト養成制度を考案する際の検討材料のひとつとして考える必要
があるかもしれない。
最後に、日本でも、雇用側による専門性の認識向上を併せて期待したい。イギリスのア
ーキビスト募集要項には認定アーキビストであることが必要条件として記載されている。
これは専門家を必要とする雇用者側の要求が高いこと、また、アーカイブズ及び記録管理
の専門性を雇用者あるいは社会が理解していることを示していると考えるからである。
【主な参考情報（順不同）】47
· E, Shepherd、Archives and Archivists in 20th Century England、2009 年、Ashgate
Publishing Limited、Surrey、UK
· TNA ウェブサイト、http://www.nationalarchives.gov.uk/
· ARA ウェブサイト、https://www.archives.org.uk/
· UCL ウェブサイト、https://www.ucl.ac.uk/information-studies/
· リバプール大学ウェブサイト、https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-archive-studies/
· アベリィストウィス大学ウェブサイト、https://www.aber.ac.uk/en/dis/courses/
· ダンディー大学ウェブサイト、https://www.dundee.ac.uk/cais/
· グラスゴー大学ウェブサイト、
https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/informationmanagementpreservation/
1

2

3

4

5

Public records は必ずしも日本の「公文書」と同じではないため、本稿では public records は公記録
という言葉で表すこととする。
本稿において、records を指す際、documents（文書）と区別するため、「記録」という語を使用する
こととする。
「附則 1 項 2(2) 及び 3 項(2)に記載されている機関や団体が作成する記録」とは、完全にあるいは主
にスコットランド州において運営している団体、あるいは、スコットランド事情に関連のある団体の
記録、Government of Wales Act 2006（ウェールズ政府法）においてウェールズ州の公記録と定義さ
れている記録、ならびに、公記録法の対象となる博物館および美術館の収蔵品などを指す。
本稿では、施設や機関としての archives、あるいは、資料としての archives を意味する場合、アーカ
イブズという言葉を使用し、それ以外については、英語表記に特別な意味がある場合を除き、アーカ
イブとする。
2003 年から 2006 年の間に、公記録局、The Royal Commission on Historical Manuscripts（王立手
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稿史料委員会）、Her Majesty's Stationery Office（王立印刷局）、ならびに、the Office of Public
Sector Information（公共機関情報局）が統合され、TNA に改組。
6 TNA、 Our History、http://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/what-we-do/our-history/
（2019 年 7 月 31 日）。
7 「グリッグ・システム」は 1950 年代に考案された、一次評価と二次評価という二段階方式による公
記録の評価選別システムである。グリッグ・システムはファイル単位の評価選別作業が要求されるた
め、2000 年前後を境に徐々にシリーズ単位で評価する「functional appraisal（事業単位別評価選
別）」方式との併用へ移行されていった。TNA、Appraisal Policy Background Paper - The ‘Grigg System’
and Beyond、http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/informationmanagement/background_appraisal.pdf（2019 年 7 月 28 日）；Honer, E and Susan Graham、Liber
Quarterly 11 (2001)、pp.388-390。
8 TNA、 Our History、http://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-role/what-we-do/our-history/
（2019 年 6 月 20 日）；TNA、Historical Manuscripts Commission、
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/our-archives-sector-role/historicalmanuscripts-commission/（2019 年 7 月 31 日）；森本祥子、「イギリスにおける民間アーカイブ
ズ：その保存へのとりくみ（Private Archives in the United Kingdom）」、『アーカイブズ学研
究』19 号、2013 年 11 月、pp.70-87。
9
TNA、Archive Service Accreditation、http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/archive-serviceaccreditation/（2019 年 7 月 28 日）。2013 年から申請が開始された ASA は、イギリスのアーカイブ・
サービスのベスト・プラクティスと標準を定義づけるものであり、Archive Service Accreditation Panel
（アーカイブ・サービス承認委員会）によって審査認証される。民間及び公的機関のどちらにも当て
はまり、特に PRA で定められている「Places of Deposits（公記録収蔵場所）」に想定される機関・団
体にとっては法遵守における有効なツールと言えるだろう。2018 年度末までの申請数は全国（スコッ
トランド地方及び北アイルランド地方を含む）で 165 件である（TNA、Statistics and Outcomes:
Report on UK Applications and Awards for Archive Service Accreditation (June 2018 - May
2019)、https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/archive-service-accreditationstatistics-and-outcomes-2018-19.pdf（2019 年 7 月 28 日）。
10 TNA、 Find an Archive、https://discovery.nationalarchives.gov.uk/find-an-archive（2019 年 6 月 29
日）。
11 旧 The Society of Archivists（アーキビスト団体）。
12 E, Shepherd、 Archives and Archivists in 20th Century England、pp.28-30。
13 『Report on Local Records of 1902（1902 年における地方記録に関する報告書）』（E, Shepherd、
前掲書、pp.171-175）。また、『Report on Local Records 1912（地方記録に関する報告書 1912
年）』の中で、当時 record officer（記録担当職員）を養成する仕組みが存在しなかったことも報告さ
れている（E, Shepherd、前掲書、pp.30-33）。
14 E, Shepherd、前掲書、p172。
15 E, Shepherd、前掲書、pp.133-136。
16 E, Shepherd、前掲書、p175。
17 旧 The Society of Local Archivists（地方自治体アーキビスト団体）、現在は ARA。
18 E, Shepherd、前掲書、pp.175-181 に記載されている情報から筆者が作成したものである。
19 E, Shepherd、前掲書、p191。
20 E, Shepherd、前掲書、pp.199-204。
21 E, Shepherd、前掲書、p202。
22 E, Shepherd、前掲書、p65。
23 ARA, Operating Procedures and Assessment Criteria of the Archives and Records Association
Qualifications Accreditation Panel、pp.10-19、
https://www.archives.org.uk/images/Careers/Accreditation_Criteria_2018.pdf（2019 年 7 月 20 日）。
24 Postgraduate Diploma（大学院ディプロマ）は、日本にはない大学院の学位である。修士課程と同
じプログラムを受講するが、修士論文を書かずに修了する。
25 TNA、 Routes of entry to the archives profession、
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http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/routes-of-entry-to-the-archivesprofession.pdf（2019 年 6 月 29 日）；ARA、Careers in Archives、
https://www.archives.org.uk/careers/careers-in-archives.html（2019 年 6 月 29 日）。
26 Plymouth University （プリマス大学）がアーカイブズ学における新しいコースを開設したが、現時
点ではまだ ARA の承認を受けていない（ARA、前掲 URL（2019 年 7 月 10 日）。なお、
Norhumbria University（ノーザンブリア大学）は、大学関係者によると記録管理分野のみ ARA の
承認を受けているとのことだが、ARA および TNA のウェブサイトでは確認できなかった。
27 イギリスの大学（学士）において、成績の最上位ランク二つを上から「First（ファースト）」、
「2:1（ツーワン）」と分類しており、本稿で示す成績上位とは「2:1（ツーワン）」以上のことを指
す。
28 イギリスのアーキビストには、学部時代に古典、法律、英文学や外国語を専攻していた者が多いよう
である（ARA、Careers FAQs、https://www.archives.org.uk/careers/careers-faqs.html（2019 年 7
月 28 日）。
29 【表 3-1】～【表 3-5】は、各大学のウェブサイト掲載情報を基に筆者が作成したものである。各大
学のウェブサイトの URL は末尾の参考文献情報を参照されたい。
30 なお、学位の欄にはアーキビストとして認定されるために最小限必要な学位である PGDip あるいは
修士の有無のみ記載し、博士課程（Ph.D）に関しては表記していない。
31 Master of Science の略語で、イギリスにおいて理学修士号を指す。
32 Master of Letters の略語で、イギリスにおいて文学修士号のひとつを指す。
33 このプログラムが ARA に承認されているかどうかについて、大学および ARA のウェブサイト上で
は確認ができなかった。
34 E, Shepherd、前掲書、pp.185-187。
35 リバプール大学のウェブサイト掲載情報を筆者がまとめたものである。
36 MA のみ。
37 各モジュールの内容については、ARMA International 東京支部発行の機関誌『Records and
Information Management Journal』第 36 号（2018 年 6 月）～第 40 号（2019 年 9 月）に掲載中の
連載「アーキビストの視点」第 1～5 回を参照されたい。
38 ARCHDIS、 Summer School 2011、http://www.archidis-naet.eu/program2011.html。
39 ARA、 Careers in Archives、https://www.archives.org.uk/careers/careers-in-archives.html（2019
年 7 月 30 日）。
40 この統計値については、2009 年に、コースディレクターである Dr. Proctor から口頭で教示を得た。
41 TNA、 Training、http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/training/（2019
年 6 月 29 日）。
42 TNA、 Bridging the Digital Gap: Technical Traineeships in Archives、
http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/projects-and-programmes/bridging-digital-gaptechnical-traineeships-archives/（2019 年 6 月 29 日）。
43 E, Shepherd、前掲書、Chapter 6、pp.143-170；ARA、 Qualifications levels and benefits、
https://www.archives.org.uk/cpd-the-ara-professional-development-programme/qualificationlevels-and-benefits.html（2019 年 7 月 29 日）；ARA、Six Steps to ARA Professional Status、
https://www.archives.org.uk/cpd-the-ara-professional-development-programme/six-steps-to-araprofessional-status.html（2019 年 7 月 30 日）。
44 TNA、 Training Courses and Events、http://www.nationalarchives.gov.uk/informationmanagement/training/（2019 年 7 月 28 日）。
45 E, Shepherd、前掲書、Chapter 6、pp.143-170 に掲載の情報を基に筆者が作成したものである。
46 ARA、 Qualification levels and benefits、https://www.archives.org.uk/cpd-the-ara-professionaldevelopment-programme/qualification-levels-and-benefits.html（2019 年 7 月 30 日）。
47 その他の典拠情報については都度脚注に表記した。

（白川栄美

英国認定アーキビスト・日本アーカイブズ学会役員）
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3 ࣇࣛࣥࢫ
3.1 ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬไᗘࡢᴫせ
3.1.1 ⏝ㄒࡢᐃ⩏
1㸧࣮࢝ࣈࢬ
 ࣇࣛࣥࢫࡢ㛵㐃⌧⾜ἲ1࠾࠸࡚㸦1979 ᖺ㸯᭶㸱᪥࣮࢝ࣈࢬ㛵ࡍࡿἲࢆࡶࡋࠊ
2004 ᖺ 2 ᭶ 20 ᪥බᕸࡢᩥ㑇⏘ἲྜయࡉࢀࡓࡢࡕࠊ2016 ᖺ 7 ᭶ 7 ᪥᭱⤊ᰯゞࢆཷ
ࡅࡓࡶࡢ㸧
ࠊ࣮࢝ࣈࢬࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣮࢝ࣈࢬࡣࠊࢹ࣮ࢱࢆྵࡴ㈨ᩱࡢ⥲య࡛ࠊ᪥ࠊಖᏑሙᡤࠊᙧᘧཬࡧᨭᣢయࡢ
ዴఱࢆၥࢃࡎࠊ࠶ࡽࡺࡿಶே࠶ࡿ࠸ࡣἲேࠊࡉࡽࡣබⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ⚾ⓗ࡞⤌⧊ࡀࠊࡑ
ࢀࡽࡢάືࡢᐇ㝿ࡋ࡚ࠊ⏕⏘ࡍࡿ࠶ࡿ࠸ࡣཷ㡿ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
2㸧࣮࢟ࣅࢫࢺ
 ࣇࣛࣥࢫࡢ࣮࢝ࣈࢬᑓ㛛⫋ࡣࠊᅜᐙබົဨࡋ࡚ࡢᑓ㛛ᐁྡ⛠࡛ࡣࠊࡢ㈨ᩱ࣭
ሗ⟶⌮ᑓ㛛⫋ྠᵝࠊಖᏑᐁ㸦conservateur㸧ࡤࢀࠊᏛ࢟ࣕࣜࡼࡿࣛࣥࢡࡀ
࠶ࡿࠋ⌧⾜㛵ಀἲࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬ㛵ࡍࡿᴗົࢆつᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢝ࣈࢬᢸᙜᑓ㛛
⫋ࡘ࠸࡚ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᐃ⩏ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ᪉ࠊබⓗ㒊㛛ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊẸ㛫㡿ᇦࡢ࣮࢟
ࣅࢫࢺࢆ⣕ྜࡋ࡚࠸ࡿࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢟ࣅࢫࢺ༠㸦Association des archivistes français㸧
࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏ࢆ࠼࡚࠸ࡿ2ࠋ
ሗᩥ㑇⏘⟶⌮ࡢᑓ㛛⫋ࠋ࣮࢟ࣅࢫࢺࡣࠊᴗࠊ⾜ᨻࠊ༠࡞ࠊᙼࡀാ࠸
࡚࠸ࡿ⤌⧊ࡢ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡾࠊ≉ࠊṔྐⓗ࣮࢝ࣈࢬࡢಖᏑࢆ
ᢸᙜࡍࡿࠋྠࠊሗฎ⌮ࡢ㙐ࡢⓎ⏕ഃࡶ㛵ࡋࠊ㈨ᩱࡣࡑࡢⓎ⏕ẁ㝵ࡽࡍ࡛
࣮࢝ࣈࢬ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࡢཎ๎ࢆ㛵ಀ㒊ᒁᚭᗏࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊୖグࡢࡼ࠺ࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࡢ㝣ㅖᅜྠࡌࡃࠊఏ⤫ⓗ࣮࢝ࣈࢬࡣ⌧
⏝࣭㠀⌧⏝ᩥ᭩ࢆ୍ᣓࡍࡿୖᴫᛕࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡣሗ⟶⌮ࡢࡍ࡚ࡢ㐣⛬㛵ࡍࡿ
ᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࠊ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3.1.2 ࣮࢝ࣈࢬไᗘᶵ㛵࣭タ
 ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊ୰ୡ௨᮶ࠊ⋤ᶒࡸᩍㅖᶵ㛵ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᩥ᭩グ㘓⟶⌮ࡀไᗘⓗ⾜
ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆௦ⓗ࡞බᩥ᭩㤋ไᗘࡣࠊࣇࣛࣥࢫ㠉ࡢࡉ࡞ᩚ࠼ࡽࢀࡓࠋ⌧ᅾࡲ࡛
⥆ࡃ୰ኸᩥ᭩㤋ࠊ┴ᩥ᭩㤋యไࡢタ❧ࠊୡ⏺ึࡢ࣮࢝ࣈࢬ❧ἲࡢไᐃ࡞࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢᚋࡶᩚഛࡣ㐍ࡳࠊ≉ 1897 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥ࡢ࣮࢝ࣈࢬ⥲ᒁ㛗
㸦Directeur des Archives㸧
ࡢタ⨨ࠊ
1936 ᖺ 7 ᭶ 21 ᪥ࡢᨻ௧ࡼࡿࠊ
ྛ┬ᗇᩥ᭩グ㘓ࡢᩥ᭩㤋ࡢ⛣⟶ࡢ⩏ົࠊ
࣮࢝ࣈࢬ⥲ᒁࡢチྍࡀ࡞࠸ᗫᲠࡢ⚗Ṇࡣࠊ⏬ᮇⓗ࡞㐍ᒎ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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 ᪉࡛ࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡶࠊ㛗࠸Ṕྐࢆᣢࡘ㒔ᕷඹྠయࡸ㝔㸦๓㏆௦ࡣ᐀ᩍタ㸧ࡀࠊἲ
ⓗ㈨᱁ࢆኚᐜࡉࡏ࡞ࡀࡽࡶ⌧ᅾࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࠸ࡃࡘࡣ⊂⮬ࡢᩥ᭩㤋ࢆ⊂⮬
⤒Ⴀࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ1924 ᖺ 4 ᭶ 29 ᪥ἲࡣࠊ100 ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓ⟶⌮ࡢᝏ࠸ᕷᩥ᭩㤋ࡢ㈨ᩱ
ࢆࠊ┴▱ࡀ⫋ᶒ࡛⛣⟶ࡍࡿࡇࢆᢎㄆࡋࡓࠋࡉࡽࠊ1928 ᖺ 3 ᭶ 14 ᪥ἲࡼࡾࠊ125
ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓබドேᩥ᭩ࡣࠊᅜᐙⓗᩥ᭩㤋⛣⟶ࡉࢀࡿ࡞ࠊ20 ୡ⣖ࡣࠊ࣮࢝ࣈ
ࢬ⟶⌮㡿ᇦ࠾ࡅࡿᅜᐙࡢᑟⓗ࡞ᙺࡀⰍ⃰࠸௦ࡀ⥆࠸ࡓࠋẸ㛫ᴗࡸ༠➼ࡢ࣮
࢝ࣈࢬࡘ࠸࡚ࡶࠊ㠀ṇつࡢ࣮ࣝࢺࡼࡿ㞟ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ1983 ᖺタ❧ࡉ
ࢀࠊ1993 ᖺ⌧ᅾᆅ࡛ࣝ࣋㛤㤋ࡋࠊ2007 ᖺ 1 ᭶ᅜᐙⓗᩥ᭩㤋ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀࡓ⏘
ᴗປാ୰ኸᩥ᭩㤋㸦Archives nationales du monde du travail㸧ࡶࠊࡇࡢ㛫ࡢ⤒⦋ࢆࡼࡃ
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ20 ୡ⣖ᮎࢆ㏄࠼ࠊࣇࣛࣥࢫࡢ࣮࢝ࣈࢬไᗘࡣ᰿ᮏⓗ࡞ኚᐜࡢ௦ࢆ
㏄࠼ࡿ⮳ࡗࡓࠋ1979 ᖺ 1 ᭶ 3 ᪥ࠊ⣙ 200 ᖺࡪࡾ᪂ࡓไᐃࡉࢀࡓ࣮࢝ࣈࢬἲ
ࡣࠊሗࡸබ㛤ࠊ♫ࡢ㏆௦➼ᑐᛂࡍࡿ㔝ᚰⓗ࡞ᨵ㠉࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ᘓ≀ᘓタࡢ
ᮇᚅࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡢືࡁࡣࠊᅜᐙࡸ♫ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࡢືࡁ㐃ືࡋ࡚ࠊᑡ࡞
ࡃࡶ࣮࢝ࣈࢬ㛵ಀ⪅ࡢணࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 2004 ᖺࠊ࣮࢝ࣈࢬἲࡣࠊ᪂ࡓไᐃࡉࢀࡓᩥ㑇⏘ἲࡢ࡞ྜయࡉࢀࡓ୍᪉
࡛ࠊ2008 ᖺ 7 ᭶ 15 ᪥ἲࡣࠊᕷẸࡢሗබ㛤ಁ㐍࣮࢝ࣈࢬಖㆤ࠸࠺┠ᶆ㸦ಶே
ࡢᶒබ┈㸧ࢆᥖࡆࡓࠋࡉࡽࠊ2010 ᖺ 1 ᭶ 13 ᪥ࠊఏ⤫࠶ࡿࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢝ࣈࢬ
⥲ᒁࡣࠊᩥ┬ᩥ㑇⏘⥲ᒁタ⨨ࡢ࠶࠾ࡾࢆཷࡅ࡚ࠊࡑࡢചୗࠊ┬ᗇ㛫࣮࢝ࣈࢬ࣭ࢧ
࣮ࣦࢫ㒊㛛㸦service interministériel des Archives de France㸧᱁ୗࡆ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᨻᗓࡀ᥎ࡋ㐍ࡵࡿᆅ᪉ศᶒ㐃ືࡋ࡚ࠊᆅ᪉ᩥ᭩ࡢᆅᇦඹྠయࡢ⛣⟶㸦1983
ᖺ 7 ᭶ 22 ᪥ἲ㸹ᩥ㑇⏘ἲ Article L212-6 ཧ↷㸧࡞ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ㸦┴ᩥ᭩㤋ࡢᶒ
㝈ࡢ⦰ᑠ㸧ࠋ⌧ᅾࠊࣇࣛࣥࢫࡢᆅᇦ࣮࢝ࣈࢬ㈨ᩱࡣࠊཎ๎ⓗࡣࠊᆅ᪉⮬ࡢᢸ࠸ᡭ࡛
࠶ࡿᆅ᪉ホ㆟ࡢࡶ࡛⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪉ࠊẸ㛫ᴗഃࡢືࡁࡀάⓎࡋࡓࡢࡀ 20 ୡ⣖ᮎ࡛࠶ࡾࠊ1974 ᖺࢧࣥ㸻ࢦࣂࣥ♫
ࡀࠊᑓ㛛⫋ࡀ⤫ᣓࡍࡿ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊ࢆタࡅࡓࡢࡀ᭱ึࡢ㔜せ࡞࡛࠶ࡿࠋ20 ୡ⣖ᮎ
ࡽ 21 ୡ⣖ࡅ࡚ࠊࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᒎ㛤㸦ISO 15489 ࡞㸧ᅜ
ෆእࡢᩥ㑇⏘ᨻ⟇ࡢಁ㐍ࡀࠊẸ㛫㡿ᇦࡢ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡶࡁ࡞่⃭ࢆ࠼ࡓࠋࡉ
ࡽࠊ1905 ᖺタࡉࢀࡓࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡀࠊ㛗ࡽࡃᅜᐙⓗ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ
ࡳࡋ࡚࠸ࡓဨ㈨᱁ࢆᣑࡋࡓࡢࡀ 1970 ᖺ௦࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾ⣙ 1900 ேࡢဨࡢෆࠊ୕ศ
ࡢ୍ࡀẸ㛫㒊㛛ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ
3.2 ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ
3.2.1 ᴫせ
 ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࡣࠊ20 ୡ⣖ᮎࡲ࡛ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ⊂⮬ࡢ㧗➼ᩍ⫱ไᗘ
࡛࠶ࡿࢢࣛࣥࢻ࣭ࢮࢥ࣮ࣝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠊᅜ❧ᩥ᭩Ꮫᰯ㸦Ecole nationale des Chartes㸧
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ࡀᐇୖ⊂༨ⓗᤸᥱࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ1970 ᖺ௦௨㝆ࠊࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡢ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ㌿ࡢ
ᙳ㡪ࡢࡶࠊ᰿ᮏⓗ࡞ኚᐜࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊ60 ᖺ௦ᮎ௨㝆ࠊࣇࣛࣥࢫ♫ᩍ⫱ࡢ㏆௦ࢆಁ㐍ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ≉ࠊ
㧗➼ᩍ⫱ࡢ㐍Ꮫ⪅ᖜቑຍ㸦1988 ᖺࡣࠊࣂ࢝ࣟࣞྲྀᚓ⪅ࢆᙜヱᖺ㱋ࡢ 80㸣ࡍࡿ
ࡇࢆ┠ᶆᥖࡆࡓ㸧ࠊཬࡧ⫋ᴗᩍ⫱ࢆᖜྲྀࡾධࢀࡓ᪂ࡓ࡞㧗➼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ
౪ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࠋᚑ๓ᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗᩍ⫱ࡉࢀࡓᑡᩘࡢ≉ᶒⓗ࢚࣮ࣜࢺ
ࡼࡿࠊᅜ୍ᚊࡢᅜᐙᶒຊᨭ㓄ែໃࡽࠊከᵝ࡞⫋ᴗᩍ⫱ࢆཷࡅࡓከࡃࡢ㧗➼ᩍ⫱ච≧ྲྀ
ᚓ⪅ࡀࠊẸ㛫ᴗࡸᆅ᪉ศᶒࡢࡶ࡛⏕ࡲࢀࡓ⮬⤌⧊࠾࠸࡚ά㌍ࡍࡿ♫ࡢኚ
࡛࠶ࡾࠊ1980 ᖺ௦ࡽḢ⡿ྛᅜ࡛ඹ㏻㐍⾜ࡋࡓືࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾࠊA ࣦ࢙ࣞࣝࡢᅜᐙಖᏑᐁ㸦conservateur de l’Etat
(Catégorie A)㸧࠸࠺᭱㧗ࣦ࢙ࣞࣝࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࡣࠊᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓ㸦Institut
national du patrimoine㸧ࡀ⟶㎄ࡋࠊᩥ᭩Ꮫᰯࡣࡑࡢ‽ഛᏛ⣭ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ≉ᏛࡀࠊᏛኈྕ licence㸦ࣂ࢝ࣟࣞྲྀᚓᚋ 3 ᖺ㸧ࠊಟኈྕ master㸦ࣂ࢝ࣟࣞ
ྲྀᚓᚋ 5 ᖺ㸧ࡢࢥ࣮ࢫࢆࠊከ✀ከᵝ࡞ᑓ㛛㡿ᇦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡶᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࠊࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ࡋ࡚ࡣࠊᩥ᭩ᏛᰯࡸᏛࠊࡉࡽࡣᩥ᭩㤋➼ࡢᶵ㛵ຍ࠼
࡚ࠊ≉ࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡀ⊂⮬ࡢᐇࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3.2.2 Ꮫ࣭Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
 ࣇࣛࣥࢫࡢᏛࡣࠊᇶᮏⓗࡍ࡚ᅜ❧࡛ࠊไᗘⓗࡣ୍ᐃࡢ⮬ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓἲே࡛
 ࠙⾲ 1ࠚྛᏛࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࢫ ͤタᖺࡀ✵ḍࡢሙྜࡣ᫂
Ꮫ➼

Ꮫ

タᖺ

1993

Ꮫࡢ✀㢮㸸ᩍ⫱ෆᐜ➼

⫋ᴗᏛኈྕ

ࣥࢪ࢙

ㄢ⛬

ࣜࣝ

ಟኈྕㄢ⛬

࢚ࢡࢫ㸻࣐ࣝࢭࣘ

2005

࣮࢝ࣈࢬཬࡧᅗ᭩㤋⫋㸸Ṕྐ࣓ࢹࢹࢪࢱࣝேᩥᏛ

࣑ࣥ

2006

ṔྐᏛ࣭ᆅ⌮Ꮫ㸸࣮࢝ࣈࢬཬࡧᛂ⏝ሗᏛ

ࣥࢪ࢙

1994

ṔྐᏛ࣮࢝ࣈࢬ࣭ᅗ᭩㤋⫋

ࢹࢪࣙࣥ

2017

20ࠥ21 ୡ⣖ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭࣮࢝ࣈࢬ

ࣜࣚࣥ

2017

࣮࢝ࣈࢬ

࣑࣮ࣗࣝࢬ

1976

࣮࢝ࣈࢬᏛ

ࢺ࣮ࣝࢬ

2004

ሗᏛࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ(࣮࢝ࣈࢬᅗീ)ࠊሗ⛉Ꮫ

ࣃࣜ➨ 13

2008

Ṕྐ㑇⏘㸦࣮࢝ࣈࢬࠊᅗ᭩㤋ࠊࢹࢪࢱࣝேᩥᏛ㸧

㺙㺻㸻㺔㺻㺞㺻㸻㺏㺻㸻㺐㺑㺼㺶㺥

2001

ᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮㸧

࣮࢝ࣈࢬࠊ࣓ࢹࠊ㑇⏘㸦┿ཬࡧ㡢ኌ㈨ᩱࡢ⟶⌮㸧

ࣦࢽࣙࣥ

㑇⏘ࢹࢪࢱࣝᩥ

࢝ࣥ

Ṕྐ㑇⏘

ࢡࣞࢸࣘ
Ꮫᅛ᭷ࡢච≧
༤ኈྕㄢ⛬

ሗ⫋㸸࣮࢝ࣈࢬࠊ࣓ࢹࠊ㑇⏘

࣏࣡ࢳ࢚
ࣥࢪ࢙

Ṕྐ࣓ࢹࠊᅗീ㡢ኌ㈨ᩱࡢಖᏑ
2008
2013

࣮࢝ࣈࢬ࣮࢝ࣈࢬ⫋
࣮࢝ࣈࢬᏛ⌧⏝㈨ᩱ⟶⌮
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࠶ ࡿ ࠕ Ꮫ ⾡ ⓗ ࣭ ᩥ  ⓗ ࣭ ⫋ ᴗ ⓗ ᛶ ᱁ ࡢ බ ⓗ ᶵ 㛵 Etablissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnelࠖ⛠ࡉࢀࡿ㢮ᆺࡢ୍㒊ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛኈྕࠊ
ಟኈྕࠊࡉࡽࡣ༤ኈྕ doctorat㸦ࣂ࢝ࣟࣞྲྀᚓᚋ 8 ᖺᚋྲྀᚓ㸧ࡢ 3 ࡘࡢᏛࢆᤵࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡉࡲࡊࡲ࡞㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 2018 ᖺ⛅⌧ᅾ࠾࠸࡚ࠊ࣮࢝ࣈࢬ㡿ᇦ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
࠙⾲ 1ࠚࡢࡼ࠺ࠊྛᏛࡀࡑ
ࢀࡒࢀᅛ᭷ࡢࢥ࣮ࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ3ࠋ
 ࡇࡢࠊᚋゐࢀࡿᩥ᭩Ꮫᰯࡣ⊂⮬ಟኈྕࠊࣃࣜ➨ 4 Ꮫࡸ㧗➼◊✲㝔ඹྠ࡛༤
ኈྕㄢ⛬ࢆࠊࡉࡽࣆ࢚࣮ࣝࣇࢵࢺࡢᅜ❧୰ኸᩥ᭩㤋ࡣࣃࣜ➨ 8 Ꮫඹྠࡋ࡚ಟኈྕࠊ
ࣀ࣮ࣝ┴ᩥ᭩㤋ཬࡧ⏘ᴗປാ୰ኸᩥ᭩㤋ࡣࣜࣝᏛඹྠ࡛ಟኈྕㄢ⛬ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 Ꮫ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ᩍ⫱ࡣࠊ1970 ᖺ௦ࡍ࡛ጞࡲࡗ࡚࠸ࡓ࣑࣮ࣗࣝࢬ
Ꮫࢆእࡍࡿࠊᇶᮏⓗࡣࠊ1984 ᖺࢧࣦࣜἲࡼࡿᏛᨵ㠉௨ᚋࠊ≉ 1990 ᖺ௦
ࡽ 2000 ᖺ௦ᛴ㏿ᬑཬࡋࡓ࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢᬑཬ㸦⫋ᴗᏛࡢタ
Ꮫ⏕ᩘࡢቑຍ㸧ᆅ᪉ศᶒࡢᕧ࡞ືࡁࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
2㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ
 Ꮫ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬᩍ⫱ࡢᐇែࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢࢆ⤂ࡍࡿࠋ
ࡲࡎࠊࣥࢪ࢙Ꮫࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬㌟ࡀࡑࡢಟኈㄢ⛬ಟ⪅࡛࠶ࡿ㔝⥤ెࡼࡿሗ࿌
4ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊᙼዪࡢグ㏙ࢆࡶ␎㏙ࡍࡿࠋ

ࣥࢪ࢙ᏛࡣࠊᏛኈࠊಟኈࠊ༤ኈࡢࡍ࡚ࡢ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ࡢᅜᐙᏛࢆᤵࡋ࡚
࠸ࡿ⌧Ⅼ࡛ࡣ၏୍ࡢᏛᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋ
ṔྐᏛࡽⓎᒎࡋࡓࡢࡕࠊ
ᅗ᭩㤋Ꮫࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᇶᮏⓗࠊ࣮࢝ࣈࢬᅗ᭩㤋ࡢ᪉ಀࡿᖜᗈ࠸⣲㣴ゐࢀࡿᏛኈㄢ⛬ࠊ࣮࢝ࣈ
ࢬ≉ࡋࡓᑵ⫋ࢥ࣮ࢫࡋ࡚ࡢಟኈㄢ⛬ࡽ࡞ࡿࠋᑓ௵ᩍဨࡣࠊṔྐᏛࡢ༤ኈྕࢆྲྀᚓ
ࡋࠊ┴ᩥ᭩㤋࡛ࡢ 15 ᖺࡢົṔࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠊᩥ᭩Ꮫᰯཬࡧᩥ㑇⏘ᶵᵓ㸦ᙜࡣᏛᰯ㸧
࡛Ꮫࢇࡔࡢࡕࠊ┴ᩥ᭩㤋㛗ࢆົࡵࡓ⪅ࡢ 2 ྡ࡛࠶ࡿࠋ
 ಟኈㄢ⛬ࡢධᏛࡣࠊṔྐᏛࡢᏛኈྕ࠶ࡿ࠸ࡣྠ➼ࡢච≧ࡢྲྀᚓࡀᚲ㡲ࡔࡀࠊྂ᭩య
Ꮫࡸࣛࢸࣥㄒ࡞ࡢ⬟ຊࡣせồࡉࢀ࡞࠸ࠋᐃဨࡣ⣙ 20 ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋಟኈㄢ⛬࡛ࡣࠊᇶ♏
ㄽࡸᑓ㛛ᤵᴗࡢࠊලయⓗ࡞࣮࢝ࣈࢬࣇ࢛ࣥࢻࢆᑐ㇟ࡋࡓฎ⌮ᐇ⩦◊ಟࠊ2 ᖺ
┠ࡣㄽᩥࡢᇳ➹ཬࡧ◊ಟࡀㄢࡉࢀࡿࠋ
 ࡑࡢࡢᏛࡘ࠸࡚ࡶࠊ࠸ࡃࡘࢆ࠶ࡆࡼ࠺ࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊಟኈㄢ⛬ࡢ㸰ᖺ
┠ࡀ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃≉ࡋࡓࢥ࣮ࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ಟኈ㸰 Master 2㸧
ࠋ
 ࢹࢪࣙࣥࡢࣈࣝࢦ࣮ࢽࣗᏛ࡛ࡣࠊேᩥ♫⛉Ꮫ㡿ᇦࡢṔྐᏛ㒊㛛ࡢ࡞㸦ᐃဨ 55
ྡ㸧ࠊ
ࠕ20ࠊ21 ୡ⣖ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭࣮࢝ࣈࢬࠖ࠸࠺ಟኈୖ⣭ࢥ࣮ࢫࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱┠ᶆࡋ࡚ࠊࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢝ࣈࢬࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⌧௦࣮࢝ࣈࢬ㛵ࡍࡿ▱㆑
ྲྀࡾᢅ࠸ࢆ≉グࡋ࡚࠸ࡿࠊ≉ⱥㄒࡼࡿᤵᴗࢆࡋࡓࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩍ⫱ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛤ㅮ⛉┠ࡋ࡚ࡣࠊᗫᲠ㑅ูࠊಖᏑ౯್ࡅࠊᶆ‽ࠊ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࡞
ࡽ࡞ࡿࠕ࣮࢝ࣈࢬᏛࠖࠊἲไᗘࠊ࣮࢝ࣈࢬᨻ⟇ࡽ࡞ࡿࠕ᪉ἲㄽࠖ
ࠊ◊✲࣭ᩥ
ไᗘᨻ⟇ࠊᅜෆ࣭ୡ⏺ࡢ࣮࢝ࣈࢬᨻ⟇ᐇ㊶ࡽ࡞ࡿࠕ⌧௦ᩥ࣭࣮࢝ࣈࢬ
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ࡢၥ㢟Ⅼࠖ⛉┠⩌ࠊᩥ㑇⏘ࡢṔྐே㢮Ꮫࠊ࣓ࢹྐ࡞ࡽ࡞ࡿࠕ㑇⏘ࠖ㛵㐃⛉┠
ࡀ࠶ࡾࠊㄽᩥ 4ࠥ6 ࣨ᭶ࡢ◊ಟࡀㄢࡉࢀࡿ5ࠋ
 ࣑ࣥࡢࣆ࢝ࣝࢹ࣮Ꮫ࡛ࡶྠࡌࡃࠊேᩥ♫⛉Ꮫ㡿ᇦࠊṔྐ࣭ᆅ⌮㒊㛛ࡢࠕṔྐࠊ
ㅖᩥ᫂ࠊ㑇⏘ࠖಟኈㄢ⛬࠾࠸࡚ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⫋ᛂ⏝ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠖ࠸࠺ୖ⣭ࢥ࣮
ࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᐃဨ 20 ྡ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᇶ♏⛉┠ࡢࠊㄒᏛࠊ⌧⏝ᩥ᭩⟶⌮ࠊἲ
ไᗘࠊ᪂ࡋ࠸ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠊࢹࢪࢱࣝ㐨ලࠊྂ᭩యᏛ࡞ࡢᑓ㛛⛉┠ࡀ㛤ㅮࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ
ㄽᩥࡢᇳ➹ཬࡧ 4 ࣨ᭶ࡢ◊ಟࡀㄢࡉࢀࡿ6ࠋ
 ࣭ࣝࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫᆅ᪉ࡢᩥ᭩㤋㐃ᦠࡍࡿࢧࣥ㸻࢝ࣥࢱࣥ㸻ࣥ㸻ࣦࣜࢾᏛ࠾
࠸࡚ࡣࠊேᩥ♫⛉Ꮫ㡿ᇦࡢᩥཬࡧࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㒊㛛ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮
࣮࢝ࣅࣥࢢࠖ࠸࠺ࠊྠࡌࡃୖ⣭ࢥ࣮ࢫࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ⛉┠ࡣ࠸ࡃࡘ
ࡢ⩌⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠕ࣮࢝ࣈࢬ⫋ᴫᛕ࡛ࠖࡣࠊᗎㄽࡢࠊࣇࣛࣥࢫࡢ
࣮࢝ࣈࢬ⫋ࠊἲไᗘⓗᯟ⤌ࡳࠊᑓ㛛ⱥㄒࠊ
ࠕ㈨ᩱసᡂ࣮࢝ࣅࣥࢢ⟶⌮࡛ࠖࡣࠊᗎ
ㄽࡢࠊ⌧௦ࢹࢪࢱࣝᩥ᭩Ꮫࠊホ౯㑅ูࠊᡓ␎ⓗ࣮࢝ࣅࣥࢢࠊ㈨ᩱసᡂࡢ⤌⧊ࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬࡢᢅ࠸ಖᏑ࡛ࠖࡣࠊࣇ࢛ࣥࢻグ㏙࣭ศ㢮ࠊࣇ࢛ࣥࢻࡢண㜵ⓗಖᏑࠊ༴ᶵ
⟶⌮ࠊࣇ࢛ࣥࢻࡢ≀⌮ⓗ⟶⌮ࠊ
ࠕࢡࢭࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣࠊࢡࢭࢫࠊࢹࢪࢱ
ࣝ㈨ᩱ㛵ࡍࡿㅖᶒᬑཬࡢၥ㢟Ⅼࠊ᮶㤋⪅ࠊᬑཬ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡓ␎ࠊ
ࠕ࣮࢝
ࣈࢬ⫋࡛ࠖࡣࠊࢧ࣮ࣦࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊࢧ࣮ࣦࢫ㒊⨫ࡢሗࢩࢫࢸ࣒ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ⟶⌮ࠊ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢ⌧௦ⓗၥ㢟࡞ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋㄢ⛬࠾࠸࡚ࠊࢳ࣮ࣗࢱ
࣮ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚ᩍ⫱ࢆ┘どࡍࡿࠊ4 ࣨ᭶ࡢ◊ಟࡀㄢࡉࢀࡿ7ࠋ
 ⥲ࡌ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫࡢᏛ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ᩍ⫱ࡣࠊᇶᮏⓗࡣࠊṔྐᏛ㡿ᇦ
⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃࠊಟኈㄢ⛬㸰ᖺ┠࡞ࡗ࡚ᑓ㛛㡿ᇦࡋ࡚≉ࡍࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ
࡞࠸ࠋࢸ࣮࣐ྡ⛠ࡽุ᩿ࡍࡿࠊᏛࡼࡿᡓ␎ࡣ୍ࡘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸
ࡿ⛉┠ྡࡶ࡞ࡾከᵝ࡛࠶ࡾࠊሗᏛࠊᩥ㑇⏘ࠊࡑࡋ࡚⌧௦ᩥ᭩㸦ࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡸࢹࢪࢱࣝ㈨ᩱ㸧ࡢᚿྥࡀᙉࡃࡳࡽࢀࡿࠋᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶࠊ࣮࢝ࣈࢬᏛᩍ⫱ࢆ
ᇶ♏ࡋࡘࡘࡶ࡞ࡾከᵝ࡛ࠊࡘࠊࣇࣛࣥࢫࡢᩍ⫱ไᗘ⯡ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊᩍဨᏛ
⏕ྠኈࡢ㛫ࡢࡸࡾࡾࡼࡗ࡚㐍⾜ࡍࡿᤵᴗࡀ࡛࠶ࡿࠋ
◊ಟࡀᚲಟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ
ಟㄽᩥࡢᇳ➹ࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿᏛࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
3㸧ಟ⪅ࡢ࡞ᑵ⫋ඛ
 ࣥࢪ࢙Ꮫࡢ࣮࢝ࣈࢬಟኈㄢ⛬ᅾ⡠ࡋࡓ㔝ࡼࡿࠊࣇࣛࣥࢫࡢᏛ࠾ࡅ
ࡿ࣮࢝ࣈࢬㄢ⛬ಟ⪅ࡣࠊᏛࡼࡿ㞠⏝᮲௳ࡢࣦ࢙ࣞࣝࡢᕪ␗ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊᇶ
ᮏⓗࡣࠊ
㸦◊✲⫋࡛ࡣ࡞ࡃ㸧⌧ሙᑵ⫋ཱྀࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋࣥࢪ࢙Ꮫࡢ༞ᴗ⏕ࡣ
ࡰဨ࣮࢝ࣈࢬ㡿ᇦᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࣇࣛࣥࢫࡢ㞠⏝⎔ቃ⯡ྠࡌࡃࠊ௵ᮇ
ࡁ㞠⏝ࢆΏࡾṌࡃࡇࡀከ࠸ࠋᑵ⫋ඛࡣࠊබົဨཬࡧබⓗᴗࡀ 86%ࠊẸ㛫ᴗࡀ 10㸣ࠊ
ࡑࡢ༠➼ࡀ 5㸣࡛ࠊ᭱㏆ࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬ㛵ࡍࡿࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺᴗࡢᑵ⫋ࡶቑ
࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ
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 ⌧௦㡿ᇦࡢ≉ࡀ༳㇟ⓗ࡞ࣈࣝࢦ࣮ࢽࣗᏛ࠾࠸࡚ࡣࠊணࡉࢀࡿᑵ⫋ඛࡋ࡚ࠊ
ᆅ᪉⮬యࡢࠊ≉ࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢝ࣈࢬࡢ⟶⌮㈐௵⪅ࡸࠊᴗࡢࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ㈐௵⪅ࠊࡉࡽࡣࠊ◊✲ᶵ㛵➼࠾ࡅࡿ▱ⓗ㈨※ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆᢸᙜࡍࡿᢏ⾡⪅ࡀᥖࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍⯡ࠊබⓗᩥ᭩㤋࠾࠸࡚ࡶࠊබົဨ㈨᱁ࢆせࡋ࡞࠸࣏ࢫࢺࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ⤊㌟㞠⏝
ࡢබⓗ࡞ṇつ࣮࢟ࣅࢫࢺ⫋ࡣࠊḞဨ≧ἣྜࢃࡏ࡚ồேࡀ⾜ࢃࢀࡿୖࠊᚋ㏙ࡿࡼ
࠺ࠊ᭱㧗ࣦ࢙ࣞࣝࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺබົဨ⫋ࡣࠊᏛᩍ⫱ࣦ࢙࡛ࣞࣝ฿㐩ࡍࡿࡇࡣᐇ
ୖᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ᪉࡛ࠊẸ㛫ᴗࡢ࣮࢝ࣈࢬຍ࠼࡚ࠊᩥ㑇⏘㛵㐃ᶵ㛵࣭ᴗࠊ✀ࠎ
ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢሗ⟶⌮ᑓ㛛⫋࡞ࠊከᵝ࡞⫋✀ࡀᑵ⫋ඛࡋ࡚㛤ᣅࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ❚࠼
ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫ♫ࡀ㐣ཤ 50 ᖺ㏆ࡃࢃࡓࡗ࡚ⱞࡋࢇ࡛ࡁࡓ᭱ࡢၥ㢟ࡇࡑࠊⱝᖺᒙࡢኻᴗ
㸦ࡼࡾṇ☜࠸࠼ࡤᮍᑵ⫋㸧ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊᢤᮏⓗᑐ⟇ࡋ࡚ᩍ⫱ᨵ㠉ࠊ≉ 19ୡ⣖௨᮶ࡢ
ᴟࡵ࡚ᙉ࠸࢚࣮ࣜࢺ⊂༨ࡽࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢゎᨺࠊ⫋ᴗᩍ⫱ࡢᐇ➼ࡢᨻ⟇ࡀ㛗ᖺࢃࡓࡾ
ヨࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓࡇࢆᛕ㢌࠾ࡅࡤࠊᏛ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬᩍ⫱ࡣࠊࡑࡢᡂຌࡢ୍
ࡘࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵࣭⾜ᨻࡢከᵝࠊᆅ᪉ศᶒ
ࠊẸ㛫㡿ᇦࡢᬑཬ࡞ࡢ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ไᗘഃࡢືྥࠊᑡ࡞ࡃࡶ୍㒊ࡢᏛࡀ
యⓗ⫋ᴗᩍ⫱✚ᴟⓗࡾฟࡋࡓࡇࡀ㐃ືࡋࡓᡂᯝ࠸࠼ࡿࠋᩥ᭩グ㘓⟶⌮ࡢ
㡿ᇦࡣࠊࡇࡢᕧ࡞♫ࡢኚ㐺ྜⓗ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࣇࣛࣥࢫࡢ࣮࢝
ࣈࢬᑓ㛛⫋㛵ࡋࠊᚑ᮶ࡣ࡞ࡗࡓᆅ᪉⮬యࡸẸ㛫ᴗ➼ࡢ⌧ሙ࡛ࠊ⌧ᴗ࠶ࡿ࠸ࡣ୰
㛫⟶⌮⫋ࡋ࡚ാࡃࠊ୰ࡢᏛ࢟ࣕࣜࡀฟࡉࢀࠊᐇ㝿ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
3.2.3 බᩥ᭩㤋ཬࡧබᩥ᭩㤋ᒓᶵ㛵࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
බᩥ᭩㤋ཬࡧࡑࡢᒓᶵ㛵ࡀࠊṇつࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺
ࠊᨻᗓࡼࡗ࡚Ꮫࡀㄆࡵࡽࢀࡓᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢሙྜࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊᐇୖࠊ㈨ᩱ࣭ሗ⟶⌮ᑓ㛛⫋㣴ᡂ⯡࠾࠸࡚◊ಟࡀᚲಟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢝
ࣈࢬ㡿ᇦ࠾ࡅࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࡢࣃ࣮ࢺ࣮ࢼ࣮ࡣࠊᇶᮏⓗබᩥ᭩㤋࡛࠶ࡿࡇࡀࢇ
࡛࠶ࡿࠋ㏫࠸࠼ࡤࠊᏛࢆࡣࡌࡵࡍࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㐠Ⴀࡣࠊබᩥ᭩㤋
ࡢ㐃ᦠࡀྍḞ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
 ᪉࡛ࠊ⌧⫋⪅◊ಟࠊࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ࡣࠊ௨ୗࡢ㸲ࡘࡢᶵ㛵ࡼࡗ࡚ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊබᩥ᭩㤋௨እࡀࢃࡿࡶࡢࡶྵࡵ࡚ࠊ୍ᣓࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡇࡍࡿࠋ
2㸧◊ಟࡢ✀㢮ࠊཷㅮᑐ㇟ࠊᮇ㛫➼
ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿබົဨࡢ⌧⫋⪅◊ಟࡣࠊᅜ❧ᆅᇦබົဨᒁ㸦Centre national de la
Fonction Publique Territoriale㸧ࡀ⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᩥ┬ࡀ⟶㎄ࡍࡿ࣮࢝ࣈࢬࠊ༤
≀㤋ࠊᘓ⠏ࠊཬࡧ㑇⏘㛵ࡍࡿ⌧⫋⪅ᩍ⫱ࡣࠊᩥ┬㑇⏘⥲ᒁ⛉Ꮫᢏ⾡ᩍ⫱㒊
㸦Département de la formation scientifique et technique de la direction Générale des
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patrimoines㸧ࡀ⤫ᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ࡢ◊ಟࡣࠊᐇ㝿ࡣࣃࣜࡢ୰ኸᩥ᭩㤋࡛
㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 2019 ᖺᩥ┬ᩥ㑇⏘⥲ᒁࡀ⤌⧊ࡋࡓ⌧⫋⪅◊ಟࡣࠊࠕᘓ⠏㸻ᩥ㑇⏘ࠖ
ࠊࠕ࣮࢝
ࣈࢬࠖࠊ
ࠕ༤≀㤋ࠖࠊ
ࠕᏛ㝿ࠖࠊ
ࠕᏳཬࡧබ⾗ཷධࠖࡢ 5 㒊㛛ࢃࡓࡾࠊྜィ 133 ࡢࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ8ࠋㅮᖌࡣࠊᏛᩍဨࠊ⌧⫋ࡢᅜᐙ࣮࢟ࣅࢫࢺࠊࣇࣛࣥࢫ࣭࣮
࢝ࣈࢬᡤᒓࡢ◊ಟᢸᙜ⪅࡞ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡣࠊᩥ㑇⏘⥲ᒁᒓࡍࡿᩥ┬ᙺேࠊ
ཬࡧᆅᇦ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊ࡢᙺே࡛ࠊእࡋ࡚ࠊࡢබົဨࡀチྍࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ᮇ㛫ࡣ 1 ᪥ࡽ 11 ᪥ࡲ࡛࠶ࡿࡀࠊ2ࠊ3 ᪥ࡀ㏻ᖖࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢ㒊㛛ࡶ㛵ಀࡍࡿ◊ಟࡣከ࠸ࡣ࠸࠼ࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕ࣮࢝ࣈࢬࠖ
㒊㛛㝈ᐃࡍࡿࠊࡁࡃࠕබ㛤౯್ࡅࠖ
ࠊ
ࠕṔྐⓗ▱㆑ࠖࠊࠕἲⓗ▱㆑ࠖࠊ
ࠕ⟶⌮ྲྀࡾᢅ
࠸ࠖࠊ
ࠕಖᏑࠊಟࠖࡢ 5 ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡘㅮ⩏ྡࢆ⤂ࡍࡿࠊ
ࠕṔྐⓗ▱㆑ࠖ
࡛ࡣࠕᪧయไࡢㅖไᗘᗎㄽ㸸࣮࢝ࣈࢬᩥ᭩ࠖࠊࠕἲⓗ▱㆑࡛ࠖࡣࠕ࣮࢝ࣈࢬࡢබ
㛤ࠊᬑཬࠊ⏝㸸ἲᐇ㊶ࠖࠊࠕ࣮࢝ࣈࢬᆅ᪉⾜ᨻᨵ㠉ࠖ
ࠊࠕಶேࢹ࣮ࢱಖㆤࠖ
ࠊࠕ⟶
⌮ྲྀࡾᢅ࠸࡛ࠖࡣࠕศ㢮࣮࢝ࣈࢬグ㏙ࠖ
ࠊࠕ⣬ཬࡧࢹࢪࢱࣝάືࡼࡿᩥ᭩ࡢศ㢮ࠖ
ࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬ㞟ࠖ
ࠊ
ࠕ⤒⌮ཬࡧ⾜ᨻᩥ᭩ࡢ⬺≀㉁ࠖࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬᏛᇶ♏ࠖࠊ
ࠕXML ゝ
ㄒࠖࠊࠕࢹࢪࢱࣝ௦ࡢ࣮࢝ࣈࢬࡢ⛉Ꮫⓗᢏ⾡ⓗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖࠊ
ࠕ࣮࢝ࣅࣥࢢࡢࡓ
ࡵࡢࢹ࣮ࢱᶆ‽⩦⇍࣮࢝ࣈࢬグ㏙సᡂࠖࠊ
ࠕࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᐇࠖࠊ
ࠕࢹࢪ
ࢱࣝሗࡢ㛗ᮇⓗಖᏑࠖ
ࠊࠕಖᏑࠊಟ࡛ࠖࡣࠕ⣽⳦ởᰁࣜࢫࢡࡢ⟶⌮ࠖ
ࠊࠕ࣮࢝ࣈࢬࡢ
┿ṇᛶࢆಖドࡍࡿࡋࡿࡋࡢࠖ
ࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊࠾ࡅࡿ┿ಖᏑࠖ
ࠕ⋇⓶⣬ࡢಟࠖࠊ
ࠊ
ࠕࡢಟࠖ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
 ᩥ᭩Ꮫᰯࡶࡲࡓࠊ⌧⫋⪅ᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ᭩Ꮫᰯࡢ◊ಟࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬࠊᅗ᭩
㤋ࠊ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࠊ༠➼ົࡵࡿ⌧⫋⪅ࡸᩍဨ㸻◊✲⪅ࡢࠊ୍⯡⾗ࡶ㛤ࢀ࡚
࠸ࡿ9ࠋᚋゐࢀࡿࡼ࠺ࠊᩥ᭩Ꮫᰯࡣࠊఏ⤫ⓗࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࡶࠊṔྐᏛࠊ
≉୰ୡࢆ୰ᚰࡍࡿ๓㏆௦ࡢ㈨ᩱᏛ◊✲ࢆࡓࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ20 ୡ⣖ᮎ௨
㝆ࡢࡁ࡞ᩍ⫱ཬࡧ࣮࢝ࣈࢬ⾜ᨻᨵ㠉ᚋࠊṔྐᩍ⫱ࡢᅇᖐࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ᭩Ꮫᰯࡢ⏕ᾭᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࣭ᑐ㇟ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ3 ࡘࡢࢸ࣮࣐㛵ࡍࡿ◊ಟ㸸
ṔྐᏛ㈨ᩱㄽࠊᩥ㑇⏘⟶⌮ࠊࢹࢪࢱࣝṔྐᏛࠖ
ࠊࠕಟኈㄢ⛬ࡢ‽ഛ㸸ṔྐᏛࡢࢹࢪࢱ
ࣝᢏ⾡ࡢ㐺⏝ࠖࠊ
ࠕྠಟኈㄢ⛬࠾ࡅࡿ⫋ᴗ⤒㦂ド᫂㸦Validation des acquis de l’expérience㸧
㸦⫋ᴗ⤒㦂ࢆࡶࡗ࡚ࠊᏛࡢྲྀᚓࢆᐜ᫆ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘ㸧ྲྀᚓ‽ഛࠖ
ࠊ
ࠕබⓗ࠶ࡿ࠸ࡣẸ
㛫⤌⧊ࠊಶேࡢせồᛂࡌ࡚⾜ࢃࢀࡿಶู࠶ࡿ࠸ࡣ㞟ᅋ◊ಟࠖ
ࠕᩥ᭩Ꮫᰯࡢ⮬⏤⫈ㅮᏛ⏕ࠖࠋ
ࠊ
 ㅮᖌࡣࠊᩥ᭩Ꮫᰯࡢෆእࡽ☜ಖࡉࢀࠊᮇ㛫ࡣࠊ1ࠥ3 ᪥⛬ᗘࡢㅮ⩏ࠊᩘࣨ᭶ࢃࡓࡿ
₇⩦࡞ከᵝ࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ2019ࠥ20 ᖺᗘࡣࠊ㒊࡛ 34 ㅮᗙࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡃࡘ⤂ࡍࡿࠊ
ࠕ୰ୡཬࡧ㏆ୡ࠾ࡅࡿ⣠❶࢚ࣥࣈ࣒ࣞࠖ
ࠊ
ࠕࣇࣛࣥࢫࡢゝㄒᩥ㑇
⏘ࠖࠊࠕ₇⩦㸸ྂ᭩యᏛࠖ
ࠊࠕᆅᅗᏛࠖ
ࠊࠕࢫࢸࣥࢻࢢࣛࢫⱁ⾡ࡢ⌮ゎࠖࠊ
ࠕேཱྀᏛ㸸ṔྐᏛⓗ᪉
ἲㄽሗᏛᢏ⾡ࠖࠊࠕබドேᩥ᭩ࠖࠊࠕⱁ⾡ᐙࡢ࣮࢝ࣈࢬࠖࠊࠕ₇⩦㸸⣔㆕◊✲ࠖ
ࠊࠕᩥ
㑇⏘ࡢࢹࢪࢱࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
ࠊ
ࠕEAD ࡼࡿ࣮࢝ࣈࢬཬࡧᮏࡢグ㏙ࠖ
ࠊ
ࠕ♩ᮏࠖࠊ
ࠕTEI ࡼࡿᡭ᭩ࡁ㈨ᩱࡢᢈุⓗห⾜ࠖ
ࠊ
ࠕᩥ㑇⏘බⓗࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢἲⓗࣉ࣮ࣟ
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ࢳࠖ
ࠊࠕேᩥ♫Ꮫ◊✲ࢸࢡࢫࢺࢆከ፹యห⾜ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡛‽ഛࡍࡿࠖ
ࠊࠕᩥ࣓ࢭࢼࠖ
࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊ᭱㧗ࣦ࢙ࣞࣝࡢᩥ㑇⏘ಖᏑᐁࡢ㣴ᡂࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓࡶࡲࡓࠊ
ẖᖺࠊከᵝ࡞ேᮦࢆᑐ㇟ࠊከᙬ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ10ࠋ2019 ᖺᗘࡣࠊ1ࠥ4 ᪥
㛫ࠊ60 ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㛤ㅮணᐃ࡛࠶ࡿࠋࢸ࣮࣐ࡣࠊࠕಖᏑࠊಟࠖ
ࠊࠕࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢ౯್
ࡅࠖࠊࠕண㜵ⓗಖᏑࠖ
ࠊࠕࢳ࣮࣒ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⟶⌮ࠖࠊࠕᒎ♧ࠖࠊࠕ᪂ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠖ
ࠊࠕ⪃ྂ
Ꮫࠊグᛕ≀ࠖࠊࠕ࣓ࢹࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖศ㢮ࡉࢀࠊ㛵㐃ࡢㅖ㡿ᇦ㸦⪃ྂᏛࠊ
࣮࢝ࣈࢬࠊṔྐⓗグᛕ≀ࠊ༤≀㤋ࠊ⮬↛⛉Ꮫᩥ㑇⏘㸧ࢆ㉺ቃࡍࡿࢸ࣮࣐࡛㛤ㅮࡉࢀࡿ
◊ಟࡀ༙࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ
ࠕ⬺≀㉁ࠊ㟁Ꮚ⎔ቃࡢᑐᛂࠖࠊ
ࠕගண㜵ಖᏑ㸸ᒎ♧↷᫂ࠖࠊ
ࠕᅗീ㛵ࡍࡿᶒࠖ
ࠊ
ࠕ┿ࡽࢹࢪࢱࣝ⏬ീࠖࠊ
ࠕ➨ḟᡓ୰ἐࡉࢀࡓᩥ㑇⏘㸸
ఏ᮶౯್ࡅࡢ◊✲ࠖ
ࠊࠕࢹࢪࢱ࣓ࣝࢹࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸸බ⾗ࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞
ᱳᏊࠖࠊࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠸࠺ᯟ⤌ࡳᯟࡅ㸸Ṕྐࠊᢏ⾡ࠊ⟶⌮ࠖ
ࠊࠕ࣮࢝ࣈࢬᘓ⠏㸸ኚ
⥅⥆ࠖ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ᭱ᚋࠊࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢟ࣅࢫࢺ༠࡛ࡣࠊᒓᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢࡶ࡛ࠊẖᖺከ✀ከᵝ
࡞◊ಟࢆከᩘᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛵ಀࡍࡿ⤌⧊ࡽࡢὴ㐵ࡸᕼᮃྜࢃࡏ࡚ࡢ⊂⮬◊ಟຍ࠼
࡚ࠊಶேཧຍࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ11ࠋẖᖺ 1000 ே௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾࠊ2019 ᖺᗘࡣ 73 ࡢ
ㅮᗙࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋయࡣ࠸ࡃࡘࡢศ㢮ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈ
ࢬึᚰ⪅ࢥ࣮ࢫ࡛ࠖࡣࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᙺ࣑ࢵࢩࣙࣥࠖ
ࠊࠕ࣮࢝ࣈࢬฎ⌮ࡢ㙐ࡢⓎ
ぢࠖࠊ
ࠕ㟁Ꮚ࣮࢝ࣅࣥࢢᗎㄽࠖ
ࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬἲไ࡛ࠖࡣࠕ࣮࢝ࣈࢬἲไ⩦⇍ࠖࠊ
ࠕ
࣮࢝ࣈࢬබ㛤㛵㐃ἲ⩦⇍ࠖࠊ
ࠕ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱࡢ⌮ゎಁ㐍ࠖࠊ
ࠕ⌧⏝ࡽ㞟࡛ࠖࡣࠕ⌧
⏝࣭༙⌧⏝࣮࢝ࣈࢬࡢ⟶⌮ࠖ
ࠊࠕ࣮࢝ࣈࢬᗫᲠ㑅ูࠖ
ࠊࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺᩍ⫱⪅㸸ᩍ⫱
άືࡢᑓ㛛⫋ࠖࠊࠕ࣮࢝ࣈࢬࡢศ㢮グ㏙࡛ࠖࡣࠕ㈨ᩱࡢศᯒ㸸⌧௦ᩥ᭩Ꮫࡢ⌮ゎࠖ
ࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬグ㏙࠾ࡅࡿࢭ࣐ࣥࢸࢵࢡ࣭࢙࢘ࣈࡢᵓ⠏ࠖࠊ
ࠕᩥάືࠊᬑཬ࡛ࠖࡣࠕ
࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡢ⤌⧊ࠖ
ࠊࠕᒎ♧⏬ࠖ
ࠊࠕබ⾗ᩍ⫱ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⏬
ᐇࠖࠊ
ࠕ࢙࢘ࣈୖࡢࢹࢪࢱࣝ፹యᨻ⟇ࡢᐇࠖࠊ
ࠕ♫ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ࣮࢝ࣈࢬࠖࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬಖᏑ࡛ࠖࡣࠕண㜵ⓗಖᏑࡢつ๎ࠖ
ࠊࠕ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊࠾ࡅࡿᏳᨻ⟇ࠖ
ࠊ
ࠕ⤌⧊ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⟶⌮࡛ࠖࡣࠕ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊ࡢ⟶⌮ࠖࠊࠕ࣮࢝ࣈࢬ㡿ᇦ࠾ࡅ
ࡿᴗົࣉࣟࢭࢫศᯒࠖ
ࠊࠕドᣐࡢ㞟ࠊ⏕⏘ࠊⓏ㘓ࠖࠊࠕㅖไᗘࡢ⌮ゎ࡛ࠖࡣࠕᆅ᪉ไᗘ㸸㠉
ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࠖࠊࠕ≉Ṧ࣮࢝ࣈࢬࡢⓎぢ࡛ࠖࡣࠕ♫άື࣮࢝ࣈࢬࡢ≉ᛶ⌮ゎࠖ
ࠊ
ࠕᅗീ㈨ᩱࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠖ
ࠊࠕࢹࢪࢱࣝ┿㈨ᩱ⩌ࡢ⟶⌮ࠖࠊࠕබⓗ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊࠾ࡅࡿ
⚾ⓗ࣮࢝ࣈࢬࡢཷධࠖ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
3.2.4 ⊂❧ࡢᩍ⫱ᶵ㛵➼࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
 ࣮࢝ࣈࢬ㛵ಀࡢ᭱㧗ࣦ࢙ࣞࣝࡢᑓ㛛ᐁࢆ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡿᅜᐙⓗᶵ㛵ࡋ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫ
ࡣ୍ࡘࡢయ⣔ 2 ࡘࡢᩍ⫱࣭㣴ᡂᶵ㛵ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1990 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥ࡢᨻ௧࡛タࡉࢀ
ࡓᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓ㸦ᙜึࡢྡ๓ࡣᅜ❧ᩥ㑇⏘Ꮫᰯ Ecole nationale du patrimoineࠊ
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2001 ᖺ⌧ᅾྡ⛠ᨵ⛠㸧
ࠊཬࡧᩥ᭩Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓࡣࠊ
ࠕ⾜ᨻⓗᛶ᱁ࡢබ
ⓗᶵ㛵 Etablissement public à caractère administrativeࠖࡤࢀࡿࠊᅜᐙ࠶ࡿ࠸ࡣᆅ
᪉⮬యࡢ┘╩ୗ࠶ࡿࠊ⾜ᨻ࣭㈈ᨻⓗ୍ᐃࡢ⮬ࢆ᭷ࡍࡿබⓗ⤌⧊࡛࠶ࡿ12ࠋᩥ┬
ചୗ࠶ࡿᶵ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅜ❧ᅗ᭩㤋ࠊ࣮ࣦࣝࣝᏛᰯࠊࣃࣜ㡢ᴦ࣭⯙㋃㝔ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ
㢮ᆺࡢᶵ㛵ࡣࠊᅜ㜵┬ചୗࡢ⌮ᕤ⛉ᏛᰯࠊኈᐁᏛᰯࠊ㤳┦ᐁ㑰ചୗࡢᅜ❧⾜ᨻᏛ㝔࡞
ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚࣮ࣜࢺබົဨ㣴ᡂᶵ㛵≉ࡋࡓᶵ⬟ࢆᣢࡘࢢࣛࣥࢻ࣭ࢮࢥ࣮ࣝࡣࠊ
๓グࡢࠕᏛ⾡ⓗ࣭ᩥⓗ࣭⫋ᴗⓗᛶ᱁ࡢᶵ㛵ࠖ
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡢࠕ⾜ᨻⓗᛶ᱁ࡢᶵ㛵ࠖࡢࡕ
ࡽࡾศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩥ㑇⏘ᶵᵓࡣࠕ⾜ᨻⓗࠖᛶ᱁ࡢᶵ㛵࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓࡣࠊᅜᐙࠊᆅ᪉⮬యࠊࣃࣜᕷࡢᩥ㑇⏘ಖᏑᐁཬࡧಟᐁ㸦࢝ࢸࢦ
࣮ࣜA ࡢ᭱㧗ࣦ࢙ࣞࣝ㸧ࢆࠊධᏛヨ㦂ࡼࡗ࡚㑅ᢤࡋࡓᏛ⏕ࢆᑐ㇟㣴ᡂࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ
⪃ྂᏛࠊ࣮࢝ࣈࢬࠊṔྐⓗグᛕ≀ࠊ༤≀㤋ࠊᩥ㑇⏘ࡢ 5 ࢥ࣮ࢫࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᚿ㢪㈨᱁ࡣᏛኈྕྲྀᚓ⪅࡛ࠊẖᖺ 40ࠥ50 ྡࡢᏛ⏕ࡢධᏛࢆチྍࡋࠊ18 ࣨ᭶ࡢᩍ⫱ࢆᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜึࡣࠊᅜᐙ⫋㣴ᡂ㛵ࡍࡿࢢࣛࣥࢻ࣭ࢮࢥ࣮ࣝࡢ⊂༨㝖ࠊᩍ⫱ࡢከᵝ
ࡢ᪉㔪ࡀ᫂☜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2010 ᖺ௨ᚋࠊ࣮ࣦࣝࣝᏛᰯᩥ᭩Ꮫᰯࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 10 ྡࡢᏛ
⏕ᐃဨࢆ☜ಖࡋࠊᐇୖࠊᅜᐙⓗ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵࡢࠕ⤫ྜࡉࢀࡓ‽ഛᏛ⣭ࠖࡋ࡚ᶵ⬟ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ୧ࢢࣛࣥࢻ࣭ࢮࢥ࣮ࣝࡀ㛵ಀࡍࡿ㡿ᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ 2 ࡘᑓ
㛛Ꮫᰯࡢ⊂༨ⓗᆅࡣ⌧Ⅼ࡛ࡣ⥔ᣢࡉࢀࡓ≧ែ࠶ࡿࠋ
 ᩥ᭩Ꮫᰯࡣࠊ1821 ᖺタࠊ29 ᖺฟⓎࡋࡓ㝿ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࢆ
ᥖࡆ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ19 ୡ⣖ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊḟ➨ᅜᐙⓗ࣮࢟ࣅࢫࢺ⫋㣴ᡂࢆ⊂༨ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸦1850 ᖺ┴ᩥ᭩㤋ࠊ1887 ᖺ୰ኸᩥ᭩㤋ࡢࡑࢀࡒࢀᑓ㛛⫋࣏ࢫࢺࡀᩥ᭩Ꮫ
ᰯ༞ᴗ⏕㝈ᐃ㸧ࠋ࣮࢝ࣈࢬ⥲ᒁ࠾࠸࡚ࡶᅽಽⓗ࡞ᆅࢆಖࡕࠊᒁ㛗ேࡶࡘ࠸᭱㏆
ࡲ࡛⊂༨ࡋ࡚࠸ࡓ13ࠋ
 1987 ᖺ 10 ᭶ 8 ᪥ࡢᨻ௧ࡼࡿࠊ࣮࢝ࣈࢬཬࡧᅗ᭩㤋ࡢᏛ⾡ࢫࢱࢵࣇࡢ㣴ᡂࢆ࣑
ࢵࢩࣙࣥࡍࡿࡶࠊᩥ㑇⏘ࡢᏛ⾡ⓗ◊✲ࡸ౯್ࡅಀࡿࡍ࡚ࡢࢫࢱࢵࣇࡢ㣴
ᡂࡶ㛵ࡍࡿ࠶ࡿࠋ᪉࡛ࡣࠊேᩥ♫⛉ᏛᏛ⏕ࡢ◊✲ᩍ⫱ࠊ≉ࠊṔྐ㈨ᩱࡢᢈุ
ⓗ◊✲ࠊ᥈⣴ࠊಖᏑࠊබ㛤ಀࡿㅖᏛၥ㈉⊩ࡍࡿࡇࡶ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋไᗘୖࡢ⨨
࡙ࡅࡣࠊᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓࡸ࣮ࣦࣝࣝᏛᰯ㸦ࡸ⌮ᕤ⛉Ꮫᰯࠊ⾜ᨻᏛ㝔➼㸧ࡣ␗࡞ࡾࠊ㧗
➼ᖌ⠊ᏛᰯࡶࠊᏛྠᵝࡢᏛྍ⬟࡞බⓗᶵ㛵ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩥ᭩Ꮫᰯ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠊᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓ࡛ࡢ◊ಟ㐍ࡴᚑ᮶ᆺṇつࢥ࣮ࢫຍ࠼࡚ࠊ
2006 ᖺࡽࡣಟኈㄢ⛬㸦ࠕṔྐᏛ㐺⏝ࡉࢀࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࠖ
ࠊ
ࠕࢹࢪࢱࣝேᩥᏛࠖ㸧ࠊ2010
ᖺࡽࡣࠊࣃࣜ➨ 4 Ꮫཬࡧ㧗➼◊✲㝔༠ຊࡋ࡚༤ኈㄢ⛬ࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ᩘࡣࠊ
ṇつࢥ࣮ࢫࡀ 20 ྡ⛬ᗘࠊ2 ࡘࡢಟኈㄢ⛬ࡀࡑࢀࡒࢀ 10 ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋṇつࢥ࣮ࢫࡣࠊṔ
ྐᏛࡼࡾࡢ A ࢭࢡࢩࣙࣥࠊ⌧௦ࡼࡾ≉ࡋࡓ B ࢭࢡࢩࣙࣥࡀࠊධヨ࡛ศࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ
 ᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓࡢᩍ⫱ࡣࠊಶู◊✲ཬࡧᑓ㛛⫋ࡢ༠ᴗࡼࡿᐇົ࣭⌧ሙ◊ಟࡀ࡛ࠊ
≉◊ಟࡣࠊᩥ⾜ᨻ 1 ࣨ᭶ࠊ≉Ṧ㑇⏘◊ಟ 5 ࣨ᭶ࠊእᅜ◊ಟ 7 㐌㛫ཬࡪࠋ᭱⤊ⓗ࡞ホ
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౯ࡣᣦᑟᩍဨࡢ⥲ྜุ᩿ࡼࡾࠊᅜᐙ㈨᱁ࢆᚓࡓ⪅ࡣࠊᩥ⮧᥎⸀ࡉࢀࠊ࣏ࢫࢺࢆᚓ
࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࡀࠊᑓ㛛⫋࣏ࢫࢺࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡾࠊḞဨࡀ࡞ࡅࢀࡤ⿵ࡉࢀ࡞࠸ࠋᆅ᪉
⮬యࡢ࣏ࢫࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊ1 ᖺ㛫᭷ຠࡢᕼᮃࣜࢫࢺⓏ㘓ࡋ࡚᥇⏝ࢆᚅࡘࠊḞဨࡀ
⏕ࡌࡓ⮬య┤᥋΅ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
 ᪉ࠊᩥ㑇⏘ᶵᵓࡢ࣮࢝ࣈࢬࢥ࣮ࢫࡣࠊᩥ᭩Ꮫᰯࡢṇつࢥ࣮ࢫಟᏛ⏕ࡢ◊ಟㄢ
⛬ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿࠊබⓗᶵ㛵᭱㧗ࣦ࢙ࣞࣝࡢබົဨࡋ
࡚ົࡍࡿ࣮࢝ࣈࢬᑓ㛛⫋ࡢ㣴ᡂࡣࠊ⌧Ⅼ࠾࠸࡚ࠊ౫↛ࡋ࡚ᩥ᭩Ꮫᰯࡀࡶࡗ
ࡶ㔜せ࡞ᆅࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ
 ᩥ᭩Ꮫᰯࡢࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺ㸻ྂ᭩యᏛ⪅㸦archiviste-paléographe㸧ࠖࢥ࣮ࢫࡣࠊࣂ࢝ࣟ
ࣞྲྀᚓᚋࠊ㏻ᖖࡣ 2 ᖺ㛫ࡢ‽ഛᏛ⣭㸦≉ᐃࡢࣜࢭᒓࡍࡿ≉ᐃࡢࢢࣛࣥࢻ࣭ࢮࢥ࣮ࣝ
ධᏛヨ㦂ഛ࠼ࡿணഛᰯ㢮ࡋࡓࡶࡢࠋධᏛᚋࡢᏛᴗᚲ㡲࡞ᇶ♏ⓗ⣲㣴ࠊ⬟ຊࡢ㣴ᡂ
࠶ࡓࡿ㸧ࢆ⤒࡚ࠊධᏛヨ㦂ྜ᱁ࡋࡓᏛ⏕ᑐࡋ࡚ࠊ3 ᖺ 9 ࣨ᭶ࢃࡓࡿᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࠋ
ᅜᐙⓗ࣮࢟ࣅࢫࢺ㈨᱁ࢆᕼᮃࡍࡿࡶࡢࡣࠊࡇࢀຍ࠼࡚ࡉࡽᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓ࡛ࡢ
㸦ᐇ
㉁ⓗࡣ㸧◊ಟࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡿࠋᩍ⫱ࡣࠊㅮ⩏◊ಟࠊࡑࡋ࡚༞ᴗㄽᩥࡢ‽ഛࡼࡿ
ࡀࠊ≉༞ᴗㄽᩥࡢసᡂࡀ㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ༞ᴗ⏕ࡣࠊᏛࡢಟኈㄢ⛬ಟྠ➼ࡳ࡞
ࡉࢀࠊ┤ࡕ༤ኈㄢ⛬ࡢ㐍ᏛࡀチࡉࢀࡿࠋᅾᏛ୰ࡣࠊ᭶㢠 1,200 ࣮ࣘࣟࡢ⤥ࡀᨭ⤥ࡉ
ࢀࡿࠋ
 ࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺ㸻ྂ᭩యᏛ⪅ࠖࢥ࣮ࢫ࡛ᩍᤵࡉࢀࡿᏛၥ㡿ᇦࡣࠊᇶᮏⓗᩥ㑇⏘ࡢྛ
㡿ᇦࠊ≉࣮࢝ࣈࢬࠊ༤≀㤋ࠊṔྐⓗグᛕ≀ࠊࡉࡽࡣᅗ᭩㤋㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⪃ྂᏛࠖࠊ
ࠕ᭩Ꮫࠖࠊࠕ㈨ᩱห⾜ࠖࠊࠕṔྐᏛࠖࠊࠕ୰ୡᩥᏛ࣭ᩥ⊩Ꮫࠖ
ࠊࠕ⨾⾡ྐࠖࠊࠕᩥ⏘ᴗྐࠖࠊࠕἲ
ྐࠖ
ࠊࠕ᭩≀ᅗ᭩㤋ྐࠖࠊࠕㅖไᗘࠊ࣮࢝ࣈࢬࠊᩥ᭩Ꮫࠖ
ࠊࠕࣛࢸࣥㄒࠖ
ࠊࠕᩥᏛࠖ
ࠊࠕྂ᭩
యᏛࠖࠊࠕ࣐ࣟࣥࢫㄒᩥ⊩Ꮫࠖ࠸࠺ศ㢮ࡢࡶࠊ㠀ᖖከࡃࡢㅮ⩏ࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࡛ࡶࠊఏ⤫ⓗᩥ᭩Ꮫᰯࡢ≉ᶒⓗᆅࢆ㇟ᚩࡋ࡚ࡁࡓࡢࡀࠊ୰ୡᩥ᭩Ꮫࠊ㈨ᩱ◊✲࡛ࠊ
Ꮫ༞ࡢṔྐᏛ◊✲⪅ࡢ⫙ྜ࠸ࡢ㐪࠸ࡣࡁ࠸ࠋࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊᩥ᭩Ꮫᰯཬࡧࢩࣕࣝࢸ
ࢫࢺ㸦ᩥ᭩Ꮫᰯฟ㌟⪅㸧ࡀ୍ᐃᩘࡢ࣏ࢫࢺࢆ☜ಖࡍࡿ㧗➼◊✲㝔ࡀࠊ㈨ᩱᏛ◊✲ࢆไᗘ
ⓗᨭ࠼࡚ࡁࡓఏ⤫ࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊᩥ᭩Ꮫᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬᏛࠖࡀ༨ࡵࡿ⨨
ࡀ㠀ᖖᑠࡉ࠸ࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊἲไᗘࠊᩥ᭩Ꮫ14ᅛࡃࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᐇࡣࠊ
ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࠕ࣮࢝ࣈࢬᏛࠖࡣ㛗ࡽࡃࠊ⌧ሙ࠾࠸࡚ᑐᛂࡍࡁ⤒㦂ⓗ▱㆑ᢏ
⬟ࡢ㞟ᡂࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡩࡋࡀ࠶ࡿ㸦࣮࢝ࣈࢬᏛࡣࠕᏛၥࠖ࡞ࡢ࠸࠺ၥ࠸ࡀᥦ
㉳ࡉࢀࡓ࡛࠶ࡿ15㸧ࠋ࣮࢝ࣈࢬᏛ㛵ࡍࡿᩍ⛉᭩ࡸ࣐ࢽࣗࣝ⮬యࠊࡘ࠸᭱㏆ࡲ࡛
᭩ࢀࡓࡇࡣ࡞ࡃࠊⴭྡ࡞ 1841 ᖺࡢࣇ࢛ࣥࢻ⥔ᣢཎ๎ࡋ࡚ࡶࠊෆົ┬ᙺேࡢෆ㒊
㏻㐩࠸࠺⾜ᨻ⌧ሙࡢᣦ♧࡛࠶ࡗࡓࠋᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓ࠾࠸࡚ࡶࠊᇶᮏⓗࡣ⌧ሙ࡛
ࡢᐇ⩦ࡀᇶ㍈࡛࠶ࡾࠊࢺࢵࣉࣦ࢙ࣞࣝࡢ⾜ᨻᐁồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊಶู௳ࡢ⥲ྜ
ⓗᑐฎ⬟ຊ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㏆ᖺ࡞ࡗ࡚ࠊ≉⌧௦࣮࢝ࣈࢬࠕ⌮ㄽࠖᑐࡍࡿ㛵ᚰ㟂せ
ࡀ㧗ࡲࡾࠊ࣮࢝ࣈࢬᏛࡀᩥ᭩Ꮫ࡞ࡽࡪࠕ⌮ㄽ㸦㸻୍⯡㸧ࡢᑐ㇟࡞ࡿ⛉Ꮫ㸻Ꮫၥࠖ
ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ౫↛ࡋ࡚ࠊᩥ᭩Ꮫᰯࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ⥔ᣢࡉࢀ
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࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᩥ᫂⯡ᑐࡍࡿᗈ⠊࡞▱㆑⣲㣴ࡢᾰ㣴ࢆ࣮࣋ࢫࡋࠊᑓ㛛㡿ᇦࡋ
࡚ࡣࠊไᗘᩥ᭩Ꮫ㸦సᡂ࣭⏝࣭ఏ᮶ࡘ࠸࡚㧗ᗘᏛၥⓗ࡞◊✲㸧ࢆᇶ㍈ࡍࡿᏛ⾡
◊✲ࡢᚿྥ࡛࠶ࡿࠋ
3.3 ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᅾࡾ᪉ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
3.3.1 ᴫせ
ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢㄆド࣭㈨᱁ไᗘࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺ࠊᅜᐙཬࡧᆅ᪉⮬
యࡢ᭱㧗ࣦ࢙࡛ࣞࣝࡣࠊᅜ❧ᩥ㑇⏘ᶵᵓཬࡧᩥ᭩Ꮫᰯ࡛ࡢᩍ⫱㈨᱁ྲྀᚓࠊࡑࡢẸ㛫
ᴗ➼ࡶྵࡴከᵝ࡞⫋ሙᑐࡋ࡚ࡣࠊࡋ࡚Ꮫࡢಟኈㄢ⛬ࣦ࢙ࣞࣝࡢᩍ⫱ከᵝ࡞㛵
㐃Ꮫࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪉ࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ⫋ົᶆ‽᭩ࡘ࠸࡚ࠊࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢝ࣈࢬᙜᒁཬࡧࣇࣛࣥࢫ࣭
࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡀࠊࡑࢀࡒࢀู㏵බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࡛ࡶᚋ⪅ࡣࠊᅜ㝿ᶆ‽ࢆᛕ㢌
࠾࠸࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ㄆド࣭㈨᱁ไᗘࡣࠊᩍ⫱Ꮫ㐃ືࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛㏙࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢝ࣈࢬᙜᒁࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡀࡑࢀࡒࢀබ⾲ࡋ
࡚࠸ࡿࠕ࣮࢝ࣈࢬࡢ⫋ົᶆ‽㸦Le référentiel métiers des archives㸧ࠖࡘ࠸࡚㏙
ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢝ࣈࢬᙜᒁࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ⫋ົᶆ‽࡛ࡣࠊබⓗ㒊㛛ࡢ⫋ົ㛵ࡋ࡚ 5
ࡘࡢࣦ࢙ࣞࣝࡀศࡅ࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ16ࠋ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊㈐௵⪅㸦responsible de service d’archives㸧ࠖ࠸࠺᭱㧗ࣦ࢙ࣞࣝࡢ
࣮࢟ࣅࢫࢺࡣࠊᅜᐙ࠶ࡿ࠸ࡣᆅ᪉⮬యࡢබົဨ࡛࠶ࡾࠊ࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵ࡢ㛗ࡀᐃ
ࡉࢀࡿࠋせ࡞ᴗົࡋ࡚ࠊᴗົࡢᏛ⾡ⓗ࣭ᩥⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⏬ཬࡧᐇࠊᡤᒓ⤌
⧊ࡢᨻ⟇ᯟ⤌ࡳ࠾ࡅࡿつ๎࣭ᐇ㊶࣭ἲⓗ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ⟶⌮ࠊ≀ⓗ࣭㈈ᨻⓗ࣭ேⓗ㈨※
ࡘᏛ⾡ⓗ࣭බ⾗ཷධ࡞ࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮ࡢಖドࠊ⾜ᨻ࠶ࡿ࠸ࡣ⏝⪅ᑐࡍࡿၨⓎ࣭ຓゝ࣭
ᩍ⫱࣭◊✲ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊ࡢ⟶⌮⫋㸦cadre dans un service d’archives㸧ࠖࡶࡲࡓࠊᅜᐙ࠶ࡿ࠸
ࡣᆅ᪉⮬యࡢබົဨ࡛ࠊ⤌⧊ࡢ㛗ࡢࡶ࡛ࠊࡑࡢᴗົࡢ୍㒊㸦Ꮫ⾡ⓗ࣭ᩥⓗࠊேⓗཬ
ࡧ≀ⓗ㈨※⟶⌮㸧ࢆጤ௵ᶒ㝈࡛⾜ࡍࡿࠊ㞟࣭ホ౯㑅ู࣭ศ㢮࣭グ㏙࣭ಖᏑ࣭බ㛤࣭
౯್ࡅ➼ࡢㅖ㠃࡛㈐௵⪅࡞ࡿࠋ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊ࡢᑓ㛛ᐙ㸦expert dans un service d’archives㸧ࠖࡣࠊබⓗ࣮࢝
ࣈࢬᶵ㛵࠾࠸࡚ࠊᩥⓗ࣭Ꮫ⾡ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ㛵ࡍࡿ⫋ဨ࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞
㡿ᇦࡢᑓ㛛⫋࡛࠶ࡾࠊ┘╩ࠊຓゝࠊホ౯➼ࡢᴗົᦠࢃࡿ୍᪉ࠊᩍ⫱ࡶ㛵ࡍࡿࠋලయ
ⓗࡣࠊἲไᗘࠊ㟁ᏊࠊಖᏑࠊ≉ᐃ㢟ࠊᶆ‽ࠊ᪂ᢏ⾡ࠊබ㛤ᨻ⟇ࠊᬑཬ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊ࡢ⿵బᙺ㸦assistant dans un service d’archives㸧ࠖࡣࠊᅜᐙ࠶ࡿ࠸
ࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢබົဨ࡛ࠊᡤᒓࡍࡿᶵ㛵࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡ⓗ࣭ᩥⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ
㛵ࡍࡿࠋ୰㛫ⓗ࡞㈐௵ᶒ㝈ࢆ⾜ࡋࠊᑠࢢ࣮ࣝࣉࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ㞟ࠊฎ⌮ࠊಖᏑࠊ
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බ㛤ࠊ౯್ࡅ࡞ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᑓ㛛ⓗάືࢆᐇ㊶ࡍࡿࠋ⟶⌮⫋ࡢ⿵బࠊබ㛤㒊㛛ࡢ㈐௵
⪅ࠊ⛣⟶㒊ᒁࡢᢡ⾪ࠊᢏ⾡ࢺ࢚ࣜ࡞࡛ࡢᴗົᦠࢃࡿࠋ
 ࠕ࣮࢝ࣈࢬ⤌⧊ࡢ⫋ဨ㸦agent dans un service d’archives㸧ࠖࡣࠊᅜᐙ࠶ࡿ࠸ࡣᆅ᪉
⮬యࡢබົဨ࡛ࠊ⤌⧊ࡢ࡞ࡢ≉ᐃࡢάືᴗົࢆᐇࡍࡿࠋศ㢮ࠊಖᏑࠊබ⾗ཷධࠊ㈨
ᩱࡢ㐠ᦙࠊ㜀ぴࡢ┘╩࡞ᚑࡍࡿ୍᪉ࠊᢏ⾡ࠊࢯࣇࢺ㛤Ⓨ࡞ࡶࢃࡿࠋ
 ࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣࠊ2001 ᖺࠊᑓ㛛㒊ࢆタࡅ࡚ࠊᮏ᱁ⓗ࡞⫋ົᶆ‽࡙ࡃࡾ
╔ᡭࡋࠊ2008 ᖺᡂࡋࡓࠋ⌧⾜∧ࡣ 2017 ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ17ࠋࡇࡇ࡛ࡶ 4 ࡘࡢࣛࣥࢡ
ศࢀ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ⫋ົࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺ⟶⌮ே㸦archiviste manager㸧
ࠖࡣࠊࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᨻ⟇ࠊ࣮࢝
ࣈࢬࡢ㞟࣭ಖᏑ࣭ฎ⌮࣭බ㛤࣭౯್ࡅࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡾࠊάືయࡢ┘╩⪅࡛࠶ࡿࠋ
࣮࢝ࣈࢬᏛ㛵ࡍࡿࠊࣂ࢝ࣟࣞ㸩5 ᖺࡢᏛ㸦ಟኈྕ࠶ࡿ࠸ࡣᩥ᭩Ꮫᰯ༞ᴗ⪅ヱ
ᙜ㸧ࢆせࡍࡿࠋ
 ࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺᑓ㛛⫋㸦archiviste expert㸧
ࠖࡶࡲࡓࠊ⟶⌮ேྠࡌࡃࠊࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡽ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮⯡㛵ࡍࡿࡀࠊయࡢ㈐௵࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㊶ࢃࡿࠋ
࣮࢝ࣈࢬᏛ㛵ಀࡍࡿࠊࣂ࢝ࣟࣞ㸩3 ᖺࡽ 5 ᖺࡢᏛ㸦Ꮫኈྕࠊಟኈྕヱᙜ㸧
ࢆせࡍࡿࠋ
 ࠕ⿵బ㸦ᢏ⾡⪅㸧࣮࢟ࣅࢫࢺ㸦assistant (technicien) archiviste㸧ࠖࡶࡲࡓࠊࣞࢥ࣮ࢻ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡽ࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮⯡ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡢᴗົࢆᢸᙜࡍࡿࠋ࣮࢝ࣈࢬ
Ꮫ㛵ࡍࡿࣂ࢝ࣟࣞྲྀᚓࢆせࡍࡿࠋ
 ࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺ⫋ဨ㸦agent archiviste㸧
ࠖࡣࠊࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡽ࣮࢝ࣈࢬ
⟶⌮⯡ࡢᐇ㛵ࡍࡿࡀࠊ≉ู࡞Ꮫࡣせ࡛࠶ࡿࠋ
3.4 ࡲࡵ
 ࣇࣛࣥࢫࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࡘ࠸࡚ࠊ᭱ᚋࠊ⡆༢≉ᚩࢆࡲࡵࡿࡶࠊ᪥ᮏ
ࡢ≧ἣẚ㍑ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛⫋࢟ࣕࣜ⯡࠾࠸࡚ࠊᏛࣦ࢙ࣞࣝᑐᛂࡋࡓ㝵ᒙᵓ㐀
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㡬Ⅼࡣ㝈ࡾ࡞ࡃ⟶⌮⫋ࠊ⥲ྜ⫋ࠊ◊✲⫋㏆࠸⨨࡙ࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣮
࢟ࣅࢫࢺࡘ࠸࡚ࡶࠊࢢࣛࣥࢻ࣭ࢮࢥ࣮ࣝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᩥ᭩Ꮫᰯ༞ᴗ⪅ࡽ࡞ࡿࡈࡃ⊃࠸
ᏛṔ♫ࡀࠊࣇࣛࣥࢫࡢ࣮࢝ࣈࢬ⾜ᨻࠊᩍ⫱ࢆᕪ㓄ࡋ࡚ࡁࡓࠋᙼࡽࡣᗈ࠸ᩍ㣴ຍ࠼
࡚ࠊ≉ἲไᗘᩥ᭩ㄽࡢᑓ㛛ⓗ◊✲⪅࡛࠶ࡾࡘࡘࠊ⌧ሙࡢㅖၥ㢟ࡶ㈐௵⪅ࡋ࡚ᐇ㊶
ⓗᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢᵓᅗࡣࠊᇶᮏⓗࡣ⌧ᅾ࡛ࡶኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ゝ࠼ࡿࠋ᪉ࠊ
20 ୡ⣖ᮎ௨㝆ࡢኚᐜࡣࠊࡇࡢᏛṔ࢚࣮ࣜࢺᩍ⫱ࡣูࠊᏛࡢ⫋ᴗᩍ⫱ࡀࠊ≉ಶู
ࡢᑓ㛛ᢏ⾡⪅ࡸ୰㛫⟶⌮⫋㣴ᡂࡢࡓࡵฟࡉࢀࠊ♫ࡢ୰࡛ࡢ࣮࢝ࣈࢬ㛵㐃ᑓ㛛⫋
࢟ࣕࣜࡢࡼࡾᗈ࠸ᙧᡂᐤࡋࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣇࣛࣥࢫࡢẚ㍑࡛ࠊ᪥ᮏࡘ࠸࡚ᣦࡍࡁࡣࠊᏛᩍ⫱Ꮫไᗘࡀᐇ㉁ⓗ࠺ࡲ
ࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋබⓗ࣭Ẹ㛫㒊㛛᪉࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱Ꮫྲྀᚓ⪅ࡣࠊᩍ
ᖌࡸ་ᖌ࡞ࡈࡃ୍㒊ࡢእࢆ㝖ࡅࡤࠊே♫⣔Ꮫ㒊༞ࡢ⥲ྜ⫋ࠊ⮬↛⛉Ꮫ⣔ಟኈㄢ⛬ಟ
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ࡢࠕ≉ᐃᢏ⾡ᑓ㛛ᐙࠖࡀ୰᰾ࢆ༨ࡵࡿ୍᪉࡛ࠊᴗົࡢ⌧ሙࡣࠊ⌧ᴗ⪅ࡀ⤒㦂ⓗ✚ࡳୖ
ࡆࡓᐇ㊶⩦័࡛ᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ࡢࡀᐇែ࡛࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠼ࡿࠋࡇࡇࡣࠊ࣮࢟ࣅࢫ
ࢺࢆࠊ⤌⧊ࡢ⟶⌮㈐௵⪅ࡋ࡚ࡶࠊ㈨᱁ࡀㄆドࡉࢀࡓᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡶ⨨࡙ࡅࡿ๓ᥦࡀḞ
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪉ࠊ᪥ᮏࡗ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫࡢࡀཧ⪃࡞ࡿ࡞ࡽࠊᏛ࣭Ꮫ㝔ᩍ⫱ࢆࠊ♫ࡢࢽ
࣮ࢬ༶ࡋࡓᑓ㛛⫋㣴ᡂࡢࡓࡵࡢ⫋ᴗᩍ⫱ኚᐜࡉࡏࡼ࠺ࡍࡿ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢᨻ⟇ࡢ࡞
ࠊ࣮࢝ࣈࢬᩍ⫱ࢆࡢࡼ࠺⨨࡙ࡅࡿࠊ࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋゎỴࡍࡁၥ
㢟⮬యࡣࠊ᪥ᮏࣇࣛࣥࢫࡣඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊせࡣࠊ♫ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ࡛ᐇ㝿ㄢ㢟
ᑐᛂࡍࡿேᮦࢆࡢࡼ࠺ᩍ⫱ࡋࠊ౯್ࡅࡋࠊ♫ࡀಙ㢗ࡍࡿࠊ࠸࠺ไᗘⓗᩚഛ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠸ࡲ୍ࡘཧ⪃್ࡍࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࡢࡣࠊ1970 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣࠊᅜᐙⓗ࣮࢟ࣅࢫࢺࡽ
࡞ࡿ⊃࠸㞟ᅋ࡛࠶ࡗࡓ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡢ㏆ᖺࡢᐇࡪࡾ࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊබᩥ᭩
⟶⌮㡿ᇦࡢጾಙࡀఏ⤫ⓗ㧗ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺẸ㛫ᴗ࠾ࡅࡿ㛵㐃ࡢάືࡶࡵࡊࡲࡋ࠸ࠋ
Ẹ㛫㡿ᇦົࡍࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࢆྵࡵࡓᑓ㛛⫋ᅋయࡢ⦾ᰤࡇࡑࡀࠊᴗ⏺యࡢⓎᒎࡢ࣓
ࣝࢡ࣐࣮ࣝࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿ࡞ࡽࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡶࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ࠸࠺ᑓ㛛⫋ࡢ౯್ࡅ
ᙉࡢࡓࡵࡣࠊẸ㛫ㅖᅋయࢆྵࡵࡓࠊᑓ㛛⫋⤌⧊㸦ᴗ⏺ᅋయ㸧ࡢ㐃ᦠࡢᙉࡉࡽ࡞ࡿ
Ⓨᒎࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ

ͤᘬ⏝ URL ࡣ௧ඖᖺ㸦2019㸧8 ᭶ 28 ᪥☜ㄆ῭ࠋ
1

Code du patrimoine. Partie législative. Livre II: Archives. Titre Ier: Régime général des Archives.
Chapitre 1er: Dispositions générales: Article L211-1

2

ࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ Association des archivistes français ࡀࠊ༠ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖࡆ࡚࠸
ࡿࡶࡢࠋhttps://www.archivistes.org/Qu-est-ce-qu-un-archiviste

3

https://francearchives.fr/article/38055 ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡢࢧࢺࡶཧ↷ࠋ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eTDEEqNvdbRwq6p7TrwZssXq32zBJcgy6LJdxo3j7g/edit#gid=0
4

㔝⥤ెࠕࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬᏛᩃ⫱ࠖ
ࠗᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋⣖せ ࣮࢝ࣈࢬ◊✲⠍࠘14ࠊ

5

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-archives-XXe-XXIe-siecles-europeens-

6

https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/master-hcp-mata.html

7

http://www.uvsq.fr/master-2-culture-et-communication-parcours-gestion-des-archives-et-de-l-

2018ᖺࠊ113−126㡫㹿
m2.pdf

archivage-gda--340735.kjsp?RH=1399284443623&ONGLET=2#formation-initiale
8

௨ୗࡢࢧࢺࡽࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿࠋ
https://francearchives.fr/file/6359bad5669a8b8442114b842b0bdd8ecfbc0209/catalogue%202019_for
mations.pdf

9

http://www.chartes.psl.eu/fr/rubrique-formation-continue/formation-continue

10

http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-continue

11

https://www.archivistes.org/-Formations-

12

http://www.inp.fr/
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13

http://www.chartes.psl.eu/fr

14

࣮࢝ࣈࢬᏛࡢほⅬࡽࡣࠊDURANTI, L., Diplomatics: New Uses for an Old Science, Lanham, 1998.

15

HOTTIN, C., « L’Archivistique est-elle une science ? ». Réactions aux journées d’études organisées
par l’Ecole des chartes et l’Association des Archivistes Français à la Sorbonne, les 30 et 31 janvier
2003, in Labyrinthe, 16, 2003, pp.99-107.

16
17

https://francearchives.fr/article/37902 බ㛤᪥ࡣࠊ2017 ᖺ 11 ᭶ 2 ᪥
https://www.archivistes.org/Referentiel-metiers-et-fiches-de-poste ᴫせ∧ヲ⣽∧ࡢ✀㢮ࡀ࠶
ࡿࠋ


㸦ᒸᓮᩔ ᕞᏛᏛ㝔ᩍᤵ㸧
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4 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
4.1 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬไᗘࡢᴫせ
4.1.1 ⏝ㄒࡢᐃ⩏
 ⌧ᅾࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ୍⯡ⓗᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࣈࢬᐃ⩏ࢆ
᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⏕ࡳฟࡉࢀࡿᩥ᭩యࢆࣞࢥ࣮ࢻࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕࡼࡾ㛗ᮇಖ
Ꮡࡍࡿࡶࡢࢆ࣮࢝ࣈࢬࡍࡿࠊ࠸࠺⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ࣮࢜ࢫࢺ࣭࣮ࣛࣜ࢟ࣅࢫࢺ༠
ࡀ⦅㞟ࡋࡓ”Keeping Archives”㸦➨ 3 ∧㸧࡛ࡣࠊࡇࡢࡇࢆ௨ୗࡢࡼ࠺⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣞࢥ࣮ࢻࡣࠊ
ࠕ⤌⧊ࡸಶேࡀἲⓗ⩏ົࢆᯝࡓࡋࡓࡾᴗົࢆ㐙⾜ࡋࡓࡾࡍࡿ㝿ࠊドᣐ
ࡸሗࡋ࡚సᡂࠊཷࠊಖ᭷ࡍࡿሗࡢࡇࠖ
㸦AS ISO 15489-1㸧࡛࠶ࡿࠋ࣮࢝
ࣈࢬࡶࣞࢥ࣮ࢻࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠊ⥅⥆ࡋ࡚ಖᣢࡍࡿࡓࡵ㑅ࡤࢀࡓࣞࢥ࣮ࢻࡢࡇࢆ
ᣦࡍࡓࡵࠊᮏ᭩࡛ࡣࠕ࣮࢝ࣈࢬࠖࡶࠕࣞࢥ࣮ࢻࠖࡶࡶ⏝ࡍࡿ1ࠋ
 ྠࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ≉ᚩࡋ࡚ࠊࠕࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢ㸦recordkeeping㸧ࠖ࠸
࠺ᴫᛕࢆᩚ⌮ࡋࠊᐃ╔ࡉࡏࡓࡇࡣ≉➹್ࡍࡿࠋࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢࡣࠊྠࡌࡃ”Keeping
Archives”㸦➨ 3 ∧㸧ࡼࢀࡤࠊḟࡢࡇࢆᣦࡍࠋ
ࠕࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢࠖ࠸࠺⏝ㄒࡣࠊᴗົ㐙⾜ࡘ࠸࡚ࡢ࡛ࠊṇ☜࡛ࠊಙ㢗㊊
ࡿドᣐ㸦ࡍ࡞ࢃࡕࣞࢥ࣮ࢻ㸧ࡢసᡂ⥔ᣢక࠺࠶ࡽࡺࡿάືࢆᣦࡍ2ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊྠ᭩࠾࠸࡚ࡣࠊ࣮࢝ࣈࢬᶵ⬟ఏ⤫ⓗ࡞ࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࢆ
≉༊ูࡋ࡞࠸ࠊゝ࠸࠼ࢀࡤࡑࡢయ㛵ࢃࡿࡁࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢ࠸࠺ㄒࢆ
࠺ࠊᐉゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⱝᖸ⿵㊊ࡍࡿࠊඖࠎࢠࣜࢫ࠾࠸࡚ࠊ࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵ࢆࠕrecord officeࠖ
ࠊࡑࡇࡢ
ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࢆࠕrecord keeperࠖ⛠ࡍࡿఏ⤫ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡶ⛣᳜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᑓ㛛ᛶࢆㄽࡌࡿ୰࡛ࠊ༢࡞ࡿಖ⟶⪅ཷࡅṆࡵࡽࢀࡀࡕ࡞
keeper ࠸࠺⾲⌧ࡣḟ➨ᚷ㑊ࡉࢀࡿഴྥ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ≉㟁Ꮚᩥ᭩ࡢฟ⌧ࡼࡾࠊ
ࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢝ࣈࢬࡢ㐃⥆ᛶࢆព㆑ࡋࡓไᗘࡸ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒సࡾࡀ㉁ࡢ㧗࠸࣮࢝
ࣈࢬᵓ⠏ࡗ࡚ྍḞ࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡿࠊࡑࡢయࢆಠ▔ࡋ࡚⟶⌮ࡍࡿᴫᛕ
ࡋ࡚ᨵࡵ࡚ࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢ࠸࠺ㄒࡀࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸⏝ἲ࡛ࡣࠊ
ࠕࣞࢥ࣮ࢻࠖࠕ࣮࢟ࣆࣥࢢࠖࢆศࡅࡎ୍ㄒࡋ࡚ࠕrecordkeepingࠖࡍࡿࡇ࡛ࠊ
ᪧ᮶ࡢᐃ⩏༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡽᥦࡉࢀࡓࡇࡢ⏝ㄒࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡢⱥ
ㄒᅪࡢᅜ㸦ࢠࣜࢫࠊ࣓ࣜ࢝㸧࡛ࡶᚎࠎࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
4.1.2 ࣮࢝ࣈࢬไᗘᶵ㛵࣭タ
 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡣ㐃㑥ไᅜᐙ࡛࠶ࡾࠊᅜ㸦㐃㑥㸧ࣞ࣋ࣝࡢ࣮࢝ࣈࢬࡋ࡚ᅜ❧බᩥ
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᭩㤋㸦National Archives of Australiaࠊ௨ୗࠕNAAࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᡓதグᛕ㤋㸦The Australian
War Memorialࠊ௨ୗࠕAWMࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀ࠶ࡿ3ࠋ
⌧ᅾࡢࡓࡕࡢ NAA ࡣ 1983 ᖺࡢ࣮࢝ࣈࢬἲᇶ࡙ࡁタ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࡢṔྐࡣ 1940 ᖺ௦ᅜ❧ᅗ᭩㤋ෆタ⨨ࡉࢀࡓᨻᗓᩥ᭩ࡢಖᏑᶵ⬟ࡉࡢࡰࡿࠋᮏ㒊
ࡣ㤳㒔࢟ࣕࣥ࣋ࣛ࠶ࡾࠊྛᕞ࣭‽ᕞ㸦Territory㸧ศ㤋ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࢩ
ࢻࢽ࣮ศ㤋ࡣࠊࣇ࣒࣮ࣝ࢝ࣈ㒊㛛ཬࡧಟ㒊㛛ࡀタ⨨ࡉࢀࠊࡲࡓᅜႠᨺ㏦㸦ABC㸧
ࡢ㈨ᩱࡶಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢝ࣈࢬἲࡣࠊᅜ❧බᩥ᭩㤋ࡢ࡞ᶒ㝈ࡋ࡚ࠊ㐃㑥ᩥ᭩
ࡢホ౯㑅ูᶒࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜయࡢ࣮࢝ࣈࢬࡢಖᏑά⏝ࡢᨭࠊཬࡧࠊ⌧⏝ᩥ᭩⟶
⌮ࡢຓゝࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
AWM ࡢ◊✲㒊㸦Research Centre㸧࡛ࡣࠊᅜࡢබᩥ᭩ࡢ࠺ࡕ㌷సᡓ㛵ࡍࡿᩥ᭩ࢆಖ
Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢᅜࡢᩥ᭩ಖᏑࢽ࣮ࢬࡀ᭱ึㄆ㆑ࡉࢀࡓࡢࡀ㌷స
ᡓ㛵ࢃࡿᩥ᭩ࡔࡗࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡀࡢᨻᗓᩥ᭩ࡣูಖᏑࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠸࠺Ṕྐⓗ
⤒⦋ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋAWM ◊✲㒊ࡣࠊࡶಶேࡽࡢᐤ㉗㈨ᩱ㸦ᚑ㌷රኈࡢ᪥グ࡞
㸧ࡶཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㌷సᡓ㛵ࡍࡿබᩥ᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊNAA ࡢ┠㘓ࢩࢫࢸ࣒
㸦RecordSearch㸧ࢆࡗ࡚Ⓩ㘓࣭⟶⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡢಶேᐤ㉗㈨ᩱ➼ࡣ༊ูࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋಶேᐤ㉗㈨ᩱ➼ࡣ EAD ࢆ⏝࠸࡚㈨ᩱ⩌༢࡛グ㏙⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ḟᕞࡢ࣮࢝ࣈࢬࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋྛᕞ࣭‽ᕞࡣࡍ࡚࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵ࡀタ⨨
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᕞࡢබᩥ᭩ࡢಖᏑయไࡣࡶࡼࡾࠊᚲせᛂࡌ࡚ᕞෆࡢ⮬యࡢබᩥ᭩⟶⌮
ࡢᨭࡶ⾜࠺࠸࠺యไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࣦࢡࢺࣜᕞࡢሙྜࠊࣦࢡࢺࣜ
ᕞබᩥ᭩㤋㸦Public Record Office Victoria㸧ࡀࠊ⊂⮬ࡢ࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵ࢆᣢࡓ࡞࠸ᕞ㒔
࣓ࣝ࣎ࣝࣥᕷࡢ࣮࢝ࣈࢬᶵ⬟ࡶ௦⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡀ⾜ᨻࣞ࣋ࣝࡈࡢ࣮࢝ࣈࢬタ⨨≧ἣ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜ≉ᚩⓗ
࡞ࡇࡋ࡚ࠊ࣮࢝ࣈࢬ㈨ᩱࡢฟᡤࡼࡾಖᏑࢆᢸᙜࡍࡿᶵ㛵ࡀẚ㍑ⓗ᫂☜ศࢀ
࡚࠸ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࣮࢝ࣈࢬἲ㸦1983 ᖺ㸧࡛ࡣᚲせᛂࡌ࡚ NAA ࡣ⊃⩏ࡢ㐃
㑥ᨻᗓᩥ᭩௨እࢆཷࡅධࢀࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣᅜᐙⓗ࡛ࣞ࣋ࣝ㔜せ࡞ே
≀ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᅜ❧ᅗ᭩㤋ࡀಖᏑࢆᢸ࠺࠸࠺᳇ࡳศࡅࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕞࣞ࣋ࣝ
࡛ࡶ࣮࢝ࣈࢬᅗ᭩㤋࡛ྠᵝࡢ᳇ࡳศࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣅࢪࢿࢫ࣭࣮࢝
ࣈࢬࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᅜ❧Ꮫࣀ࢚࣭ࣝࣂࢺ࣭࣮ࣜࣥ࢝ࣈࢬ࣓ࣝ࣎ࣝࣥ
Ꮫ࣮࢝ࣈࢬࡀࡑࡢಖᏑ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⤌⧊࣮࢝ࣈࢬ㞟࣮࢝
ࣈࢬࡀ᫂☜ศࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ≉ᚩゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
4.2 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ
4.2.1 ᴫせ
 ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡣࠊᑓ㛛⫋ࡋ࡚࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ࢟ࣕࣜࢆ⠏ࡃࡓࡵࡣࠊ࣮࢟ࣅ
ࢫࢺ༠ࡀㄆドࡍࡿᏛ࣭Ꮫ㝔ࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂㄢ⛬࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇࡀᚲせ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊᇶᮏⓗࡣ࣓ࣜ࢝ࡸࢠࣜࢫྠࡌࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࠊูಶࡢᅜᐙ
㈨᱁➼ࡸᅜ❧බᩥ᭩㤋ࡼࡿ㣴ᡂไᗘࡣ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ᮏ㡯࡛ࡣࠊᏛ࣭Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ㣴
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ᡂ⤠ࡗ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
4.2.2 Ꮫ࣭Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
 2019 ᖺ⌧ᅾࠊ࣮࢜ࢫࢺ࣭࣮ࣛࣜ࢟ࣅࢫࢺ༠ࡣࠊ௨ୗࡢ 4 Ꮫࡢࢥ࣮ࢫࡘ࠸࡚
࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂㄢ⛬ࡋ࡚ㄆドࡋ࡚࠸ࡿ4ࠋ
(1) Charles Sturt University5
ሗᏛኈㄢ⛬㸦ࣞࢥ࣮ࢻཬࡧ࣮࢝ࣈࢬ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧
 ͤ ㏻ಙᩍ⫱ㄢ⛬ࡢࡳࠊཎ๎ࡋ࡚ࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࡢࡳ
ሗᏛಟኈㄢ⛬㸦ࣞࢥ࣮ࢻཬࡧ࣮࢝ࣈࢬ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧
ͤ ධᏛ㈨᱁㸸Ꮫኈྕࠊࡲࡓࡣᑓ㛛ᶵ㛵࡛ࡢ 10 ᖺࡢົ⤒㦂
 ͤ ㏻ಙᩍ⫱ㄢ⛬ࡢࡳࠊཎ๎ࡋ࡚ࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࡢࡳ
(2) Curtin University of Technology6
ᩥᏛኈㄢ⛬㸦ྖ᭩ཬࡧ⤌⧊ሗ⟶⌮㸧
ࢹࣉ࣐ࣟㄢ⛬㸦ࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺཬࡧ࣮࢝ࣈࢬ㸧
ሗᏛಟኈㄢ⛬㸦ࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺཬࡧ࣮࢝ࣈࢬ⣔㸧
ͤ ධᏛ㈨᱁㸸Ꮫኈྕࡲࡓࡣྠ➼ࡢࡶࡢ
(3) Monash University7
ࢹࣉ࣐ࣟㄢ⛬㸦ሗ࣭▱㆑⟶⌮㸧
ࣅࢪࢿࢫሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫಟኈㄢ⛬㸦࣮࢝ࣈࢬཬࡧࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢ㸧
ࣅࢪࢿࢫሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫಟኈㄢ⛬㸦࣮࢝ࣈࢬཬࡧࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢ/ᅗ᭩㤋
ሗᏛ㸧
ͤ ධᏛ㈨᱁㸸Ꮫኈྕ
 ͤ ㄢ⛬ẖᒚಟ⛉┠ࡀಶูᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
(4) University of South Australia8
ࢹࣉ࣐ࣟㄢ⛬㸦ሗ⟶⌮㸧
ሗ⟶⌮Ꮫಟኈ㸦࣮࢝ࣈࢬཬࡧࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧
ͤ ධᏛ㈨᱁㸸Ꮫኈྕ
 ࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࢫࢱ࣮ࢺᏛࡢࡳࡀࠊᏛ㝔ㄢ⛬ࡢධᏛ㈨᱁ࡋ࡚Ꮫኈྕ௦ࢃࡗ࡚࣮
࢝ࣈࢬ➼࡛ࡢົ⤒㦂ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊᇶᮏⓗࡣ࠸ࡎࢀࡢᏛ㝔ㄢ⛬࡛ࡶࠊධᏛ㈨᱁
ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣศ㔝ࢆၥࢃ࡞࠸Ꮫ㒊༞㈨᱁࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖࡢᏛ㝔ᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳࡋ
࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ᪉ࠊࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࢫࢱ࣮ࢺᏛࡣࠊධᏛ㈨᱁⫋
ሙ⤒㦂ࢆㄆࡵࡿࡇࠊ㏻ಙᩍ⫱࠸࠺ᙧែ࡛࠶ࡿࡇࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣒Ꮫ⏕ࡋ࡚ཷධ࠸
࠺㐠Ⴀ᪉㔪࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ࢟ࣕࣜࢫࢱ࣮ࢺᏛ㝔ಟࡋ࡚࠸࡞࠸⌧⫋࣮࢟ࣅࢫ
ࢺࡀࠊᨵࡵ࡚ࡲࡲࡗࡓᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ࢫࢸࢵࣉࢵࣉࡍࡿࠊ࠸࠺ࢽ࣮ࢬ᭱ࡶྜ⮴ࡍࡿ
ㄢ⛬࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡞࠾ࠊᏛࡼࡗ࡚ࡣ༤ኈㄢ⛬ࡶタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇົᐙ࣮࣋ࢫࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺࡀ‶ࡓ
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ࡍࡁせ௳ࡋ࡚ࡣࢹࣉ࣐ࣟཪࡣಟኈྕࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡽࠊ༤ኈ
ㄢ⛬ࡣࡇࡇ࡛ࡣ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂᶵ㛵ࡋ࡚ࡢㄆドᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
2㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ
 1㸧ᣲࡆࡓྛㄢ⛬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࠊྛㄢ⛬ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࡽࡲࡵࡓࡶࡢࡀ࠙⾲ 1ࠚ
࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢹࣉ࣐ࣟ࠸࠺ไᗘࡣ᪥ᮏࡣ࡞ࡃࠊࡘࢹࣉ࣐ࣟಟኈࡢ㐪࠸
ࡣࡋ࡚ಟኈㄽᩥࡢᇳ➹ࡢ᭷↓࡛࠶ࡾࠊࡑࡇࡲ࡛ཷㅮࡍࡿㅮ⩏➼ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡇࡀ
୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ↹㞧ࢆ㑊ࡅࠊࢹࣉ࣐ࣟࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣឡࡋࡓࠋ
 Ꮫ㒊ㄢ⛬ࡶྵࡵ࡚యඹ㏻ࡍࡿࡇࡣࠊሗ⟶⌮ࡢᑓ㛛ᐙࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ⣲㣴ࡢ⩦
ᚓ≉ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࠊࡑࡇࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࣞࢥ࣮
ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕࢆᐇୖ༊ูࡋ࡞࠸ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࣮࢟ࣅࢫࢺࡸࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿ
ࢪ࣮ࣕࡣሗ⟶⌮ࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ⌧௦ࡢ⤌⧊ࡸ♫࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞
㈐௵ࢆᢸ࠸ࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࡼ࠺࡞ࢫ࢟ࣝࡀᚲせ࠸࠺ࡇࡀ᫂☜ྛ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡽఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ⌧௦⤌⧊ࡢሗ⟶⌮ᑓ㛛⫋࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ᥇ࢀࡤࠊࡑࢀࢆᨭ
࠼ࡿ⌮ㄽࡣࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢ࣏ࢫࢺ࡛ࡣ࣮࢟ࣅࢫࢺ࠶ࡿ࠸ࡣࣞࢥ࣮
ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࠸࠺༊ูࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᏛࡪෆᐜࡣศࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᏛ㒊
ᩍ⫱࡛ࡣ࣮࢝ࣈࢬࡸࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣఱࠊ࠸ࡗࡓ⌮ゎࢆྵࡴධ㛛▱㆑
ࡢ⩦ᚓ≉ࡋࠊಟኈㄢ⛬୍࡛Ẽࡑࡢᛂ⏝࣭ᐇ㊶ࡽ◊✲⬟ຊࡢ㛤Ⓨࡲ࡛⾜࠺࠸࠺ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ࠶ࡾ᪉ࡀぢ࠼ࡿࠋ
 ḟ࠸࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ࠶ࡾ᪉ẚ㍑ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊ⾲ 1 ࢆ࣮࣋ࢫಟኈㄢ⛬⤠ࡗ࡚ྛ
⛉┠ࢆ᪥ᮏㄒヂࡋ࡚ࡲࡵࡓࡶࡢࡀ࠙⾲ 2ࠚ࡛࠶ࡿࠋ
 ಟኈㄢ⛬࡛ࡣࠊᐇୖࡍ࡚ᚲಟ⛉┠㸦㑅ᢥ⛉┠ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ 1 ⛉┠ศࡢࡳ㸧
ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊㄢ⛬ಟ⏕ࡀ㌟ࡘࡅ࡚࠸ࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ୍ᐃ⛬ᗘᆒ
㉁ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊ㑅ᢥ⛉┠ࡍࡽྂᩥ᭩Ꮫࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡢࡣࠊ⌧௦␗࡞ࡿᩥᏐ࣭ᩥἲ࣭᭩యࡘ
࠸࡚ࡢ▱㆑ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ྂᩥ᭩ࡀࢇ࡞࠸࠸࠺࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ⊂≉ࡢ≧ἣࢆ
ᫎࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࠊࡇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂࢆศᯒࡋ࡚᪥ᮏ࡛ࡢᩍ⫱ẚ㍑ࡋࡼ࠺
ࡍࡿ㝿ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡸࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡀ⌧௦♫
࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡁࠊࡑࡢࡓࡵᚲせ࡞ᑓ㛛▱㆑ࡣఱࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑ
ࢀࡀ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⦅ᡂ᫂☜ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࣉ࣮ࣟࢳ⮬యࡣᏛࡪ
ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
3㸧ಟ⪅ࡢ࡞ᑵ⫋ඛ
 ࠸ࡎࢀࡢㄢ⛬ࡶࠊᑡ࡞ࡃࡶᏛ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢಟ
⏕ࡢ㐍㊰ඛࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ᶵ㛵ྡࡸ⤫ィ➼ࡣ㍕ࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ௦ࢃࡾࠕᮏㄢ⛬࡛㌟
ࡘࡅࡓᑓ㛛▱㆑ࢆ⏕ࡏࡿ⫋ᴗศ㔝ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ሙ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞⾲⌧࡛ࠊලయ
ⓗ࡞࣓࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿࡓࡕ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ




56

【表 1】認証全課程カリキュラム
大学名

Charles Sturt University

学位名称

Bachelor of Information Studies
(with specialisations)

Master of Information Studies
(with specialisations)

必修

・ Bachelor of Information Studies
Residential School
・ Introduction to the Information
Professions
・ Supervision and Management
・ Professional Placement
・ Metadata for Resource Discovery
・ Collections
・ Information Sources and
Services
・ Professional Study Visit
・ Providing Access to Information
・ Web Publishing for Information
Agencies
・ The Information Society
・ Engaging with the Information
Professions
・ Introduction to Research

・ Foundations for Information
Studies
・ Information Sources and
Services
・ Professional Study Visit
・ Professional Placement
・ Management of Information
Agencies
・ Metadata and Resource
Discovery
・ The Information Society
・ Collections
・ Research in Practice

選択コース
必修

・ Records, Archives and Society
・ Records and Archives Practice
・ Organisational and Personal
Records

・ Records, Archives and Society
・ Records and Archives Practice
・ Organisational and Personal
Records

選択

Select 5 from below:
・ Marketing of Libraries and
Information Agencies
・ Community Histories
・ Preservation of Information
Resources
・ Project Management in
Information Agencies
・ Human Resource Management
in Information Agencies
・ Audiovisual Archiving
・ Preservation of Audiovisual
Materials
・ Audiovisual Archiving 2
・ Digital Preservation
・ Research Data Management

Select 1 from below:
・ Audiovisual Archiving
・ Preservation of Audiovisual
Materials
・ Audiovisual Archiving 2
・ Digital Preservation
・ Research Data Management
・ Community Histories
・ Preservation of Information
Resources
・ WISE (Web-based Info Sci Ed)
・ WISE (Web-based Info Sci Ed)

- 58 57

Curtin University of Technology
Bachelor of Arts (Librarianship
Master of Information Manageand Corporate Information
ment – Records Management
Management) -- double major
and Archives stream
・ Recordkeeping Concepts and
Practice
・ Information Services Foundation
Practicum
・ Librarianship Concepts and
Practice
・ Technologies for Information
Services
・ Academic and Professional
Communication
・ Narrating Selves / Engaging
Media
・ Culture to Cultures
・ Making Meanings / Senses of Place

・ Archives Concepts and Practice
・ Information Design
・ Enterprise Content Management
・ Convergence and Cultural
Institutions
・ Information Services Professional
Practicum
・ Conservation and Preservation
・ Reference Services
・ Resource Description and Access
・ Collection Management
・ Information Literacy
・ Information Theory and Research
・ Management of Information
Services
Select 4 elective units (units not
specified)

・ Recordkeeping Concepts and
Practice
・ Technologies for Information
Services
・ Reference Services
・ Information Design
・ Collection Management
・ Enterprise Content Management
・ Management of Information
Services
・ Archives Concepts and Practice
・ Advanced Discipline Project 1
・ Information Literacy
・ Information Theory and
Research
・ Advanced Discipline Project 2
・ Resource Description and Access
・ Conservation and Preservation

Monash University
Master of Business Information
Master of Business Information
Systems (Archives and
Systems (Archives and
recordkeeping/Library and
recordkeeping)
information science)

University of South Australia
Master of Information Management
(Archives and Records
Management)

必修

・ Introduction
to
business
information systems
・ Systems analysis and design
・ Programming foundations in
Java
・ Introduction to databases
・ Project management

・ Introduction to business
information systems
・ Systems analysis and design
・ Programming foundations in
Java
・ Introduction to databases
・ Project management

・ Information and Records
Management
・ Technological Foundations
・ Information Management
Foundations
・ Information Resources and
Services
・ Archival Management
・ Information Management
Experience Reports
・ Information Management
Professional Practice
・ Information Management Project

選択コース
必修

・ Organisational informatics
・ Information and knowledge
management systems
・ Recordkeeping informatics
・ Data curation and management
・ Data in society
・ Digital continuity
・ IT research methods
・ Masters thesis part 1
・ Masters thesis part 2
・ Masters thesis final

・ Organisational informatics
・ Information
and
knowledge
management systems
・ Information access and use
・ Recordkeeping informatics
・ Data curation and management
・ Data in society
・ Digital continuity
・ IT research methods
・ Masters thesis part 1
・ Masters thesis part 2
・ Masters thesis final

大学名
学位名称

選択

Select 1 from below:
・ IT for management decision
making
・ Business intelligence modelling
・ Enterprise systems
・ IT strategy and governance
・ Information access and use
・ Information organisation
・ Information systems
development practices
・ Enterprise architecture and
management
・ Introduction to data science
・ User interface design and
usability
・ IT for financial decisions
・ Business process modelling,
design and simulation
・ Applied project management
・ Computer based global project
management
・ Business intelligence and data
warehousing

Select 1 from below:
・ Preservation Principles
・ Digital Preservation
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【表 2】修士課程カリキュラム
大学名
学位名称

必修

チャールズ・スタート大学
カーティン技術大学
モナッシュ大学
南オーストラリア大学
情報学修士課程（レコード及びアー 情報学修士課程（レコード・マネジ ビジネス情報システム学修士課程 ビジネス情報システム学修士課程 情報学修士課程（レコード及び
カイブズ・マネジメント）

メント及びアーカイブズ系）

（アーカイブズ及びレコードキーピン （アーカイブズ及びレコードキーピング アーカイブズ・マネジメント）
グ）
/図書館情報学）

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

業務情報システム入門
システム分析及びシステムデザイン
JAVA プログラミング基礎
データベース入門
プロジェクト管理

·
·
·
·
·

業務情報システム入門
システム分析及びシステムデザイン
JAVA プログラミング基礎
データベース入門
プロジェクト管理

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

組織情報科学
情報知識管理システム
レコードキーピング情報科学
データ・キュレーション及び管理
社会におけるデータ
デジタル持続法
IT 研究法
修士論文 1
修士論文 2
修士論文 最終

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

組織情報科学
情報知識管理システム
レコードキーピング情報科学
データ・キュレーション及び管理
社会におけるデータ
デジタル持続法
IT 研究法
情報アクセス及び活用
修士論文 1
修士論文 2
修士論文 最終

情報学基礎
情報資源及び情報サービス
専門機関訪問
専門実習
情報関係組織管理
メタデータ及び情報源探索
情報社会
所蔵資料構築及び管理
実務の場での研究

· レコード、アーカイブズ、社会

選択コース · レコード及びアーカイブズの実務
必修
· 組織レコード及び個人レコード

選択

【以下より 1 つ選択】
· 視聴覚アーカイビング
· 視聴覚資料の保存
· 視聴覚アーカイビング 2
· デジタル保存
· 研究データ管理
· 地域の歴史
· 情報源の保存
· 提携他大学での講義受講

·

レコードキーピングの概念と実務
情報サービス技術
レファレンス・サービス
情報デザイン
所蔵資料管理
電子文書管理システム
情報サービス管理
アーカイブズの概念と実務
修士レベル研究法指導 1
情報リテラシー
情報理論及び研究
修士レベル研究法指導 2
情報源記述及びアクセス
保存修復

【以下より 1 つ選択】
· 管理意思決定のための IT
· 業務知識モデリング
· 組織 IT システム
· IT 戦略及びガバナンス
· 情報アクセス及び活用
· 情報組織化
· 情報システム開発実践
· 組織構造及び基盤
· データ科学入門
· ユーザ－・インタフェース・デザイン及
び利用性
· 財務意思決定のための IT
· 業務プロセスのモデリング、デザイン及
び同期
· プロジェクト管理応用
· コンピュータによるグローバル・プロジ
ェクト管理
· 業務インテリジェンス及びデータ保存
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· 情報及びレコード・マネジメン
ト
· 技術基礎
· 情報管理基礎
· 情報資源及び情報サービス
· 情報管理実務体験報告
· 情報管理専門実習
· 情報管理プロジェクト

【以下より 1 つ選択】
· 保存理論
· デジタルデータ保存

 ㄢ⛬タ⨨ࡢᯟ⤌ࡳᛂࡌ࡚ໟᣓⓗᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࢟ࣕࣜࡢ㑅ᢥ⫥ࡣᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡿࡀࠊ
ྛㄢ⛬࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢟ࣕࣜࡣ࠙⾲ 3ࠚࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

࠙⾲ 3ࠚಟᚋࡢ㐍㊰
Ꮫྡ
ࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࢫࢱ࣮ࢺᏛ

࣮࢝ࢸࣥᢏ⾡Ꮫ

ࣔࢼࢵࢩࣗᏛ

༡࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᏛ

ಟᚋࡢ㐍㊰ྍ⬟ᛶ
ᮏㄢ⛬ࡢಟ⏕ࡣᖜᗈ࠸࢟ࣕࣜᵓ⠏ࡀྍ⬟࡛ࠊ࠼ࡤࠊᅗ᭩㤋ࠊ◊✲
ᶵ㛵࣭ᨻᗓ࣭ࡑࡢ⤌⧊ࡢሗࢭࣥࢱ࣮ࠊᩥ㑇⏘㛵ಀศ㔝࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ලయⓗ࡞ࡋ࡚ࡣࠊ
㸧බඹᅗ᭩㤋ࡸࡢሗ㛵ಀᶵ㛵࡛㟷ᑡᖺຠ
ᯝⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࠊᵝࠎ࡞つᶍࡢᶵ㛵࡛ሗ⟶⌮ࢆ⤌⧊ࡋ
ᣦᑟࡍࡿࡇࠊᴗ࣭ᨻᗓ࣭ࡑࡢࡢᶵ㛵➼࡛ሗࡢసᡂ࣭ඹ᭷࣭ά⏝
ࡢࡓࡵ᭱᪂ࡢᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ᨭࡍࡿࡇࠊᏛ⾡◊✲ᶵ㛵࡛ࡢ◊✲ࢆᨭ
ࡍࡿࡓࡵࣜࢸࣛࢩ࣮㛤Ⓨࡸᴗົࢆᨭࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
ࠋ

ಶேࡸ⤌⧊ሗࡢ⇿Ⓨⓗቑຍࡸࢹ࣮ࢱࡢ㏣㊧ࡸグ㘓ࡢᣑࡼࡾࠊᑓ
㛛ᐙࡣࠊሗࢆ࠸ධᡭ࣭⤌⧊࣭࣮࢟ࣗࣞࢩ࣭ࣙࣥಖᏑࡍࡿ
ࡘ࠸࡚ࡢຓゝࡲࡽࡎࠊሗࡀ⌮ⓗࡘពࡢ࠶ࡿࡓࡕ࡛ά⏝
ࡉࢀᚓࡿࡼ࠺ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ⨨࡙ࡅࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ሗᑓ㛛ᐙࡣ⤌⧊ࡢ୰࡛ࠊࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࠊ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࠊ࢞ࣂࢼ
ࣥࢫࠊሗࣜࢸࣛࢩ࣮ࠊ⏝⪅⤒㦂ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝࢹࢨࣥࠊࢹࢪࢱ
ࣝࡢ⮬ᅾά⏝⬟ຊࠊࢹ࣮ࢱ⟶⌮ࡘ࠸࡚ຓゝࡍࡿ࠺࠼࡛㘽࡞ࡿᙺࢆ
ᢸ࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

㸦ົඛᶵ㛵㸧
ᴗࠊබⓗᶵ㛵ࠊㅖᅋయࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊ་⒪࣭ᗣ㛵ಀᶵ
㛵ࠊἲ᭪㛵ಀᶵ㛵

ࣅࢪࢿࢫሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫಟ⏕ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ⫋ᴗࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࣅࢪࢿࢫ࣭ࢼࣜࢫࢺࠊࢩࢫࢸ࣒࣭ࢼࣜࢫࢺࠊࢥࣥࢧࣝࢱ
ࣥࢺࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࠊIT ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠊୖ⟶⌮ࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺࠊ
࣮࢟ࣅࢫࢺࠊྖ᭩ࠋ

࣮࢟ࣅࢫࢺ㸸Ṕྐⓗ࡞ᩥ᭩㈨ᩱࡸ࣮࢝ࣈࢬ㈨ᩱࡢ┿ṇᛶࢆ☜ㄆࡋࠊ
ホ౯㑅ูࡍࡿࡇ㸹ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛⏕ᡂࡉࢀࡓ࣮࢝ࣈࢬࡸࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫࡀࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶࢡࢭࢫྍ⬟࡛ሗࢆᘬࡁฟࡏࡿࡼ࠺⥔ᣢࡍࡿࡇ
㸹᪂ࡓ࡞㈨ᩱࢆぢ࠸ࡔࡋࠊࡑࡢධᡭࡸᒎ♧ࢆ⏬ࡍࡿࡇࠋ
ࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸸⤌⧊ࣞࢥ࣮ࢻࡢⶶࡸ⥔ᣢ⟶⌮ࢆ⤫ᣓࡍࡿࡇ㸹
ࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢࡸሗ⮬⏤ไᗘ࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿἲⓗせㄳࢆ‶ࡓ
ࡍࡓࡵࡢ⟶⌮ࢆࡍࡿࡇ㸹
㸦⤌⧊ࡋ࡚㸧☜ᐇ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚㐺ษ࡞ࣞࢥ
࣮ࢻฎศࢆࡍࡿࡇࠋ


࠸ࡎࢀࡢㄢ⛬࡛ࡶࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡣ༊ูࡏࡎ㣴ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊලయⓗ࡞࢟ࣕࣜࡢ⠏ࡁ᪉ࡣ༞ᴗᚋࡢಶࠎࡢᏛ⏕ࡢᚿྥḟ➨࠸࠼ࡿࠋ࠶ࡽࡺࡿ⤌⧊
ά㌍ࡢሙࡀ࠶ࡿ࠸࠺Ⅼࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࢸࣥࠊከᵝ࡞⫋ᴗྡࢆิグࡋ࡚࠸ࡿࣔࢼ
ࢵࢩࣗࠊලయⓗ࡞ᴗົࢆᖜᗈࡃᣲࡆ࡚࠸ࡿ༡࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊ࢟ࣕࣜᵓ⠏
ࡣྍ⬟ᛶࡀᗈࡃ࠶ࡿࡇࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
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4.3 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᅾࡾ᪉ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
4.3.1 ᴫせ
 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡣࠊẚ㍑ⓗࡺࡿࡸ࡞ᑓ㛛ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆ⠏࠸
࡚࠸ࡿࠋ
ᑓ㛛⫋ᅋయࡋ࡚᭱ࡶつᶍ࡞ࡶࡢࡣࠊ1000 ே௨ୖࡢဨࢆ᧦ࡍࡿ࣮࢜ࢫࢺ࣭ࣛࣜ
࣮࢟ࣅࢫࢺ༠㸦Australian Society of Archivistsࠊ௨ୗࠕASAࠖ࠸࠺ࠋ㸧࡛࠶ࡿ9ࠋࡑ
ࡢጞࡲࡾࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᅗ᭩㤋༠ෆ 1951 ᖺタ⨨ࡉࢀࡓ࣮࢝ࣈࢬ࣭ࢭࢡࢩ
࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࡍ࡛ 1955 ᖺࡽᑓ㛛ㄅࠗArchives and Manuscripts࠘ࢆห⾜ࡍࡿ࡞
࣮࢝ࣈࢬ⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᅗ᭩㤋༠࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࠶ࡿࡇࡢ㝈⏺ࡽࠊ
1975 ᖺ⊂❧ࡋࡓ࣮࢟ࣅࢫࢺ༠ࡋ࡚ ASA ࡀタ❧ࡉࢀࠊ⌧ᅾ⮳ࡿࠋဨࡣᶵ㛵
ဨཬࡧಶேဨࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡑࡢᙳ㡪ຊࡢࡁࡉࡣࠊ≉ࠊᑓ㛛⫋㣴ᡂㄢ⛬ࡢㄆドไ
ᗘ࡛ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊཬࡧࠊ⌮⥘㡿ࡢ⟇ᐃ࠸ࡗࡓᡂᯝࡽ❚࠼ࡿࠋࡲࡓḟ㡯࡛ゐࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊ⊂⮬ࡢᑓ㛛⫋ㄆドไᗘࡶᣢࡘࠋ࣮࢟ࣅࢫࢺಶேࡢ㈨㉁ྥୖࡸປാ⎔ቃࡢྥୖ
࡞ࠊಶࠎࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᨭ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚࣮࢝ࣈࢬ㸭ࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
࠸࠺ᑓ㛛⫋యࡢᗏୖࡆࢆᅗࡿࡇࢆ┠ᣦࡍάືྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ḟࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣞࢪᆅᇦࣞࢥ࣮ࢻཬࡧሗ⟶⌮ᑓ㛛ᐙᅋయ㸦The Records and
Information Management Professionals Australasiaࠊ௨ୗࠕRIMPAࠖ࠸࠺ࠋ)ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿ10ࠋࡇࢀࡣ 1965 ᖺタ❧ࡉࢀࡓࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ᪉ࡢᐇົᐙ
ࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢᑓ㛛ᐙࡢᅋ⤖ᨭ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋဨࡣᶵ㛵ဨ
㸦ဨ࡞ࡗࡓᶵ㛵ࡽཧຍ࡛ࡁࡿ࣓ࣥࣂ࣮ᩘࡼࡾ㈝ࡀ␗࡞ࡿ㸧ཬࡧಶேဨࡽᵓ
ᡂࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣᶵ㛵ဨ࣭ಶேဨྜࢃࡏ࡚ 1,300 ࡢဨᩘୖࡿࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊
ࡢ⌧ሙ࠾ࡅࡿࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢࡢྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ࣮࢟ࣅࢫ
ࢺಶேࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ⤌⧊ࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊ಟࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂ࡞ࠊ⤌⧊యࡢ
࣮࣋ࢫࢵࣉᨭάືࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࣮࢟ࣅࢫࢺ㸭ࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕ┤᥋㛵ࢃࡿᅋయࡋ࡚ࡣୖグ 2 ᅋయ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡽᐦ᥋㛵ࢃࡿᅋయࡋ࡚ࠊASA ࡢẕయ࡛࠶ࡗࡓ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜᅗ᭩㤋࣭ሗᏛ༠
㸦Australian Library and Information Association㸦1989 ᖺ Information ࢆྡ⛠
㏣ຍࡋᑐ㇟ᣑࠊ௨ୗࠕALIAࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ11ࠋ๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊಶேฟᡤࡢ
࣮࢝ࣈࢬࡣᅗ᭩㤋࡛ಖᏑࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡣࠊALIA ࡣ࣮࢝ࣈࢬ
ࡗ࡚༢࡞ࡿ㢮⦕ᶵ㛵ࡢᅋయࡲࡽ࡞࠸㔜せᛶࢆᣢࡘゝ࠼ࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊASA࣭RIMPA࣭ALIA ࡢ 3 ᅋయࡣࠊᑓ㛛ศ㔝ࡢⓎᒎࡢࡓࡵぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋ࡚༠ຊ
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ12ࠋࡃᑓ㛛ᐙ㣴ᡂㄢ⛬ࡘ࠸࡚ࡣࠊRIMPA ࡶᏛࡢㄢ⛬ㄆドไᗘ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊASA ࡢㄆドࡍࡿࡍ࡚ࡢㄢ⛬ࡣ➼ࡋࡃ RIMPA ࡶㄆドࡋ࡚࠾ࡾࠊᕪ␗ࡣ
࡞࠸13ࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㸦ཬࡧࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊㄆドࢆཷ
ࡅࡓᏛࡢㄢ⛬ࢆಟࡋ࡚࠸ࢀࡤ➼ࡋࡃᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢࢫࢱ࣮ࢺࢆษࡗ࡚࠸ࡿㄆ▱ࡉࢀ
࡚࠸ࡿゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
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4.3.2 ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
1㸧ᴫせ
 ࡍ࡛㏙ࡓ࠾ࡾࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࠾࠸࡚ࡣࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ࠶ࡿ࠸ࡣࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐
ࢿࢪ࣮ࣕࢆྡࡿ࠺࠼࡛ࠊཝᐦ࡞㈨᱁ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋASA ➼ࡀㄆドࡍࡿᏛ㝔ㄢ⛬㸦ࢹ
ࣉ࣐ࣟࢆྵࡴ㸧ࢆಟࡍࡿࡇࡼࡾᑓ㛛ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢸධࡿ࠸࠺ࡺࡿࡸ࡞⪃࠼᪉
ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊಟకࡗ࡚≉ᐃࡢ㈨᱁ྡ⛠ࡀࡉࢀࡿࡇࡶ࡞࠸ࠋ࣮࢟ࣅࢫࢺ࠶ࡿ
࠸ࡣࣞࢥ࣮ࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡋ୍࡚ᐃ௨ୖࡢ࣏ࢫࢺᑵ࠸ࡓࡾࠊᣦᑟⓗ❧ሙᑵ࠸࡚࠸ࡃ
࢟ࣕࣜࢆ⠏࠸ࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡣࡇࢀࡽࡢㄢ⛬ࢆ⤒࡚࠸ࡿࡇࡣ⌧ᅾࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࡀࠊᑠ
つᶍ࡞ᅋయࡢ㈨ᩱಖᏑᢸᙜ࣏ࢫࢺ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᏛ㝔ಟࣞ࣋ࣝࡀồࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇࡶ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
 ࡓࡔࡋࠊASA ཬࡧ RIMPA ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢဨෆࡢࣞ࣋ࣝᕪࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋྡဨ㈨
᱁ⓗ࡞ពྜ࠸ࡢᙉ࠸ RIMPA ẚࡋ࡚ࠊASA ࡛ࡣࠊASA Accredited Member㸦ASA ㄆ
ドဨࠊASAAM)ࠊASA Recognised Professional (ASA ㄆᐃᑓ㛛⫋ࠊASARP)ࠊASA
Accredited Professional (ASA ㄆドᑓ㛛⫋ࠊASAAP)ࡢ 3 ẁ㝵ࢆタࡅࠊࡇࢀࡽ㈨᱁ࢆ㡰ḟ
ࢡࣜࡋ࡚㧗ᗘ࡞ᑓ㛛⫋ࡋ࡚࢟ࣕࣜࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃࡇࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋྛဨ㈨᱁ࡢ
ෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ASA Accredited Member (ASA ㄆドဨࠊASAAM)
ASA ࡀㄆドࡋࡓᏛࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ➼ࡋ࠸⪅㸧
࣭ASA Recognised Professional (ASA ㄆᐃᑓ㛛⫋ࠊASARP)
Ꮫࡢ༞ᴗ㈨᱁ࢆᣢࡘ⪅㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ➼ࡋ࠸⪅㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࣮࢝ࣈࢬࡲ
ࡓࡣࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢᶵ㛵࡛᭱ప 2 ᖺࡢᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢᴗົ⤒㦂ࢆᣢࡘ⪅
࣭ASA Accredited Professional (ASA ㄆドᑓ㛛⫋ࠊASAAP)
ASA ࡀㄆドࡋࡓᏛࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࢆ༞ᴗࡋࡓ⪅㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ➼ࡋ࠸⪅㸧࡛࠶ࡗ
࡚ࠊ࣮࢝ࣈࢬࡲࡓࡣࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢᶵ㛵࡛᭱ప 5 ᖺࡢᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢᴗ
ົ⤒㦂ࢆᣢࡘ⪅
ࡇࢀࡽࡢ⛠ྕࡣဨࡽࡢ⏦ㄳࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊASARP  ASAAP
ࢆࠕᑓ㛛ဨࠖࡋ࡚ᕪูࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2㸧ㄆド࣭㈨᱁ࡢྲྀᚓ㸭᭦᪂᪉ἲ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᭱ࡶຠຊࢆᣢࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿ ASA ࡢ ASARP ཬࡧ ASAAP ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿ᪉
ἲ⤠ࡗ࡚ࡲࡵࡿ14ࠋ ㄆド⏦ㄳ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ
(1) ࠙⾲ 4ࠚᥖ㍕ࡢࠕ⬟ຊࠖ㡯┠ࡽࠊᚲ㡲࡛࠶ࡿࠕ▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࠖ௨እ 3 ศ㔝
ࢆ㑅ࡧࠊ⮬ࡽࡀࡑࡢࣞ࣋ࣝ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ 500 ㄒ⛬ᗘ࡛ࡲࡵࡓࡶࡢ
(2) ᑓ㛛⫋㛵ࢃࡿ⫋Ṕࡸࡑࡇ࡛ࡢᙺࠊ┤㏆ࡢົࡢୖྖࡢ㐃⤡ඛ
(3) ᏛࡲࡓࡣᏛᴗᡂ⦼ド᫂᭩
ࢆࠊ༠ࡢᑓ㛛⫋ㄆᐃጤဨᥦฟࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࠙⾲ 4ࠚㄆド⏦ㄳࡢド᫂㡯
⬟ຊ
▱㆑ཬࡧᢏ⬟
ᚲ㡲㸧

ᑓ㛛⫋ព㆑

ᶒࠊྖἲཬࡧ
ἲ

౯್ほཬࡧ
⌮ほ

⠊ᅖ
࣮࢝ࣈࢬࡢཎ๎ࠊࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟
ࣆࣥࢢࡢᐇົࠊࢥࣥࢸࢽ࣒ࣗ⌮
ㄽࠊ࣮࢜ࢫࢺ࣭ࣛࣜࢩ࣮ࣜࢬ࣭ࢩ
ࢫࢸ࣒ࠊ࣓ࢱࢹ࣮ࢱᶆ‽ཬࡧᐇົ
㛵ࢃࡿἲⓗᯟ⤌ࡳࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
ࡇࠋࡑࡢ▱㆑ࢆࠊᴗົศᯒࠊࢩࢫ
ࢸ࣒㛤Ⓨࠊࢹࢪࢱࣝሗ⥔ᣢࠊホ౯
㑅ูࠊ᭱⤊ฎศཬࡧ⦅ᡂグ㏙ࡢ
⯡ࢆ㏻ࡌ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇࠋ
࣓ࣥࢱ࣮ࡽࡢᨭࢆᚓࡘࡘࠊಶே
ࡋ࡚ࡢࡿ⯙࠸ࠊᐇົࠊᏛࡧ㈐
௵ࢆᣢࡘࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᑓ㛛⫋ࡋ
࡚ࡢ㈉⊩ࢆ♧ࡍࡇࠋᑓ㛛⫋ࡢホุ
ࢆᏲࡾࠊᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢᇶ‽ࢆㄝ᫂
ࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇࠋ

䞉ᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢホุࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋຠᯝⓗ
࡞ᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢᐇົྲྀࡾ⤌ࡳࠊ┬ᐹࠊཬࡧ
࢟ࣕࣜᵓ⠏ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ࡽ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ࠊ
ୖྖࡸ࣓ࣥࢱ࣮ࡽࢥࣥࢫࢱࣥࢺࡘຠᯝ
ⓗ࡞ຓゝࢆᚓࡿࡇࠋ
䞉⮬ࡽࡢᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢ㝈⏺ࡸ▱㆑ࡢࢠࣕࢵ
ࣉࡘ࠸࡚ᖖ⮬ぬࢆᛀࢀ࡞࠸ࡇࠋຓゝࡸ
ᑓ㛛▱㆑ࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞⫋ሙෆእࡢ௰㛫
ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࠋ
䞉ᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ྥୖࡢࡓࡵᚲせ
࡞Ꮫࡧࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࠊ⾜ືࡍࡿࡇࠋ
䞉ᐇົࡢ㉁ࡀప࠸ࡇࡽ⏕ࡌࡿၥ㢟ࡘ࠸
࡚ࠊࣜࢫࢡࡢ⟶⌮ࡸ㍍ῶᡓ␎ࡢά⏝࡞ࢆྵ
ࡵ࡚ὀពႏ㉳ࡋࡓࡾၥ㢟ᥦ㉳ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ
ࠋ
䞉ࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ከᵝ࡞ሙ࡛ᑓ㛛⫋ࡢ⌮ゎࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡇࠋ
ᕷẸ♫࠾ࡅࡿࣞࢥ࣮ࢻࡢᙺࢆ 䞉ᗈࡃ♫ࡸࣅࢪࢿࢫ࡛ᮇᚅࡍࡿ࠶ࡾ᪉ࡀἲ
⌮ゎࡍࡿࡇ㸹ࢡࢭࢫࣉࣛࣂ
ไᗘࡪࡘࡿࡼ࠺࡞≧ἣࢆ≉ᐃࡋࠊ㏱᫂ᛶ
ࢩ࣮ಖㆤ㛵ࡍࡿཎ๎ࢆᏲࡾࠊேᶒࠊ
ࢆᣢࡗ࡚ゎỴࡍࡿࡼ࠺ࠊἲไᗘࢆࣞࢥ࣮ࢻ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࠊᖹ➼
࣮࢟ࣆࣥࢢࡢᐇົ࠾࠸࡚ゎ㔘ࡋ㐺⏝ࡍࡿ
ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏཎ๎ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ
⬟ຊࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍࡇࠋ
ࠋࡇࢀࡽࡢཎ๎ࡀ☜ᐇᐇົࡢᅵ 䞉♫ⓗṇ⩏ࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࠊ
ྎࢆᨭ࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋ
ᖹ➼࠸ࡗࡓཎ๎ࡀពᛮỴᐃࡢ㝿☜ᐇ
㐺⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ┘どࡋࠊぢ┤ࡋࠊホ౯ࡍࡿ
ࡇࠋ
䞉ࡇࢀࡽࡢཎ๎ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊᨻ⟇Ỵᐃࡸ㛤Ⓨ
ࡢᶵ㈉⊩ࡍࡿࡇࠋ
䞉ἲไᗘࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࡢᑓ㛛⫋ࡸ࢚࣮ࢪ
࢙ࣥࢩ࣮ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࢀࡿࡇ
ࠋ

ࢃࢀࢃࢀࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿே 䞉ᑓ㛛ⓗᐇົࠊᶒࠊἲࡼࡾ࠼ࡽࢀࡿᶒ
ࡘ࠸࡚⮬ಙࢆࡶࡗ࡚⌮ᇶ࡙ࡃㄝ᫂ࢆ
ࡢ༠ຊయไࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ⪅⩏ࢆ࿊ࡋࡓࡾ
ಙ㢗ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࠊ⌮ⓗ࡞
ᢈุࡍࡿ㝿ࡣἲⓗᯟ⤌ࡳࡸேᶒ㛵ࡍࡿ
ࡿ⯙࠸ࡸ⌮ⓗ࡞ពᛮỴᐃࢆ♧ࡍࡇ
ᯟ⤌ࡳᇶ࡙ࡃࡇࠋ
ࠋᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢ౯್ᇶ‽ࡸ⌮
ᇶ‽ཬࡧ㛵㐃ࡍࡿἲᚊࡘ࠸࡚ࡶ༑ 䞉⮬ࡽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⪅ࡢ౯್ほࡀᑓ㛛ⓗᐇົ
࠼ࡿᙳ㡪ࡸࣥࣃࢡࢺࡘ࠸࡚ࠊᢈุⓗ
ศ▱㆑ࢆᣢࡘࡇࠋ
┬ᐹࡋ⟶⌮ࡍࡿࡇࠋ
䞉ᶵᐦ㡯ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࠊࢹ࣮ࢱಖㆤࢆᏲࡿ
ࡼ࠺⾜ືࡍࡿࡇࠋ





$6$53ࡲࡓࡣ$6$$3ࡢせồࣞ࣋ࣝ
䞉⏦ㄳ⪅ࡀᐇົࢆ✚ࢇࡔศ㔝㛵ࡋ࡚ࠊໟᣓⓗ
⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇཬࡧ▱㆑ࡢά⏝ࡢ᪉
ࡘ࠸࡚♧ࡍࡇࠋࡑࡢ㝿ࠊ⌧௦ⓗㄢ㢟ࡘ
࠸࡚ࡢᢈุⓗ࡞ぢゎドᣐᇶ࡙ࡃᐇົ◊
✲ࡶྵࡵࡿࡇࠋ
䞉ࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆࣥࢢࡢᐇົሗࡸᶒ㝈ࢆ
࠼ࡿ㐺ษ࡞ἲไᗘࡸ᪉㔪ࡢᯟ⤌ࡳࡘ࠸
࡚ࡢ▱㆑㐺⏝᪉ἲࢆ♧ࡍࡇࠋ
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⬟ຊ
ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ
ཬࡧ⤌⧊

࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ
ࣉཬࡧࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥ

ᢈุⓗ┬ᐹ

⠊ᅖ
⤌⧊యࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸࠊᴗົࣉ
ࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࠊ,7 ࡢࣥࣇ
ࣛࡸࢩࢫࢸ࣒ࠊࡉࡽࡑࡢ⤖ᯝࡋ
࡚ࡢࣞࢥ࣮ࢻࡢసᡂࡸࡑࢀࡀ‶ࡓࡍ
ࡁせ௳ࠊࡑࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡿࡇࠋྠᵝࠊಶேࣞࢥ࣮
ࢻ㛵ࡋ࡚ࡣࠊಶࠎேࡢࡢ㛵ಀ
ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࠋ

$6$53ࡲࡓࡣ$6$$3ࡢせồࣞ࣋ࣝ
䞉ຠᯝⓗ࡞ࣞࢥ࣮ࢻࡀ☜ᐇసᡂࡉࢀࠊࡲࡓࡑ
ࡇᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊἲⓗࠊᐇົ✌ാୖࠊ,7
ࣥࣇࣛࠊࡑࡋ࡚࣏ࣜࢩ࣮࠸ࡗࡓࢥࣥࢸࢡ
ࢫࢺࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࠊ✚ᴟⓗ㛵ࢃࡿࡇࠋ
䞉⤌⧊άືࡀࡢࡼ࠺ࡼ࠸ࣞࢥ࣮ࢻ࣮࢟ࣆ
ࣥࢢࡢᡂᯝࡘ࡞ࡀࡿࢆ᥈ࡾࠊぢᴟࡵࡿࡇ
ࠋ
䞉⤌⧊ᵓ㐀ࡢኚ┠ࢆྥࡅࡿࡇࠋࡢᑓ㛛
ᐙࡢどⅬࢆㄆ㆑ࡋࠊᑛ㔜ࡋࠊࡑࡇ㛵ࢃࡿࡇ
ࠋ
䞉⮬ࡽࡢᒓࡍࡿ⤌⧊ෆ࡛ാࡃ⬟ຊࡀ࠶ࡿࡇ
ࢆ♧ࡋࠊ⤌⧊ࠊᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࡢ࣋ࢫࢺ࣭ࣉࣛ
ࢡࢸࢫࠊࡑࡋ࡚ࡼࡾᖜᗈ࠸ኚࡍࡿࢥࣥࢸ
ࢡࢫࢺ࠸ࡗࡓࡶࡢࡢ㛵ಀࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࢀ
ࡶാࡃࡇࠋ

ᑓ㛛⫋ࡢⓎᒎࡸ࣋ࢫࢺ࣭ࣉࣛࢡࢸ 䞉࣋ࢫࢺ࣭ࣉࣛࢡࢸࢫࡢ᪂ࡓ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡢ
ヨࡳ⋡ඛࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛ࠊࡑࡢⓎᒎ
ࢫࢆࠊࡑࢀࡢ✚ᴟⓗ㛵ࠊ◊✲ࠊ
㈉⊩ࡋࠊ᥎㐍ࢆࡣࡿࡇࠋ
࣓ࣥࢱ࣮ᙺࠊᩍ⫱ཬࡧ⟶⌮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
䞉⪅ࡢᏛࡧ㈉⊩ࡋࠊᏛࡧࡢᩥࢆᣢ⥆ࡉࡏ
ᨭ࠼ࡿࡇࠋ
ࡿࡢࢆຓࡅࡿࡇࠋ
䞉ᑓ㛛⫋࡛࠶ࡿ⮬ศࡢᙺ⮬ಙࢆᣢࡕࠊ⪅
๓ྥࡁ༠ാࡍࡿࡇࠋࢳ࣮࣒⤌⧊ࡢ┠
ᶆྥࡅ࡚ࠊ࿘ᅖ༠ຊⓗ࡞ࡸࡾ᪉࡛㐍ࡳࠊ
㈉⊩ࡍࡿࡇࠋ
䞉ᖜᗈ࠸ᑓ㛛⫋ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ୰࡛ࠊ⮬ࡽࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆ⠏ࡁࠊ༠ാⓗാࡃᶵࢆᚓ࡚࠸
ࡃࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡇࠋ

⤌⧊ࡢࢽ࣮ࢬࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࠊᴗົ 䞉ࡲࡍࡲࡍ」㞧ࡉࢆቑࡍ≧ἣ࠶ࡗ࡚ࠊᜏᖖⓗ
ࣉࣟࢭࢫࠊドᣐࡋ࡚ࡢせ௳࠸ࡗ
ࡘຠ⋡ⓗᢈุⓗ┬ᐹศᯒࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ࡓࡶࡢࢆ≉ᐃࡋࠊࡽ㆑ูࡋࠊホ 䞉ドᣐᇶ࡙ࡃุ᩿ࡸṇᙜᛶࢆᙇࡋ࠺ࡿุ
౯ࡋࠊ⤫ྜࡉࡏࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊᢈุ
᩿ࢆᙧࡋࠊྍどࡍࡿࡇࠋ
ⓗᛮ⪃⇍៖ࡢཎ๎ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ 䞉」㞧࡞≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᢈุⓗ┬ᐹࠊᣮᡓࠊド
ࠋ
ᣐᇶ࡙ࡃពᛮỴᐃࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
䞉⪅ࡀྠᵝࡢ⬟ຊࢆ㛤Ⓨࡋࠊ⮬ࡽࡢゎỴ⟇ࢆ
ぢ࠸ࡔࡍࡢࢆᨭࡍࡿࡇࠋ


ᅇࠊලయⓗ࡞ᑂᰝᡭ⥆ࡁࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡀࠊᇶᮏⓗࡣ⮬ᕫ⏦࿌ࡼࡿ㐩ᡂᗘㄝ
᫂ࢆホ౯ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ⏦ㄳࢆ༷ୗࡍࡿሙྜࡣㄆᐃጤဨࡀࡑࡢ⌮⏤ࢆῧ
࠼࡚㏻▱ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢุ᩿᭹ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ ASA ホ㆟ጤဨッ
࠼ࡿ࠸࠺㐨➽ࡶ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 4 ࡲࡵࡽࢀࡓ㡯ࡽࡣࠊᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤌⧊ࡸ♫
ാࡁࡅࡿ⬟ຊࡢྥୖ࡛࠶ࡿࠊ࣮࢝ࣈࢬయࢆᗏୖࡆࡍࡿࡓࡵ㈉⊩ࡍࡿᣦᑟຊࡸಠ
▔ⓗど㔝ࢆᣢࡘࡇ࡛࠶ࡿࠊ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ❚ࢃࢀࡿࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊಶࠎࡢᢏ
⬟࣭ᢏ⾡ࡣၥ㢟ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱࢆᢅ࠸ࡇ࡛ົ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛ࡶࠊᚲ
ࡎࡑࡢ✚ࡀホ౯ࡉࢀ࠺ࡿࡼ࠺࡞ᣦᶆタᐃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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4.4 ࡲࡵ
 ௨ୖぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࡣࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ⮬㌟࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿᑓ㛛ᐙ༠ࡀᏛࡢㄢ⛬ࢆㄆドࡍࡿࡇࡼࡾࠊ୍⯡ⓗ࡞㧗➼ᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ᑓ㛛
ᐙࢆ㣴ᡂࡋࡘࡘࠊࡑࡢᩍ⫱ࡢ㉁ࡣ⮬ᚊⓗಖࡘ࠸࠺ࡓࡕࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓㄆドㄢ⛬
ࢆಟࡍࡿࡇࡣᑓ㛛⫋ࢥ࣑ࣗࢽࢸຍࢃࡿ➨୍Ṍࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇົ⤒㦂ࢆ
✚ࡴࡇࡼࡗ࡚ᑓ㛛⫋ࢥ࣑ࣗࢽࢸෆ࡛ࡑࡢᑓ㛛ᛶࡢ㧗ࡲࡾࢆᐈほⓗ⨨࡙ࡅࡿไᗘ
ࢆᣢࡘࠋࡇ࠺ࡋࡓẚ㍑ⓗࡺࡿࡸ࡞⦡ࡾ࡛ࡢᑓ㛛⫋㣴ᡂࡑࡢᚋࡢ࢟ࣕࣜᵓ⠏ࡢ࠶ࡾ᪉
ࡣࠊᑓ㛛⫋㣴ᡂࢆᅜᐙᶵ㛵ࡸᅜ❧බᩥ᭩㤋㸦ࡑࡢ㝃ᒓᏛᰯྵࡴ㸧࡛ᢸ࠺࠸ࢃࡤ୰ኸ㞟⣙ⓗ
యไ࡛⾜࠸ࠊཝᐦ㈨᱁ࡸ࢟ࣕࣜᵓ⠏ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ࠸࠺ࣉ࣮ࣟࢳࡣ␗࡞ࡾࠊ
⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ࠶ࡾ᪉ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊཧ⪃࡞ࡿࡇࢁࡀከ࠸ࠋࡓࡔ
ࡋ⌧Ⅼ࡛᪥ᮏ࡛ࡣᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㉁ࢆ⮬ᚊⓗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡋࡃࡳࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡇࡣ
ࡁ࡞㐪࠸࡛࠶ࡾࠊㄢ⛬ಟ⏕ࡢࢫ࢟ࣝᑐࡍࡿ♫ⓗಙ㢗ࢆᚓࡿࡓࡵࡣࠊࡇࡢⅬࡢᨵ
ၿࡀᚲせ࡞ࢁ࠺ࠋ
୍᪉࡛ࠊ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢࡽ࠼᪉ࡸᚓࡋ࡚࠾ࡃࡁಶࠎࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃
࠼᪉ࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࡀ᪂ࡋ࠸ᅜ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼ࠊ1000 ᖺ༢࡛ࡢᩥ᭩ࡢ✚ࡑࡢ⟶
⌮ࡢఏ⤫ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࣮ࣚࣟࢵࣃࡸ᪥ᮏࡣࡁࡃ␗࡞ࡿࡇࡣὀពࢆせࡍ
ࡿࠋ⌧௦ࡢ⤌⧊⟶⌮యไ“௨እࢆᣢࡓ࡞࠸”࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣛࣜࡣࠊ⌧⏝࣭㠀⌧⏝ࡢ༊ู࡞ࡃ
ᩥ᭩ࡸሗࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ព㆑ࡀᙉࡃࠊ㐣ཤࡢ␗࡞ࡿᩥ᭩ไᗘࢆໟྵࡍࡿどⅬࡼ
ࡾࡶ⌧ᅾࡽᮍ᮶ྥࡅࡓሗࡢ⤌⧊≉ࡍࡿどⅬࡀᙉ࠸ࠋᚲ↛ⓗࠊࡼࡃゝࢃࢀࡿ
ࠕᩥ᭩⟶⌮ࡢᕝୖࡢࢥ࣑ࢵࢺࠖࡀࡉࡽ㐍ࢇ࡛ࠊ
ࠕ⤌⧊άືࡑࡢࡶࡢࡢຠ⋡ⓗ㐠Ⴀࡢࢥ
࣑ࢵࢺࠖࡼࡗ࡚⮬↛↓㥏࡞ࡃ㐺ษ࡞ᩥ᭩ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࣮࢝ࣈࢬ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ
ࢆ┠ᣦࡍ⪃࠼᪉ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ፹యࡢᕪࡣពࢆᣢࡓࡎࡍ࡚ࡣ➼ࡋࡃሗ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺
ࡼ࠺࡞ࣉ࣮ࣟࢳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣᚋࡢ᪥ᮏ࡛ࡶྍ㑊࡞どⅬ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢほⅬࡽࡢ⌮ㄽᩚ⌮ࡸ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⤌ࡳ᪉ࡣ㠀ᖖཧ⪃࡞ࡿࡀࠊࡑࢀྠ
ࠊ᪥ᮏ࡞ࡽ࡛ࡣࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿẸ㛫㈨ᩱᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡸྂᩥ᭩ྲྀࡾᢅ࠸ࢫ࢟ࣝࢆࠊ᪥
ᮏࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺᑓ㛛⫋ࡢᐃ⩏ࡢ୰ࡢࡼ࠺࡞㔜ࡳ࡛⨨࡙ࡅࠊ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢࡼ࠺ᫎࡉࡏࡿࠊ࠸࠺ࡇࡣ⊂⮬⪃࠼ࡿࡇ࡞ࢁ࠺ࠋ

ͤᘬ⏝ URL ࡣ௧ඖᖺ㸦2019㸧8 ᭶ 28 ᪥☜ㄆ῭ࠋ
1

Jackie Bettington [et al.] eds., Keeping Archives, 3rd edition, Australian Society of Archivists,

2

๓ᥖὀ 1 ྠࡌࠋ

3

Hilary Golder, Documenting a nation : Australian Archives - the first fifty years, Australian Govt.

Canberra, 2008, p. 12.

Pub. Service, Canberra, c1994.
4

Accredited Courses (https://www.archivists.org.au/learning-publications/accredited-courses)ࠋ࡞࠾ࠊ
ㄢ⛬࣭Ꮫࡢྡ⛠ࡣ➹⪅ࡼࡿ௬ヂࠋ

5

ᑓᨷㄢ⛬ࡘ࠸࡚ࡢሗࡣୗグ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡚☜ㄆ㸸Information and Library Studies
(https://futurestudents.csu.edu.au/courses/library-information-studies)
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6

ᑓᨷㄢ⛬ࡘ࠸࡚ࡢሗࡣୗグ࡚☜ㄆ㸸Corporate Information Management Major (BA)
(https://humanities.curtin.edu.au/study/)ࠊཬࡧࠊMaster of Information Management
(https://study.curtin.edu.au/offering/course-pg-master-of-information-management--mc-infmgt1/)ࠋ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊCourses Handbook
(http://handbook.curtin.edu.au/courses/31/319909.html)ࢆཧ↷ࠋ

7

ᑓᨷㄢ⛬ࡘ࠸࡚ࡢሗࡣୗグ࡚☜ㄆ㸸Business Information Systems
(https://www.monash.edu/study/courses/find-a-course/2019/business-information-systems-c6003)ࠋ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊCourse Handbook
(http://www.monash.edu.au/pubs/handbooks/courses/C6003.html)ࢆཧ↷ࠋ

8

ᑓᨷㄢ⛬ࡘ࠸࡚ࡢሗࡣୗグ࡚☜ㄆ㸸Master of Information Management (Archives and Records
Management)
(https://study.unisa.edu.au/degrees/master-of-information-management-archives-and-records-man
agement/int)

9

ASA 㛵ࡍࡿሗࡣྠ༠࢙࢘ࣈࢧࢺཧ↷㸦https://www.archivists.org.au/㸧
ࠋ

10

RIMPA 㛵ࡍࡿሗࡣྠ࢙࢘ࣈࢧࢺཧ↷㸦https://www.rimpa.com.au/㸧

11

ALIA 㛵ࡍࡿሗࡣྠ࢙࢘ࣈࢧࢺཧ↷㸦https://www.alia.org.au/㸧

12

ぬ᭩ࡣ௨ୗᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸸https://www.archivists.org.au/documents/item/568ࠋ

13

ࡓࡔࡋ RIMPA ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࡣಶูࡢㄆドㄢ⛬ྡࡢグ㍕ࡣ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊASA ㄆドࡀ㔜࡞ࡿㄢ
⛬௨እㄆドࡋ࡚࠸ࡿㄢ⛬࣭◊ಟ➼ࡀ࠶ࡿࡢ࠺ࡘ࠸࡚ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ

14

ASA ᑓ㛛⫋ㄆᐃไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊASA ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢࠕProfessional Recognitionࠖࡢ࣮࣌ࢪཧ↷
㸦https://www.archivists.org.au/membership-information/professional-recognition㸧

㸦᳃ᮏ⚈Ꮚ ᮾிᏛᩥ᭩㤋ᩍᤵ㸧
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5 㡑ᅜ
5.1 㡑ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬไᗘࡢᴫせ
5.1.1 ⏝ㄒࡢᐃ⩏
㡑ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬไᗘࡣࠕබඹグ㘓≀⟶⌮㛵ࡍࡿἲᚊࠖ㸦2006 ᖺᨵṇࠊ2007
ᖺ⾜ࠋ௨ୗࠕබඹグ㘓≀ἲࠖ1࠸࠺ࠋ㸧2ᇶ࡙࠸࡚ᐃࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢἲࡣࠕබඹᶵ㛵ࡢ
㏱᫂ࡘ㈐௵࠶ࡿ⾜ᨻල⌧බඹグ㘓≀ࡢᏳ࡞ಖᏑཬࡧຠ⋡ⓗά⏝ࡢࡓࡵබඹグ㘓≀
⟶⌮ᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵࡿࡇࢆ┠ⓗࠖ
㸦➨㸯᮲㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐺⏝⠊ᅖࡣࠊ➨ 2 ᮲࡛
ࠕබඹᶵ㛵ࡀᴗົ㛵㐃ࡋ࡚⏕⏘࣭ཷ㡿ࡋࡓグ㘓≀ࠊಶேࡲࡓࡣᅋయࡀసᡂ࣭ྲྀᚓࡋࡓグ
㘓ሗ㈨ᩱ㸦බඹᶵ㛵ࡀᡤ᭷࣭⟶⌮ࡍࡿグ㘓ሗ㈨ᩱࢆྵࡴ㸧ࡢ୰ࠊᅜᐙⓗಖᏑࡍࡿ౯
್ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿグ㘓ሗ㈨ᩱ➼බඹグ㘓≀࡛ࠖ࠶ࡿᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 3 ᮲㸦ᐃ⩏㸧ࡣ࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵ᑐ㇟ࡍࡿ㈨ᩱࠊࡑࡢ⟶⌮➼㛵ࡍࡿ⏝ㄒࡀᐃ⩏
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋ
➨ 1 㡯࠾࠸࡚ࠊࠕබඹᶵ㛵ࠖ㸦public institution㸧ࡣࠊ
ࠕᅜᐙᶵ㛵ࠊᆅ᪉⮬ᅋయࠊࡑ
ࡢ⤫㡿௧ࡢᐃࡵࡿᶵ㛵ࠖࡢࡼ࠺ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 2 㡯࠾࠸࡚ࠊࠕグ㘓≀ࠖ㸦archives㸧ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕグ㘓≀ࠖࡣබඹᶵ㛵ࡀᴗົ㛵㐃ࡋ࡚సᡂ࠶ࡿ࠸ࡣཷ㡿ࡋࡓᩥ᭩࣭ᅗ᭩࣭ྎᖒ࣭࢝
࣮ࢻ࣭ᅗ㠃࣭ど⫈ぬ≀࣭㟁Ꮚᩥ᭩➼࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢグ㘓ሗ㈨ᩱ⾜ᨻ༤≀
➨ 3 㡯࠾࠸࡚ࠊࠕグ㘓≀⟶⌮ࠖ
㸦archives management㸧ࡣࠊࠕグ㘓≀ࡢసᡂ࣭ศ㢮࣭
ᩚ⌮࣭⛣⟶࣭㞟࣭ホ౯࣭ᗫᲠ࣭ಖᏑ࣭බ㛤࣭ά⏝ཬࡧࡇࢀ㝶ࡍࡿᴗົࠖᐃࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
➨ 4 㡯ࡢࠕグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࠖ㸦archives management institution㸧ࡣࠊ
ࠕ୍ᐃࡢタཬ
ࡧഛࡇࢀࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࡢᑓ㛛ேᮦࢆഛ࠼グ㘓≀⟶⌮ࡢᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿᶵ㛵ࢆ࠸࠸㺂
Ọஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵㸦permanent archives management institution㸧
࣭グ㘓㤋㸦archives
institution㸧4ཬࡧ≉Ṧグ㘓㤋㸦special archives institution㸧༊ศࡍࡿࠖᐃࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
➨ 5 㡯ࠕỌஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࠖࡣࠊ
ࠕグ㘓≀ࡢỌஂಖᏑᚲせ࡞タཬࡧഛࡇࢀࢆ
㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࡢᑓ㛛ேᮦࢆഛ࠼グ㘓≀ࢆỌஂⓗ⟶⌮ࡍࡿᶵ㛵ࢆ࠸࠸㺂୰ኸグ㘓≀⟶⌮ᶵ
㛵࣭᠇ἲᶵ㛵グ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵࣭ᆅ᪉グ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵㺂ཬࡧ⤫㡿グ㘓㤋༊ศࡍࡿࠖᐃࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
බඹグ㘓≀ἲࡣ➨ 41 ᮲࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵ࡢᑓ㛛⫋ࡋ࡚ࠕグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨࠖ
㸦௨
ୗࠕᑓ㛛せဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ㓄⨨㛵ࡍࡿ㡯ࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊྛ㡯ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 1 㡯 య⣔ⓗ࣭ᑓ㛛ⓗグ㘓≀⟶⌮ࡢࡓࡵグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡣグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨࢆ
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㓄⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨ 2 㡯 グ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨࡢ㈨᱁ཬࡧ㓄⨨ேᩘ➼㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞㡯ࡣࠊᅜつ๎ࠊ
᭱㧗ุᡤつ๎ࠊ᠇ἲุᡤつ๎ࠊ୰ኸ㑅ᣲ⟶⌮ጤဨつ๎ཬࡧ⤫㡿௧࡛ᐃࡵࡿࠋ
➨ 3 㡯 ୰ኸグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡢ㛗ࡣグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨࢆྵࡴᑓ㛛ேᮦࡢ㟂せᢕᥱཬࡧ
㣴ᡂ➼㛵ࡍࡿィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢᑓ㛛せဨࡣྠἲⱥヂ∧࡛ࠕSpecialists in Archives Managementࠖヂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
┤ヂࡍࢀࡤࠕグ㘓≀⟶⌮ࡢᑓ㛛ᐙࠖ࡞ࡿࠋྠἲ➨ 3 ᮲➨ 3 㡯ࡣࠕグ㘓≀⟶⌮ࠖࢆᑓ㛛ⓗ
㐙⾜ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ேᮦࡘࡑࡢࡓࡵࡢ㈨᱁ヨ㦂ࡢᐇࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊྠἲ⾜
௧5➨ 78 ᮲➨ 2 㡯ᑓ㛛せဨࡢᴗົࡣࠕグ㘓≀ࡢసᡂ࣭ศ㢮࣭ᩚ⌮࣭⛣⟶࣭㞟࣭ホ౯࣭
ᗫᲠ࣭ಖᏑ➼࡛ࠖ࠶ࡿᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ㡑ᅜグ㘓Ꮫ⦅ࠗグ㘓Ꮫ⏝ㄒ࠘6࡛ࡣࠊ
ࠕグ㘓⟶⌮⪅ࠖࠕ࣮࢟ࣅࢫࢺࠖࢆ௨
ୗࡢࡼ࠺༊ศࡋ࡚࠸ࡿࠋ
グ㘓⟶⌮⪅㸦record manager㸧7
㸦㸯㸧グ㘓ࡢࣛࣇࢧࢡࣝ⯡ࡘ࠸࡚グ㘓ࡢຠᯝⓗࡘ⤒῭ⓗ࡞ྲྀᢅ࣭ಖㆤ࣭ฎศ
㛵ࡍࡿᨻ⟇⾜ᨻ㈐௵ࢆᣢࡘ⪅ࠋ
㸦㸰㸧࠶ࡿᶵ㛵࠶ࡿ࠸ࡣ⤌⧊ࡢグ㘓⟶⌮ࡢ㈐௵⪅ࠋ
࣮࢟ࣅࢫࢺ㸦archivist㸧8
㸦㸯㸧グ㘓ࡢ┿ṇᛶ⬦⤡ࢆ⥔ᣢ࣭ಖㆤࡍࡿࡓࡵฟᡤཎ๎ࠊཎ⛛ᗎᑛ㔜ࡢཎ๎ࠊࡑࡋ
࡚㞟ྜⓗ༢ࡢ⤫ไ࠸ࡗࡓཎ๎ࡼࡾᣢ⥆ⓗ౯್ࢆᣢࡘグ㘓ࡢホ౯ࠊ㞟ࠊᩚ⌮࣭グ
㏙ࠊಖᏑࠊ᳨⣴ᥦ౪➼ࡢ㈐௵ࢆᣢࡘ⪅ࠋ
㸦㸰㸧ಖᏑグ㘓ࢆಖ⟶ࡍࡿᶵ㛵࠶ࡿ࠸ࡣᣢ⥆ⓗ
౯್ࢆᣢࡘグ㘓ࡘ࠸࡚ࡢ⟶⌮࣭┘╩㈐௵ࢆᣢࡘࡶࡢࠋ
ྠ᭩࡛ࡣ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢࡀグ㘓సᡂ௨㝆ࡢࣛࣇࢧࢡ࡚ࣝࡢẁ㝵Ꮡᅾࡍࡿࡇ
ࠊᅜࡸ⤌⧊ࡼࡗ࡚࣮࢟ࣅࢫࢺࡀグ㘓ࡢࣛࣇࢧࢡࣝ⯡ࡘ࠸࡚㈐௵ࢆࡶࡘሙྜ
ࡶ࠶ࢀࡤࠊ࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵⛣⟶ࡉࢀࡓグ㘓ࡢࡳࢆᑐ㇟ࢆࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿ࡞
㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚බඹグ㘓≀⟶⌮ἲࡀᐃࡵࡿࠕグ㘓≀⟶⌮ࠖࡣࠊᚑ᮶ࡢグ㘓⟶
⌮㸦records managementࠊ⌧⏝グ㘓ࡢྲྀࡾᢅ࠸⟶⌮㸧ಖᏑグ㘓⟶⌮㸦archives
managementࠊ㠀⌧⏝グ㘓ࡢಖᏑ⟶⌮㸧୧᪉ࢆໟᣓࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉ
ࡽࠗᅜᐙグ㘓㝔 40 ᖺྐ࠘9ࢆྵࡵࠊᅜᐙグ㘓㝔ࡀసᡂ࣭Ⓨ⾜ࡍࡿྛ✀㈨ᩱ➼ࠕグ㘓≀⟶
⌮ᑓ㛛せဨ㸦࣮࢟ࣅࢫࢺ㸧ࠖ⾲グࡉࢀࡿࡇࡀከࠎࡳࡽࢀࡿࡇࡽࠊᑓ㛛せဨࡣ
㠀⌧⏝グ㘓ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᪧ᮶ࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊබᩥ᭩➼ࡢグ㘓⟶⌮ཬࡧಖᏑ➼ࡢ
࡚ࡢᴗົ㛵ࢃࡿᑓ㛛ⓗேᮦࡋ࡚ࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺ࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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5.1.2 ࣮࢝ࣈࢬไᗘᶵ㛵࣭タ
 㡑ᅜࡢබᩥ᭩⟶⌮ಖᏑᴗົࢆ⥲ᣓࡍࡿ୰ኸ⤌⧊ࡣᅜᐙグ㘓㝔㸦ڝݠᆍ

ࠊ National

Archives of Korea㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ๓㌟ࡣࠊ1969 ᖺタ⨨ࡉࢀࡓ⥲ົฎ⟶㎄ࡢᨻᗓグ㘓ಖᏑ
ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛බᩥ᭩ࡸࠕົ⟶⌮つ⛬ࠖ➼ࡢ୰ࡢ㔜せ࡞ᩥ᭩ࡢಖᏑ➼㛵ࡍࡿつᐃࡣ
≉࡞ࡃࠊ1962 ᖺึࡵ࡚ᙜࡢෆ㛶ົฎ⥲ົㄢࡀᩥ᭩ᙳᐊࢆタ⨨ࡋࠊỌஂಖᏑࡀᚲ
せ࡞ᨻᗓࡢ㔜せグ㘓≀ࢆ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝᙳࡋ࡚࠸ࡓࠋᨻᗓグ㘓ಖᏑᡤࡣึࡵ࡚ᨻᗓࡢ
බᩥ᭩ࡢ୰࡛ᗫᲠᑐ㇟࡞ࡿᩥ᭩ࡽỌஂಖᏑࡍࡿ౯್ࡀ࠶ࡿグ㘓≀ࢆ㞟ࡋࠊಖᏑࡍ
ࣉ ࢧࣥ

ࡿ⤌⧊࡞ࡗࡓࠋ1984 ᖺ≀⌮ⓗ㛗ᮇಖᏑࡀྍ⬟࡞ᑓ㛛᭩ᗜࢆഛ࠼ࡓ㔩ᒣᨭᡤࢆ㛤ᡤࡋࠊ
࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝࡢᙳグ㘓≀ࡢಖᏑࡣ㔩ᒣ࡛⾜࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ1998 ᖺࡣᮏᡤࡀ㟁
ࢸࢪࣙࣥ

⟬ഛど⫈ぬグ㘓≀ࡢಖᏑ᭩ᗜࢆഛ࠼ࡓᨻᗓ⏣ᗇ⯋⛣㌿ࡉࢀࠊ⾜ᨻ⮬㒊㸦ᙜ㸧ࡢ
⟶㎄࡞ࡗࡓࠋ
1999 ᖺึࡵ࡚ࠕබඹᶵ㛵࠾ࡅࡿグ㘓≀⟶⌮㛵ࡍࡿἲᚊ㸦2000 ᖺ⾜ࠋ2006 ᖺ
ࠕබඹグ㘓≀ἲࠖ㠃ᨵṇࠋ௨ୗࠊࠕグ㘓⟶⌮ἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࠖࡀไᐃࡉࢀࠊ࡚ࡢබඹᶵ
㛵࠾࠸࡚බᩥ᭩ࡢసᡂࡽᗫᲠࠊಖᏑබ㛤ࡲ࡛ࢆయ⣔ⓗ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘⓗ᰿ᣐ
ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᨻᗓグ㘓ಖᏑᡤࡣグ㘓⟶⌮ἲࡢไᐃ࣭⾜ഛ࠼ࠊ⤌⧊ᩚഛᴗົᨵ⦅➼ࢆ
㏻ࡌ࡚ࠊ2004 ᖺᅜᐙグ㘓㝔ྡ⛠ࢆኚ᭦ࡋࠊ⌧ᅾࡢయไ࡞ࡗࡓࠋ
ᅜᐙグ㘓㝔ࡣ⾜ᨻᏳ㒊10ࡢ⟶㎄ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡀࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࡢࡳ࡞ࡽࡎᅜయࡢබඹᶵ㛵ࡢ
බᩥ᭩⟶⌮➼ࢆ┘╩࣭ᣦᑟࡍࡿᶒ㝈ࢆᣢࡘࠋ㝔㛗ࡣ௵ᮇไ㧗⣭බົဨᅋࠕ࢝ࠖ⣭11ࡽ௵
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊẸ㛫ࡽࡢබເࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ2015 ᖺࡢ⤌⧊ᨵ⦅ࡼࡾࠊ2017 ᖺᮎ⌧ᅾࠊ
⤌⧊ࡣ 3 㒊 4 㤋 15 ㄢ 2 ࢭࣥࢱ࣮࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜᐙグ㘓㝔ᮏ㝔ࡀ࠶ࡿ⏣ࡣグ㘓ᨻ
ࢭࢪࣙࣥ

ࢯࣥࢼ࣒

⟇㒊ࠊグ㘓⟶⌮ᨭ㒊⏣グ㘓㤋ࠊୡ᐀ᕷࡣ⤫㡿グ㘓㤋ࠊᇛ༡ᕷࡣグ㘓ಖᏑࢧ࣮ࣅ
ࢡࣥࢪࣗ

ࢫ㒊ࢯ࢘ࣝグ㘓㤋ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ㔩ᒣࡣ㔩ᒣグ㘓㤋ࠊࢯ࢘ࣝཬࡧග ᕞ ࡣ㜀
ぴㄳồࡢ❆ཱྀࡋ࡚グ㘓ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ12ࠋ
ᐃဨࡣ 1969 ᖺᨻᗓグ㘓ಖᏑᡤ㛤ᡤࡢ㝿ࡢ 22 ேࡽ 1980 ᖺ௦ධࡾ 100 ே๓ᚋ࡞ࡾࠊ
බඹグ㘓≀ἲࡀ⾜ࡉࢀࡓ 2007 ᖺ๓ᚋ 172 ேࡽ 251 ேࠊ2008 ᖺ 360 ேࡲ࡛ቑဨࡉ
ࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡽᚎࠎῶࡽࡉࢀࠊ2017 ᖺ⌧ᅾ 323 ே࡛࠶ࡿࠋ
ᅜᐙグ㘓㝔ࡣබඹグ㘓≀ἲ➨ 9 ᮲࡛ᐃࡵࡿࠕ୰ኸグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࠖ㸦Central Archives
Management Institution㸧ࡋ࡚ࠕグ㘓≀⟶⌮ࢆ⥲ᣓ࣭ㄪᩚࡋࠊグ㘓≀ࢆỌஂಖᏑ࣭⟶⌮
ࡍࡿࡓࡵ⾜ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡣࡑࡢᡤᒓࡋ࡚Ọஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࢆタ⨨࣭㐠Ⴀࠖࡍࡿࡼ࠺⩏
ົࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ኸグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗྠ᮲➨ 2 㡯࡛ᐃࡵࡿᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
1㸬グ㘓≀⟶⌮㛵ࡍࡿᇶᮏᨻ⟇ࡢ⟇ᐃཬࡧไᗘࡢᨵၿ
2㸬グ㘓≀⟶⌮ᶆ‽ᨻ⟇ࡢ⟇ᐃཬࡧグ㘓≀⟶⌮ᶆ‽ࡢ㛤Ⓨ࣭㐠Ⴀ
3㸬グ㘓≀⟶⌮ཬࡧグ㘓≀⟶⌮㛵㐃⤫ィࡢసᡂ࣭⟶⌮
4㸬グ㘓≀ࡢ㟁Ꮚⓗ⟶⌮య⣔ࡢᵓ⠏ཬࡧᶆ‽
5㸬グ㘓≀⟶⌮ࡢ᪉ἲཬࡧಖᏑᢏ⾡ࡢ◊✲࣭ᬑཬ
6㸬グ㘓≀⟶⌮ᚑ⪅ᑐࡍࡿᩍ⫱࣭カ⦎

69



7㸬グ㘓≀⟶⌮㛵ࡍࡿᣦᑟ࣭┘╩ཬࡧホ౯
8㸬ࡢグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ
9㸬グ㘓≀⟶⌮㛵ࡍࡿὶ࣭༠ຊ
10㸬ࡑࡢࡇࡢἲᚊ࡛ᐃࡵࡿ㡯
ᆅ᪉⮬య㛵ࡋ࡚ࡣᗈᇦ⮬య13ࡀ㛵㐃ࡢ᮲ࢆไᐃࡋࠊ⊂⮬ࡢỌஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵࡛
࠶ࡿࠕᕷ࣭㐨グ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࠖ
㸦᪥ᮏࡢᆅ᪉බᩥ᭩㤋┦ᙜࡍࡿタ㸧ࢆタ⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸㸦බඹグ㘓≀ἲ➨ 11 ᮲㸧ࠋࡲࡓࠊỌஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࢆタ⨨ࡋ࡞࠸ᇶ♏⮬య14ࠊᩍ
⫱ጤဨ15ࡣᕷ࣭㐨グ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵グ㘓≀ࢆ⛣⟶ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ2019 ᖺ 5 ᭶ᮎ⌧
ᅾࠊᑦ༡㐨グ㘓㝔㸦2018 ᖺ㛤㤋㸧ࢯ࢘ࣝグ㘓㝔㸦2019 ᖺ㛤㤋㸧ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⫋
ဨࡢ࠺ࡕグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛⫋ࡋ࡚◊✲⫋බົဨࡢグ㘓◊✲ኈ16ࡀᑦ༡㐨 2 ேࠊࢯ࢘ࣝ
9 ே㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡔ 15 ࡢᗈᇦ⮬యබᩥ᭩㤋ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡀࠊ
タ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿ⮬యࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᅜࡸ᭱㧗ุᡤ➼ࡢ᠇ἲᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࡣỌஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡀ⩏ົ࡙
ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᅜࡢሙྜࠊ2000 ᖺᅜົฎᡤᒓࡢᅜグ㘓ಖᏑᡤࡀタ⨨ࡉࢀࠊ2007
ᖺ᠇ἲᶵ㛵グ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵࡞ࡗࡓࠋ2009 ᖺᅜᅗ᭩㤋ᡤᒓ࡞ࡾࠊ2013 ᖺᮎࡽ
ࠕᅜᅗ᭩㤋⫋ไࠖᨵṇࡶ⤌⧊ࡀㄢࡽᒁ᪼᱁ࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾࡣබඹグ㘓≀ἲ➨ 10
᮲ཬࡧࠕᅜグ㘓≀⟶⌮つ๎ࠖ
㸦2001 ไᐃࠊ2011 ᖺ㒊ᨵṇ㸧ࡼࡾࠊᅜᅗ᭩㤋ࡀ❧ἲ
ᗓࡢỌஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࠊᅜົฎࠊᅜᅗ᭩㤋ࠊᅜண⟬ᨻ⟇ฎࠊᅜ
❧ἲㄪᰝฎ㸦௨ୗࠕᅜᡤᒓᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡀసᡂ࣭ཷ㡿ࡋࡓᅜグ㘓≀ࡢ⟶⌮ᴗົࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨ 25 ேࡢ࠺ࡕࠊグ㘓◊✲ᐁ17࣭グ㘓◊✲ኈࡣྜࢃࡏ࡚ 6 ே࡛࠶ࡿࠋ
Ọஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࢆྵࡵࠊ࡚ࡢබඹᶵ㛵࠾࠸࡚グ㘓≀⟶⌮ࢆ⾜࠺⤌⧊ࡣグ㘓㤋ࢆ
タ⨨ࡋࠊᑓ㛛せဨࡢ㓄⨨ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅜᐙグ㘓㝔ࡢ 4 グ㘓㤋ࢆ㝖ࡃ㸧
ࠋ2018 ᖺ 6
᭶ᮎ⌧ᅾࠊ୰ኸ┬ᗇ㸦48㸧
ࠊ୰ኸ┬ᗇᡤᒓᶵ㛵㸦131㸧
ࠊ⤫㡿㛵㐃ᶵ㛵㸦3㸧ࠊ㌷ᶵ㛵㸦121㸧ࠊ
ᆅ᪉⮬ᅋయ㸦ᗈᇦ 17ࠊᇶ♏ 228㸧
ࠊᩍ⫱ጤဨ㸦ᗈᇦ 17ࠊᆅᇦ 176㸧ࠊᅜබ❧Ꮫ㸦50㸧
ࡢィ 791 ࡢグ㘓㤋ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ 635 ᶵ㛵㸦80.3㸣㸧ᑓ㛛せဨ㸦グ㘓⟶⌮
ᐁ࣭グ㘓◊✲ᐁࢆྵࡴ㸧ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㞠⏝ᙧែࡣṇつࡢ୍⯡⫋බົဨ 559 ே㸦80%㸧ࠊ
㠀ᖖࡸࣃ࣮ࢺࡢ௵ᮇไබົဨࡀ 135 ே㸦20%㸧㞟ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ2014 ᖺᮎ௨᮶ࠊ⤫㡿ᶵ㛵ࠊ୰ኸ┬ᗇࠊᆅ᪉⮬ᅋయࠊᕷ࣭㐨ᩍ⫱ጤဨࡣ
࡚ࡢグ㘓㤋 1 ே௨ୖࡢᑓ㛛せဨ࣭グ㘓◊✲ኈࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊ୰ኸ┬ᗇᡤᒓᶵ㛵ࠊᇶ♏⮬ᅋ
యཬࡧᅜබ❧Ꮫࡣࡰ 90㸣௨ୖࡢᶵ㛵ᑓ㛛せဨࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㌷ᶵ㛵
ᩍ⫱ᨭᗇ18ࡣ 50㸣๓ᚋ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㓄⨨⋡ࡣᚎࠎୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ19ࠋ
5.2 㡑ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ
5.2.1 ᴫせ20
 ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᩍ⫱࣭㣴ᡂไᗘࡣᏛ㝔㸦ಟኈ࣭༤ኈㄢ⛬㸧࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢᩍ
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⫱♫ேࡶᑐ㇟࡞ࡿ▷ᮇᩍ⫱㝔ไᗘ௦⾲ࡉࢀࡿ21ࠋ
Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡣṔྐᏛᅗ᭩㤋ሗᏛࡢᏛ㝿ⓗ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢥ࣮ࢫࡋ࡚㛤タࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ㝔ࡼࡗ࡚ࠕグ㘓⟶⌮Ꮫࠖ
ࠕグ㘓⟶⌮
ᑓᨷࠖ
ࠕグ㘓≀⟶⌮Ꮫࠖ➼ࡢᏛࡀᤵࡉࢀࡿࠋ᪉ࠊṔྐᏛᅗ᭩㤋ሗᏛ➼ࠊ㛵㐃Ꮫၥ
ศ㔝ࡢᏛ㒊༞ᴗ⪅࡛࠶ࢀࡤ♫ே࡛ࡶᒚಟ࡛ࡁࡿグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡣࠊ1 ᖺ㛫ࡢ▷ᮇᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࡀࠊᒚಟࡍࡿࡇ࡛ᑓ㛛せဨࡢ㈨᱁ヨ㦂ࢆཷࡅࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡍࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
 ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣグ㘓≀ࡢᇶᮏᴫᛕࡽಖᏑࠊホ౯ࠊሗ⟶⌮ࠊ㟁Ꮚグ㘓⟶⌮ཬࡧಖᏑ➼
㛵ࢃࡿෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋᐇ⩦ࡀ㔜どࡉࢀࡿഴྥ࡛࠶ࡿࡀࠊࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡣከᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࡢᣦࡶ࠶ࡿ22ࠋ
 ᑓ㛛せဨ࣭グ㘓◊✲ኈࡋ࡚ᅾ⫋୰ࡣࠊᅜᐙグ㘓㝔࠾࠸࡚ᐇົᐇᇶ࡙࠸ࡓグ㘓⟶
⌮⫋ົ◊ಟࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
5.2.2 Ꮫ࣭Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
2000 ᖺ㡑ᅜ࡛ึࡵ࡚⾜ࡉࢀࡓグ㘓⟶⌮ἲ㸦ᚋබඹグ㘓≀ἲ㠃ᨵṇ㸧ࡑࡢ
⾜௧ࡼࡾࠊᨻᗓグ㘓ಖᏑᡤཬࡧ୰ኸ⾜ᨻᶵ㛵ࢆࡣࡌࡵࠊグ㘓⟶⌮ࡢᑓ㛛ேᮦࡀḟࠎ᥇
⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡑࢀక࠸ 1999 ᖺࠊᅜ❧ᮌᾆᏛࡢグ㘓⟶⌮Ꮫ༠ྠㄢ⛬㸦ྐᏛ࣭
⾜ᨻᏛ㸧㛤タࢆࡣࡌࡵࠊᅜࡢᏛ࣮࢝ࣈࢬᏛ23ࡢᏛ㝔ㄢ⛬࣭ࢥ࣮ࢫࡀ㛤タࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢࡳ࡛⊂❧ࡋࡓᑓᨷࡣᑡ࡞ࡃࠊṔྐᏛ࣭ᅗ᭩㤋
ሗᏛཬࡧ⾜ᨻᏛᑓᨷࢆ୰ᚰࠊἲᏛࠊᕤᏛࠊᩍ⫱Ꮫࠊィ⟬ᶵᕤᏛ➼ࡢᏛ㝿ⓗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࠸ࡗࡓࠕ༠ྠㄢ⛬ࠖࡋ࡚㐠Ⴀࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿ24ࠋ
⌧ᅾࠊ୍⯡Ꮫ㝔 23㸦ෆࠊᏛ㒊 1㸧ࡀ㛤タࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㛤タᖺᗘᑓᨷྡࡢヲ⣽ࡣ࠙⾲
1ࠚࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣮࢝ࣈࢬᏛࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣᇶᮏ▱㆑࢝ࢸࢦࣜࠊグ㘓⟶⌮Ꮫ㸦ධ㛛ཬࡧᴫㄽ㸧ࡀタ
ᐃࡉࢀࠊࠕグ㘓ࡢ㞟ཬࡧホ౯ࠖ
ࠕグ㘓⤌⧊㸦ᩚ⌮グ㏙㸧ࠖ
ࠕ㟁Ꮚグ㘓ࡢ⟶⌮ࠖ
ࠕグ㘓⟶⌮ࢩ
ࢫࢸ࣒ࠖ
ࠕグ㘓ಖᏑࠖ
ࠕグ㘓㤋⤒Ⴀࠖ
ࠕグ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫࠖ
ࠕグ㘓⟶⌮ἲ௧ࠖ
ࠕグ㘓≀᳨⣴ࠖ
ࠕグ
㘓⟶⌮ࡢṔྐࠖ࡞ࡀ㔜Ⅼⓗᩍ⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⿵▱㆑࢝ࢸࢦࣜࡣ⾜ᨻᏛ㛵㐃ࡢ
ࠕ⾜ᨻ⤌⧊ࠖ
ࠕሗᨻ⟇ㄽࠖ
ࠕ⾜ᨻ⟶⌮ㄽࠖ
ࠕィ⟬ᶵᕤᏛ㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㛵㐃㸧
ࠖࡢᤵᴗࡀ㛤タ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ㅮᖌࡣᏛෆࡢṔྐᏛ࣭ᅗ᭩㤋ሗᏛࡢᩍဨࡀᢸᙜࡍࡿࠊእ㒊ㅮᖌࢆᣍ⪸ࡍࡿࠋṔྐᏛ࣭
ᅗ᭩㤋ሗᏛࢆᑓ㛛ࡋ࡞ࡀࡽ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢ⌮ㄽᇶ♏ࢆᅜෆ⤂ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛⌮
ㄽ◊✲ᐇົᚑࡋ࡚ࡁࡓㅮᖌࡀከ࠸ࡼ࠺ࡔࠋࡲࡓࠊᏛ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡋ࡚⾜ᨻᏛࠊ
ἲᏛࠊሗᕤᏛศ㔝㛤タࡉࢀࡓᤵᴗࢆᒚಟࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
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࠙⾲ 1ࠚグ㘓⟶⌮Ꮫ⛉㛤タ⌧ἣ㸦2019 ᖺ 7 ᭶⌧ᅾ㸧
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2㸧ಟ⪅ࡢ࡞ᑵ⫋ඛ
 Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬ಟ⪅ࡣ◊✲⪅ᐇົ⪅㐍㊰ࡀศࢀࡿࠋ୍㒊ࡢಟ⪅ࡣᅜෆእᏛ
㝔ࡢ༤ኈㄢ⛬㐍Ꮫࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡋ࡚グ㘓⟶⌮ࡢ⌧ሙ࡛ാࡃࢣ࣮ࢫ
ࡀከ࠸ࠋබඹᶵ㛵࠶ࡿ࠸ࡣᏛࠊබ♫➼ࡢබⓗᶵ㛵ࡀ㓄⨨ࡍࡿᑓ㛛せဨ࣭グ㘓◊✲ኈࡋ࡚
グ㘓㤋ࠊグ㘓⟶⌮㒊⨫࡛ാࡃࡣබඹᶵ㛵ࡢ᪂つ᥇⏝ヨ㦂➼ࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ୰㏵᥇⏝
ࡢሙྜࠊ᥇⏝ᶵ㛵ࡀせồࡍࡿ◊✲ᴗ⦼ࡸ⫋ົド᫂᭩➼ࡢ᭩㢮ᥦฟཬࡧ㠃᥋➼࡛᥇⏝ࡉࢀࡿ
ࡇࡶ࠶ࡿࠋẸ㛫㐍ฟࡍࡿሙྜࠊグ㘓⟶⌮࣭ࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢝ࣈ㛵ಀࡢᴗ࣭ᅋయࡢࠊ
୍㒊୍⯡ᴗࠊ㝔ࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺࡋ࡚ά㌍ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
5.2.3 බᩥ᭩㤋ཬࡧබᩥ᭩㤋㝃ᒓᶵ㛵࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
ᅜᐙグ㘓㝔ࡣ୰ኸグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡋ࡚බඹᶵ㛵ᡤᒓࡍࡿᑓ㛛せဨࡢࠊグ㘓≀⟶⌮
ࢆᢸᙜࡍࡿᚑ⪅➼48ࢆᑐ㇟ࠕグ㘓⟶⌮ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋグ㘓⟶⌮ᩍ⫱ࢭ
ࣥࢱ࣮ࡣ 2007 ᖺᗘグ㘓⟶⌮ᑓ㛛ᩍ⫱カ⦎ᶵ㛵ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࠊᶵ㛵ูグ㘓⟶⌮ἲࡢไ
ᐃ࣭ᨵṇ㡯ࢆᐇ㐙⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᐇົ୰ᚰࡢᐇ⏝ⓗ࡞グ㘓⟶⌮ᩍ⫱
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ49ࠋᩍ⫱ᑐ㇟⪅ࡣグ㘓㤋ᚑ⪅㸦ᑓ㛛せဨࢆ㝖ࡃ㸧ࠊグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵⟶⌮⪅⣭ࠊ
⤫㡿グ㘓≀సᡂᶵ㛵ࡢᡤ⟶ㄢグ㘓≀⟶⌮㈐௵⪅ࡢࠊᡤ⟶ㄢグ㘓≀⟶⌮㈐௵⪅ࠊᑓ㛛せဨ
ཬࡧࢩࢫࢸ࣒㐠Ⴀᢸᙜ⪅➼༊ศࡉࢀࡿࠋ࣮࢟ࣅࢫࢺ◊ಟ㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣮࢟ࣅ
ࢫࢺࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡓᑓ㛛せဨࢆୖ⣭࣮࢟ࣅࢫࢺࡋ࡚㣴ᡂࡍࡿㄢ⛬ࡶタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2㸧◊ಟࡢ✀㢮ࠊཷㅮᑐ㇟ࠊᮇ㛫➼
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣᇶᮏㄢ⛬ᑓ㛛ㄢ⛬ࠊࡑࡢㄢ⛬࡛༊ศࡉࢀࡿࠋྛㄢ⛬ࡣ 1 ᪥㸵㛫ࠊ2
᪥㛫ࡢᩍ⫱ࡀከ࠸50ࠋᅾ⫋ᖺᩘ⫋ົෆᐜࡼࡾ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᩍ⫱ᑐ㇟⪅ࡀᣦᐃࡉࢀࡿࠋ
ᩍ⫱ࡣᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠶ࡿᇛ༡ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅜᐙグ㘓㝔ࡢྛグ㘓㤋࡛⾜ࢃࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊe-࣮ࣛࢽࣥࢢࡢࡼ࠺࡞ࠕࢧࣂ࣮㐃ᦠᩍ⫱ࠖࡸぢᏛࡀタᐃࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋᑓ㛛せ
ဨࢆᑐ㇟ࡍࡿㄢ⛬ࡢሙྜࠊᅾ⫋ᮇ㛫ࡼࡗ࡚ࡣㅮ⩏ࡀ୰ᚰ࡞ࡿࡇࡶ࠶ࢀࡤࠊ᭱㏆ືྥ
ࡢሗඹ᭷ࡸ⮬⏤ウㄽ➼࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢㄢ⛬ࡣグ㘓⟶⌮ᏛᑓᨷࡢᏛ㝔⏕グ㘓⟶⌮ᩍ⫱㝔⏕ࢆᑐ㇟ࡍࡿࠕணഛᑓ㛛せ
ဨ⟶⌮ㄢ⛬࣭ᐇ⩦ࠖࡀᐇࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ࠙⾲ 2ࠚࡣ 2014 ᖺࡽ 2019 ᖺ 7 ᭶
ࡲ࡛ࠊᑓ㛛せဨࢆᑐ㇟ᐇࡉࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୍㒊ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
5.2.4 ⊂❧ࡢᩍ⫱ᶵ㛵➼࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
グ㘓⟶⌮ἲࡼࡾࠊ1999 ᖺ⾜ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡢㄆྍࢆཷࡅ࡚᫂▱Ꮫ࣭♫ᅋἲே㡑ᅜᅜ
ᐙグ㘓◊✲㝔ඹྠ㝃タ࣭㡑ᅜグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱㝔ࡀタ⨨ࡉࢀࠊึࡵ࡚ἲᚊ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ▷ᮇㄢ
⛬ࡢグ㘓⟶⌮ᩍ⫱ㄢ⛬ࡀጞࡲࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2011 ᖺࡣබඹᶵ㛵࠾ࡅࡿᑓ㛛せဨࢆከࡃ
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࠙⾲ 2ࠚᑓ㛛せဨࡀᑐ㇟࡞ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㸦୍㒊㸧
ㄢ⛬༊ศ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ

ᇶᮏㄢ⛬

᪂つ᥇⏝ᑓ㛛せဨㄢ⛬



Ọஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ㄢ⛬

ᑓ㛛ㄢ⛬

(㟁Ꮚ୰⣭)グ㘓⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ㄢ⛬



4 ḟ⏘ᴗ㠉㟁Ꮚグ㘓



グ㘓≀ಖᏑㄢ⛬




ഛ⪃
ᅾ⫋ᮇ㛫 1㹼2 ᖺᮍ‶

グ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛ᐙࡢ⤒Ṕ⪅ㄢ⛬

ᅾ⫋ᮇ㛫 3 ᖺ㹼9 ᖺ

グ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛ᐙࡢ᪂つ᥇⏝ㄢ⛬

ᅾ⫋ᮇ㛫 1㹼2 ᖺ

ࢩࢽ࣮࢟ࣅࢫࢺ࣭グ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛ᐙㄢ⛬

ᅾ⫋ᮇ㛫 6 ᖺ௨ୖ

ࢪࣗࢽ࣮࢟ࣅࢫࢺ࣭グ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛ᐙㄢ⛬

ᅾ⫋ᮇ㛫 3~5 ᖺ

グ㘓≀⟶⌮ᩍ⫱ㅮᖌ㣴ᡂㄢ⛬


ᩍᮦ㛤Ⓨཬࡧㅮ⩏ࢫ୍࢟ࣝ⯡࣭῝ㄢ⛬



グ㘓㤋㐠Ⴀㄢ⛬



グ㘓≀㑅ูホ౯ㄢ⛬



グ㘓ࡢ⤌⧊ศᯒཬࡧศ㢮ㄢ⛬



グ㘓ሗࢥࣥࢸࣥࢶ〇సཬࡧά⏝࣭ᵓ⠏ཬࡧά⏝



ᑓ㛛せဨࡢᩍ⫱ຊ㔞ᙉࡢᐇ⩦࣭⌮ㄽㄢ⛬



㟁Ꮚグ㘓≀⟶⌮ㄢ⛬



グ㘓ศ㢮య⣔㑅ูホ౯ㄢ⛬



እᅜࡢグ㘓⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㐠Ⴀ



グ㘓⟶⌮ᩍ⫱ᢏἲά⏝ㄢ⛬



グ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨㄢ⛬



ἲไᐇົ࣭῝ㄢ⛬

☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᑓ㛛せဨࡢ㈨᱁つ⛬ࢆぢ┤ࡋࠊᑓ㛛せဨヨ㦂ไᗘࢆᑟධࡋࡓࠋ2007 ᖺ
ᨵṇࡉࢀࡓබඹグ㘓≀ἲ⾜௧51➨ 78 ᮲ࡼࡾࠊᑓ㛛せဨࡢ㈨᱁ヨ㦂ཷ㦂ࡍࡿࡓࡵࡣ
࣮࢝ࣈࢬᏛࡢಟኈྕ௨ୖࡢᏛṔࢆ᭷ࡍࡿࠊ㛵㐃Ꮫၥศ㔝ࡢᏛ㒊ࢆ༞ᴗࡋࠊグ㘓⟶⌮Ꮫ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᒚಟࡍࡿࡇࡀ๓ᥦ᮲௳࡞ࡗࡓࠋᑓ㛛せဨヨ㦂ࢆཷࡅࡿ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓ⪅ࡣࠊ
⾜ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡀ⾜ࡍࡿᑓ㛛せဨヨ㦂ࢆཷ㦂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ᪤Ꮡࡢタຍ࠼ࠊⰼዪᏊᏛᨻ⟇⛉ᏛᏛ㝔㝃ᒓグ㘓⟶⌮ᩍ⫱㝔㸦ࢯ࢘ࣝ㸧
ࠊ
ࢳࣙࣥࢪࣗ

ᏛᏛ㝔㝃タグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱㝔㸦 ᕞ 㸧ࠊ₎༡ᏛᏛ㝔㝃タグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱㝔㸦
⏣㸧ࡀ᪂タࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ2016 ᖺࡣ㝣㌷⥲ྜ⾜ᨻᏛᰯ52ᅜ㜵グ㘓⟶⌮ᑓ㛛ㄢ⛬
ࡀㄆྍࡉࢀᅜ࡛ 5 ࡘࡢᩍ⫱㝔ࡀ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫂▱Ꮫ➼㝃タࡢ㡑ᅜグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ
⫱㝔ࡀᚿ㢪⪅ῶᑡࡢࡓࡵ㐠Ⴀ୰Ṇ࡞ࡾࠊ2019 ᖺ 6 ᭶ᮎ⌧ᅾࠊᅜ࡛ 4 ࡘࡢᩍ⫱㝔࣭ㄢ⛬
ࡀ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ53ࠋ
ྛᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ⾜ᨻᏳ㒊ࡀㄆྍࡍࡿグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࠊබඹグ㘓≀
ἲ⾜つ๎54➨ 42 ᮲➨ 42 ᮲ࡢ 2 ࡢྛ✀せ௳ࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࠙⾲ 3ࠚࡣྛᩍ
⫱㝔࠾ࡅࡿグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜࠊᩍᤵ㈨᱁➼ࡢせ௳ࢆࡲ
ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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࠙⾲ 3ࠚ2017 ᖺᗘグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬㐠Ⴀィ⏬᳨ウሗ࿌㸦ᅜᐙグ㘓㝔సᡂ㸧
༊ศ

ᒚಟ༢

ㄆᐃᇶ‽

᫂▱Ꮫ

₎༡Ꮫ

㝣㌷⥲ྜ

Ꮫ

⾜ᨻᏛᰯ

24 ༢㸦8 ࢥ࣐ 24 ༢㸦8 ࢥ࣐ 24 ༢㸦8 ࢥ࣐ 24 ༢㸦8 ࢥ࣐

24 ༢

ظ3 ༢㸧

ᩍ⫱ᮇ㛫ཬ 1 ᖺ௨ୖࡢ㞟ྜ
ࡧ᪉ἲ

ⰼዪᏊᏛ

ظ3 ༢㸧

ظ3 ༢㸧

ظ3 ༢㸧

1 ᖺ㛫ࡢ㞟ྜᩍ 1 ᖺ㛫ࡢ㞟ྜᩍ 1 ᖺ㛫ࡢ㞟ྜᩍ 1 ᖺ㛫ࡢ㞟ྜᩍ

ᩍ⫱

⫱

⫱

⫱

⫱

ྵࡴ

ྵࡴ

ྵࡴ

ᚿ㢪⪅ῶᑡ
㈨᱁ヨ㦂⛉
┠*ࢆྵࡴ
࠺
ᩍᤵせဨࡢ
㈨᱁

ᩍ⫱ㄢ⛬ᢸ
ᙜᩍᤵ

ᇶ♏:2 ࢥ࣐
ᑓ㛛:3 ࢥ࣐
ຓᩍ௨ୖ

ࡼࡾᩍ⫱
㝔 㐠 Ⴀ ୰ Ṇ ྵࡴ
㸦2017 ᖺ 5
ேᚿ㢪㸧

◊✲⤒Ṕ 3 ᖺ
௨ୖ

㓄⨨ྍྰ

㈨᱁ࢆ‶ࡓࡍ ㈨᱁ࢆ‶ࡓࡍ ㈨᱁ࢆ‶ࡓࡍ ㈨᱁ࢆ‶ࡓࡍ
㸦7 ே㸧

㸦14 ே㸧

㸦10 ே㸧

㸦8 ே㸧

㓄⨨

㓄⨨

㓄⨨

㓄⨨

2㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ⾜つ๎➨ 42 ᮲ࡢ 2 ู⾲ 1655ᇶ࡙ࡁᵓᡂࡉࢀࡿࠋ࡚ࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ 1
ᖺ㛫ࡢ▷ᮇᩍ⫱ㄢ⛬࡛ 1 ࢥ࣐ 3 ༢ࠊィ 24 ༢࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡇࡢㄢ⛬ࢆᒚಟࡍࢀࡤࠊ⾜
ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡀ⾜ࡍࡿᑓ㛛せဨ㈨᱁ヨ㦂ࢆཷ㦂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࡑࡢヨ㦂ྜ᱁
ࡍࢀࡤࠊබඹグ㘓≀ἲࡼࡾබඹᶵ㛵࠾ࡅࡿබඹグ㘓≀⟶⌮せဨࡢ㈨᱁ࡀࡉࢀࡿࠋ
ⰼዪᏊᏛᏛ࡛ࡣᇶ♏㡿ᇦࡽ 6 ༢ࠊᑓ㛛㡿ᇦࡽ 18 ༢ࡢᒚಟཬࡧグ㘓
≀⟶⌮㛵ࡍࡿㄽᩥࡢᥦฟࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ₎༡Ꮫ࡛ࡣୖグࡢᇶ♏㡿ᇦᑓ㛛㡿
ᇦࢆࡑࢀࡒࢀᚲಟ⛉┠㑅ᢥ⛉┠࡛༊ศࡋࡓ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊィ 24 ༢ᒚಟㄽᩥᥦฟࡀ
⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜࡣ㝣㌷⥲ྜ⾜ᨻᏛᰯࢆ㝖ࡁࠊ௨ୗࡢ࠙⾲ 4ࠚࡢ
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
3㸧ಟ⪅ࡢ࡞ᑵ⫋ඛ
 ᑓ㛛せဨ㈨᱁ヨ㦂ཷࡗࡓ⪅ࡣᑓ㛛せဨࡢ᭷㈨᱁⪅ࡋ࡚බඹᶵ㛵➼ࡀເ㞟ࡍࡿᑓ㛛
せဨ࣭グ㘓◊✲ኈࡢ᥇⏝ヨ㦂ࢆཷ㦂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓබົဨ➼ࡋ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᒚಟ
ࡋࡓ⪅ࡣࠊᑓ㛛せဨࡢ᭷㈨᱁⪅࡞ࢀࡤࠊࡑࡢࡲࡲᡤᒓᶵ㛵ࡢグ㘓≀⟶⌮ᢸᙜ⪅ࡸᑓ㛛せဨ
㓄⨨ࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
5.3 㡑ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᅾࡾ᪉ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
5.3.1 ᴫせ
 㡑ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬᏛࡸ࣮࢟ࣅࢫࢺ➼ࡢᑓ㛛ᐙᅋయࡣ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢㄆドไᗘ
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࠙⾲ 4ࠚグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡀᒚಟ࡛ࡁࡿᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓᡂ
ྡ⛠

㛤タᖺᗘ

㡿ᇦ༊ศ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
グ㘓⟶⌮Ꮫᴫㄽ

ᇶ♏㡿ᇦ
ⰼዪᏊᏛᨻ⟇⛉ᏛᏛ㝔
㝃ᒓグ㘓⟶⌮ᩍ⫱㝔56

グ㘓⟶⌮㛵㐃ἲ௧
ᨻᗓ⤌⧊ཬࡧ⾜ᨻㄽ

2011.8

グ㘓ホ౯㑅ูㄽ
グ㘓⤌⧊ㄽ
グ㘓ಖᏑㄽ
ᑓ㛛㡿ᇦ

ᏛᏛ㝔㝃タ
グ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱㝔

グ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ
㟁Ꮚグ㘓⟶⌮ㄽ
グ㘓ࢩࢫࢸ࣒ㄽ

2012.1

ᴗົศᯒㄽ
Ẹ㛫グ㘓⟶⌮ㄽ
ಶู㡿ᇦ

グ㘓⟶⌮ᐇ⩦ཬࡧㄽᩥᣦᑟ
グ㘓⟶⌮Ꮫᴫㄽ
グ㘓⟶⌮㛵㐃ἲ௧
㟁Ꮚグ㘓⟶⌮ㄽ
㘓ホ౯࣭㑅ูㄽ

ᚲಟ⛉┠

グ㘓⤌⧊ㄽ
グ㘓ಖᏑㄽ

₎༡ᏛᏛ㝔㝃タ
グ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱㝔

グ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ
2011.8

グ㘓⟶⌮ᐇ⩦
ㄽᩥ◊✲
ᨻᗓ⤌⧊ཬࡧ⾜ᨻㄽ
グ㘓ࢩࢫࢸ࣒ㄽ
㑅ᢥ⛉┠

ᴗົศᯒㄽ
Ẹ㛫グ㘓⟶⌮ㄽ
ሗ⤌⧊ㄽ
㡑ᅜ㏆⌧௦ྐ㈨ᩱㄽ

ࢆタࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋᑓ㛛ᐙᅋయࡣᏛ༠ࠊࡑࡢࡶᆅᇦ➼ࢆ୰ᚰάືࡍࡿᵝࠎ࡞ࢥ࣑
ࣗࢽࢸࡀᏑᅾࡋࠊ࠸ࡢሗὶࡸពぢࢆάⓎ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ௦⾲ⓗ࡞୍㒊
ࡢᏛ࣭༠ࢆ⤂ࡍࡿࠋ
グ㘓⟶⌮ἲไᐃ┤ᚋࡢ 2000 ᖺ㡑ᅜグ㘓⟶⌮Ꮫࡀࠊ
ࠕグ㘓Ꮫ㡿ᇦࡢᏛ⾡◊✲ࢆಁ㐍ࡋࠊ
グ㘓ேࢥ࣑ࣗࢽࢸᵓᡂဨཬࡧ㛵㐃ᶵ㛵㛫ࡢ┦༠ຊቑ㐍ࢆ┠ⓗࠖࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓ57ࠋᖺ
2 ᅇࡢᏛ⾡ࢆ㛤ദࡋࠊᖺ 4 ᅇࡢᏛㄅࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛㄅࡣᖹᆒ 5㹼10 ᮏࡢㄽ
ᩥࡀᥖ㍕ࡉࢀࡿࠋ2001 ᖺࡣࠕᅜᐙグ㘓ࡢయ⣔ⓗࡘ⛉Ꮫⓗ࡞ಖᏑ⟶⌮ࡢࡓࡵࠊᅜᐙグ
㘓ཬࡧグ㘓Ꮫࡘ࠸࡚◊✲ࠊᬑཬࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠖࡋࠊ㡑ᅜグ㘓Ꮫ58ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋᐃ
ᮇⓗ࡞᭶Ⓨ⾲ࢆ㛤ദࡍࡿࡶࠊ
Ꮫㄅࡣᖹᆒ 8㹼11 ᮏࡢㄽᩥࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୧Ꮫࡣ㛵㐃◊✲ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋࠊグ㘓⟶⌮Ꮫࡢධ㛛᭩࣭ᴫㄝ᭩ࡢฟ∧ࠊᾏእᩥ⊩ࡢ⤂࡞
ࠊ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢᩍ⫱࣭ᬑཬᡭࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ 2015 ᖺࡣ࣮࢝ࣈࢬᏛࡢ㡿
ᇦࢆ㉸࠼࡚ࠊᩥࢥࣥࢸࣥࢶᏛࡢࠊᏛ㝿ⓗ㐃ᦠࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠕ㡑ᅜグ㘓ሗ࣭
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ᩥᏛࠖࡀタ❧ࡉࢀࠊᐃᮇⓗᏛㄅࢆห⾜ࡋࠊウㄽ࡞ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ59ࠋ
ᑓ㛛ᐙᅋయࡋ࡚ࡣࠊグ㘓⟶⌮Ꮫࡢ◊✲⪅ࠊබඹᶵ㛵ཬࡧẸ㛫ᴗࠊᅋయ➼࡛グ㘓≀⟶⌮
ࡢᐇົᚑࡍࡿࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ➼ࡀ୰ᚰ࡞ࡗࡓ㡑ᅜグ㘓ᑓ㛛ᐙ
༠60ࡀタ❧ࡉࢀࠊ㏆ᖺࡢグ㘓⟶⌮ศ㔝࠾ࡅࡿヰ㢟ᥦ౪ࡸពぢࠊሗࡢⓎಙࢆ⾜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ࠙⾲ 5ࠚࡣᏛᏛㄅࡢሗࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠙⾲ 5ࠚ௦⾲ⓗ࡞࣮࢝ࣈࢬᏛࡢᏛᑓ㛛ᐙᅋయࡢ61
ศ㔝

グ㘓⟶
⌮Ꮫ㛵
㐃Ꮫ

หᖺ

Journal of Korean
Society of Archives and
Records Management

4

2001

グ㘓Ꮫ◊✲

The Korean Journal of
Archival Studies

4

2000

グ㘓ሗ
࣭ᩥ◊✲

The Korean Journal of
Archival Information
and Cultural Studies

2

2015

KARMA
㸦ᶵ㛵⣬㸧

KARMA

2

2011

Ꮫྡ㸦ⱥㄒ㸧

㞧ㄅྡ

㞧ㄅྡ㸦ⱥㄒ㸧

㡑ᅜグ㘓⟶
⌮Ꮫ

Korean Society
of Archives and
Records
Management

㡑ᅜグ㘓
⟶⌮Ꮫㄅ

㡑ᅜグ㘓Ꮫ


Korean Society of
Archival Studies

㡑ᅜグ㘓
ሗ࣭ᩥ
Ꮫ

ᑓ㛛ᐙ
ᅋయ

ᖺ㛫
Ⓨ⾜
ᅇᩘ

Ꮫྡ

㡑ᅜグ㘓
ᑓ㛛ᐙ༠

Korean Society
of Archivalࠊ
Information and
Cultural Studies
Korean Association
of Records
Managers and
Archivists


5.3.2 ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
1㸧ᴫせ62
⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡿࡀࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ㈨᱁ไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊබඹグ㘓≀ἲ࡛ᑓ㛛せဨࡢ㓄⨨
ࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦➨ 41 ᮲㸧ࠊࡑࡢᑓ㛛せဨࡢ㈨᱁㓄⨨ࡘ࠸࡚ࡣ⾜௧㸦➨ 78 ᮲㸧
࡛ࠊ㈨᱁ヨ㦂ࡢᐇཷ㦂ෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ࡣ⾜つ๎㸦➨ 42 ᮲ࠊ➨ 42 ᮲ࡢ 2㸧࡛ᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ1999 ᖺグ㘓⟶⌮ἲไᐃᙜึࠊグ㘓⟶⌮Ꮫಟኈྕ௨ୖࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠊṔྐᏛࡲࡓࡣᅗ
᭩㤋ሗᏛࡢಟኈྕ௨ୖࢆ᭷ࡋࠊグ㘓≀⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᒚಟࡋࡓ⪅ࡣグ㘓≀ᑓ㛛せဨࡢ
㈨᱁ࢆ⏦ㄳࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ2011 ᖺ 2 ᭶ྠἲ⾜௧ࡢᨵṇࡢ㝿ᑓ㛛せဨࡢ
㈨᱁ྲྀᚓせ௳ࡀ⦆ࡉࢀ㸦➨ 78 ᮲㸧63ࠊグ㘓⟶⌮Ꮫಟኈྕ௨ୖࢆ᭷ࡍࡿ⪅௨እࠊᅜෆእ
ࡢṇつᏛ࡛ṔྐᏛ࠶ࡿ࠸ࡣᅗ᭩㤋ሗᏛࡢᏛኈྕ௨ୖࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅ࠊࡲࡓࡣグ㘓⟶⌮Ꮫ
Ꮫኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅ࡀಟኈㄢ⛬㐍Ꮫࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᨻᗓㄆྍࡢᩍ⫱㝔ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᒚಟࡋ
ᑓ㛛せဨࡢヨ㦂ࢆཷ㦂ࡋ࡚ྜ᱁ࡍࡿࡇ࡛ᑓ㛛せဨࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
ࡗࡓࠋ
ࡲࡓྠ᮲➨㸰㡯ࡣࠕグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡢయᐃဨࡢ 4 ศࡢ 1 ௨ୖ㸦4 ศࡢ 1 ࡀ 1 ேᮍ‶
ࡢࡣ 1 ே௨ୖ㸧ࢆグ㘓≀ࡢ⛣⟶ࠊホ౯ࠊศ㢮ࠊᩚ⌮࣭グ㏙ࠊᗫᲠࠊಖᏑ➼ࡢᴗົ㐙⾜
ࡢࡓࡵࡢグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨࡋ࡚㓄⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢグ㘓≀⟶⌮ࡢࡓࡵ
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ᚲせ࡞ᑓ㛛ேᮦࢆ㓄⨨ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2㸧ㄆド࣭㈨᱁ࡢྲྀᚓ㸭᭦᪂᪉ἲ
 ᑓ㛛せဨ㈨᱁ヨ㦂ࡣ⾜௧➨ 78 ᮲➨ 3 㡯ࡼࡾࠊ⾜ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡀ⾜ࡍࡿࠋヨ㦂⛉┠
ཬࡧ᪉ἲ➼㛵ࡍࡿᚲせ࡞㡯ࡣࠊ⾜ᨻᏳ㒊௧࡛ᐃࡵࡿࠋヨ㦂ྜ᱁ࡋࡓ⪅ࡣ⾜ᨻᏳ㒊
㛗ᐁࡽ㈨᱁ドࡀⓎ⾜ࡉࢀࡿࠋ᭦᪂せ࡛㈨᱁ドࡀᦆയ࣭⣮ኻࡉࢀࡓሙྜࡣࠊⓎ⤥ࡢ⏦ㄳ
ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 42 ᮲ࡢ 5㸧
ࠋ
ヨ㦂ࡢᐇࡘ࠸࡚ࡣ➨ 42 ᮲ࡢ 2 ࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋヨ㦂⛉┠ࡣᚲಟ⛉┠㑅ᢥ⛉┠࡛
༊ศࡉࢀࠊグ㘓⟶⌮Ꮫᴫㄽ㸦グ㘓⟶⌮㛵㐃ἲ௧ࢆྵࡴ㸧㟁Ꮚグ㘓⟶⌮ㄽࡣᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
㑅ᢥ⛉┠ࡣグ㘓ホ౯࣭㑅ูㄽࠊグ㘓ࢩࢫࢸ࣒ㄽࠊグ㘓ಖᏑ࣭グ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ࡛࠶ࡾ㸦➨
㸯㡯㸧
ࠊ2 ⛉┠ࢆ㑅ᢥࡍࡿ➹グヨ㦂࡛࠶ࡿࠋᚲ㡲⛉┠ヨ㦂ࡣ㑅ᢥᘧၥ㢟ࠊ㑅ᢥ⛉┠ヨ㦂ࡣ✰
ᇙࡵၥ㢟グ㏙ᘧၥ㢟࡛ฟ㢟ࡉࢀࡿ
㸦➨ 2 㡯㸧
ࠋ
ヨ㦂ࡢྜ᱁⪅ࡣ⛉┠ࡈࡢᚓⅬࡀ 40%௨ୖࠊ
⛉┠⥲ᚓⅬࡢ 60%௨ୖࢆᚓⅬࡋࡓ⪅ࡍࡿ㸦➨ 3 㡯㸧ࠋヨ㦂ࡣẖᖺ 1 ᅇᐇࡍࡿࡇࢆཎ
๎ࡍࡿࡀࠊ⾜ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡀᚲせㄆࡵࡿሙྜࡣࠊࡑࡢᅇᩘࢆቑῶࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
㸦➨㸲㡯㸧
ࠋ⾜ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡣࠊヨ㦂ࡢᐇࡘ࠸࡚ヨ㦂᪥࣭ሙᡤࠊཷ㦂㢪᭩ࡢᥦฟᮇ㛫ࠊ
ࡑࡢእᚲせ࡞㡯ࢆヨ㦂᪥ࡢ 30 ᪥๓ࡲ࡛බ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 5 㡯㸧ࠋヨ㦂ࢆ
ཷ㦂ࡋࡼ࠺ࡍࡿேࡣࠊ⾜ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡀᐃࡵࡿヨ㦂㢪᭩ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋヨ㦂
ࡣᅜᐙグ㘓㝔ࡀ⟶ࡍࡿ㸦➨ 6 㡯㸧ࠋྜ᱁⪅Ⓨ⾲ࡣ⾜ᨻᏳ㒊࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞බ࿌ࡋࠊ
ྜ᱁⪅㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 7 㡯㸧ࠋᅜᐙグ㘓㝔ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪྜ᱁⪅ࡢཷ㦂⪅
␒ྕࡀᥖ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢヨ㦂ࡢᐇᚲせ࡞㡯ࡣ⾜ᨻᏳ㒊㛗ᐁࡀᐃࡵࡿ㸦➨ 8 㡯㸧
ࠋ
2013 ᖺᗘࡽ 2016 ᖺᗘࡲ࡛ࡣヨ㦂⛉┠ูࠕฟ㢟㡿ᇦࠖࠕ࡞㡯┠ࠖࡀ๓ᥖ♧ࡉ
ࢀࡓࡀࠊ2017 ᖺᗘࡽࡣࠕၥࢃࢀࡿ▱㆑㸫ヲ⣽ࠖࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙⾲ 6ࠚࡣࠕ2019 ᖺ
ᗘᑓ㛛せဨヨ㦂ホ౯㡿ᇦ64ࠖࢆཧ⪃ࠊホ౯㡿ᇦホ౯ෆᐜࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ຍ࠼࡚グ㘓⟶⌮ᴗົ㛵㐃ᅜ㝿ᶆ‽ࡀᫎࡉࢀࡓᅜෆᶆ‽ᅜ㝿ᶆ‽ศ㔝ࡶホ౯ᑐ㇟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 グ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨࡢヨ㦂࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࡶつᐃࡀ࠶ࡾṇ࡞⾜Ⅽࢆࡋࡓ⪅
ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢヨ㦂ࢆṆࡲࡓࡣ↓ຠࡍࡿࠊྜ᱁Ỵᐃࢆྲྀࡾᾘࡋࠊࡑࡢฎศࡀ࠶ࡗࡓ
᪥ࡽ 2 ᖺ㛫ࠊヨ㦂ࡢཷ㦂㈨᱁ࢆṆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾜つ๎
➨ 42 ᮲➨ 6 㡯㸧ࠋ
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࠙⾲ 6ࠚ࡞ホ౯㡿ᇦホ౯ෆᐜ
ホ౯㡿ᇦ
グ㘓⟶⌮Ꮫ
ᴫㄽ㸦グ㘓
⟶⌮㛵㐃ἲ
௧ࢆྵࡴ㸧

ホ౯ෆᐜ

㸫グ㘓⟶⌮ࡢᇶᮏᴫᛕ⌮ㄽࠊグ㘓⟶⌮㛵㐃
ἲࠊグ㘓⟶⌮ࡢ⌮ゎࠊグ㘓⟶⌮⫋グ㘓≀⟶⌮
ᶵ㛵࡛ᵓᡂ

㸫グ㘓≀ࡢᴫᛕ౯್ࠊᚲせᛶࠊ㡑ᅜࡢ
ἲつ⎔ቃୗ࡛ࡢグ㘓≀ࡢసᡂࠊධᡭࠊホ
౯ࠊᩚ⌮ࠊグ㏙ࠊಖᏑࠊ⏝➼ࡢグ㘓⟶
⌮άືࡢ⌮ゎ





㸫ࡇࢀ㛵㐃ࡍࡿ⌮ㄽࠊグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵
࠾ࡅࡿグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛ᐙࡋ࡚ࡢᙺ
ᚲせ࡞▱㆑ഛ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸⌮ព㆑࡞ࢆホ౯

㟁Ꮚグ㘓⟶
⌮ㄽ

㸫㟁Ꮚグ㘓సᡂ⎔ቃࠊ㟁Ꮚグ㘓ࡢᵓ㐀≉ᛶࠊ
㟁Ꮚグ㘓ࡢᴗົᡭ⥆ࡁ



㸫㟁Ꮚグ㘓ࢩࢫࢸ࣒タィࠊ㟁Ꮚグ㘓ࡢ㛗ᮇಖᏑ
ࡢホ౯㡿ᇦ࡛ᵓᡂ

グ㘓ホ౯࣭
㑅ูㄽ

㸫グ㘓ホ౯࣭㑅ูㄽࡢヨ㦂ホ౯㡿ᇦࡣホ౯࣭㑅
ูࡢᴫᛕ┠ⓗࠊホ౯࣭㑅ูࡢ⌮ㄽ㛵ࡍࡿ▱
㆑ࠊホ౯࣭㑅ูᐇົࠊグ㘓ࡢ㞟㛵ࡍࡿෆᐜ
࡛ᵓᡂ

㸫グ㘓ࡢホ౯㑅ูࠊ㞟ࠊฎศࡢᇶᮏ
ᴫᛕࠊホ౯ㄽࡢṔྐதⅬ⌮ゎࠊホ౯ᐇ
ົᡭ⥆ࡁෆᐜ





㸫⌮ㄽⓗᏛ⩦ᐇົࡢ⌮ゎࢆࡶグ
㘓⟶⌮ᑓ㛛⫋ࡋ࡚グ㘓ࡢ㞟࣭ホ౯࣭
ฎศࡢ⬟ຊࢆホ౯

グ㘓⤌⧊ㄽ

㸫グ㘓⤌⧊ㄽ⛉┠ࡢヨ㦂ホ౯㡿ᇦࡣグ㘓ࡢศ
㢮ࠊグ㘓ࡢグ㏙ࠊグ㘓ࡢ⤫ไ㛵ࡍࡿෆᐜ࡛ᵓ
ᡂ

㸫グ㘓⤌⧊ࡢ┠ⓗ⌮ㄽⓗཎ๎ࡢ⌮ゎࠊ
グ㘓ࡢศ㢮ᩚ⌮ࠊグ㏙ࡢࡓࡵࡢከᵝ᪉
ἲㄽࡘ࠸࡚ࡢᢕᥱ⬟ຊ





㸫ᅜ㝿ⓗ࡞ᶆ‽ཬࡧືྥ⌮ゎࡶ
ᅜෆࡢᐇົ⌧ἣࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ࡞
グ㘓⟶⌮ᑓ㛛⫋ࡋ࡚グ㘓ࡢ⤌⧊⬟ຊ
ࢆホ౯

グ㘓ಖᏑ࣭
グ㘓ሗࢧ
࣮ ࣅ ࢫ ㄽ
㸦グ㘓ሗ
ࢧ࣮ࣅࢫ㸧

㸫グ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫࡢືྥศᯒࠊ⏝⪅⩌ูࢧ
࣮ࣅࢫᡓ␎⟇ᐃࠊグ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫ㛵㐃ἲไ
ᗘࠊグ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ⾜㛵ࡍࡿᒎ♧ࠊぢ
Ꮫࠊᗈሗ࣭ฟ∧ࠊグ㘓ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㛤Ⓨཬࡧタ
ィ࣭ᵓ⠏࡞࡛ᵓᡂ

㸫グ㘓≀ࡢಖᏑሗࢧ࣮ࣅࢫࠊಖᏳ࣭
⅏㞴⟶⌮ࡢᇶᮏᴫᛕࡢ⌮ゎࠊಖᏑࡢᐇົ
ཬࡧグ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫࡢᡭ㡰ෆᐜᢕ
ᥱ⬟ຊ
㸫⌧ἣதⅬࡢ⌮ゎࠊ⌮ㄽⓗᏛ⩦ᐇົ
ࡢ⌮ゎࢆࡶグ㘓⟶⌮ᑓ㛛⫋ࡋ࡚
ಖᏑཬࡧグ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫࡢ⬟ຊࢆホ
౯



グ㘓ಖᏑ࣭
グ㘓ሗࢧ
࣮ ࣅ ࢫ ㄽ
㸦 グ 㘓 ಖ
Ꮡ㸧

㸫㟁Ꮚグ㘓≀ࡢᴫᛕࠊ≉ᛶࠊ⟶⌮⠊ᅖࢆ
⌮ゎࡋࠊ㟁Ꮚグ㘓≀㛵㐃ࡋࡓἲつ⎔ቃ
ࡢ୰ࡽຠᯝⓗ㟁Ꮚグ㘓ࢆ⟶⌮࡛ࡁ
ࡿᨻ⟇ࠊ᪉ᘧࠊᶆ‽ࠊᢏ⾡ⓗၥ㢟㛵ࡍ
ࡿ▱㆑ࢆホ౯

㸫グ㘓ಖᏑࡢᴫᛕ㛵㐃ἲไᗘࠊグ㘓≀ࡢ፹య
ู≉ᛶಖᏑᑑࠊಖᏑィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊಖᏑタ
タഛࠊಖᏑ⎔ቃࠊグ㘓≀ࡢඖ
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グ㘓ಖᏑ࣭グ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ㸦グ㘓
ሗࢧ࣮ࣅࢫ㸧ྠୖ



5.4 ࡲࡵ
 㡑ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ㈨᱁㛵ࢃࡿ࣮࢝ࣈࢬไᗘࡢ≉ᚩࡣࠊᮏ✏ࡢෆᐜ
㝈ࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ࡲࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
グ㘓≀⟶⌮ࡣグ㘓ࡢ⟶⌮ホ౯㑅ูࠊಖᏑࡍࡁ㠀⌧⏝グ㘓ࡢỌஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵㸦බᩥ
᭩㤋㸧ࡢ⛣⟶ࠊᩚ⌮ࠊಖᏑ㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ᴗົࢆᣦࡍࠋᗈ࠸ព࡛࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡶ
࠸࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ⟶⌮ࡣ⾜ᨻᗓࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ❧ἲᗓࠊྖἲᗓࢆྵࡴ࡚ࡢබඹᶵ㛵⩏ົ࡙ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋබඹᶵ㛵ࡢ✀㢮⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡏࡎࠊ࡚ࡢබᩥ᭩➼ࡀ⟶⌮ಖᏑࡢᑐ㇟࡞ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊྛᶵ㛵ࡀྲྀࡾᢅ࠺ሗࡢ≉ᛶᴗົࡢ≉Ṧᛶ➼ࡀ⪃៖ࡉࢀࠊྛᶵ㛵ࡣಖᏑࡍࡿグ㘓
≀ࢆᅜᐙグ㘓㝔⛣⟶ࡍࡿࠊᶵ㛵ࡈタ⨨ࡍࡿබᩥ᭩㤋⛣⟶ࡍࡿࢆỴࡵ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ㡑ᅜ࠾࠸࡚࡚ࡢබඹᶵ㛵බᩥ᭩㤋ࡢタ⨨ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊ࡚ࡢබඹᶵ㛵࠾ࡅࡿグ㘓≀⟶⌮ࡣ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆᢸᙜࡍࡿ⤌⧊
㸦グ㘓㤋㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡣ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊྛᶵ㛵࠾࠸࡚グ㘓≀ࡢᗫᲠᴗ
ົࡣᑓ㛛せဨ➼ࡀᢸᙜࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣮࢝ࣈࢬ㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑ࢆᣢࡘ 1 ே௨
ୖࡢᑓ㛛せဨࡢ㓄⨨⩏ົࡣࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᏑᅾព⩏グ㘓≀⟶⌮ࡢ㔜せᛶࢆࡅࡿࡶ
ࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊ୍㒊බඹᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣᑓ㛛せဨ 1 ே௨ୖࢆ㓄⨨ࡍࡿ࠸࠺⩏ົࡀᏲࡽࢀ࡞࠸ࢣ
࣮ࢫࡶぢࡽࢀࡿࠋᶵ㛵ࡢつᶍࠊᴗົෆᐜࠊண⟬㓄ศࠊᐃဨㄪᩚ➼ࢆ⌮⏤ᑓ㛛せဨࡢ㓄⨨ࢆ
㐜ࡽࡏ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚎࠎゎᾘࡉࢀ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋබᩥ᭩㤋タ⨨⩏ົ
ࡸᑓ㛛せဨ㓄⨨⩏ົࢆ㐪ࡋࡓᶵ㛵ࡢฎ⨩ಀࡿつᐃ➼ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡀࠊබඹグ㘓≀ἲ
ࡀᮏ᱁ⓗ㐺⏝࣭⾜ࡉࢀࡓ 2011 ᖺ௨㝆ࠊ2019 ᖺ 6 ᭶ᮎ⌧ᅾࠊᅜ 791 グ㘓㤋ࡢ࠺ࡕ 635
ᶵ㛵 1 ே௨ୖࡢᑓ㛛せဨࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㓄⨨⋡ࡣ 80.3㸣ୖࡿ65ࠋ
㡑ᅜࡢබඹグ㘓≀ἲグ㘓≀⟶⌮⤌⧊㸦グ㘓㤋㸧ࡢタ⨨ཬࡧಖᏑࡍࡿグ㘓≀ࡢỌஂグ㘓≀
⟶⌮ᶵ㛵㸦බᩥ᭩㤋㸧ࡢ⛣⟶ࠊࡑࡋ࡚ᑓ㛛せဨࡢ㓄⨨ࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡓࡢࡣࠊබඹᶵ㛵
࠾ࡅࡿグ㘓⟶⌮ࡢ㔜せᛶࢆࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛せဨไᗘࡢᑟධヨ㦂ไᗘཬࡧ◊ಟ
ไᗘࡢලయࡣࠊࠕබඹࡢグ㘓ࠖࡢᑓ㛛ᐙࡋ࡚࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ㣴ᡂカ⦎ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡢ᭷ព⩏࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ

ͤᘬ⏝ URL ࡣ௧ඖᖺ㸦2019㸧8 ᭶ 28 ᪥☜ㄆ῭ࠋ
1

ࠕබඹグ㘓ἲࠖ⾲グࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣἲไฎࡀᥦ♧ࡍࡿ␎ㄒࡢࠕබඹグ㘓≀ἲࠖ⾲グ
ࡍࡿࠋ

2

ࠕබඹグ㘓≀⟶⌮㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ݠإإᆍᑬ ذዜἀ  ⺌ذᗅነ㸧ࠖ
ἲᚊ➨ 14613 ྕࠊ2017.3.21ࠊ୍㒊ᨵṇࠊ2017.9.22 ⾜㸧ᅜᐙἲ௧ሗࢭࣥࢱ࣮
HPࠊཎᩥ:http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=192450&efYd=20170922#0000

3

ࡇࡢ⠇࠾ࡅࡿⱥヂࡣ௨ୗᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㡑ᅜἲไ◊✲㝔ἲ௧⩻ヂࢭࣥࢱ࣮ࠕPUBLIC
RECORDS MANAGEMENT ACTࠖ
http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=47130&lang=ENG
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4

グ㘓㤋㸦archives institution㸧ࡣࠊ᭱⤊ⓗỌஂグ㘓≀ಖᏑ⛣⟶ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊぶᶵ㛵ࡢグ㘓⟶⌮㛵ࢃ
ࡿᴗົᗫᲠ࣭⛣⟶࣭ಖᏑഛ࠼ࡿㅖ⯡ᴗົࢆ⾜࠺ࠋࡓࡔࡋࠊᅜᐙグ㘓㝔ࡢࢯ࣭࢘ࣝ⏣࣭㔩ᒣグ㘓㤋
ཬࡧ⤫㡿グ㘓㤋ࡣỌஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵㸦repository㸧࡛࠶ࡿࠋ

5

ࠕබඹグ㘓≀ࡢ⟶⌮㛵ࡍࡿἲᚊ⾜௧ࠖ
㸦⤫㡿௧➨ 29563 ྕࠊ2019.2.26ࠊ୍㒊ᨵṇࠊ2019.2.26 

6

㡑ᅜグ㘓Ꮫ⦅ࠗグ㘓Ꮫ⏝ㄒ࠘Ṕྐᢈホ♫ࠊ2008ࠊ396p. [⺌ݠڝᆍ⺉⾼, ݠᆍ⺉ ῙỤ ℴ,

7

Ἕ⳹, 2008, 396p.]
๓ᥖὀ 6㸧ࠗグ㘓Ꮫ⏝ㄒ࠘p.53-54.
๓ᥖὀ 6㸧ࠗグ㘓Ꮫ⏝ㄒ࠘p.156-157.

⾜㸧ᅜᐙἲ௧ሗࢭࣥࢱ࣮HPࠊཎᩥ:http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=207868&efYd=20190226

8
9
10

ᅜᐙグ㘓㝔ࠗᅜᐙグ㘓㝔 40 ᖺྐ࠘2009
୰ኸ┬ᗇࡢࠕ㒊ࠖࡣ᪥ᮏࡢ┬࠶ࡓࡿࠋᨻᗓ⤌⧊ἲ➨ 2 ᮲ࡼࡾࠊ୰ኸ⾜ᨻᶵ㛵ࡣ㒊࣭ฎ࣭ᗇ
ࡉࢀࡿࠋ

11
12
13

୰ኸ┬ᗇࡢḟᐁ⿵࣭ᐊ㛗⣭ࠋᨻᗓ⤌⧊ἲཧ↷ࠋ
ࢯ࣭࢘ࣝ⏣࣭㔩ᒣࡢᅪᇦูỌஂグ㘓≀ಖᏑᶵ㛵యไࡀᩚഛࡉࢀࡓࠋ
ࢯ࢘ࣝ≉ูᕷࠊ㔩ᒣᗈᇦᕷࠊி␥㐨ࡢࡼ࠺࡞ᗈᇦᆅ᪉බඹᅋయࠋබඹグ㘓≀ἲ࡛ࡣࠕᕷ࣭㐨ࠖᐃ⩏ࡍ
ࡿࠋ᪥ᮏࡢ㒔㐨ᗓ┴ࣞ࣋ࣝࡢࡼ࠺࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡕࠊᇶ♏⮬ᅋయࢆᣢࡘ⮬య࡛࠶ࡿࠋ

14

ᇶ♏⮬ᅋయࡣ᪥ᮏࡢᕷ༊⏫ᮧࣞ࣋ࣝࡢࡼ࠺࡞⮬యࡢ༊ศ࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉⮬ἲࡼࡾᗈᇦ⮬ᅋయࡢ
ᨭ㓄ࢆཷࡅ࡞࠸⊂❧ࡋࡓ⮬య࡛࠶ࡿࡀࠊ⊂⮬ࡢỌஂグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࢆタ❧ࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊỌஂಖᏑグ㘓
≀ࡣᡤᒓᗈᇦ⮬ᅋయ⛣⟶ࡍࡿࡇࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦බඹグ㘓≀ἲ➨ 11 ᮲㸧
ࠋ

15
16

ᅜ 17 ࡢᕷ࣭㐨ࠕᩍ⫱ᗇࠖࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ጤဨᙜࡓࡿࠋ
◊✲⫋බົဨࡣ୍⯡⫋බົဨࡢ୰࡛≉ᐃࡢ◊✲➼ࡢᴗົࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢᏛⱁဨ࠼ࡿࠊ
Ꮫⱁဨࡢ㈨᱁ไᗘබඹᶵ㛵࠾ࡅࡿᏛⱁဨࡢເ㞟ࡣせ௳ࡀ␗࡞ࡿࠋ㡑ᅜ࠾࠸࡚ࡶᏛⱁ◊✲ኈ㸦
⿵࣭⣭㸧ࡑࡢୖ⣭ࡢᏛⱁ◊✲ᐁ㸦ಀ㛗௨ୖ㸧༊ศࡉࢀࠊグ㘓◊✲ኈࡢሙྜࠊົᖺᩘ⫋ົ⤒
㦂ᇶ࡙ࡁグ㘓◊✲ᐁ᪼⣭ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ୧᪉ࡶᅜᐙබົဨᆅ᪉බົဨ᥇⏝ヨ㦂ࢆཷࡅ࡚㓄
⨨ࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊ⫋ົ⤒㦂ࢆ㔜どࡍࡿ㏵୰᥇⏝ᯟ࡛ເ㞟࣭᥇⏝ࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣἲᚊ

17
18
19

࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛せဨࡢ㈨᱁ࢆ୰ᚰグ㏙ࡍࡿࡇࢆ᩿ࡗ࡚࠾ࡃࠋ
๓ᥖὀ 16㸧ࢆཧ↷ࠋ
ᩍ⫱ᗇ⟶㎄ࡢୗ⣭⾜ᨻᶵ㛵ࠋ
8 ᭶ 6 ᪥(ⅆ)ᅜᐙグ㘓㝔ሗබ㛤ㄳồࠊ8 ᭶ 7 ᪥(Ỉ)ㄳồ⏦ㄳබ㛤ࠊ࢙࢘ࣈ⤒⏤㟁Ꮚ፹య㸦PDF㸧
࡛බ㛤ࡉࢀࡓࠕグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨ㓄⨨⌧ἣᩘㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦2018.06.30 ⌧ᅾ㸧.pdfࠖᩥ᭩ࢆཧ↷ࠋ

20

ࡇࡢ⠇ࡣᅜᐙグ㘓㝔సᡂᩥ᭩ྛᏛ➼ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊࡑࡋ࡚௨ୗࡢグ㘓㸦⟶⌮㸧Ꮫࡢᴫㄝ᭩ࢆཧ↷
ࡋ࡞ࡀࡽ᭱᪂ሗࢆᇶグ㏙ࡋࡓࠋࢳ࢙࣭ࢪࣙࣥࢸࠗグ㘓Ꮫᴫㄽ࠘ࢭᩥ♫ࠊ2006ࠊ533p.
[⚌ⅅ⨌, ݠᆍ⺉Ռᆐ, 2006, 533p.]㸹㡑ᅜグ㘓⟶⌮Ꮫࠗグ㘓⟶⌮ㄽ ドᣐグ᠈ࡢ⛉Ꮫ࠘ࢭ
ᩥ♫ࠊ2008ࠊ512p.[⺌ݠڝᆍذዜ⺉⾼, ݠᆍذዜᆐ ⋍֠ὰ ݠụ₈ ⺉ج, 2008, ṴᩨṴᑨ⾄,
512p.]㸹㡑ᅜグ㘓⟶⌮Ꮫࠗ3 ∧ グ㘓⟶⌮ㄽ ドᣐグ᠈ࡢ⛉Ꮫ࠘ࢭᩥ♫ࠊ2013ࠊ464p.
[⺌ݠڝᆍذዜ⺉⾼, 3 ⱀ ݠᆍذዜᆐ ⋍֠ὰ ݠụ₈ ⺉ج, ṴᩨṴᑨ⾄, 2008, 464p.]

21

Ꮫ㒊ࡣ၏୍ࠊ₎ᇛᏛ▱㆑ሗᏛ㒊グ㘓⟶⌮Ꮫࣇ࣮ࣝࢻࡀ㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

22

๓ᥖὀ 20㸧
ࠗ3 ∧ グ㘓⟶⌮ㄽ ドᣐグ᠈ࡢ⛉Ꮫ࠘
ࠊp. 85-94 ࢆཧ↷ࠋ

23

ᑓᨷྡࡣࠕグ㘓⟶⌮Ꮫࠖ
ࠕグ㘓ಖᏑᏛࠖ
ࠕグ㘓≀⟶⌮Ꮫࠖ
ࠕグ㘓Ꮫࠖ࡞ࡀከ࠸ࠋ

24

㡑ᅜእᅜㄒᏛᏛ㝔ࡢࡳࠊ༢⊂ࡢグ㘓Ꮫᑓᨷࡋ࡚㛤タ࣭㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

25

https://admgraduate.mokpo.ac.kr/

26

https://www.kyungnam.ac.kr/grad/sub/02_01.asp

27

http://grad.cnu.ac.kr/sub02/sub02_0101.php

28

http://archives.hannam.ac.kr/sub/sub01/sub_0101.jsp

29

https://graduate.pusan.ac.kr/graduate/22297/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGbWFqb3JJbnR
ybyUyRmdyYWR1YXRlJTJGMTIzJTJGdmlldy5kbyUzRg%3D%3D

30

http://archivist.snu.ac.kr/
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31

https://grad.knu.ac.kr/bbs/content.php?co_id=02_cooper_09

32

http://lis.cau.ac.kr/04_gra/gra_03a.php

33

https://grad.silla.ac.kr/grad/index.php?pCode=dptinfo010109

34

http://www.hs.ac.kr/gradu1/7998/subview.do

35

http://webgs.jnu.ac.kr/WebApp/web/HOM/GRS/Subject301.aspx?id=18&grsdiv=6

36

http://ram.jbnu.ac.kr/%ed%95%99%ec%82%ac%ec%95%88%eb%82%b4/%ea%b5%90%ec%9c%a1%e
a%b3%bc%ec%a0%95/

37

http://dept.cu.ac.kr/user/library/index.html

38

http://grad.gwnu.ac.kr/grad/28429/subview.do

39

http://wgs.wku.ac.kr/?page_id=703

40

http://lis.sookmyung.ac.kr/lis/7041/subview.do

41

http://cms.ewha.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=6335781&siteId=elis1959&menuUITyp
e=sub

42

http://lis.yonsei.ac.kr/lis/%EA%B5%90%EA%B3%BC%EA%B3%BC%EC%A0%95%EB%8C%80%E
D%95%99%EC%9B%90.htm

43

https://www.hansung.ac.kr/web/lib/509366

44

http://lis.deu.ac.kr/record1

45

http://gra.donga.ac.kr/gra/5566/subview.do

46

https://www.swu.ac.kr/grd/unsocienced_1.html

47

http://archive.hufs.ac.kr/

48

ἲ➨ 42 ᮲ࠊ⾜௧➨ 79 ᮲ࡼࡾࠊ୰ኸグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡣࠕ୰ኸグ㘓≀⟶⌮ᶵ㛵ࡢ㛗ࡣ⤫㡿௧࡛ᐃ
ࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊグ㘓≀⟶⌮ᚑ⪅ࡢ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࣭カ⦎ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
ᐃࡵࠊグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨグ㘓≀ࡢ⟶⌮ᦠࢃࡿ⫋ဨ㸦ࠕグ㘓≀⟶⌮ᚑ⪅ࠖ࠸࠺㸧ࢆᑐ㇟ࡍࡿ
ᩍ⫱࣭カ⦎ࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࢆᑐ㇟ࡍࡿᩍ⫱࣭カ⦎ㄢ⛬ࡢࡳࢆ⤂
ࡍࡿࡇࢆ᩿ࡗ࡚࠾ࡃࠋ

49

ᅜᐙグ㘓㝔グ㘓⟶⌮ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮[ڝݠᆍ

ݠᆍذዜ⁑ڀᩬ⩠]

https://edu.archives.go.kr/main/index.jsp#
50

᪂つ᥇⏝ࡢᑓ㛛せဨࡢሙྜࠊ5 ᪥㹼10 ᪥㛫ࡢ㞟୰カ⦎ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࡀ࠶ࢀࡤࠊ⤒Ṕᑓ㛛せဨࡢࡓࡵ

ࡢ㸱᪥㛫ࡢᑓ㛛ᩍ⫱ࡶタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⤫㡿௧➨ 19985 ྕࠊ2007.4.4ࠊ㒊ᨵṇ ᅜᐙἲ௧ሗࢭࣥࢱ࣮HPࠊཎᩥ:
http://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=77986&ancYd=20070404&ancNo=19985&efYd=20070
405&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202#0000
52 ᅜ㜵㒊ᡤᒓࡢ㌷ேࡲࡓࡣ㌷㝲ᡤᒓࡍࡿබົဨࢆᑐ㇟ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬࡛࠶ࡿ㸦⾜௧᮲➨ 2 㡯㸧
ࠋ
51

53

㡑ᅜグ㘓⟶⌮ᩍ⫱㝔ࡣࠊ2000 ᖺ᫂▱Ꮫ♫ᅋἲே㡑ᅜᅜᐙグ㘓◊✲㝔ࡢ㝃タᶵ㛵ࡋ࡚タ❧ࡉ
ࢀࠊ2010 ᖺࡲ࡛၏୍ࡢグ㘓⟶⌮ᩍ⫱㝔ࡋ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᚿ㢪⪅ᩘῶᑡࡼࡾᩍ⫱㝔㐠Ⴀࢆ୰
᩿ࡋࡓ㸦2017 ᖺᗘᚿ㢪⪅ 5 ே㸧ࠋᅜᐙグ㘓㝔ᨻ⟇⏬ㄢసᡂࠕ2017 ᖺᗘグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬㐠Ⴀィ⏬
᳨ウሗ࿌ࠖ2017.2.17ࠋ
㸦http://www.archives.go.kr/next/common/downloadFile.do?up_filepath=2F757046696c652F626566
6f7265496e666f2F313530383234373438353633352e687770㸧
ࠋ࡞࠾ࠊ
ࠕ2019 ᖺᗘグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬
㐠Ⴀィ⏬᳨ウሗ࿌ࠖ
㸦ᅜᐙグ㘓㝔ᑐࡍࡿ㛤♧ㄳồࠊ᭱⤊බ㛤᪥ 2019 ᖺ 9 ᭶ 16 ᪥㸧ࡼࢀࡤࠊᩍᤵせ
ဨࡢ㈨᱁ࢆ‶ࡓࡍᩘኚ᭦ࡀ࠶ࡾࠊⰼዪᏊᏛ㸦6 ே㸧
ࠊ₎༡Ꮫ㸦7 ே㸧
ࠊᏛ㸦6 ே㸧ሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠾࠸ࡿ㸦㝣㌷⥲ྜ⾜ᨻᏛᰯࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウ࣭ᅇ⟅୰㸧㹱ࠋ

54

ࠕබඹグ㘓≀⟶⌮㛵ࡍࡿἲᚊ⾜つ๎㸦ݠإإᆍᑬ ذዜἀ ⺌ذ
ᗅነ➉܌㸧ࠖ㸦⾜ᨻᏳ㒊௧➨ 11 ྕࠊ2017.9.22ࠊ୍㒊ᨵṇࠊ2017.9.22ࠊ⾜㸧ᅜᐙἲ௧ሗࢭࣥࢱ
࣮HPࠊཎᩥ:
http://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=197716&lsId=006294&efYd=20170922&chrClsCd=010
102&viewCls=lsInfoP
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ࠕู⾲ 16ࠖグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬(➨ 42 ᮲㛵㐃) ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

1㸬ᒚಟࡢ༢ཬࡧಟࡢᇶ‽
㸬ᒚಟ༢ᇶ‽:グ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᒚಟ༢ࡣࠊ16 㛫௨ୖࡢㅮ⩏(ᐇ⩦ࢆྵࡴ)ࢆ 1 ༢ࡋࠊᒚಟ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᭱ᑠ༢ࡣ 24 ༢ࡍࡿ
㸬ಟᇶ‽:グ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡢಟ⪅ࡣ᭱ᑠ༢(24 ༢)௨ୖࢆᒚಟࡘグ㘓≀⟶⌮㛵ࡍࡿ◊✲ㄽ
ᩥࢆᥦฟࡋࡓ⪅ࡍࡿ
2㸬ᩍ⫱ᶵ㛵ཬࡧ᪉ἲࡢᇶ‽
グ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᤵᴗᖺ㝈ࡣ 1 ᖺ௨ୖࡋࠊᩍ⫱᪉ἲࡣ㞟ྜᩍ⫱ࡍࡿ
3.ᩍ⫱⛉┠ࡢ㛤タᇶ‽
グ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡣḟࡢ㡿ᇦูᩍ⫱⛉┠㛵ࡍࡿㅮᗙࢆ㛤タࡋࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡍࡿࠊ➨ 42 ᮲ࡢ 2 ➨
1 㡯ࡼࡿᚲ㡲⛉┠ཬࡧ㑅ᢥ⛉┠ࡢㅮᗙࡣᚲࡎ㛤タࡋࡓㄢ⛬ࡍࡿ
༊ศ

ᩍ⛉ෆᐜ

ᇶ♏㡿ᇦ

ᨻᗓ⤌⧊ཬࡧ⾜ᨻㄽࠊグ㘓⟶⌮Ꮫᴫㄽࠊグ㘓⟶⌮㛵㐃ἲ௧

ᑓ㛛㡿ᇦ

グ㘓ホ౯࣭㑅ูㄽࠊグ㘓⤌⧊ㄽࠊグ㘓ಖᏑㄽࠊグ㘓ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽࠊ㟁Ꮚグ㘓
⟶⌮ㄽࠊグ㘓ࢩࢫࢸ࣒ㄽࠊᴗົศᯒㄽࠊẸ㛫グ㘓⟶⌮ㄽ

ᐇ⩦ཬࡧㄽᩥᣦᑟ

グ㗴⟶⌮ᐇ⩦ࠊㄽᩥᣦᑟ

4.ᩍᤵせဨᇶ‽
㸬グ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᩍᤵせဨࡣḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡍࡿࡇ
1)ࠕ㧗➼ᩍ⫱ἲࠖ➨ 16 ᮲ཬࡧࠕᏛᩍဨ㈨᱁ᇶ‽➼㛵ࡍࡿつ⛬ࠖ➨ 2 ᮲ࡼࡾຓᩍ௨ୖࡢ㈨᱁ࢆᣢࡘே
2)グ㘓≀⟶⌮ศ㔝㛵㐃ࡋࡓᐇົң◊✲ࡲࡓࡣㅮ⩏⤒Ṕࡀ 3 ᖺ௨ୖࡢ⪅
㸬グ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᩍᤵせဨࡢ࠺ࡕ 1 ேࡣᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㐠Ⴀࢆᑓᢸࡍࡿᩍᤵせဨࡋ࡚㓄⨨ࡍࡿࡇ
56

http://my.ewha.ac.kr/iarm/

57

https://ras.jams.or.kr/co/main/jmMain.kci

58

https://ksas.jams.or.kr/co/main/jmMain.kci

59

http://www.kaics.or.kr/ www.kaics.or.kr

60

㡑ᅜグ㘓ᑓ㛛ᐙ༠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣭ ࢧ࣑ࣥࣥࠕ㡑ᅜグ㘓ᑓ㛛ᐙ༠ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠗグ㘓ྐᩱ࠘27
ᕳࠊ2018ࠊp. 61-66 ࢆཧ↷ࠋhttps://www.archivists.or.kr/

61

㞧ㄅྡⱥᩥྡࡣ㡑ᅜᏛ⾡ㄅᘬ⏝⣴ᘬ㸦Korea Citation Index㸧ࡽ᳨⣴࣭ཧ↷ࠋ
https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci

62

๓ᥖὀ 5㸧ࠊ࣭࢛࢘ࣥࢠࣗࠗグ㘓⟶⌮㛵㐃ἲ௧ ᨵゞ∧࠘ᅗ᭩ฟ∧ࢯࢽࣥࠊ2017ࠊ413p.
[₤

63

܌, ݠᆍذዜᗅᅩ Ռⅅⱀ, ᩌ⛌ⱀᩐ₨, 2017, 413p.]ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ

⾜௧➨ 78 ᮲➨ 1 㡯➨ 2 ྕࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࡋ࡚⾜ᨻᏳ㒊௧࡛ᐃࡵࡿグ㘓⟶⌮Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᒚಟࡋࠊ⾜ᨻᏳ㒊㛗
ᐁࡀ⾜ࡍࡿグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨヨ㦂ྜ᱁ࡋࡓ⪅
㸬グ㘓⟶⌮ᏛᏛኈྕྲྀᚓ⪅
࢚㸬ṔྐᏛࡲࡓࡣᩥ⊩ሗᏛᏛኈྕ௨ୖࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅
64

⾜ᨻᏳ㒊㸼ࢽ࣮ࣗࢫ㸼࠾▱ࡽࡏ㸼2019 ᖺᗘグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨヨ㦂ᐇィ⏬㸦2018.12.10㸧㸼ࠕ20

19 ᖺᗘグ㘓≀⟶⌮ᑓ㛛せဨヨ㦂ホ౯㡿ᇦ.hwpࠖ
ࠋฟ㢟㡿ᇦ࣭࡞㡯┠࣭せồࡉࢀࡿ▱㆑ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣ
ୖグ㈨ᩱࢆཧ↷ࡏࡼࠋhttps://www.mois.go.kr/frt/bbs/type013/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BB
SMSTR_000000000006&nttId=67569㸦accessed: 2019-07-20㸧
๓ᥖὀ 19㸧ࢆཧ↷ࠋ

65

㸦ඖ㸦࢛࢘ࣥ㸧ࢼ࣑ ி㒔ᏛᏛᩥ᭩㤋ຓᩍ㸧
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（参考）
６

中国

6.1

中国におけるアーカイブズ制度の概要

6.1.1

用語の定義

中華人民共和国（以下「中国」という。）におけるアーカイブズ制度は「中華人民共和国
档案法」（以下「档案法」という。）に基づいて定まっている。档案法第２条では、档案と
いう言葉を次のように定義しており、その英語訳には archives があてられている1。
この法律において档案とは、過去と現在の国家機構・社会組織及び個人が政治・軍事・
経済・科学・技術・文化・宗教等の活動に従事し、直接に作成した国家と社会にとっ
て保存価値のある各種文字・図表・音声・映像等の異なった形式の歴史記録をいう。
ただし、この档案という用語の中には、
「歴史記録」という意味以外にも、個人の履歴や
思想・言動などについての記録を指すことも多く、個人を縛り、攻撃する材料に使われる
こともある2。
そして、この档案を集中して管理・保管・収集等する機構として設立されるのが档案館
である。档案法第８条では次のように規定している。なお、英語訳としては、archives
repositories とされている3。
中央及び県レベル以上の地方各レベル、各種の档案館は、集中して档案を管理する文
化事業機構であり、各管理の範囲内の档案を、接収、収集、整理、保管、及び利用に
供する責任を負う。
また、档案法第９条において、档案工作人員という用語を次のように規定している。
档案工作人員は、職責に忠誠をつくし、規律を遵守し、専門知識を持たなければなら
ない
档案法英語訳によると、档案工作人員には archivist が充てられている4。但し、2015 年
版の『中華人民共和国職業分類大典』では、独立した小項目として档案専業人員が設定さ
れており、
「档案の受入れ、収集、整理、目録作成、評価、保管、保護、利用、編纂・研究
に従事する専門の人員」と説明されている5。よって、一般的な職業名としては、档案専業
人員という用語が使われているようである。
6.1.2

アーカイブズ制度と機関・施設

中国における档案・档案館（アーカイブズ）管理及び档案工作人員・档案専業人員（ア
ーキビスト）養成の特徴は、中国共産党（以下「中共」という。）が主導しているという点
にある。中国の档案管理の中心となる組織である国家档案局は 1954 年に国務院の直属機
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ᵓࡋ࡚ᡂ❧ࡋࠊࡑࡢᴗົࡣᅜᐙࡢᱟᴗົࡢ⤫୍⟶⌮ྛࣞ࣋ࣝࡢᅜᐙᶵ㛵ேẸ
ᅋయࡢᱟᴗົࢆᣦᑟ࣭┘╩ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊ୰ኸᱟ㤋ࡣ 1959 ᖺ㛤㤋ࡋࠊ୰ඹ୰ኸᅜົ㝔ࡢ┤ᒓᶵᵓ⨨࡙ࡅࡽࢀࠊ
୰ඹᨻᗓࡢ୰ኸᶵ㛵➼ࡢ㛗ᮇಖᏑࡀᚲせ࡞ᱟᑐࡋ࡚ࠊ㞟࣭ᩚ⌮࣭ಖ⟶ཬࡧ⏝ࡢᥦ
౪ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
1993 ᖺ⾜ᨻᨵ㠉ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᅜᐙᱟᒁ୰ኸᱟ㤋ࡣྜేࡋࠊ୍ࡘࡢ⤌⧊ࡘ
ࡢ┳ᯈࢆࡅࡿᙧ࡛⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᅜᐙᱟᒁࡢᒁ㛗࣭ᒁ㛗ࡣ୰ኸᱟ㤋
㤋㛗࣭㤋㛗ࢆව௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜⓗぢ࡚ࠊ୰ᅜࡢᱟ㤋ࡣ㸲ࡘࡢࢱࣉࡀ࠶ࡾࠊձࠕྛ➼⣭ࡢᅜᐙᱟ㤋ࠖղࠕ㒊
㛛ᱟ㤋ࠖճࠕᴗ࣭ᴗ༢ࡢᱟ㤋ࠖմࠕேẸゎᨺ㌷⣔ิࡀタ⨨ࡍࡿᱟ㤋ࠖศ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᮏㄪᰝࡢ⠊ᅖ㚷ࡳࠊࡲࡓᅜᐙᱟᒁࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ➼ࡢ㈨ᩱ࡛ࡑ
ࡢᐇែࢆ᫂ࡽࡋᚓࡿձࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡍࡿ6ࠋ
ձྛ➼⣭ࡢᅜᐙᱟ㤋ࡣࠊࡉࡽࠕ⥲ྜᱟ㤋ࠖࠕᑓ㛛ᱟ㤋ࠖศࢀࡿࠋ
) ⥲ྜᱟ㤋
⥲ྜᱟ㤋ࡣࠊ୰ኸ࣭┬࣭ᕷ࣭┴➼ࡢ⾜ᨻ༊ᇦࡢྛ➼⣭タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ᡤ⟶⠊ᅖෆࡢከ✀㢮ࡢᱟࢆ㞟࣭⟶⌮ࡍࡿᙺ┠ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊࡇࡇ࡛୰ኸ⨨
ࢀࡿࡢࡀࠊ๓㏙ࡋࡓ୰ኸᱟ㤋࡛࠶ࡾࠊୖᾏᕷ࡛࠶ࢀࡤୖᾏᕷᱟ㤋࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣࠊձ୰ඹࡢᶵ㛵ղேẸ௦⾲ճேẸᨻᗓմேẸἲ㝔յேẸ᳨ᐹ㝔➼ཬࡧࡑࡢ
ᡤᒓᶵᵓࡀసᡂࡋࡓᱟᡤ⟶⠊ᅖෆࡢṔྐ㛵㐃ࡍࡿᱟࢆ㞟࣭⟶⌮ࡍࡿࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
ࣟ) ᑓ㛛ᱟ㤋
ᑓ㛛ᱟ㤋ࡣ࠶ࡿ୍ࡘࡢᑓ㛛㡿ᇦ࠶ࡿ࠸ࡣ≉Ṧ࡞ᙧែࢆྲྀࡿᱟࢆ㞟࣭⟶⌮ࡍࡿᱟ
㤋ࢆᣦࡍࠋ୰ኸࡣ୰ᅜ┿ᱟ㤋ࡀ࠶ࡾࠊ┬ࡸ㒔ᕷ࠾࠸࡚ࡶࠊ㒔ᕷィ⏬ࡸᘓタࠊ
⟶⌮㛵ࡍࡿᱟࢆ㞟ࡵࡿ㒔ᕷᘓタᱟ㤋ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ
୰ᅜࡢᅜᐙᱟᒁࡢ HP ࡛ࡣࠊẖᖺᗘࠊᅜࡢᱟ㤋ࡢᇶᮏ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢࢹ࣮ࢱࢆබ
㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿᅾ⫋◊ಟࢆཷࡅࡓ⫋ဨᩘࡀศࡿ᭱᪂ࡢࢹ࣮ࢱ࡞ࡿ
2016 ᖺᗘࡢᱟ㤋ᩘࡢෆヂࢹ࣮ࢱࡣࠊ࠙⾲ 1ࠚࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࠙⾲ 1ࠚ୰ᅜࡢᱟ㤋ᩘ㸦2016 ᖺᗘ㸧
✀ู

ᩘ

ᅜᐙ⥲ྜᱟ㤋

3,336

ᅜᐙᑓ㛛ᱟ㤋

236

㒊㛛ᱟ㤋

213

ᴗ㞟ᅋᆺᴗᱟ㤋

180

┬࣭㒊ᒓࡍࡿᴗ㒊⨫ࡢᱟ㤋

272
4,237

ィ

௨ୖࡢ㒊⨫࡛ാ࠸࡚࠸ࡿᑓᚑ⫋ဨࡢேဨࡣࠊ48,871 ྡ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛୰ኸࣞ࣋ࣝࡀ
642 ྡࠊ┬㸦༊࣭ᕷ㸧ࣞ࣋ࣝࡀ 3,447 ྡࠊᆅ༊㸦ᕷ࣭ᕞ࣭┕㸧ࣞ࣋ࣝࡀ 11,028 ྡࠊ┴㸦༊࣭
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࣭ᕷ㸧ࣞ࣋ࣝࡀ 33,724 ྡ࠸࠺ෆヂ࡛࠶ࡿ8ࠋ
6.2 ୰ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ
6.2.1 ᴫせ
୰ᅜࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂࡣࠊᏛ࣭Ꮫ㝔ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ཬࡧ⌧⫋⪅ᑐࡍࡿ◊ಟࡢ㸰✀
㢮ࡀ࠶ࡿࠋ
ᅜẸᨻᗓࡢ௦ࡽࠊ㏆௦ⓗ࡞࣮࢝ࣈࢬไᗘࡀᑟධࡉࢀጞࡵࠊᏛ࡛ࡢᱟ㸦࣮
࢝ࣈࢬ㸧Ꮫᩍ⫱ࡀጞࡲࡾࠊࡲࡓᅾ⫋⪅ᑐࡍࡿᩍ⫱ࢆᏛ࡛࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ☜ㄆ
࡛ࡁࡿ9ࠋ
1949 ᖺࡢ୰⳹ேẸඹᅜࡢᡂ❧ࡶᨻᗓࡣࠊᱟ⟶⌮ࡢ᪂ࡓ࡞ไᗘࢆᵓ⠏ࡋጞࡵࠊ
ྛᆅᱟ㤋ࢆタ⨨ࡋࠊࡑࡢᑓ㛛ᐙࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ╔ᡭࡍࡿࠋࡋࡋࠊᩥ㠉ࡣࠊ
ᩥ᭩⟶⌮ࡑࡢᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂࡶࡁ࡞ᡴᧁࢆ࠼ࠊ1980 ᖺ௦௨㝆ࡣࠊࡑࡢᡴᧁࡽᅇ
ࠊṇつࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
1981 ᖺᅜົ㝔ࡣࠕᅗ᭩࣭ᱟ࣭㈨ᩱᑓ㛛ᖿ㒊ᴗົ⫋⛠ᬻ⾜つᐃࠖࢆไᐃࡋࡓࠋࡑࡢෆ
ᐜࡣࠊࡇࢀ௨㝆ࠊᱟᴗࡣ⊂⮬ࡢᑓ㛛ࡢᢏ⾡⫋ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ♫ࡽ୍ࡘࡢᑓ
㛛ⓗ࡞⛉Ꮫᩥᴗぢ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓ10ࠋ
ేࡏ࡚㔜せ࡞ືࡁࡋ࡚ࡣࠊ1988 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥⾜ࡉࢀࡓࠕ୰⳹ேẸඹᅜᱟἲࠖ
ࡢไᐃࡢືࡁ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙᱟᒁࡣ 1980 ᖺࡽṇᘧேဨࢆ⤌⧊ࡋࠊ㉳ⲡ‽ഛࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢᚋࠊ㸶ᖺࢆ⤒ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋㄽⅬࡣከࠎ࠶ࡿࡀࠊᱟࡢ⠊ᅖࡸᱟ⟶⌮ࡢᇶᮏෆᐜ
ࡑࡢ௵ົࡀἲᚊࡼࡾ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓ11ࠋ
6.2.2 Ꮫ࣭Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
 ୰ᅜࡢᏛ࣭Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣈࢬᏛᩍ⫱ࡣࠊ1934 ᖺ⚾❧Ṋᫀᩥ⳹ᅗ᭩㤋Ꮫᰯ
ࡀᱟ⟶⌮ࢥ࣮ࢫ㸦ᱟ⟶⌮ᑓ⛉㸧ࢆ㛤ጞࡋࡓࡢࡀࡑࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᱟࡢ⟶
⌮㛵ࡍࡿᩍ⫱◊ಟࡣࡢᆅᇦ࡛ࡶᑠつᶍ࡞ࡀࡽタࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ12
 1949 ᖺࡢᅜᐙᶞ❧ᚋࠊᨻᗓࡣᱟᕤసேဨ㸦࣮࢟ࣅࢫࢺ㸧㣴ᡂไᗘࢆタ࣭㛤Ⓨࡍࡿ
ࡇ㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡼ࠺࡞ࡿࠋ1952 ᖺ 4 ᭶ࠊ୰ᅜேẸᏛᱟᑓᨷࡀ㛤タࡉࢀࠊ1955
ᖺ୰ᅜேẸᏛṇᘧṔྐᱟᏛ㒊ࡀタ❧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᩥ㠉
ࡼࡿΰࢆ⤒࡚ࠊ1979 ᖺࡽேẸᏛ௨እࡢᏛ࠾࠸࡚ࡶࠊḟࠎᱟ⟶⌮ࡢᑓᨷࡀタ
❧ࡉࢀࡓࠋ
 2011 ᖺ 12 ᭶Ⅼ࡛ࠊᅜࡢᏛ 28 ᰯࠊᏛ㝔ಟኈㄢ⛬ 17 ᰯࠊ༤ኈㄢ⛬㸰ᰯᱟᏛ
ࡢᑓ㛛ㄢ⛬ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ13ࠋ
2㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ୰ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺᩍ⫱ࡢ୰᰾ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓ୰ᅜேẸᏛࡢ≧ἣࢆ⤂
ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ୰ᅜேẸᏛሗ㈨※⟶⌮Ꮫ㝔ࡣࠊᅗ᭩㤋࣭ሗ࣭ᱟ⟶⌮ࡢᏛ⛉ࡢ
༤ኈᏛࢆᤵࡍࡿᶒ㝈ࢆᣢࡘᏛ࡛࠶ࡿ14ࠋᱟᏛࡢᑓᨷࡘ࠸࡚ࡣࠊࡘ࡚ṔྐᏛ
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ᒓࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ1998 ᖺ⟶⌮Ꮫㄪᩚ⤫ྜࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠸࠺15ࠋ
 2011 ᖺࡢⅬ࡛ࠊྠᏛ㝔ࡣ 500 ྡవࡾࡢᏛ⏕ࡀ࠾ࡾࠊࡑࡢ୰ࡣᮏ⛉⏕࣭ಟኈㄢ⛬࣭
༤ኈㄢ⛬ཬࡧእᅜே␃Ꮫ⏕ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ㝔ࡢᩍ⫋ဨࡣ 47 ྡ࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ᩍᖌ
ࡣ 36 ྡ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᐈဨᩍᤵව⫋ᩍᤵࡣ 10 ྡవࡾ࠸࠺16ࠋ
୍ࡋ࡚ࠊ୰ᅜேẸᏛሗ㈨※⟶⌮Ꮫ㝔ࡢಟኈㄢ⛬ࡢᱟᏛᑓᨷࡢᩍ⫱┠ᶆࡣ௨ୗ
ࡢ࠾ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ17ࠋ
ձ♽ᅜࢆ⇕ឡࡋࠊⰋዲ࡞㐨ᚨရ᱁ࢆഛ࠼࣭♫⩏⌧௦ᘓタዊࡍࡿ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛
ேᮦࡓࡿࡇࢆᮃࡴࠋ
ղ࣐ࣝࢡࢫ⩏⌮ㄽࡢᇶᮏཎ⌮ࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡋࠊᮏᏛ⛉࠾ࡅࡿሀᐇ࡞ᇶ♏⌮ㄽ⣔⤫
ࡔࡗࡓᑓ㛛▱㆑ࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡋࠊ⛉Ꮫ◊✲ᴗົᚑࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⊂❧ࡋ࡚ᑓ㛛
ᢏ⾡ᴗົࢆ㈇ᢸࡍࡿ⬟ຊࢆഛ࠼ࡿࡇࠋ
ճᱟᏛ⌮ㄽ࣭ሗ㈨※⟶⌮࣭ሗ⤌⧊⏝࣭ሗࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᵓ⠏ࠊ▱㆑⟶⌮
➼ࠎࡢ᪉㠃ࡢ▱㆑ࠊᢏ⬟᪉ἲࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡋࡓ㧗⣭ሗ⟶⌮ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
 ࡇࡢ┠ᶆᇶ࡙ࡁࠊಟኈㄢ⛬࡛ࡣ࠙⾲ 2ࠚࡢࡼ࠺࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀタࡅࡽࢀࠊࡑࡢㄢ⛬
ࡢ୰࡛Ꮫࢆྲྀࡿࡣ㸰ᖺ㛫࡛ 32 ༢௨ୖࡢྲྀᚓཬࡧㄢ⛬ㄽᩥᏛㄽᩥࡢᇳ➹ࡀᚲ㡲
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3㸧ಟ⪅ࡢ࡞ᑵ⫋ඛ
 ୰ᅜேẸᏛࡢᱟᏛᑓᨷ࡛ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛㸵༓ྡవࡾࡢ༞ᴗ⏕ࡀ࠾ࡾࠊ
ࡇࡢ༞ᴗ⏕ࡣࠊ
ྛࣞ࣋ࣝࡢᱟ⾜ᨻ⟶⌮㒊㛛࣭ྛ✀ᱟ㤋࣭ᱟᐊ࣭ᱟᩍ⫱࣭⛉Ꮫ◊✲࣭ฟ∧㒊㛛ᑵ
⫋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢከࡃࡀྛᑓ㛛㒊⨫ࡢᇶᖿᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺18ࠋ
6.2.3 බᩥ᭩㤋ཬࡧබᩥ᭩㤋㝃ᒓᶵ㛵࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
1㸧ᴫせ
2019 ᖺึ㢌Ⅼ࡛ࠊᅜᐙᱟᒁࡼࡿᱟᩍ⫱◊ಟᶵᵓࡋ࡚ࠊࠕᅜᐙᱟᒁᖿ㒊ᩍ
⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ┬࡛ࣞ࣋ࣝ 15 ࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜࡢ⫋
ဨ◊ಟࡢ୰ᚰ࡞ࡿᅜᐙᱟᒁᱟᖿ㒊ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡣ 1988 ᖺ㸲᭶タ❧ࡉࢀࠊᅜᐙᱟ
ᒁ┤ᒓࡢ၏୍ࡢᅜⓗᱟᖿ㒊ࡢᩍ⫱ᶵᵓ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࠊ୰ᅜᅜࡢྛ࣭ࣞ࣋ࣝ
ྛ✀㢮ࡢᱟ㒊㛛ࡢ⫋ሙ◊ಟࠊᱟᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ⥅⥆ࠊᱟᴗⓎᒎࡢࡓࡵࡢேᮦಖドཬࡧ
▱ⓗ࡞ຓࢆ⾜࠺ࡇ࠶ࡿࠋ
2㸧◊ಟࡢ✀㢮ࠊཷㅮᑐ㇟ࠊᮇ㛫➼
ᅜᐙᱟᒁᱟᖿ㒊◊ಟࢭࣥࢱ࣮HP ࡼࡿࠊ2019 ᖺࡣᖺ㛫 27 ࡢ◊ಟࢆ⾜࠺ணᐃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦
࠙⾲ 3ࠚཧ↷㸧ࠋ◊ಟࡣࡁࡃࠊձᅜ┴ࣞ࣋ࣝᱟᒁ㛗㤋㛗㡰ḟ◊ಟ㸦
ᅜࡢ┴ࣞ࣋ࣝࡢᱟᒁ㛗࣭㤋㛗ࢆᑐ㇟ࡍࡿᖿ㒊◊ಟ㸧ࠊղᱟᇶ♏ᴗົ◊ಟ㸦ᱟ㤋࣭ᅜ
ᐙᶵ㛵࣭ᴗ࣭㔠⼥ࡢᱟ⟶⌮㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊ಟ㸧
ࠊճᱟ≉ᐃࢸ࣮࣐◊ಟ㸦ᱟ㛵ࡍ
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࠙⾲ 2ࠚ୰ᅜேẸᏛಟኈ◊✲⏕ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㢮ู

බඹㄢ

᪉ἲㄢ

ᑓᨷㄢ

㑅ᢥ⛉┠

♫ᐇ㊶

ㄽᩥ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛྡ⛠

༢

୰ᅜ≉Ⰽ♫⩏⌮ㄽᐇ㊶◊✲

2

⮬↛ᘚドἲᴫㄽ

1

࣐ࣝࢡࢫ⩏♫⛉Ꮫ᪉ἲㄽ

1

➨୍እᅜㄒ

3

♫⛉Ꮫ◊✲᪉ἲ

3

ᐇ⏝ࢹ࣮ࢱศᯒ᪉ἲᐇ

2

⌧௦ົ⎔ቃࡢ୰ࡢᩥ᭩⟶⌮

2

ࢹࢪࢱࣝᱟ㤋ࡢ⌮ㄽᐇ㊶

2

እᅜ࠾ࡅࡿᱟ㤋ࡢ⌮ㄽᐇ㊶

2

ᱟ୰ᅜᆅ᪉ྐ◊✲

2

▱㆑⟶⌮◊✲

2

ᅜෆእᱟⴭస㑅ㄞ

2

༳❶Ꮫ

2

⌧௦ᴗᱟ⟶⌮

2

ᩥ᭩ᱟ⟶⌮ࡢᢏ⾡

2

୰ᅜᱟ⫋ᴗ≧ἣศᯒ

2

ᑓᨷⱥㄒ

2

㟁Ꮚᩥ᭩⟶⌮ࡢ᭱๓⥺

2

ᱟṔྐ◊✲

2

ᩥ᭩ᱟ⟶⌮ไᗘ◊✲

2

ᴗົࣉࣟࢭࢫศᯒ

2

ிṔྐᩥ

2

୰ᅜᱟᏛྐ

2

⟶⌮ᛮྐ

2

᫂ΎᱟᏛ

2

ᚲせ༢

ヨ㦂᪉ἲ

6 ༢௨ୖ

ヨ㦂

4 ༢௨ୖ

ヨ㦂

11 ༢௨
ୖ
ヨ㦂

4 ༢௨ୖ

㛵㐃ࡍࡿ
Ꮫ⾡ሗ࿌
ࢆᥦฟ

♫ᐇ㊶࣭ᴗົᐇ⩦➼
ㄢ⛬ㄽᩥ
Ꮫㄽᩥ

᪉្࣭㑮ॾࠕᱟᏛ⺅ኈ◊✲⏕䈮⛬య⣔◊✲-௨୰ᅜேẸᏛಙᜥ䍴※⟶⌮Ꮫ㝔ѪࠖࠗᱟᏛ㏻䇟࠘
2014 ᖺ➨ 4 ᮇࠊ15㹼16 㡫ࡼࡾసᡂ

ࡿ≉ᐃࡢࢸ࣮࣐ࢆ㢟ᮦࡋࡓ◊ಟࠋࢭ࢟ࣗࣜࢸࡸࣅࢵࢡࢹ࣮ࢱࠊ㎰ᴗ࣭㎰ᮧࡢᱟ⟶⌮
㛵ࡍࡿෆᐜࡶぢࡽࢀࡿ㸧ࠊմᱟሗ◊ಟࠊյᱟἲつᶆ‽ゎ㔘ࠊնᱟᑓᴗேဨᅾ⫋
◊ಟࠊշす㒊ᆅ༊≉ᐃ㡯┠◊ಟࠊูࡉࢀࡿࠋ
3㸧࡞◊ಟࡢෆᐜ
ୖグ◊ಟࡢෆࠊնࠕᱟᑓᴗேဨࠖᅾ⫋◊ಟࡣࠊ ᪂ࡓࠕᱟᑓᴗேဨࠖࡢᆅࡘ
࠸ࡓ⪅ࠊࣟ㸧ࡍ࡛ᱟᕤసᚑࡋ࡚࠸ࡿࡀᱟᑓ㛛ࡢᏛ࣭ᑓ㛛Ꮫᰯ௨ୖࡢᏛṔࢆഛ
࠼࡚࠸࡞࠸⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠊ⌧⫋⪅ྥࡅ◊ಟ࡛࠶ࡿࠋ
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࠙⾲ 3ࠚ2019 ᖺᅜᐙᱟᒁ࣭୰ኸᱟ㤋ࡼࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㢮ู
ᅜ┴ ࣞ࣋ ࣝ
ᱟᒁ 㛗㤋 㛗㡰ḟ ◊ಟ

◊ಟྡ

㛫

◊ಟ
᪥ᩘ

࡞ෆᐜ

ி

6᪥

ᱟᴗ⛉ᏛⓎᒎࠊᱟᏳయไᘓタࠊᱟሗᘓ
タࠊᱟ㤋㸦ᐊ㸧ᘓタࠊᱟἲᘓタࠊᴗ㎰ᴗ㎰
ᮧᱟᕤసࠊᱟᣦᑟ⬟ຊࠊ⌧ሙᩍᤵ

ሙᡤ

1

ᅜ┴ࣞ࣋ࣝᱟᒁ㛗㤋㛗◊ಟࢡࣛࢫ ➨ 2 ᅄ༙ᮇ

2

ࠌ

6᭶

ᅄᕝ
ᡂ㒔

6᪥

ࠌ

3

ࠌ

➨ 3 ᅄ༙ᮇ

ி

6᪥

ࠌ

4

ࠌ

10 ᭶ୗ᪪

ி

6᪥

ࠌ

5

ᱟ㤋ᇶ♏ᴗົᕤస◊ಟࢡࣛࢫ

6᭶

ᅄᕝ
ᡂ㒔

6᪥

ᱟ㤋ᴗົホ౯ࠊ㔜Ⅼᱟಖㆤ㛤Ⓨࠊᱟ㤋Ᏻࠊ
ಖ⟶࣭㛤ᨺ➼ࡢつ⠊せồࠊ⤒㦂ὶ

6

ࠌ

9᭶

ᒣᮾ
㟷ᓥ

6᪥

ࠌ

7

ᅜᐙᶵ㛵ᱟᐊᴗົཬࡧࠕᅜᐙᶵ㛵ᱟ
4᭶
⟶⌮つᐃࠖ◊ಟࢡࣛࢫ

ி

6᪥

ࠕᅜᐙᶵ㛵ᱟ⟶⌮つᐃࠖゎㄞࠊᱟᐊᏳᶵᐦᕤసࠊ
ᱟ㞟ࠊᩚ⌮ಖ⟶ࠊᅜᐙᶵ㛵ᱟᕤసሗᘓタ

8

ࠌ

11 ᭶

†༡
㛗Ἃ

6᪥

ࠌ

9

ᴗᱟᇶ♏ᴗົ◊ಟࢡࣛࢫ

3 ᭶ୗ᪪

ᾏ༡
ᾏཱྀ

6᪥

ᴗᱟᕤసᇶᮏ⌮ㄽࠊᴗᱟつ⠊せồࠊᴗᱟ
ᴗົ᳨ᰝᑂᰝࠊ⤒㦂ὶ

10

㔠⼥ᴗᱟᇶ♏ᴗົ◊ಟࢡࣛࢫ

8 ᭶ୗ᪪

ி

6᪥

ࠕ㔠⼥ᱟ⟶⌮つ๎ࠖࠊᴗᱟᕤసᇶᮏ⌮ㄽࠊᴗᱟ
つ⠊せồࠊᴗᱟᴗົ᳨ᰝᑂᰝࠊ⤒㦂ὶ

ᱟ≉ ᐃࢸ 䤀࣐
◊ಟ

11

ᱟᐇయᱟሗᏳ◊ಟࢡࣛࢫ

4᭶

ி

6᪥

ᅜᐙᱟᒁࡢᱟᏳᕤసࡘ࠸࡚యࡢồࡵࠊᱟ
ᐇయᏳࠊᱟሗᏳࠊᱟಖㆤᢏ⾡

12

㎰ᴗ㎰ᮧᱟᕤస◊ಟࢡࣛࢫ

11 ᭶ୗ᪪

ύỤ
†ᕞ

6᪥

ᮧࣞ࣋ࣝᱟ⟶⌮つ๎ࠊ㎰ᴗ㎰ᮧᨻ⟇ㄞゎ㸦ᅵᆅᶒ
ࡢ☜ᐃ࣭㞟ᅋ㈈⏘ࡢᡤ᭷ᶒไᗘ➼㸧
ࠊᶍ⠊㒊⨫ࡢ⌧ሙᩍ
ᤵ

13

ᱟሗ㈨※㛤Ⓨ⏝◊ಟࢡࣛࢫ

7 ᭶ୗ᪪

⏑⢔
⹒ᕞ

6᪥

ᱟࡢ⏝ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ᪉ᘧ࣭᪉ἲ࣭ཎ๎ࠊᱟᩥ⊩ࡢ
⦅⧩ࠊᱟࡢホ౯㛤ᨺࠊࣅࢵࢡࢹ࣮ࢱᘓタ⏝ࠊ
ᱟᩥᘓタ

ᱟ ሗ ◊ಟ

(1)

No.

(4)

14

ᅜᐙᶵ㛵㒊⨫ࡢࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢝ࣈᵓ
5᭶
⠏ཬࡧ㟁Ꮚᱟ⟶⌮ࡢ◊ಟࢡࣛࢫ

Ụ⸽
ᚎᕞ

6᪥

ᅜᐙᶵ㛵ᴗ㒊⨫ࡢࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢝ࣈᵓ⠏ࠊ㟁Ꮚᱟ
ࡢᩚ⌮ಖᏑࠊ㟁Ꮚᱟࡢ⟶⌮ࠊ⤒㦂ὶ

15

ᴗࢹࢪࢱࣝᱟ㤋ᵓ⠏ཬࡧ㟁Ꮚᱟ
10 ᭶ୗ᪪
⟶⌮ࡢ◊ಟࢡࣛࢫ

㔜

6᪥

ᴗࢹࢪࢱࣝᱟ㤋ᵓ⠏ࠊ㟁Ꮚᱟࡢᩚ⌮ಖᏑࠊ㟁Ꮚ
ᱟࡢ⟶⌮ࠊᐇ㦂㒊⨫ࡢ⤒㦂ὶ

16

㟁Ꮚᱟ⟶⌮ཬࡧᱟሗᵓ⠏◊ಟ
11 ᭶ୗ᪪
ࢡࣛࢫ

⚟ᘓ
ན㛛

6᪥

ᱟࢹࢪࢱࣝࠊ㟁Ꮚᩥ௳ᩚ⌮ಖᏑ㟁Ꮚᱟ⟶⌮ࠊ
ᱟሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊ⤒㦂ὶ

(5)

17

ࠗᘓタ㡯┠ᱟ⟶⌮つ⠊࠘ゎ㔘◊ಟࢡ 6 ᭶ୖ᪪
ࣛࢫ

ᒣす
ኴཎ

6᪥

ࠗᘓタ㡯┠ᱟ⟶⌮つ⠊࠘
ࠊᘓタ㡯┠ᱟሗᕤసࠊ
୰ኸᴗᘓタ㡯┠ᱟ┘╩ᣦ༡ࠊ⤒㦂ὶ

18

ࠌ

9 ᭶ୗ᪪

Ụす
㉤ᕞ

6᪥

ࠌ

19

ࠌ

10 ᭶ୗ᪪

†
Ṋ₎

6᪥

ࠌ

20

ࠕᱟᑓᴗேဨࠖᅾ⫋◊ಟࢡࣛࢫ

4᭶

ி

13 ᪥

ᱟᇶ♏⌮ㄽࠊ≉ูࢸ࣮࣐ㅮᗙࠊᱟᩚ⌮ᐇ㦂

21

ࠌ

5᭶

ி

13 ᪥

ࠌ

22

ࠌ

6᭶

ி

13 ᪥

ࠌ

23

ࠌ

9᭶

ி

13 ᪥

ࠌ

24

ࠌ

10 ᭶ୗ᪪

ி

13 ᪥

ࠌ

25

す㒊ᆅ༊ᱟ≉ᐃ㡯┠◊ಟ

➨ 1 ᅄ༙ᮇ

6᪥

ᱟᕤసᇶ♏◊ಟ

26

ࠌ

➨ 2 ᅄ༙ᮇ

6᪥

ࠌ

27

ࠌ

➨ 3 ᅄ༙ᮇ

6᪥

ᱟሗᘓタ

ᱟᇶ ♏ᴗ ົ◊ಟ

(2)

(3)

ᱟἲ つᶆ ‽
ゎ㔘
䣓ᱟ ᑓᴗ ேဨ䣔
ᅾ⫋◊ ಟ

(6)

୰す㒊 ᆅ༊
≉ᐃ㡯 ┠◊ ಟ
(7)
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ෆᐜࡣࠊ
ࠕᱟᕤసᇶᮏ⌮ㄽࠖࠕᱟᕤస≉ูࢸ࣮࣐ㅮᗙࠖ
ࠊ
ࠕᱟᩚ⌮᧯సᢏ⬟ࠖࡢ୕
ࡘࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊලయⓗࡣ࠙⾲ 4ࠚࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ◊ಟࡣ㸳ࡘࡢࢡࣛࢫ
ศࢀ࡚ࠊ13 ᪥㛫ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ‶ᮇࡲ࡛Ꮫ⩦ࢆࡋ࡚ࠊヨ㦂⛉┠㸦⤫୍ⓗ࡞ヨ㦂
ࢆᣦࡍࠋ㸧࠶ࡿ࠸ࡣ᳨ᰝ⛉┠㸦ᩍဨࡀタᐃࡍࡿㄢ㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕᣢࡕ㎸ࡳྍࡢヨ㦂࣭࣏࣮ࣞࢺ࣭
⦎⩦ၥ㢟➼ࢆᣦࡍࠋ㸧ྜ᱁ࡋࡓࡶࡢࡣࠊᅜᐙᱟᒁࡀసᡂࡋࡓ⫋ሙࡢࠕ㈨᱁◊ಟド᫂᭩ࠖ
ࢆࡋࠊ
ࠕᱟᑓᴗேဨࠖࡢேホ౯ࡋࠊ⫋ሙᣍ⪸ࡋ࡚௵ࡍࡿࡇࡢ㔜せ࡞᰿ᣐ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㈝⏝ࡣࠊ1,980 ඖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙⾲ 4ࠚ2019 ᖺࠕᱟᑓᴗேဨࠖᅾ⫋◊ಟࡢෆᐜ
ෆᐜ

ヨ㦂

1

ᱟ⟶⌮Ꮫ

ヨ㦂⛉┠㸦ࠕ⪃ヨ⛉┠ࠖ㸧

2

ᩥ᭩Ꮫ

ヨ㦂⛉┠

3

⛉Ꮫᢏ⾡ᱟ⟶⌮

ヨ㦂⛉┠

4

ᱟಖㆤᢏ⾡

ヨ㦂⛉┠

5

ᑓ㛛ᱟ⟶⌮

ヨ㦂⛉┠

6

ᱟᐇయᏳሗᏳ

᳨ᰝ⛉┠㸦ࠕ⪃ᰝ⛉┠ࠖ㸧

7

ᱟ౯್ホ౯

᳨ᰝ⛉┠

8

ᱟἲᚊ࣭ἲつ࣭⫋ᴗ㐨ᚨ

᳨ᰝ⛉┠

9

ᱟᴗົᶆ‽ㄞゎ

᳨ᰝ⛉┠

10

㟁Ꮚᩥ᭩ࡢಖᏑ㟁Ꮚᱟࡢ⟶⌮

᳨ᰝ⛉┠

11

ᴗᱟᕤస

᳨ᰝ⛉┠

12

ᱟࡢᩚ⌮

᳨ᰝ⛉┠

13

ᴗົ◊✲ウㄽ



6.2.4 ⊂❧ࡢᩍ⫱ᶵ㛵➼࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
 ୰ᅜࡣࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᩍ⫱࣭㣴ᡂࢆ┠ⓗࡍࡿ⊂❧ࡋࡓᩍ⫱ᶵ㛵➼ࡣ≉Ꮡᅾࡋ࡞
࠸ࠋ
6.3 ୰ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᅾࡾ᪉ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
6.3.1 ᴫせ
 ୰ᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿಟドࡲࡓࡣᅜᐙᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊ಟಟドࡀ
࣮࢟ࣅࢫࢺࡋ࡚ࡢᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡍࡿド᫂ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⊂❧ࡋࡓᑓ㛛⫋ᅋయ➼
ࡼࡿㄆド࣭㈨᱁ไᗘࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡋ࡚ࡣ୰ᅜᱟᏛࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡋࡋࠊྠࡣᅜᐙᱟᒁᒓࡍ
ࡿᴗ༢ྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⊂⮬ࡢㄆド࣭㈨᱁ไᗘࢆ᭷ࡋ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊᶵ㛵➼ࡽࡢጤク
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ࢆཷࡅ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠺➼ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ24ࠋ
6.3.2 ㄆド࣭㈨᱁ไᗘ
1㸧ᴫせ
๓㏙ࡋࡓ 1981 ᖺࠕᅗ᭩࣭ᱟ࣭㈨ᩱᑓ㛛ᖿ㒊ᴗົ⫋⛠ᬻ⾜つᐃࠖࡢไᐃᚋࠊከࡃࡢ᳨ウ
ࡀ㔜ࡡࡽࢀࡓࠋ1986 ᖺ 3 ᭶ࠊᅜᐙᱟᒁࡣࠕᱟᑓᴗேဨ⫋ົヨ⾜᮲ࠖཬࡧࡑࡢࠕᐇ
ពぢࠖࢆไᐃࡋࡓࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊᑓ㛛⫋ဨࢆ㸳ࡘࣛࣥࢡศࡅࡋࠊྛ㒊㛛ᱟᑓ
ᴗ⫋ົᑂ㆟ጤဨࢆタ❧ࡋࠊᙜヱጤဨࡀࡑࡢ㈨᱁ࢆㄆドࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
2㸧ㄆド࣭㈨᱁ࡢྲྀᚓ㸭᭦᪂᪉ἲ
ᱟᑓᴗேဨ⫋ົヨ⾜᮲࡛ࡣࠊᱟࡢᑓ㛛⫋ົࢆᢸᙜࡍࡿ⫋ဨࡣࠊ
ࠕ୰ᅜඹ⏘ඪࡢᣦᑟ
ࢆᚲࡎࡸ᧦ㆤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ♫⩏♽ᅜࢆ⇕ឡࡋࠊດຊࡋ࡚࣐ࣝࢡࢫ࣭࣮ࣞࢽࣥ
⩏࣭ẟἑᮾᛮࢆᏛ⩦ࡋࠊ᠇ἲἲᚊࢆ㑂Ᏺࡋࠊᴗົつᚊ⫋ᴗ㐨ᚨࢆཝᏲࡋࠊඪᅜᐙ
ࡢᶵᐦࢆཝ᱁Ᏺࡾࠊ✚ᴟⓗᡃࡀᅜࡢᱟᴗࡢࡓࡵ⮬ศࡢຊࢆ㈉⊩ࡍࡿࠖࡶࡢࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⫋ົࡣ◊✲㤋ဨ࣭◊✲㤋ဨ࣭㤋ဨ࣭ຓ⌮㤋ဨ࣭⟶⌮ဨ25࠸࠺ࡼ࠺㸳ࡘ
ศࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ๓ࡽ㸲ࡘࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᩍᤵ࣭ຓᩍᤵ࣭ㅮᖌ࣭ຓᩍᑐᛂࡍࡿ⫋
ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ26ࠋࡇࡢ㸳ࡘࡢ⫋ࡀᚲせࡉࢀࡿせ௳ࡣ࠙⾲ 5ࠚࡢ࠾ࡾつᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㸳ࡘࡢ⫋ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᴗົ⤒㦂࣭ᏛṔࡀᚲせࡉࢀࡿࡇࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶
ࡿࡀࠊୖࡢ㸰ࡘࡢ⫋ᑵࡃࡓࡵࡣࠊᏛၥⓗ࡞ᴗ⦼ࡀᚲせࡉࢀࠊእᅜㄒࡢ࣐ࢫࢱ࣮
ࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀὀ┠࡛ࡁࡿࠋ
 ᅜᐙᱟᒁࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛ࡣࠊࡇࡢ㸳ࡘࡢ⫋ࡘ࠸࡚⌧ᅾࡢேᩘ࣭ྜࡣⓎ⾲ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋཧ⪃ᩘᏐࡋ࡚ࠊ2009 ᖺࡢⅬ࡛ࠊᱟ㤋ᩘࡣ 4,077ࠊࡑࡢ࡚ࡢᑓᚑ⫋ဨࡣ
32,270 ྡ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛◊✲㤋ဨࡀ 335 ྡ㸦㸯㸣㸧ࠊ◊✲㤋ဨࡀ 2,606 ྡ㸦㸶㸣㸧
ࠊ㤋
ဨࡀ 7,933 ྡ㸦25㸣㸧ࠊຓ⌮㤋ဨࡀ 5,554 ྡ㸦17㸣㸧ࠊ⟶⌮ဨࡀ 1,534 ྡ㸦㸳㸣㸧࠸࠺ࠋ
ࡇࢀࢆᑠィࡍࡿ 17,962 ྡ㸦56㸣㸧࡛࠶ࡾࠊᑓᚑ⫋ဨࡢ༙ᩘ௨ୖࡀఱࡽࡢᙧࡢᱟᑓ
㛛⫋ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡀゝ࠼ࡿࠋ
6.4 ࡲࡵ
୰ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ࣭ㄆドไᗘࡢ≉ᚩࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᣦ࡛ࡁࡿ
ࡲࡎࠊᅜᐙ࣭୰ඹࡀ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ㣴ᡂ࣭ㄆドࢆࡰ୍ඖⓗ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊ୰ᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊᱟࡀ༢࡞ࡿࠕṔྐグ㘓࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᨭ㓄ࡢṇᙜᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ
ࡋ࡚㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢ⌧ࢀ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺᑐࡋ࡚ࠊ
ඪ࣭ᅜᐙࡢᛅㄔࢆࡓࡧࡓࡧồࡵ࡚࠸ࡿࡇࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅇࡢㄪᰝᑐ㇟ᅜࡢ
୰࡛≉㝿❧ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ḟ࠸࡛ࠊࡢㄪᰝᑐ㇟ᅜẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊᐇࡋࡓᩍ⫱࣭◊ಟไᗘࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛
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࠙⾲ 5ࠚᑓ㛛⫋ဨࡢ㸳ࡘࡢࣞ࣋ࣝ
⫋ົྡ
◊✲㤋ဨ

せ௳
◊✲㤋ဨࡢ⫋ົࢆ㸳ᖺ௨ୖᢸᙜࡋࠊྑ ձᗈ⠊࡞⛉Ꮫᩥ▱㆑ࢆഛ࠼ࠊᱟᏛᑐࡋ㐀ユࡀ῝
ࡢ᮲௳ࢆഛ࠼ࡓࡶࡢࠋ

ࡃࠊࡉࡽ㧗Ỉ‽ࡢㄽⴭࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
ղ㇏ᐩ࡞ᴗົ⤒㦂ࢆᣢࡕࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ㸦ࠕᱟᑓᴗே
ဨࠖ㸧ࢆᣦᑟࡋ࡚ᴗົ࣭Ꮫ⾡◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࠊ
ᴗົᕤసࡢ୰࡛ࡢ㔜࡛ࢃࡋࡃุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࢆ
ゎỴࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᴗົࡢᡂ⦼ࡀ㝿❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊᱟ
ᴗᑐࡋ࡚ࡁ࡞㈉⊩ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ
ճእᅜㄒࢆ⇍⦎ࡋ࡚࣐ࢫࢱ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

◊✲㤋ဨ

༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋ࡚㤋ဨࡢ⫋ົࢆ㸰 ձᗈ⠊࡞⛉Ꮫᩥ▱㆑ࢆഛ࠼ࠊᱟᏛᑐࡋ࡚῝࠸◊✲
㹼㸱ᖺᢸᙜࡋࡓࡶࡢࠊᏛᮏ⛉⏕௨ୖࡢ

ࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ୍ᐃࡢỈ‽ࡢㄽⴭࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

ᏛṔࢆ᭷ࡋࠊ㤋ဨࡢ⫋ົࢆ㸳ᖺ௨ୖᢸᙜ ղ㇏ᐩ࡞ᴗົ⤒㦂ࢆഛ࠼ࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺ㸦ࠕᱟᑓᴗே
ࡋࡓ⪅࡛ࠊྑࡢ᮲௳ࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࠋ

ဨࠖ㸧ࢆᣦᑟࡋ࡚ᴗົ࣭Ꮫ⾡◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࠊᴗ
ົᕤసࡢ୰࡛ࡢࢃࡋࡃุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࢆゎỴ࡛
ࡁࠊᴗ⦼ࡀ㢧ⴭ࡞ࡶࡢ
ճእᅜㄒࢆ⇍⦎ࡋ࡚࣐ࢫࢱ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

㤋ဨ

༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓࡶࡢࠊಟኈࡢᏛ

ձᱟᑓ㛛ࡢᇶ♏⌮ㄽᑓ㛛▱㆑ࢆ⣔⤫ࡔࡗ࡚࣐ࢫࢱ࣮

ࢆྲྀᚓࡋ࡚ຓ⌮㤋ဨࡢ⫋ົࢆ㸰ᖺ๓

ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

ᚋᢸᙜࡋࡓࡶࡢࠊࢲࣈࣝࢹࢢ࣮ࣜ

ղඪᅜᐙࡢ㛵㐃ࡍࡿᱟᴗົࡢ᪉㔪࣭ᨻ⟇ཬࡧἲつࢆ

㸦ࠕ➨Ꮫኈࠖ㸧Ꮫ㝔⏕⌜ࡢಟド

⇍▱ࡋࠊヱᆅ༊࣭⣔ิ࣭㒊㛛ࡢ㛵㐃ࡍࡿつ๎ไᗘࢆ㉳ⲡ

᫂᭩ࢆྲྀᚓࡋ࡚ຓ⌮㤋ဨࡢ⫋ົࢆ㸰㹼

࡛ࡁࡿࡶࡢ

㸱ᖺᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊᏛኈࡢᏛࢆ

ճ⊂❧ࡋ࡚ᴗົࢆ⾜࠺⬟ຊࢆᣢࡕࠊ㤋ဨࡢ⫋㈐ሓ࠼ࠊᒚ

ྲྀᚓ࣭Ꮫᮏ⛉⏕ࢆ༞ᴗࡋຓ⌮㤋ဨࡢ

⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ

⫋ົࢆ㸲ᖺ௨ୖᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ

մእᅜㄒ࠶ࡿ࠸ࡣ₎ᩥࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ

Ꮫᑓ⛉ࢆ༞ᴗࡋ࡚ຓ⌮㤋ဨࡢ⫋ົࢆ㸳



ᖺ௨ୖᢸᙜࡋࡓࡶࡢࡢ୰࡛ࠊྑࡢ᮲௳
ࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࠋ
ຓ⌮㤋ဨ

ಟኈࡢᏛ࣭Ꮫ㝔⏕⌜ࡢᏛᴗ⤊ド

ձᱟᑓ㛛ࡢᇶ♏⌮ㄽᑓ㛛ࡢ▱㆑ࢆࡼࡃ⣔⤫❧ࡗ࡚

᫂᭩࠶ࡿ࠸ࡣࢲࣈࣝࢹࢢ࣮ࣜ㸦ࠕ➨
Ꮫኈࠖ㸧ࡢᏛࢆ⋓ᚓࡋࡓࡶࡢࠊᏛࡢ

ղඪᅜᐙࡢ㛵㐃ࡍࡿᱟᴗົࡢ᪉㔪࣭ᨻ⟇ཬࡧᱟᴗ

ᮏ⛉⏕ࢆ༞ᴗࡋ࡚㸯ᖺࡢᐇᆅカ⦎ࢆ

ົࡢἲつไᗘࡘ࠸࡚ᇶᮏⓗ࡞ゎࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

ࡓࡶࡢࠊᏛᑓ⛉ࢆ༞ᴗࡋ࡚⟶⌮ဨࡢ

ճ୍ᐃࡢᴗົ⬟ຊࡀ࠶ࡾࠊຓ⌮㤋ဨࡢ⫋㈐ሓ࠼ࠊᒚ⾜

⫋ົࢆ 2 ᖺ௨ୖࠊ୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯࢆ༞ᴗ
ࡋ⟶⌮ဨࡢ⫋ົࢆ㸲ᖺ௨ୖᢸᙜࡋࡓ⪅

ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ
մእᅜㄒࢆึṌⓗ࣐ࢫࢱ࣮ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ₎ᩥࢆᇶᮏⓗ

ࡢ୰࡛ࠊྑࡢ᮲௳ࢆഛ࠼ࡿࡶࡢࠋ
⟶⌮ဨ

ゎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

ゎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

Ꮫᑓ⛉ࠊ୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯ28ࢆ༞ᴗࡋ

ձᱟࡢᑓ㛛ࡢᇶ♏▱㆑ࢆึṌⓗᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

࡚ࠊ1 ᖺࡢᐇᆅカ⦎ࢆ⤒࡚ྑࡢ᮲௳ࢆ

ղ㛵㐃ࡍࡿᱟᴗົࡢつ๎ไᗘᑐࡋ୍࡚ᐃࡢ⌮ゎࡀ࠶

‶ࡓࡋࡓࡶࡢࠋ

ࡾࠊࡉࡽᱟᴗົࡢᇶᮏ᪉ἲᢏ⬟ࡘ࠸࡚ึṌⓗ
ゎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ճ㐺ษᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᴗົࡢ௵ົࢆᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ
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࠶ࡿࠋᘓᅜึᮇࡽ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂᩍ⫱ࡁ࡞ຊࢆὀ࠸࡛࠾ࡾࠊᙜึࡣࢯ㐃ࠊࡑࡋ࡚
ᨵ㠉㛤ᨺ௨ᚋࡣḢ⡿ࡢ⌮ㄽࢆᏛࡧࠊ⊂⮬ࡢⓎᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋ୰ᅜேẸᏛ࠾ࡅࡿ࣮
࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂᩍ⫱ࡣࠊୡ⏺ⓗぢ࡚ࡶつᶍࡘయ⣔ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ
◊ಟไᗘࡶࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ࠾ࡾࠊ┴ࣞ࣋ࣝࡢᱟᒁ㛗㤋㛗ࡽࠊ᪂ࡓᱟᑓᴗேဨ
࡞ࡗࡓࡶࡢࡲ࡛ࠊᑐ㇟ࡀᖜᗈࡃࠊࡑࡢෆᐜࡶ㠀ᖖከᒱࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡢࣛࣥࢡศࡅࡀࠊࡢ⫋ᴗࡢࣛࣥࢡศࡅᑐᛂࡍࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ㔜せᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣮࢟ࣅࢫࢺࡋ࡚ࡢࣛࣥࢡࢆୖࡆࡿࡇ
ࡀࠊ࢟ࣕࣜࢵࣉ᫂☜⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ⅬࡣࠊᙼࡽࡢົពḧࡸᏛ⩦ពḧࢆ⥔ᣢ
ࡋ㧗ࡵࡿᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ1980 ᖺ௦ࡽࡇ࠺ࡋࡓไᗘࢆᵓ⠏ࡋጞࡵࠊ㐠
⏝ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊ୰ᅜࡀከࡃࡢ࣮࢟ࣅࢫࢺࢆ㣴ᡂࡋᚓ࡚࠸ࡿࠊࡁ࡞せᅉ࡛࠶ࡿゝ࠼
ࡼ࠺ࠋ
᭱ᚋࠊෑ㢌ᣲࡆࡓ 2016 ᖺᗘࡢ 4,200 㤋࠶ࡲࡾࡢᱟ㤋࡛ാࡃ⫋ဨࡢᑓ㛛ࡢࣞ࣋ࣝ
ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠾ࡃ29ࠋ༤ኈࣞ࣋ࣝࡢᱟࡢᑓ㛛ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ 13 ྡ㸦0.03㸣㸧ࠊ
௨ୗࠊಟኈࣞ࣋ࣝࡣ 191 ྡ㸦0.4㸣㸧ࠊ◊✲⏕⌜ࣞ࣋ࣝ 120 ྡ㸦0.3㸣㸧ࠊᏛᮏ⛉⏕ࣞ࣋ࣝ
3,139 ྡ㸦6.4㸣㸧ࠊᑓ㸦Ꮫ⛬ᗘࡢ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ␎⛠ࠊ▷ᮇᏛ㏆࠸ࠊࡓࡔࡋᏛኈࡢ
㈨᱁ࡣ࡞࠸㸧ࣞ࣋ࣝ 1,914 ྡ㸦3.9㸣㸧
ࠊ୰➼ᑓ㛛Ꮫᰯཬࡧ⫋ᴗ㧗ᰯ⛬ᗘ 580 ྡ㸦1.2㸣㸧࡛
࠶ࡿ࠸࠺ࠋ᪉࡛ᅾ⫋◊ಟᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡣࠊ16,016 ே㸦32.8㸣㸧࠸࠺ᩘ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡀࠊ⌧Ⅼࡢ୰ᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ࣭ㄆドไᗘࡢ฿㐩Ⅼ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡼ
࠺ࠋ

ͤᘬ⏝ URL ࡣ௧ඖᖺ㸦2019㸧8 ᭶ 28 ᪥☜ㄆ῭ࠋ
1 ࠕ୰ॾேẸඹᅜᱟἲࠖᅜᐙᱟᒁ HPࠊཎᩥ㸸
http://www.saac.gov.cn/daj/falv/198709/79ca4f151fde470c996bec0d50601505.shtmlࠊⱥㄒヂ㸸
http://www.saac.gov.cn/daj/falv/198709/2f84146d4c5c4a278437939b402e5a2f.shtml
2 す᮲ṇࠕ୰ᅜࡢᱟไᗘ㸫ࡑࡢ⟶⌮࣭ෆᐜ࣭⏝ࡘ࠸࡚ࠖ㧗ᮌㄔ୍㑻࣭▼᫂⦅ࠗᅜ㝿㛵ಀㄽࡢࣇ
ࣟࣥࢸ㸯 ୰ᅜࡢᨻᅜ㝿㛵ಀ࠘ᮾிᏛฟ∧ࠊ1984 ᖺࠋ
3 ὀ㸯ྠࡌࠋ
4

ὀ㸯ྠࡌࠋ

5

ࠕ“ᱟуъேઈ”㤳ḟঅ⊂ิධ᪂∧ࠓ㙼ъศ㊫ࠔᑠ㊫ࠖ㸦2016 ᖺ 04 ᭶ 19 ᪥㸧ᅜᐙᱟᒁ HP㸸
http://www.saac.gov.cn/daj/yaow/201604/4fffabc8177f4eaa942627e9bf3d8beb.shtml

6

ղࡢ㒊㛛ᱟ㤋ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕ୰ᅜᅜᐙᱟᒁ࣭୰ኸᱟ㤋ࡢ᭱㏆ࡢືྥ࣮ࠖࠗ࢝ࣈࢬ࠘➨
52 ྕࠊ2014 ᖺࢆཧ↷ࠋ

7

ࠕ2016 ᖺᗘᅜᱟ⾜ᨻ⟶⌮㒊䰘ᱟ侶ᇶᮏ෫せ㸦୍㸧ࠖ㸦2017 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥㸧ᅜᐙᱟᒁ

8

HP㸸http://www.saac.gov.cn/daj/zhdt/201710/5e78a28e08c548dfba4c2f48a3334178.shtml
ὀ㸵ྠࡌࠋ

9

࿘㞷ᜏ㕆ࠗ୰ᅜᱟъྐ࠘୰ᅜேẸᏛฟ∧♫ࠊ1994 ᖺࠊ466㹼468 㡫ࠋ

10

ὀ㸷ྠࡌࠋ569 㡫ࠋ

11

ὀ㸷ྠࡌࠋ574㹼575 㡫ࠋ
ὀ㸷ྠࡌࠋ466㹼468 㡫ࠋ

12
13

ࠕᅜ㧗➼ᏛᰯᱟᏛуъ࣎Ꮫ෫ࠖ㸦2011 ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥㸧http://www.saac.gov.cn/xxgk/201112/27/content_12882.htm

14

ࠕ୰ᅜேẸᏛಙᜥ䍴※䍴※⟶⌮Ꮫ㝔ᱟᏛуъ㓽ࠖࠗᱟᏛ◊✲࠘2011 ᖺࠊ➨ 25 ༹ࠊ➨ 6 ᮇࠋ
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15

᪉្࣭㑮ॾࠕᱟᏛ⺅ኈ◊✲⏕䈮⛬య⣔◊✲-௨୰ᅜேẸᏛಙᜥ䍴※⟶⌮Ꮫ㝔ѪࠖࠗᱟᏛ㏻
䇟࠘2014 ᖺ➨ 4 ᮇࠊ15 㡫ࠋ

16

 14 Ͷಋͣ

17

ὀ 15 ྠࡌࠋ

18

ὀ 14 ྠࡌࠋ

19

ࠕᖿ㒊ࠖࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣᣦᑟ⪅ᒙࢆᣦࡍࡇࡀከ࠸ࡀࠊ୰ᅜㄒ࡛ࡣࠊࡑࡢ⠊ᅖࡣᗈࡃࠊ୍ᐃࡢබ⫋
࠶ࡿࡶࡢࠊࡓࡔࡋ⟶⌮⫋࣭ົ⣔⤫ࡢேဨࢆࡉࡋࠊᢏ⾡⪅࣭ປാ⪅࣭රኈ࣭㞧ᙺࢆࡍࡿே࡞ࡣ㝖
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦᪥ᮏㄒࡢࠕ࣍࣡ࢺ࣮࢝ࣛࠖ㏆࠸㸧ࠋ

20

ࠕᱟᩍ⫱ᇵ䇝ᮘᯊࠖ(2011 ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥) ᅜᐙᱟᒁ HP㸸
http://www.saac.gov.cn/daj/jygzdt/201112/ba3d5a970b604093bc3a229a5d2ba22c.shtml

21

ࠕ୰ᚰᴫ෫ࠖᅜᐙᱟᒁᖿ㒊◊✲ࢭࣥࢱ࣮HP: http://www.saacedu.org.cn/about.html?id=13

22

ࠕᅜᐙᱟᒁᱟᖸ㒊ᩍ⫱୰ᚰයன༳ਁ 2019 ᖺᱟуъேઈᩍ⫱ᇵ䇝䇑ฯⓗ㏻▱ࠖᅜᐙᱟᒁᖿ㒊
◊✲ࢭࣥࢱ࣮HP: http://www.saacedu.org.cn/war/xiangxi.html?id=158

23

ࠕᅜᐙᱟᒁᱟᖸ㒊ᩍ⫱୰ᚰයனѮ࣎ 2019 ᖺᱟуъேઈᇵ䇝⌜ⓗ㏻▱ࠖᅜᐙᱟᒁᖿ㒊◊
✲ࢭࣥࢱ࣮HP: http://www.saacedu.org.cn/war/xiangxi.html?id=159

24

ࠕ୰ᅜᱟᏛ❶⛬ࠖ୰ᅜᱟᏛ HP㸸http://www.idangan.com/viewd363df8db14c4916a238088fa3d4ce2f-05ff7194aada4894a7a9c9a507d4c7ac.html

25

ࠕᱟуъேઈ㙼࣑䈅⾜᮲ࠖ㸦ᅜᐙᱟᒁไᐃ 1986 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥୰ኸ㙼⛠ᨵ㠉ᕤస亶ሬᑠ㓴䖜ਁ㸧
ᅜᐙᱟᒁ㕆ࠗ୰ॾேẸඹᅜᱟἲ㿴≷㕆 : 1949 ᖺ 10 ᭶ࠥ1992 ᖺ 6 ᭶࠘ἲᚊฟ∧♫ࠊ1992 ᖺࠊ
814㹼819 㡫ࠋ

26

ᅜ⬟ࠗ୰ᅜᙜ௦ᱟᴗྐ࠘୰ᅜᩥྐฟ∧♫ࠊ2017 ᖺࠊ143 㡫ࠋ

27

ὀ 26 ྠࡌࠋ395 㡫ࠋ

28

୰ᅜࡢ⫋ᴗᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ HPࠕ୰ᅜࡢᏛᰯ⣔⤫ᅗࠖࢆཧ↷ࠋ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/015/siryo/attach/1374966.htm

29

ὀ㸵ྠࡌࠋ

㸦⃝Ṋᙪ ᅜ❧බᩥ᭩㤋බᩥ᭩ᑓ㛛ᐁ㸧
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1.1 㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ㣴ᡂ
࣭Ꮫ⩦㝔ᏛᏛ㝔ேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉ ࣮࢝ࣈࢬᏛᑓᨷ ........................................................ 98
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࣭࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᐇ㊶ࢫ࢟ࣝࡢಟᚓ
࣭ᅜෆእࡢ࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵࣮࢟ࣅࢫࢺ㛵ࡍࡿㅖໃ⌮ゎ
Ṕྐ㸦᪥ᮏྐ࣭ᮾὒྐ࣭すὒྐ㸧◊✲ࢆᇶ┙ᤣ࠼ࡘࡘࠊ࣮࢝ࣈࢬࡢ⏝⪅ࡋ࡚
ࡢ❧ሙᥦ౪⪅ࡋ࡚ࡢ❧ሙࡢ᪉ࡢほⅬࡽ▱㆑ᐇ㊶ⓗࢫ࢟ࣝࢆಟᚓࡍࡿࠋ

ᖺᗘ

ͤヲ⣽ࡣู⣬ཧ↷
ㅮᖌࡢᩘ
㸭ᵓᡂ

ᑓ௵ᩍᤵྡࠊᑓ௵ᩍᤵྡࠊᑓ௵ㅮᖌྡࠊව௵ㅮᖌྡ

ᐃဨ

ྐᏛᑓᨷ࣭ಟኈㄢ⛬㸸ྡࠉྐᏛᑓᨷ࣭༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸸ྡ

㐣ཤᖺࡢᑓᨷ
࣭ㄢ⛬ಟ⪅
ᩘ

ᖺᗘ㸸ಟኈㄢ⛬ྡࠉ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ྡ
ᖺᗘ㸸ಟኈㄢ⛬ྡࠉ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ྡ
ᖺᗘ㸸ಟኈㄢ⛬ྡࠉ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ྡ
ᖺᗘ㸸ಟኈㄢ⛬ྡࠉ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ྡ
ᖺᗘ㸸ಟኈㄢ⛬ྡࠉ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ྡ

ᑓᨷ࣭ㄢ⛬ಟ
⪅ࡢ࡞ᑵ
⫋ඛ

୍⯡ᴗࠊᩍဨࠊᏛⱁဨࠊྖ᭩
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⛉┠ྡ

༢ᩘ
ᚲಟ

ᒚಟせ௳

㑅ᢥ

ᢸᙜᩍဨ➼

࣮࢝ࣈࢬᏛϨ



Ώ㎶ᾈ୍

࣮࢝ࣈࢬᏛϩ



Ώ㎶ᾈ୍



㰻⸨
㟷ᮌ┤ᕫ
ⴺྡࡩࡳ
᪂ᾈᩥ
ᒾቨ⩏ග
ሯ୍ᙪ



㛗⣧ᕷ
㟷ᮌ╬
㉥ᯇ㐨Ꮚ
▼ᶫᓫ㞝
ⲡ㔝ె▮Ꮚ
ᒣ⏣ኴ㐀
Ώ㎶ᾈ୍

ᩥ᭩㤋⟶⌮◊✲Ϩ

ᩥ᭩㤋⟶⌮◊✲ϩ

グ㘓ྐᩱᏛ◊✲Ϩ



グ㘓ྐᩱᏛ◊✲ϩ



グ㘓ྐᩱᏛ₇⩦Ϩ



ᯇᮏᚿ㑻

グ㘓ྐᩱᏛ₇⩦ϩ



ᒾቨ⩏ග

᪥ᮏྂ௦ྐ◊✲ϩ



ྡᏹ

᪥ᮏྂ௦ྐᩱ◊✲



ᒣཱྀⱥ⏨

᪥ᮏྂᩥ᭩Ꮫ◊✲Ϩ



ሯ⣖ᘯ

᪥ᮏྂᩥ᭩Ꮫ◊✲ϩ



ሯ⣖ᘯ

᪥ᮏ㏆ୡྐᩱᏛ◊✲Ϩ



ᯇᮏᚿ㑻

᪥ᮏ㏆ୡྐᩱᏛ◊✲ϩ



ᯇᮏᚿ㑻

᪥ᮏྂ௦ᩥⱁ₇⩦$



༢ࠉ ຍ⸨ᫀ

᪥ᮏྂ௦ᩥⱁ₇⩦%



ຍ⸨ᫀ

᪥ᮏ㏆ୡᩥⱁཎ◊✲$



ᑠᯘࡩࡳᏊ

᪥ᮏ㏆ୡᩥⱁཎ◊✲%



ᑠᯘࡩࡳᏊ

Ṕྐᆅ⌮Ꮫ◊✲Ϩ



⡿ᐙᚿᕸ

Ṕྐᆅ⌮Ꮫ◊✲ϩ



⡿ᐙᚿᕸ

Ṕྐᆅ⌮Ꮫ₇⩦Ϩ



⡿ᐙᚿᕸ

Ṕྐᆅ⌮Ꮫ₇⩦ϩ



⡿ᐙᚿᕸ

ྜィ
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ᯇᮏᚿ㑻
༢ࠉ ᒾቨ⩏ග

ィ༢௨ୖ

ݦૌሁӸ

ᬮඕӨܖٻܖٻᨈዮӳሊᄂᆮᅹȡȇǣǢऴݦܖإૌ

㡯ࠉࠉࠉ┠

ෆࠉࠉࠉᐜ

タ⨨ᖺ

ᖹᡂᖺ ᖺ

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

㥴ἙྎᏛᏛ㛗
>ಟኈྕ㸦࣓ࢹሗᏛ㸧ࢆᤵ@

┠ⓗ

ᐁබᗇࠊᴗࠊሗ⏘ᴗࡽ࣐ࢫ࣓ࢹࠊほග⏘ᴗࠊᅗ᭩㤋ࠊ༤≀㤋࡞ྛศ㔝ࡢ
ሗ㈨※⟶⌮ࡢᑓ㛛ᐙࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

㥴ἙྎᏛᏛつ⛬

ㄢ⛬ಟᚲ
せ࡞༢ᩘ

༢௨ୖ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ
ෆᐜ

ᮏᑓᨷࡣࠊሗ㐀ࡽሗ㈨※⟶⌮ࡲ࡛ࢆᢅ࠺ࡀࠊࡃሗ㈨※⟶⌮㛵ࡋ࡚ゝ࠼
ࡤࠊᫎീ㈨ᩱࠊ㡢㡪㈨ᩱࡽ⣬፹య㈨ᩱࡲ࡛ࢆᖜᗈࡃ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᖺᗘ

ͤヲ⣽ࡣู⣬ཧ↷

ㅮᖌࡢᩘ
㸭ᵓᡂ

ྡ㸭Ꮫᩍᤵྡࠊᩍᤵྡࠊእ㒊ྡ

ᐃဨ

ྡ

㐣ཤᖺࡢᑓᨷ
࣭ㄢ⛬ಟ⪅
ᩘ

ᖺᗘ㸸ྡ
ᖺᗘ㸸ྡ
ᖺᗘ㸸ྡ
ᖺᗘ㸸ྡ
ᖺᗘ㸸ྡ

ᑓᨷ࣭ㄢ⛬ಟ
⪅ࡢ࡞ᑵ
⫋ඛ

ಟ⪅㸦␃Ꮫ⏕㸧ᖐᅜࡢࡓࡵ᫂
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༊ศ

⛉┠ྡ

༢ᩘ
ᚲಟ

࣓ࢹሗᏛ₇⩦Ϩ



࣓ࢹሗᏛ₇⩦ϩ



ᮧᗤ୍ࠊ℩ᡞ⣧୍ࠊᮭ
ṇᩥࠊ㔝ᮧṇᘯࠊᮧ㉺୍
ဴࠊᮏụᕦ

₇⩦⛉┠

ㄽᩥసᡂἲ



◊✲ᇶ♏
ࣛࢸࣥࢢᇶ♏
⛉┠



㺒㺻㺢㺼࣭㺳㺎㺙㺼㺎࣭㺘㺻㺩㺽㺋㺎㺡㺆㺻㺖㺼
ᆅᇦᇶ♏
ᆅᇦᨻ⟇≉ㄽ
⛉┠

ᢸᙜᩍဨ➼

ᒚಟせ௳

㑅ᢥ

⇃⏣ಇ㑻
ࠉ༢௨ୖ



ᮧ㉺୍ဴ
ᕷᕝဴ㑻



ᒸ㒊⣲᫂

ሗࢩࢫࢸ࣒≉Ṧ◊✲



ᮭṇᩥ

࣓ࢹሗᏛ≉ㄽ



ᮧ㉺୍ဴ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ≉Ṧ◊✲



ᮭṇᩥ

ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫタィ≉ㄽ



ᑎᔱ⚽⨾

ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ≉Ṧ◊✲



ᑎᔱ⚽⨾

࣐ࣝࢳ࣓ࢹㄽ≉ㄽ



ᇛගᗈ

ሗฎ⌮ゝㄒ≉Ṧ◊✲



ᮏụᕦ

ሗ࣓ࢹ⌮≉ㄽ



℩ᡞ⣧୍

ሗ㛵㐃ᑓ㛛⫋≉ㄽ



ᮭṇᩥ

ࣥࢱࣛࢡࢸࣈ࣓ࢹ≉Ṧ
◊✲



ᇛගᗈ

ࢹࢪࢱࣝไస≉Ṧ◊✲



ᩪ㈡ᙪ

'&*ไస≉Ṧ◊✲



ᮏụᕦ

ሗ࣓ࢹไసㄽ≉ㄽ



ᇛගᗈ

ㄢ㢟◊✲Ϩ



ㄢ㢟◊✲ϩ



࣓ࢹሗᏛᑓᨷ
ᑓ௵ᩍဨ

ᫎീ㈨ᩱ⟶⌮ㄽ≉ㄽ



ᮧᗤ୍

㡢㡪㈨ᩱ⟶⌮ㄽ≉ㄽ



ஂಖ༤ᶞ

ᫎീᩥㄽ≉ㄽ



ᮧᗤ୍

ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥᩥㄽ≉ㄽ
ᫎീ㈨※
࣐ࢫ࣓ࢹㄽ≉ㄽ
ศ㔝



ሗᏛ
ศ㔝

ᖺᗘఇㅮ



℩ᡞ⣧୍

ᫎീࢫࢺ࣮࣮ࣜㄽ≉ㄽ

 ࠉࠉ

ࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥ≉Ṧ◊✲



⨾⾡ሗ㈨※ㄽ≉ㄽ



ࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢝ࣈࢬ≉ㄽ



ᑓᨷ㛤タ⛉┠

ᩪ㈡ᙪ
ᖺᗘఇㅮ
㔝ᮧṇᘯ
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ᖺᗘఇㅮ

ィ༢௨ୖ

ݦૌሁӸ

ሇඬܖٻܖٻᨈऴإȡȇǣǢᄂᆮᅹऴإȡȇǣǢݦૌ

㡯ࠉࠉࠉ┠

ෆࠉࠉࠉᐜ

タ⨨ᖺ

ᖹᡂᖺ ᖺ

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

⟃ἼᏛ㛗
>ಟኈྕ࣭༤ኈྕ㸦ሗᏛࠊᅗ᭩㤋ሗᏛ㸧ࡲࡓࡣ༤ኈྕ㸦Ꮫ⾡㸧ࢆᤵ@

┠ⓗ

ሗ࣓ࢹࡼࡿ♫ࡢ▱㆑ඹ᭷ࡑࡢ⤌ࡳಀࡿ◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏࠊ᪂ࡋ࠸௦
ྥࡗ࡚♫ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ◊✲⪅ࠊᏛᩍဨࡸ㧗ᗘᑓ㛛
⫋ᴗேࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

ᅜ❧Ꮫἲே⟃ἼᏛࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀࡢᇶᮏ㛵ࡍࡿつ๎㸦➨㸳❶➨᮲㸧㸦ᖹᡂᖺ
᭶᪥ไᐃࠊᖹᡂᖺ᭶᪥᭱⤊ᨵṇ㸧
⟃ἼᏛᏛ㝔Ꮫ๎㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥ไᐃࠊᖹᡂᖺ᭶᪥᭱⤊ᨵṇ㸧

ㄢ⛬ಟᚲ
せ࡞༢ᩘ

༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸸༢ࠋ
ᚲಟࡣ₇⩦⛉┠༢ ⱥㄒࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ༢ ࠋࡓࡔࡋ࢟ࣕࣜࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ
₇⩦⛉┠༢௨ୖࡢᒚಟࡀᚲ㡲ࠋ
㑅ᢥ⛉┠ࡣᡤᒓࡍࡿྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㅮ⩏⛉┠༢௨ୖ㸦ⱥㄒࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ༢௨
ୖ㸧ࢆྵࡴ༢ ⱥㄒࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ༢ ௨ୖᒚಟࠋ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ
ෆᐜ

༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢሙྜࠊሗᏛศ㔝ᑐᛂࡍࡿD ሗᏛಟኈࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᅗ᭩㤋ሗᏛศ
㔝ᑐᛂࡍࡿE ᅗ᭩㤋ሗᏛಟኈࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ␃Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢF ᅗ᭩
㤋ሗᏛⱥㄒࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊG ♫ேᑐ㇟ࡢᅗ᭩㤋ሗᏛ࢟ࣕࣜࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤
タࡋ࡚࠸ࡿࠋD E F ࡣ᪥࢚࡛ࣜ㛤ㅮࠊG ࡣᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛㛤ㅮࡋࠊྛࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡀᥦ౪ࡍࡿ⛉┠⩌㸦༢௨ୖ㸧ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛඹ㏻㸦ࠕࢥࣔࣥࠖ㸧⛉┠⩌ࡽᚲ
せ࡞⛉┠ࢆᒚಟࡍࡿࠋ࡞࠾ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ◊✲⛉ࡢ㛤タ⛉┠ࢆᖺ㛫༢ࡲ࡛ᒚಟ
࡛ࡁࡿࠋヲ⣽ࡣู⣬ཧ↷㸦ⱥㄒྡᶆグࡣⱥㄒࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡶ㛤ㅮ㸧ࠋ

ᖺᗘ

ㅮᖌࡢᩘ
㸭ᵓᡂ

༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸸ྡࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸸ྡ

ᐃဨ

༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸸ྡࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ྡ

㐣ཤᖺࡢᑓᨷ
࣭ㄢ⛬ಟ⪅
ᩘ

ᖺᗘ㸸ྡ㸦༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢࡳࠊ௨ୗྠ㸧
ᖺᗘ㸸ྡ
ᖺᗘ㸸ྡ
ᖺᗘ㸸ྡ
ᖺᗘ㸸ྡ

ᑓᨷ࣭ㄢ⛬ಟ
⪅ࡢ࡞ᑵ
⫋ඛ

୰ኸἲつฟ∧ᰴᘧ♫ࠊᰴᘧ♫ࢩࢫࢸ࣒ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢱࠊᰴᘧ♫༤ሗᇽࣉࣟࢲࢡ
ࢶࠊᰴᘧ♫㟁㏻ࠊᮾிࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᰴᘧ♫ࠊᰴᘧ♫ࣉࣜࢨ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢬ࣭ࢪࣕࣃࣥࠊᐩኈ㏻ᰴᘧ♫ࠊࡳࡎሗ⥲◊ᰴᘧ♫ࠊࣖࣇ࣮ᰴᘧ
♫ࠊᐩኈࣇ࣒ࣝ,&7ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬࠊ᪥㈍ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢸࢡࣀࣟࢪᰴᘧ♫ࠊ᪂
₲Ꮫࠊࡑࡢ㸦௨ୖࠊᖹᡂᖺᗘಟ⏕ࡢࡳ㸧
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D㸧ሗᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛ

༊ศ

⛉┠ྡ

༢ᩘ
ᚲಟ

ᒚಟせ௳➼

㑅ᢥ

ᢸᙜᩍဨ➼

ሗ࣓ࢹ₇⩦$



ṓ᳃ᩔᩍᤵ

ሗ࣓ࢹ₇⩦%



┿⣖ㅮᖌ

₇⩦⛉┠ ሗ࣓ࢹ₇⩦&



୰ኸᩍᤵ

ሗ࣓ࢹ≉ู₇⩦$



ᣦᑟᩍဨ

ሗ࣓ࢹ≉ู₇⩦%



ᣦᑟᩍဨ

▱㆑ሗࡢୡ⏺



ᶓᒣᖿᏊᩍᤵ

ࢩࢫࢸ࣒ᛮ⪃



┿ᴿᇛဴஓᩍᤵ
ᶓᒣᖿᏊᩍᤵ

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺἲ /HJDO6WXG\
RQ,QWDHUQHW,VVXHV



బ⸨ဴྖᩍᤵ

▱ⓗ㈈⏘ࡢ⟶⌮⏝



ᮧ㯞⾰Ꮚᩍᤵ

ᅗ᭩㤋࣓ࢹࡢṔྐ +LVWRU\
RI/LEUDULHVDQG&RPPXQLFDWLRQ
0HGLD



࿐ᾏἋ⧊ᩍᤵ
ᚋ⸨ᏹᩍᤵ



ୖಖ⚽ኵᩍᤵ
னᾏ℀ຓᩍ



ᯇᯘ㯞ᐇᏊㅮᖌ

せồศᯒࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⟶⌮
5HTXLUHPHQWV$QDO\VLVDQG
3URMHFW0DQDJHPHQW



ᡭሯኴ㑻ᩍᤵ

ࢸࢡࢽ࢝ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ



୕Ἴ༓✑⨾ㅮᖌ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩥ
&RPPXQLFDWLRQDQG&XOWXUH



ၥ㢟グ㏙ᙧᘧ 3UREOHP
'HVFULSWLRQDQG)RUPDOL]DWLRQ



⮬↛ゝㄒฎ⌮ 1DWXUDO/DQJXDJH
3URFHVVLQJ



㛵ὒᖹᩍᤵ
ⱝᯘၨຓᩍ

ࢭ࣐ࣥࢸࢵࢡ࢙࢘ࣈ



Ọ᳃ගᬕㅮᖌ

ࣥࣇ࢛࣓ࢺࣜࢡࢫ



ⰾ㚝ᶞᩍᤵ

ࢥࣥࢸࣥࢶไసㄽ



ⴠྜ㝧୍ᩍᤵ

㡢ኌ࣭㡢㡪࣓ࢹฎ⌮ 6SHHFK
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ಶேሗಖㆤἲ



ᒸྐோ

᪥ᮏᏛἲᏛ㒊ᩍᤵ

ⴭసᶒἲࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢝ࣈ



㔝㑳ⱥ

ฝ∧༳ๅ ᰴ

ሗ᳨⣴ᢏ⾡



୕㍯┾ᮌᏊ

ᨺ㏦Ꮫᩍ㣴Ꮫ㒊ሗ㺘㺎㺛ᩍᤵ

㈨ᩱሗࢧ࣮ࣅࢫ



እົ┬እྐᩱ㤋

⏝ᑂᰝᐇ⩦➼㸦ᐇ⩦㸧



᪂ṇ⣖ࠊ᪂ぢඞᙪ

ᅜ❧බᩥ᭩㤋ᴗົㄢ⏝ᑂᰝಀ㛗࣭බᩥ᭩ᑓ
㛛ဨ

බᩥ᭩㤋➼ࡢ◊✲ࠊウㄽձ



ⶈ⣲Ꮚ

ᕷ࣮࢝ࣈࢬᰝ

බᩥ᭩㤋➼ࡢ◊✲ࠊウㄽղ



㣤ᓥ΅

༓ⴥ┴ᩥ᭩㤋ᖿ

ᑟධ ົ㐃⤡࣭࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ



㢼㛫ྜྷஅ

ᅜ❧බᩥ᭩㤋බᩥ᭩ᑓ㛛ᐁ

ಶูㄢ㢟◊✲₇⩦ձ๓ᮇ



ᱵཎᗣႹࠊ୰ᓥᗣẚྂࠊᑠ
ᅜ❧බᩥ᭩㤋㤳ᖍබᩥ᭩ᑓ㛛ᐁ
ᐑᒣᩄࠊ㈡ጁᏊ

ಶูㄢ㢟◊✲₇⩦ղ୰ᮇ



ಖᆏ⿱⯆ࠊᏳ⸨⚟ᖹࠊ㈡ Ꮫ⩦㝔Ꮫᩍᤵࠊඖᗈᓥ┴❧ᩥ᭩㤋㤋㛗ࠊ
ጁᏊ
ᅜ❧බᩥ᭩㤋ᑓ㛛ㄪᰝဨ

ಶูㄢ㢟◊✲₇⩦ճᚋᮇ



ᱵཎᗣႹࠊ୰ᓥᗣẚྂࠊᑠ
ᅜ❧බᩥ᭩㤋㤳ᖍබᩥ᭩ᑓ㛛ᐁ
ᐑᒣᩄࠊ㈡ጁᏊ

බ
ᩥ
᭩
㤋
ㄽ

බ
ᩥ
᭩
㈨
ᩱ
ㄽ

㈨
ᩱ
⟶
⌮
ㄽ

㈨
ᩱ

ሗ
ࢧ
䤀
ࣅ
ࢫ
ㄽ

࣭

ウ
◊
ㄽ
✲

ಟ

◊
✲
ㄽ
ᩥ
ᣦ
ᑟ

ᰴ ฟ∧ᩥ♫㺏㺎㺔㺐㺪㺼◊✲ᡤ㛗

ಟ◊✲ㄽᩥ
ィ



ͤ ࡣᚲಟ⛉┠㸦ィ㛫㸧ࠋಟࡣᚲಟ⛉┠ࡢ㑅ᢥ⛉┠༢ ༢KࠊィK㸧ཬࡧಟ◊✲ㄽᩥࡀᚲせࠋ
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㡯ࠉࠉࠉ┠

ෆࠉࠉࠉᐜ

ദ

Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲேே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓࠉᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋

㛤ጞᖺ

ᖺ ᖺ

┠ⓗ

࣮࢝ࣈࢬࡢ㞟࣭ᩚ⌮࣭ಖᏑ࣭⏝➼㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࠊᢏ⬟ࡢᬑཬ

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

ᖹᡂᖺᗘ࣮࢝ࣈࢬ࣭࢝ࣞࢵࢪᐇせ㡯ࠉͤᖺᗘẖỴᐃ

ᑐ㇟࣭ཷㅮᩱ

㸦㸧Ꮫ㝔ᅾᏛ୰ࡲࡓࡣᏛ༞ᴗ௨ୖࡢᏛṔࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ࠊ࣮࢝ࣈࢬᏛᙉ࠸㛵
ᚰࢆᣢࡘ⪅ࠋ㸦㸧ᩥ᭩㤋࡞ࡢṔྐ㈨ᩱಖᏑ⏝ᶵ㛵ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊᐁබ⨫㺃Ꮫ㺃
ᴗ➼ࡢᩥ᭩ᢸᙜ㒊ᒁཬࡧṔྐ⦅⧩㒊ᒁࠊཪࡣ࣮࢝ࣈࢬࢆྲྀࡾᢅ࠺ᚲせࡢ࠶ࡿࡑࡢ
ࡢ⤌⧊ົࡋࠊ࣮࢝ࣈࢬࡢ㞟㺃ᩚ⌮㺃ಖᏑ㺃⏝➼ࡢᴗົᚑࡋ࡚࠸
ࡿ⪅ࠋͤཷㅮᩱࡣ↓ᩱ

◊ಟಟᚲ
せ࡞㛫ᩘ

⛉┠ศᅇ㸦ィ㛫㸧ࠋಟㄽᩥᣦᑟࢆ㝖ࡃࠋ
ͤཷㅮᩱࡣ↓ᩱ

ಟㄆᐃ⪅
>ㄆᐃ᪉ἲ@

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋㛗>ಟドࢆ@

◊ಟ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢෆᐜ

㛗ᮇࢥ࣮ࢫࡢ㛤ദᮇ᪥ཬࡧᮇ㛫ࡣࠊ᭶ୗ᪪ࡽ๓ᮇ㐌㛫ࠊ᭶ᮎࡽᚋᮇ㐌㛫ࡋࠊ
య࡛ḟࡢࡘࡢ⛉┠ࢆ⏝ពࡍࡿࠋ
࣭࣮࢝ࣈࢬ⥲ㄽ㸦⥲ㄽ࣭⌮ㄽ㸧
࣭࣮࢝ࣈࢬ㈨※◊✲㸦㈨※◊✲㸧
࣭࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮◊✲Ϩ㸦グ㘓⟶⌮ホ౯㑅ู㸧
࣭࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮◊✲ϩ㸦グ㏙ࡢᐇ㊶㸧
࣭࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮◊✲Ϫ㸦⤌⧊⟶⌮♫㈉⊩㸧
࣭࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮◊✲ϫ㸦ಖᏑ⟶⌮㸧
࣭ಟㄽᩥ
ͤヲ⣽ࡣู⣬ཧ↷

ᖺᗘ

ᐃဨ

ྡ⛬ᗘ

ㅮᖌࡢᩘ
㸭ᵓᡂ

㐣ཤᖺࡢ◊ಟ
ಟ⪅ᩘ

ᖺᗘ㸸ཷㅮ⪅ྡࠊಟ⪅ྡ
ᖺᗘ㸸ཷㅮ⪅ྡ㸦≉ู⫈ㅮྡྵ㸧ࠊಟ⪅ྡ
ᖺᗘ㸸ཷㅮ⪅ྡࠊಟ⪅ྡ
ᖺᗘ㸸ཷㅮ⪅ྡ㸦≉ู⫈ㅮྡྵ㸧ࠊಟ⪅ྡ
ᖺᗘ㸸ཷㅮ⪅ྡ㸦≉ู⫈ㅮྡྵ㸧ࠊಟ⪅

≉Ⰽ࣭ഛ⪃

㛤ጞࡢྡ⛠ࡣࠕ㏆ୡྐᩱྲྀᢅㅮ⩦ࠖࠋᖺ ᖺ㸧ྐᩱ⟶⌮Ꮫ◊ಟࡋ
࡚ᣑࠊᖹᡂᖺ㸦ᖺ㸧ࡼࡾ⌧ᅾࡢᙧᨵ⤌ࠋ
ศᅇࡣᏛ㝔࠾ࡅࡿᤵᴗ⛉┠༢ྠ➼ࠊయ࡛⛉┠㸦ಟㄽᩥࢆ㝖ࡃ㸧
༢⟬ྍ⬟ࠋ
ᮾிᏛ୍࣭ᶫᏛ࣭୰ኸᏛ࣭㥖⃝Ꮫ࣭ୖᬛᏛ࣭ி㒔ᗓ❧Ꮫ࡞ࡢᏛ㝔
࡛༢ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ྡ

࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢヲ⣽㸦ᖺᗘ㸧

༊ศ


䤀
࢝

ࣈ
ࢬ
⥲
ㄽ

⛉┠ྡ

㛫 K

ᢸᙜᩍဨ➼

ᡤᒓ➼

⌧௦♫♫࣮࢝ࣈࢬ



୍㞝

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬࡢṔྐ



ᐑ㛫⣧୍

୰ኸᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ

࣮࢟ࣅࢫࢺࡢᙺ㣴ᡂ



᳃ᮏ⚈Ꮚ

ᮾிᏛᩥ᭩㤋ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬ㞄᥋㡿ᇦ㛵ಀㄽ



ಖᆏ⿱⯆

Ꮫ⩦㝔ᏛᏛ㝔ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬሗᢏ⾡



ධ⃝ᑑ⨾

Ꮫ⩦㝔Ꮫィ⟬ᶵࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬࡢ⟶⌮බ㛤



ኴ⏣ᑦᏹ

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡢᐇ㝿



ኴ⏣ᑦᏹ࣭㟷ᮌ╬

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬᶵ㛵ࡢ⤌⧊㐠Ⴀ



ᅜ❧බᩥ᭩㤋⫋ဨ

⥲ᣓウㄽ



࣭ኴ⏣࣭㟷ᮌ

࣮࢝ࣈࢬ㈨※◊✲⥲ㄽ



すᮧៅኴ㑻

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ࣭ᩍᤵ
ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ



ᓥὒ



ᐑ㛫⣧୍
⇃ᮏྐ㞝

ᛂ⩏ሿᏛᩥᏛ㒊㠀ᖖㅮᖌ
❧ᩍᏛᩥᏛ㒊ව௵ㅮᖌ
୰ኸᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ
㥖⃝ᏛᩥᏛ㒊ṔྐᏛ⛉ᩍᤵ



୍㞝࣭Ώ㎶ᾈ୍

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ



ຍ⸨⪷ᩥ࣭すᮧៅኴ㑻

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

⥲ᣓウㄽ



すᮧ࣭ຍ⸨࣭Ώ㎶

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ࣭ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮◊✲⥲ㄽ



Ώ㎶ᾈ୍

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ



ᐑ㛫⣧୍
ኴ⏣ᐩᗣ
すᕝᗣ⏨

୰ኸᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ
ᇸ⋢┴❧ᩥ᭩㤋㤋㛗
$50$㺐㺻㺞㺎㺣㺚㺌㺣㺷ᮾிᨭ㒊㛗



ⷧ㐩㞝

⚄ዉᕝ┴❧බᩥ᭩㤋㈨ᩱㄢᖿ



ኴ⏣ᑦᏹ

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

⥲ᣓウㄽ



Ώ㎶࣭ኴ⏣

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ࣭ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬグ㏙⦅ᡂㄽ⥲ㄽ



ኴ⏣ᑦᏹ

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

ᩥ㈨※࣮࢝ࣈࢬグ㏙ㄽ

⟶䤀
࣮࢝ࣈࢬሗࢩࢫࢸ࣒ㄽ
⌮
࢝
◊
 ๓㏆௦࣮࢝ࣈࢬࡢグ㏙⦅ᡂᐇ㊶
✲
ࣈ
ϩ
ࢬ ㏆⌧௦࣮࢝ࣈࢬࡢグ㏙⦅ᡂᐇ㊶



ධཱྀᩔᚿ

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

ᓥὒ

ᛂ⩏ሿᏛᩥᏛ㒊㠀ᖖㅮᖌ
❧ᩍᏛᩥᏛ㒊ව௵ㅮᖌ

 㟁Ꮚグ㘓ㄆ㆑ㄽ
㈨䤀
※ ࢝ ㏆⌧௦⤌⧊యࡢグ㘓⟶⌮
◊
✲ ࣈ ๓㏆௦ࡢ⤌⧊యࡢグ㘓⟶⌮
ࢬ
࣮࢝ࣈࢬᵓ㐀ㄽ


⟶ 䤀 ⤌⧊యࡢグ㘓⟶⌮
⌮
࢝
◊
 ࣮࢝ࣈࢬࡢホ౯㑅ู
✲
ࣈ
Ϩ
ࢬ Ẹ㛫࣮࢝ࣈࢬ࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝㄽ




ኴ⏣ᑦᏹ࣭すᮧៅኴ㑻

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ



ຍ⸨⪷ᩥ
ᐑ㛫⣧୍

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ
୰ኸᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ

⥲ᣓウㄽ



ኴ⏣࣭ຍ⸨࣭すᮧ

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬἲ♫ㄽ



ຍ⸨⪷ᩥ

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ



㨶ఫᘯஂ
ᑠ㇂ඔᚿ

⇃ᮏᏛᏛ㝔ᩍᤵ
ᰴ㸧ฟ∧ᩥ♫㺏㺎㺔㺐㺪㺼◊✲ᡤᡤ㛗

 ࣮࢝ࣈࢬࡢ⟶⌮⤌⧊㐃ᦠ
⟶䤀
⌮
࢝ ࣮࢝ࣈࢬἲไㄽ
◊

✲
ࣈ ࣮࢝ࣈࢬᴗົ♫㑏ඖ
Ϫ
ࢬ
࣮࢝ࣈࢬ⟶⌮ࡢᐇ㝿



᪩ᕝᏹ

ᮾὒᏛἲᏛ㒊ἲᚊᏛ⛉ᩍᤵ



ຍ⸨⪷ᩥ࣭すᮧៅኴ㑻
ඣ⋢ඃᏊ

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ
බ┈㈈ᅋἲேᨺ㏦␒⤌㺜㺻㺞㺎ᴗົㄢ



㸦タゼၥ㸧

⥲ᣓウㄽ



ຍ⸨࣭すᮧ

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

࣮࢝ࣈࢬಖᏑࡢ⌮ㄽ



㟷ᮌ╬

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

ಖᏑ⛉Ꮫ



✄ⴥᨻ‶࣭᱒㔝ᩥⰋ
ᮾிᩥ㈈◊✲ᡤ◊✲ဨ

ᮾிⱁ⾡ᏛᏛ㝔⨾⾡◊✲⛉ᩍᤵ



㟷ᮌ╬

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ



ᘅ㒊ⱱ⣖
㔠ᒣṇᏊ
㟷ᮌ╬

▼ᕝ┴ᩥ㈈ಖᏑಟ༠ಟᢏᖌဨ
ඖ⯆ᑎᩥ㈈◊✲ᡤ
ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ



㟷ᮌ╬

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

⿕⅏㈨ᩱಖάືㄽ



ᯇୗṇ࣭⚄ᡞᏛ

ᯇୗṇ࣭⚄ᡞᏛ

⥲ᣓウㄽ



㟷ᮌ╬

ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋◊✲㒊ᩍᤵ

 ண㜵ᥐ⨨ㄽ
⟶䤀
⌮
࢝
◊
 ಟᢏ⾡ㄽ
✲
ࣈ
ϫ
ࢬ
タ⟶⌮ㄽ

ィ



ͤࡍ࡚ᒚಟࡋࡓሙྜࠊᏛ㝔༢┦ᙜ㸦ศᅇ⛉┠㸧ࠋࡇࡢಟㄽᩥ‽ഛ㸦K㸧࠶ࡾࠋ
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㡯ࠉࠉࠉ┠

ෆࠉࠉࠉᐜ

ദ

Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲேே㛫ᩥ◊✲ᶵᵓࠉᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋

㛤ጞᖺ

ᖺ ᖺ

┠ⓗ

࣮࢝ࣈࢬࡢ㞟࣭ᩚ⌮࣭ಖᏑ࣭⏝➼㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࠊᢏ⬟ࡢᬑཬ

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

ᖹᡂᖺᗘ࣮࢝ࣈࢬ࣭࢝ࣞࢵࢪᐇせ㡯ࠉͤᖺᗘẖỴᐃ

ᑐ㇟࣭ཷㅮᩱ

㸦㸧Ꮫ㝔ᅾᏛ୰ࡲࡓࡣᏛ༞ᴗ௨ୖࡢᏛṔࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ࠊ࣮࢝ࣈࢬᏛᙉ࠸㛵
ᚰࢆᣢࡘ⪅ࠋ㸦㸧ᩥ᭩㤋࡞ࡢṔྐ㈨ᩱಖᏑ⏝ᶵ㛵ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊᐁබ⨫㺃Ꮫ㺃
ᴗ➼ࡢᩥ᭩ᢸᙜ㒊ᒁཬࡧṔྐ⦅⧩㒊ᒁࠊཪࡣ࣮࢝ࣈࢬࢆྲྀࡾᢅ࠺ᚲせࡢ࠶ࡿࡑࡢ
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⟶⌮ࡘ࠸࡚᭱㐺࡞᪉ἲࢆ❧ࡋࠊᨵၿ࣭ᨵ㠉ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿேᮦࠊᡤᒓࡍ
ࡿ⤌⧊࡛ᩥ᭩ሗ⟶⌮ࡢほⅬࡽᐇ㝿᥎㐍⪅㊊ࡾ࠼ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒Ⴀ⪅ຓゝ࡛ࡁ
ࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
ͤࠕᩥ᭩ሗ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠖࡣࠊ⤒ႠࡢどⅬࡽồࡵࡽࢀࡿᩥ᭩ሗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࢆ⪃࠼ࠊ࠶ࡿࡁጼࢆ❧ࡋࠊᐇ⾜࡛ࡁࡿᑓ㛛ᛶࢆᢸࡗࡓேᮦ࡛࠶ࡿࠋ

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

-,,0$ࢸ࢟ࢫࢺ㸸ࡇࢀࡽࡢ⤒Ⴀồࡵࡽࢀࡿᩥ᭩ሗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉

ࣞ࣋ࣝศࡅ

↓

ྲྀᚓ᪉ἲ

ᩥ᭩ሗ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕㄆᐃ㈨᱁ྲྀᚓࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᮇ㛫㸸᪥㛫㸦㛫㸧ࠊཷㅮᩱ㸸
-,,0$ဨ ᩍ⛉᭩㎸ 㸧ࢆཷㅮࡋࠊࢭ࣑ࢼ࣮⤊ᚋศ㛫ࡢ⌮ゎᗘࢳ࢙ࢵ
ࢡࡢୖ࡛ㄆᐃࠋ࡞࠾ࠊ⌮ゎᗘࢳ࢙ࢵࢡࡣグ㏙ᘧၥ㢟࡛⾜࠺ࠋ

᭦᪂ࡢ᭷↓

↓㸦ᖺẖࡢ᭦᪂ࢆᚲせࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᖺࢆࡶࡗ࡚ᗫṆ㸧

ྲྀᚓ⪅⥲ᩘ

ྡ

ᖹᡂᖺᗘࡢ
ྲྀᚓ⪅ᩘ

ྡ

ഛ⪃

ࠕᩥ᭩ሗ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠖࡣၟᶆⓏ㘓῭ࡳ㸦ྕ㸧ࠋ
ㄆᐃ㈨᱁ྲྀᚓࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊᑐ㇟ࡋ࡚⣬ᩥ᭩ࡢྲྀᢅ࠸ࡢࡳ࡞ࡽࡎࢩࢫࢸ࣒ࡸ㟁Ꮚ
ሗࡶྵࡳࠊᴗົࡢάᛶࡘ࡞ࡀࡿሗඹ᭷ࡢ┠⥺࢞ࣂࢼࣥࢫ࣭ࢥࣥࣉࣛࣥ
ࢫ࣭ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡘ࡞ࡀࡿࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬࡶ㔜どࡋࠊ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࢆ࠼ᐇ㝿య㦂ࡋ࡞ࡀࡽ⌮ゎࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
-,,0$ᩥ᭩ሗ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕㄆᐃጤဨࡣㄆᐃ㈨᱁ྲྀᚓࢭ࣑ࢼ࣮ㅮᖌᴗ⏺ࡢ᭷㆑
⪅ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
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Ӹ

ᚡऴإሥྸٟ

㡯ࠉࠉࠉ┠

ദ

ෆࠉࠉࠉᐜ

୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏグ㘓ሗ⟶⌮⯆༠
>ࠛᮾி㒔༓௦⏣༊㘫෬⏫ࠉ⚄⏣ᚨຊࣅࣝ㝵@

タᖺ

ᖹᡂᖺ㸦ᖺ㸧

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏグ㘓ሗ⟶⌮⯆༠>ྜ᱁ド᭩ࡢ@

┠ⓗ

グ㘓ሗ⟶⌮㛵ࡍࡿேᮦ⫱ᡂࢆ⾜࠸ࠊ㛵㐃ㅖᅋయࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࡢࡶࠊᡃࡀᅜ
ࡢグ㘓⟶⌮ࡢ⯆ᐤࡍࡿࡓࡵࠋ

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

ᖺࠊグ㘓⟶⌮⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞༠࡛࠶ࡿ$50$,QWHUQDWLRQDOᮏ㒊ࡀⓎ⾲ࡋࡓ*$53
ཎ๎͆*HQHUDOO\$FFHSWHG5HFRUGNHHSLQJ3ULQFLSOHV͆㸦ࠕ୍⯡ⓗㄆࡵࡽࢀࡓグ
㘓⥔ᣢ⟶⌮ࡢཎ๎ࠖ㸧ᇶ࡙ࡁᐇ

ࣞ࣋ࣝศࡅ

᭷
⣭㸸ᩥ᭩⟶⌮ᴗົࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊグ㘓⟶⌮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢຠᯝⓗ࡞ᐇ
ࠉࠉ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊ⮬ࡽ୰ᚰ࡞ࡗ࡚᥎㐍ᐇ⾜࡛ࡁࡿ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝࠊ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ
⣭㸸ᩥ᭩⟶⌮ᴗົ㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࡸᐇ㊶ᙺ❧࡚ࡿࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝࢆ᭷ࡍࡿ
⣭㸸ึṌⓗ࡞▱㆑

ྲྀᚓ᪉ἲ

グ㘓ሗ⟶⌮ኈ᳨ᐃ
ࠉദ㸸୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏグ㘓ሗ⟶⌮⯆༠
᪉ࠉἲ㸸⣭ࡣグ㏙ᘧヨ㦂ᑠㄽᩥࠊ⣭࣭⣭ࡣᅄ⫥ᢥ୍
ᑂᰝᩱ㸸⣭㸸ࠊ⣭㸸ࠊ⣭㸸㸦࡚⛯ู㸧
ྜࠉྰ㸸ྛ⣭ࡶ௨ୖࡢᚓⅬ⋡

᭦᪂ࡢ᭷↓

↓

ྲྀᚓ⪅⥲ᩘ

ྡ

ᖹᡂᖺᗘࡢ
ྲྀᚓ⪅ᩘ

ྡ

ഛ⪃

⣭ࠊ⣭ࠊ⣭ࡶ&%7㸦&RPSXWHU%DVHG7HVWLQJ㸧࡛ᐇࠋࡓࡔࡋࠊ⣭ࡣࠊཷ㦂⪅
ࡀࣃࢯࢥ࡛ࣥグ㏙ᘧヨ㦂ࠊᑠㄽᩥࢆධຊࡋࡓࡶࡢࢆࠊ᥇Ⅼ⪅ഃࡀࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࠊ᥇
Ⅼ࣭ྜྰุᐃࢆ⾜࠺ࠋ
࡞࠾ࠊ᪥ᮏዪᏊᏛࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ㄢ⛬㸦グ㘓ሗ⟶⌮ኈ㈨᱁‽ഛㅮᗙ⣭ᑐ⟇ࠊྠ
⣭ᑐ⟇㸧ࠊ㥴ἙྎᏛ㸦グ㘓⟶⌮ㄽࠊ㟁Ꮚᩥ᭩グ㘓⟶⌮ࠊබᩥ᭩㤋⌮ㄽ㸧ࠊูᗓ
Ꮫ㸦ࣞࢥ࣮ࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺㄽ⣭ࠊྠ⣭㸧࠾࠸࡚ࠊグ㘓ሗ⟶⌮ኈ᳨ᐃᶆ‽ࢸ࢟ࢫ
ࢺࢆ⏝࠸࡚ㅮ⩦ࢆᐇࡋࠊேᮦ⫱ᡂཬࡧ㈨᱁ྲྀᚓᨭࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
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Ӹ

π૨ሥྸ౨ܭ

㡯ࠉࠉࠉ┠

ദ

ෆࠉࠉࠉᐜ

୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⤒Ⴀ༠
>ࠛᮾி㒔㇂༊༓㥏ࣨ㇂@

タᖺ

ᖹᡂᖺ ᖺ㸧

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⤒Ⴀ༠㛗>ྜ᱁ド᭩ࢆ@

┠ⓗ

ࠕබᩥ᭩⟶⌮ࠖࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋࠊࢫ࢟ࣝࢵࣉࡢࡓࡵ᪉ἲㄽࢆ㌟ࡅࠊࣛࣇࢧ
ࢡࣝ⯡ࢆ㐺ษ⟶⌮ࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

ࠑᑓ⛉ࠒබᩥ᭩⟶⌮㈨᱁⛠ྕཬࡧⓏ㘓㛵ࡍࡿつ⛬

ࣞ࣋ࣝศࡅ

᭷
ᐇົ⦅ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⦅㸦ୖ⣭ࣞ࣋ࣝ㸧

ྲྀᚓ᪉ἲ

බᩥ᭩⟶⌮᳨ᐃ㸦ᐇົ⦅ศࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⦅ศ㸧
ࠉദ㸸୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⤒Ⴀ༠
᪉ࠉἲ㸸&%7ヨ㦂㸦ᐇົ⦅㸸㑅ᢥᘧࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⦅㸸㑅ᢥᘧ࣭グ㏙ᘧ㸧
ᑂᰝᩱ㸸࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⦅ࡣࠊᐇົ⦅ࡣͤ⛯ู
ྜࠉྰ㸸ṇ⟅⋡㸣

᭦᪂ࡢ᭷↓

↓

ྲྀᚓ⪅⥲ᩘ

㠀බ⾲

ᖹᡂᖺᗘࡢ
ྲྀᚓ⪅ᩘ

㠀බ⾲

ഛ⪃

ࠕබᩥ᭩⟶⌮᳨ᐃࠖࡣၟᶆⓏ㘓῭ࡳ㸦ྕ㸧ࠋ
ヨ㦂ࡣ&%7㸦&RPSXWHU%DVHG7HVWLQJ㸧࡛ᐇࠋ
බᩥ᭩⟶⌮᳨ᐃ㸦ᐇົ⦅㸧ࡢྜ᱁ࢆ┠ᣦࡍࠕබᩥ᭩⟶⌮ࢆᇶ♏ࡽᏛࡿࢥ࣮ࢫࠖ
㸦㏻ಙᩍ⫱ࣨ᭶ࠊཷㅮᩱ㸸୍⯡ဨ㸧ࢆ㛤ㅮࠋබᩥ᭩⟶⌮ࡢᇶ
♏ⓗ⌮ゎࡽබᩥ᭩⟶⌮ἲࡢ┠ⓗࠊබᩥ᭩⟶⌮ࡢຠᯝⓗ࡞⟶⌮ࡢᐇົࠊබᩥ᭩⟶⌮ࡢ
㟁Ꮚࣇࣜࣥࢢࡢ⪃࠼᪉ࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᢏ⾡ࡲ࡛ࢆྵࡵࠊබᩥ᭩⟶⌮㛵ࢃࡿᖜᗈ
࠸▱㆑ࢆᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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Ӹ

⇭⇞⇥∑∝⇈∞⇓⇹⇟⇮

㡯ࠉࠉࠉ┠

ദ

ෆࠉࠉࠉᐜ

≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே᪥ᮏࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢟ࣅࢫࢺ㈨᱁ㄆᐃᶵᵓ
>ࠛᒱ㜧┴ᒱ㜧ᕷ᫂ᚨ⏫␒ᆅࠉᮡᒣࣅࣝ㸲)ࠉᒱ㜧ዪᏊᏛᩥሗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ෆ@

タᖺ

ᖹᡂᖺ㸦ᖺ㸧

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே᪥ᮏࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢟ࣅࢫࢺ㈨᱁ㄆᐃᶵᵓ>ㄆᐃドࢆ@

┠ⓗ

ᩥⓗ౯್ࡀ࠶ࡿྛ✀ࡢ㈨ᩱࢆࢹࢪࢱࣝሗࡋ࡚ಖࡋࠊᗈࡃά⏝ࡋ࡚࠸ࡇ࠺
ࡍࡿྛศ㔝ࡢ࣮࢝ࣈάືࡢᬑཬࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ࣮࢝ࣈࡢᵓ⠏࣭タィࠊࢹ
ࢪࢱࣝሗࡢ㞟ࠊຍᕤࠊⓎಙ➼ಀࡿᢏ⾡࣭⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿேᮦࡢ㈨᱁ࢆㄆᐃࡍࡿ
ᴗࢆ⾜࠸ࠊࡶࡗ࡚ᩥࡢⓎᒎᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே᪥ᮏࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢟ࣅࢫࢺ㈨᱁ㄆᶵᵓᐃḰ
ㄆᐃ㣴ᡂᶵ㛵ࡢつ⣙㸦KWWSMGDDMSKWPO㸧
ᤵᴗෆᐜ㸦KWWSMGDDMSTXDOLILFDWLRQKWPO㸧

ࣞ࣋ࣝศࡅ

᭷
࣭ୖ⣭㺡㺼㺚㺼㺞㺷࣭㺏㺎㺕㺩㺼㺛㺢㸦㺡㺼㺚㺼㺞㺷㺏㺎㺔㺐㺪㺼ࡢィ⏬ᣦᑟ⬟ຊࡢ࠶ࡿ⪅㸧
࣭㺡㺼㺚㺼㺞㺷࣭㺏㺎㺕㺩㺼㺛㺢㸦㺡㺼㺚㺼㺞㺷㺏㺎㺔㺐㺪㺼ࡢไస⬟ຊࡢ࠶ࡿ⪅㸧
࣭‽㺡㺼㺚㺼㺞㺷࣭㺏㺎㺕㺩㺼㺛㺢㸦ᇶᮏⓗ࡞㺡㺼㺚㺼㺞㺷㺏㺎㺔㺐㺪㺼ࡢไస⬟ຊࡢ࠶ࡿ⪅㸧
࣭㺡㺼㺚㺼㺞㺷㺏㺎㺔㺐㺪㺼㺖㺶㺒㺎㺞㸦ᇶ♏ⓗ࡞㺡㺼㺚㺼㺞㺷㺏㺎㺔㺐㺪㺼ࡢసᡂ⬟ຊࡢ࠶ࡿ⪅㸧

ྲྀᚓ᪉ἲ

 ᶵᵓࡀㄆᐃࡋࡓᏛ㝔࣭Ꮫ࣭▷ᮇᏛ➼࡛ᚲせ࡞༢ࢆྲྀᚓࡋࠊㄆᐃヨ㦂࣭ಟኈ
ࠉㄽᩥᑂᰝྜ᱁ࡍࡿ
 ᶵᵓࡀㄆᐃࡋࡓㄆᐃ㣴ᡂᶵ㛵ࡀ㛤ദࡍࡿㅮ⩦ࢆཷㅮࡋࠊㄆᐃヨ㦂ྜ᱁ࡍࡿ

᭦᪂ࡢ᭷↓

↓

ྲྀᚓ⪅⥲ᩘ

ྡ

ᖹᡂᖺᗘࡢ
ྲྀᚓ⪅ᩘ

ྡ

ഛ⪃

ࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢟ࣅࢫࢺ➼ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵࠊࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢟ࣅࢫࢺ㈨᱁ྲྀᚓㅮ⩦
ࠊ‽ࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢟ࣅࢫࢺ㈨᱁ྲྀᚓㅮ⩦ࠊࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢝ࣈࢡ࢚࣮ࣜࢱ㈨᱁
ㄆᐃㅮ⩦ࢆᐇࠋ
⌧ᅾࠊᮾᩥᩍᏛ▷ᮇᏛ㒊ࠊᖖ☬Ꮫࠊᒱ㜧ዪᏊᏛࠊูᗓᏛࠊ
132ἲே᪥ᮏ࣮࢝ࣈ༠ࠊἈ⦖ዪᏊ▷ᮇᏛࠊୖ⏣ዪᏊ▷ᮇᏛࠊᮐᖠᏛ㝔
Ꮫࠊᓥ᰿Ꮫࠊ⟃ἼᏛ㝔Ꮫࠊᅜኈ⯓Ꮫࡀㄆᐃ㣴ᡂᶵ㛵࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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Ӯ

㡯ࠉࠉࠉ┠
ᡤ⟶

ෆࠉࠉࠉᐜ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࠝᅜᐙ㈨᱁ࠞ

タᖺ

ᖺ㸦ᖺ㸧

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

ㅮ⩦ࢆ⾜࠺Ꮫࡢ㛗>↓㸦ᖺྖ᭩㈨᱁ド᫂᭩ࢆࡾṆࡵ㸧@

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

ᅗ᭩㤋ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
ᅗ᭩㤋ἲ⾜つ๎㸦ᖺᩥ㒊┬௧➨ྕ㸧

┠ⓗ

♫ᩍ⫱ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧ࡢ⢭⚄ᇶࡁࠊᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲ
せ࡞㡯ࢆᐃࡵࠊࡑࡢ࡞Ⓨ㐩ࢆᅗࡾࠊࡶࡘ࡚ᅜẸࡢᩍ⫱ᩥࡢⓎᒎᐤࡍࡿ
㸦ᅗ᭩㤋ἲ➨᮲㸧ࠋ

ࣞ࣋ࣝศࡅ

᭷
ྖ᭩ࠊྖ᭩⿵

ྲྀᚓ᪉ἲ

࠙ྖ᭩ࠚ
㸦㸧Ꮫ㸦▷ࢆྵࡴ㸧ཪࡣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ༞ᴗ⏕ࡀྖ᭩ㅮ⩦ࢆಟࡋ㈨᱁ࢆᚓࡿࠋ
㸦㸧Ꮫ㸦▷ࢆྵࡴ㸧࡛ྖ᭩㈨᱁ྲྀᚓᚲせ࡞⛉┠ࢆᒚಟࡋ༞ᴗࢆᚅࡗ࡚㈨᱁
ࠉࠉࢆᚓࡿࠋ
㸦㸧ᖺ௨ୖྖ᭩⿵ࡋ࡚ࡢົ⤒㦂⪅ࡀྖ᭩ㅮ⩦ࢆಟࡋ㈨᱁ࢆᚓࡿࠋ
ࠉͤྖ᭩㈨᱁ᚲせ࡞⛉┠ࡣィ⛉┠༢௨ୖ㸦ู⣬ཧ↷ࠊྖ᭩ㅮ⩦ࡶྠࡌ㸧
࠙ྖ᭩⿵ࠚ
㸦㸧ྖ᭩ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
㸦㸧Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨᮲➨㡯ࡢつᐃࡼࡾᏛධᏛࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ⪅࡛ᅗ᭩㤋ἲ
ࠉࠉ➨᮲ࡢつᐃࡼࡿྖ᭩⿵ࡢㅮ⩦ࢆಟࡋࡓࡶࡢࠋ
ࠉͤྖ᭩⿵ㅮ⩦⛉┠ࡣู⣬ཧ↷

᭦᪂ࡢ᭷↓

↓

ྲྀᚓ⪅⥲ᩘ

ヲ

ᖹᡂᖺᗘࡢ
ྲྀᚓ⪅ᩘ

ヲ

ഛ⪃

ࠉᖹᡂᖺ ᖺ㸧ࡢᅗ᭩㤋ἲ⾜つ๎ᨵṇࡼࡾࠊᏛ࠾ࡅࡿྖ᭩㈨᱁ྲྀᚓࡢ
ࡓࡵᚲせ࡞⛉┠ࡀィ⛉┠༢ࡽィ⛉┠༢ኚ᭦ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊྖ᭩
ㅮ⩦⛉┠ࡣࠊᏛ࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋㛵ࡍࡿ⛉┠‽ᣐࡋࠊࡑࢀࢆୗᅇࡽ࡞࠸ࡶࡢࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊྖ᭩㈨᱁ྲྀᚓࡢ᭱పせ௳ᕪ␗ࢆ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇࡉࢀࡓࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊබ┈♫ᅋἲே᪥ᮏᅗ᭩㤋༠࡛ࡣᖹᡂᖺᗘ㸦ᖺᗘ㸧ࡽࠊࠕྖ᭩ࡢᑓ
㛛ᛶࡢྥୖྍḞ࡞ᅗ᭩㤋ࡢᐇົ⤒㦂ࡸࠊᐇ㊶ⓗ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⥅⥆ⓗಟᚓࡋࡓ⪅
ࢆࠊ⌮㛗ࡼࡗ࡚ᣦྡࡉࢀࡓᑂᰝࡀᑂᰝࡋࠊබ❧ᅗ᭩㤋ཬࡧ⚾❧ᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀࡢ
୰᰾ࢆᢸ࠸࠺ࡿྖ᭩ࡋ࡚බⓗㄆᐃࡍࡿࠖ㸦᪥ᮏᅗ᭩㤋༠ㄆᐃྖ᭩ᑂᰝつ⛬㸧ࠊ
ࠕㄆᐃྖ᭩ࠖไᗘࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᚲಟ
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㑅ᢥ

⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ



ᅗ᭩㤋ᴫㄽ



ᅗ᭩㤋ไᗘ࣭⤒Ⴀㄽ



ᅗ᭩㤋ሗᢏ⾡ㄽ



ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫᴫㄽ



ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ



ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽ



ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦



ᅗ᭩㤋ሗ㈨※ᴫㄽ



ሗ㈨※⤌⧊ㄽ



ሗ㈨※⤌⧊₇⩦



ࠉࠉࠉ

ᅗ᭩㤋ᇶ♏≉ㄽ



ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ≉ㄽ



ᅗ᭩㤋ሗ㈨※≉ㄽ



ᅗ᭩࣭ᅗ᭩㤋ྐ



ᅗ᭩㤋タㄽ



ᅗ᭩㤋⥲ྜ₇⩦



ᅗ᭩㤋ᐇ⩦


ィ

ഛ⪃



⛉┠௨ୖࠉ

 ィ⛉┠༢௨ୖ
ͤྖ᭩ㅮ⩦⛉┠ࡶྠࡌ

ྖ᭩⿵ㅮ⩦⛉┠
⛉┠ྡ

༢ᩘ
ᚲಟ

㑅ᢥ

⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ



ᅗ᭩㤋ࡢᇶ♏



ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶ♏



ࣞࣇࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫ



ࣞࣇࣞࣥࢫ㈨ᩱࡢゎ㢟



ሗ᳨⣴ࢧ࣮ࣅࢫ



ᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱ



㈨ᩱࡢᩚ⌮



㈨ᩱࡢᩚ⌮₇⩦



ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶ♏



ᅗ᭩㤋≉ㅮ


ィ
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ࠉࠉࠉ

ィ༢

ഛ⪃

Ӹ

ܖᑸՃ

㡯ࠉ ࠉ┠
ᡤ⟶

ෆࠉ ࠉᐜ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࠝᅜᐙ㈨᱁ࠞ

タᖺ

ᖺ㸦ᖺ㸧

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧>Ꮫⱁဨ㈨᱁ヨ㦂ྜ᱁ド᭩ࡢᤵ@

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

༤≀㤋ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
༤≀㤋ἲ⾜つ๎㸦ᖺᩥ㒊┬௧➨ྕ㸧

┠ⓗ

♫ᩍ⫱ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧ࡢ⢭⚄ᇶࡁࠊ༤≀㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲ
せ࡞㡯ࢆᐃࡵࠊࡑࡢ࡞Ⓨ㐩ࢆᅗࡾࠊࡶࡘ࡚ᅜẸࡢᩍ⫱ࠊᏛ⾡ཬࡧᩥࡢⓎᒎ
ᐤࡍࡿ㸦༤≀㤋ἲ➨᮲㸧ࠋ

ࣞ࣋ࣝศࡅ

᭷
ᏛⱁဨࠊᏛⱁဨ⿵㸦ᏛධᏛࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࡣࠊᏛⱁဨ⿵࡞ࡿ㈨᱁ࡀ࠶ࡿ㸧

ྲྀᚓ᪉ἲ

㸦㸧ᏛኈࡢᏛࢆ᭷ࡋࠊᏛ࡛ᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧ࡢᐃࡵࡿ༤≀㤋㛵ࡍࡿ⛉┠ࡢ༢ࢆ
ಟᚓࡋࡓࡶࡢࠋ
㸦㸧Ꮫᖺ௨ୖᅾᏛࡋࠊ༤≀㤋㛵ࡍࡿ⛉┠ࡢ༢ࢆྵࡵ࡚༢௨ୖࢆಟᚓࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࠊᖺ௨ୖᏛⱁဨ⿵ࡢ⫋࠶ࡗࡓࡶࡢࠋ
㸦㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊୖࡢࡘ࠶ࡆࡓࡶࡢ
ྠ➼௨ୖࡢᏛຊཬࡧ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿㄆࡵࡓࡶࡢࠋ
ͤ  ࡢㄆᐃ᪉ἲ
D ヨ㦂ㄆᐃ
➹グヨ㦂㸦ᚲ㡲⛉┠⛉┠ཬࡧ㑅ᢥ⛉┠⛉┠㸧ࠊᑂᰝᩱࡣ⛉┠ࠋ
➹グヨ㦂ྜ᱁⪅ࡀྜ᱁ᚋᖺ㛫Ꮫⱁဨ⿵ࡢ⫋ࢆ⤒㦂ࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀㄆᐃࠋ
E ᑂᰝㄆᐃ
ࠕ༤≀㤋㛵ࡍࡿࠗᏛ㆑࠘ཬࡧࠗᴗ⦼࠘ࠖ㸦༤≀㤋㛵ࡍࡿⴭ᭩ࠊㄽᩥࠊሗ࿌ࠊᒎ
♧ࠊㅮ₇ࠊࡑࡢࡢᐇົ⤒㦂➼㸧ࢆ᭩㢮ᑂᰝࡢ᪉ἲࡼࡾᑂᰝࡋࠊຍ࠼࡚Ꮫⱁဨ
ࡋ࡚ࡢពḧࠊែᗘཬࡧྥୖᚰࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢ㠃᥋ࢆ⾜࠺ࠋᑂᰝᩱࡣࠋ

᭦᪂ࡢ᭷↓

↓

ྲྀᚓ⪅⥲ᩘ

ヲ

ᖹᡂᖺᗘࡢ
ྲྀᚓ⪅ᩘ

ヲ

ഛ⪃

ࠉᖹᡂᖺ ᖺ㸧ࡢ༤≀㤋ἲ⾜つ๎ᨵṇࡼࡾࠊᏛ࠾ࡅࡿ༤≀㤋㛵ࡍࡿ
⛉┠ཬࡧ༢ᩘࡀ⛉┠༢ࡽ⛉┠༢ኚ᭦ࡉࢀࡓ㸦ヲ⣽ࡣู⣬ཧ↷㸧ࠋ
ࠉヨ㦂ㄆᐃ࠾ࡅࡿཷ㦂㈨᱁ࡣࠊᏛᖺ௨ୖᅾᏛࡋ࡚༢௨ୖࢆಟᚓࡋࡓ⪅࡛
ᐇົ⤒㦂ᖺ௨ୖࡢ⪅➼ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢࠕ↓ヨ㦂ㄆᐃࠖࡢྡ⛠ࡣࠕᑂᰝ
ㄆᐃࠖᨵࡵࡽࢀࠊಟኈⱝࡋࡃࡣ༤ኈࡢᏛཪࡣᑓ㛛⫋Ꮫࢆ᭷ࡋᐇົ⤒㦂ᖺ௨ୖ
ࡢ⪅➼ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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༤≀㤋⤒Ⴀㄽ



༤≀㤋㈨ᩱㄽ



༤≀㤋㈨ᩱಖᏑㄽ



༤≀㤋ᒎ♧ㄽ



༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ



༤≀㤋ሗ࣭࣓ࢹㄽ



༤≀㤋ᐇ⩦
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Ӹ

πᛐ࣎ྸࠖ
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ᡤ⟶

ෆࠉࠉࠉᐜ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬㸦ඹ⟶㸧
ࠝᅜᐙ㈨᱁ࠞ

タᖺ

ᖹᡂᖺ㸦ᖺ㸧

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ཬࡧཌ⏕ປാ⮧>බㄆᚰ⌮ᖌⓏ㘓⡙ࡢⓏ㘓@

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

බㄆᚰ⌮ᖌἲ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧
බㄆᚰ⌮ᖌἲ⾜௧㸦ᖹᡂᖺᨻ௧➨ྕ㸧
බㄆᚰ⌮ᖌἲ⾜つ๎㸦ᖹᡂᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬௧➨ྕ㸧

┠ⓗ

බㄆᚰ⌮ᖌࡢ㈨᱁ࢆᐃࡵ࡚ࠊࡑࡢᴗົࡢ㐺ṇࢆᅗࡾࠊࡶࡗ࡚ᅜẸࡢᚰࡢᗣࡢಖᣢቑ
㐍ᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ㸦බㄆᚰ⌮ᖌἲ➨᮲㸧ࠋ

ࣞ࣋ࣝศࡅ

↓

ྲྀᚓ᪉ἲ

බㄆᚰ⌮ᖌヨ㦂ྜ᱁ࡋࠊබㄆᚰ⌮ᖌⓏ㘓⡙Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࡇ
࠙බㄆᚰ⌮ᖌヨ㦂ཷ㦂㈨᱁ࠚ
㸦㸧ᖺ⏕Ꮫ࠾࠸࡚ົ⮧ᣦᐃࡢᚰ⌮Ꮫ➼㛵ࡍࡿ⛉┠ࢆಟࡵࠊࡘࠊᏛ㝔
ࠉࠉ࠾࠸࡚ົ⮧ᣦᐃࡢᚰ⌮Ꮫ➼ࡢ⛉┠ࢆಟࡵ࡚ࡑࡢㄢ⛬ࢆಟࡋࡓ⪅➼
㸦㸧ᖺ⏕Ꮫ࡛ົ⮧ᣦᐃࡢᚰ⌮Ꮫ➼㛵ࡍࡿ⛉┠ࢆಟࡵࠊ༞ᴗᚋࠊ┬௧࡛ᐃࡵ
ࠉࠉࡿタ୍࡛ᐃᮇ㛫ࡢᐇົ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔ⪅➼
㸦㸧ົ⮧ࡀ㸦㸧ཬࡧ㸦㸧ᥖࡆࡿ⪅ྠ➼௨ୖࡢ▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ᭷ࡍࡿㄆ
ࠉࠉࡵࡓ⪅
ࠉͤᖺ⏕Ꮫ࠾࠸࡚ᚲせ࡞⛉┠㸸⛉┠㸦ヲ⣽ࡣู⣬ࡢ࠾ࡾ㸧
ࠉͤᏛ㝔࠾࠸࡚ᚲせ࡞⛉┠㸸⛉┠㸦ヲ⣽ࡣู⣬ࡢ࠾ࡾ㸧
ࠉͤࡇࡢࠊཷ㦂㈨᱁ࡢ≉࠶ࡾ㸦⌧௵⪅ࠊἲ⾜Ꮫ㝔ಟ⪅ཬࡧᅾ⡠⪅୪ࡧ
ࠉࠉᖺ⏕Ꮫ༞ᴗ⪅ཬࡧᅾ⡠⪅㸧

᭦᪂ࡢ᭷↓

↓

ྲྀᚓ⪅⥲ᩘ

ே

ᖹᡂᖺᗘࡢ
ྲྀᚓ⪅ᩘ

ே

ഛ⪃

ࠉ㏆ࡢᅜẸࡀᢪ࠼ࡿᚰࡢᗣࡢၥ㢟➼ࢆࡵࡄࡿ≧ἣ㚷ࡳࠊᚰ⌮㛵ࡍࡿᨭࢆせ
ࡍࡿ⪅➼ࡢᚰ⌮㛵ࡍࡿ┦ㄯࠊຓ➼ࡢᴗົᚑࡍࡿ⪅ࡢ㈨㉁ࡢྥୖཬࡧࡑࡢᴗົ
ࡢ㐺ṇࢆᅗࡿࡓࡵࠊᖹᡂᖺ㸦ᖺ㸧ࠊ㆟ဨ❧ἲࡼࡾබㄆᚰ⌮ᖌἲࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊබㄆᚰ⌮ᖌἲࡢ⾜ࡢ㝿ࠊ⌧௵⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊㅮ⩦ࡢㄢ⛬ಟᐃࡵࡽࢀ
ࡓタ࠾ࡅࡿᖺࡢົ⤒㦂ࢆࡶࡗ࡚ࠊἲ⾜ᚋᖺ㛫ࡣබㄆᚰ⌮ᖌヨ㦂ࢆཷࡅࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡉࢀࡓࠋ⌧௵⪅ㅮ⩦ࡢ⛉┠࣭㛫ࡣู⣬ཧ↷ࠋ
ࠉᣦᐃヨ㦂ᶵ㛵ཬࡧᣦᐃⓏ㘓ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏᚰ⌮◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࡀヨ㦂
ົཬࡧⓏ㘓ົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉྡ⛠⊂༨㈨᱁㸦බㄆᚰ⌮ᖌἲ➨᮲㸧ࠋ
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Ꮫ࠾ࡅࡿᚲせ࡞⛉┠


බㄆᚰ⌮ᖌࡢ⫋㈐



ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ



⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᴫㄽ



ᚰ⌮Ꮫ◊✲ἲ



ᚰ⌮Ꮫ⤫ィἲ



ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂



▱ぬ࣭ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ



Ꮫ⩦࣭ゝㄒᚰ⌮Ꮫ



ឤ࣭ே᱁ᚰ⌮Ꮫ



⚄⤒࣭⏕⌮ᚰ⌮Ꮫ



♫࣭㞟ᅋ࣭ᐙ᪘ᚰ⌮Ꮫ



Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ



㞀ᐖ⪅࣭㞀ᐖඣᚰ⌮Ꮫ



ᚰ⌮ⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺ



ᚰ⌮Ꮫⓗᨭἲ



ᗣ࣭་⒪ᚰ⌮Ꮫ



⚟♴ᚰ⌮Ꮫ



ᩍ⫱࣭Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ



ྖἲ࣭≢⨥ᚰ⌮Ꮫ



⏘ᴗ࣭⤌⧊ᚰ⌮Ꮫ



ேయࡢᵓ㐀ᶵ⬟ཬࡧ



⢭⚄ᝈࡑࡢ⒪



㛵ಀ⾜ᨻㄽ



ᚰ⌮₇⩦



ᚰ⌮ᐇ⩦㸦㛫௨ୖ㸧

Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ⛉┠


ಖ་⒪ศ㔝㛵ࡍࡿ⌮ㄽᨭࡢᒎ㛤



⚟♴ศ㔝㛵ࡍࡿ⌮ㄽᨭࡢᒎ㛤



ᩍ⫱ศ㔝㛵ࡍࡿ⌮ㄽᨭࡢᒎ㛤



ྖἲ࣭≢⨥ศ㔝㛵ࡍࡿ⌮ㄽᨭࡢᒎ㛤



⏘ᴗ࣭ປാศ㔝㛵ࡍࡿ⌮ㄽᨭࡢᒎ㛤



ᚰ⌮ⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿ⌮ㄽᐇ㊶



ᚰ⌮ᨭ㛵ࡍࡿ⌮ㄽᐇ㊶



ᐙ᪘㛵ಀ࣭㞟ᅋ࣭ᆅᇦ♫࠾ࡅࡿᚰ⌮ᨭ㛵ࡍࡿ⌮ㄽ
ᐇ㊶



ᚰࡢᗣᩍ⫱㛵ࡍࡿ⌮ㄽᐇ㊶



ᚰ⌮ᐇ㊶ᐇ⩦㸦㛫௨ୖ㸧

⌧௵⪅ㅮ⩦⛉┠
⛉┠ྡ

㛫ᩘ K

බㄆᚰ⌮ᖌࡢ⫋㈐



࡞ศ㔝㸦ಖ་⒪ࠊ⚟♴ࠊᩍ⫱ࠊྖἲ࣭≢⨥ࠊ⏘ᴗ࣭ປാ㸧㛵ಀࡍࡿไᗘ



࡞ศ㔝㸦ಖ་⒪ࠊ⚟♴ࠊᩍ⫱ࠊྖἲ࣭≢⨥ࠊ⏘ᴗ࣭ປാ㸧㛵ࡍࡿㄢ㢟᳨ウ



⢭⚄་Ꮫࢆྵࡴ་Ꮫ㛵ࡍࡿ▱㆑



ᚰ⌮ⓗࢭࢫ࣓ࣥࢺ



ᚰ⌮ᨭ



ホ౯࣭ࡾ㏉ࡾ



ྜィ
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Ӹ

ෞᝲဃᧉݦႻᛩՃ

㡯ࠉࠉࠉ┠
ᡤ⟶

ෆࠉࠉࠉᐜ
⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮
㸦┦ᶍཎົᡤ㸧ࠛࠉ⚄ዉᕝ┴┦ᶍཎᕷ୰ኸ༊ᘺᰤ
㸦ᮾிົᡤ㸧ࠛࠉᮾி㒔 ༊㧗㍯

タᖺ

ᖹᡂᖺ ᖺ㸧

㈨᱁⪅
>᪉ἲ@

⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮⌮㛗>ㄆᐃドࡢ@

᰿ᣐつ⛬
࣭せ㡿➼

➨ᅇᾘ㈝⪅ಖㆤ㆟Ỵᐃ㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㸧
⊂❧⾜ᨻἲேᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮➨㸲ᮇ୰ᮇィ⏬
ᾘ㈝⏕άᑓ㛛┦ㄯဨ㈨᱁ㄆᐃᴗົᐇつ๎

┠ⓗ

ᾘ㈝⏕ά┦ㄯᦠࢃࡿ┦ㄯဨࡢ㈨㉁ࠊ⬟ຊࡢྥୖ➼ࢆᅗࡿ

ࣞ࣋ࣝศࡅ

↓

ྲྀᚓ᪉ἲ

ᾘ㈝⏕άᑓ㛛┦ㄯဨ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ྜ᱁ࡍࡿ
࠙ᾘ㈝⏕άᑓ㛛┦ㄯဨ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢᴫせࠚ
࣭ヨ㦂᪉ἲ㸸➹グヨ㦂ࠊㄽᩥヨ㦂ཬࡧ㠃᥋ヨ㦂
࣭⏦ㄳせ௳㸸↓
࣭ཷ㦂ᩱ㸸㸦⛯㎸ࠊᖹᡂᖺᗘⅬ㸧
ͤࡇࡢヨ㦂ྜ᱁ࡍࡿࠊᾘ㈝⏕ά┦ㄯဨ㈨᱁㸦ᅜᐙ㈨᱁㸧ᾘ㈝⏕άᑓ㛛┦ㄯဨ㈨
ࠉ᱁ࡢ୧᪉ࢆྠྲྀᚓ࡛ࡁࡿࠋ

᭦᪂ࡢ᭷↓

᭷㸸ᖺ

ྲྀᚓ⪅⥲ᩘ

ே

ᖹᡂᖺᗘࡢ
ྲྀᚓ⪅ᩘ

ே

ഛ⪃

ࠉᖹᡂᖺᗘ㸦ᖺᗘ㸧ࡼࡾࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾᾘ㈝⏕άᑓ㛛┦ㄯဨ㈨᱁ࡢ᭦᪂ࡢ
ࡓࡵࠊ㈨᱁᭦᪂ㅮᗙࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙㈨᱁᭦᪂ㅮᗙࡢᴫせࠚ
ࠉෆᐜ㸸ᚲ㡲ㅮ⩏ ㅮ⩏㸧ࠊ௵ពㅮ⩏ ㅮ⩏ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㓄ಙࡢࡳ㸧
ࠉ᪉ἲ㸸ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㓄ಙࠊ㞟ྜ◊ಟࠊ'9'
ࠉཷㅮᩱ㸸㸦⛯㎸㸧ͤᖹᡂᖺᗘⅬ
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࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂ࣭ㄆドไᗘㄪᰝሗ࿌᭩
Ⓨ ⾜ ᪥ ௧ඖᖺ㸦2019 ᖺ㸧㸯㸯᭶
⦅㞟࣭Ⓨ⾜ ⊂❧⾜ᨻἲே ᅜ❧බᩥ᭩㤋
ࠛ102-0091
ᮾி㒔༓௦⏣༊ࡢබᅬ 3 ␒ 2 ྕ
㟁ヰ 03-3214-0621㸭FAX 03-3212-8806

