
周知のとおり、日本の多くの自治体では、簿冊を

使って文書整理を行っている。

しかし、そうした自治体では、先月号でも見たよ

うに、要りそうにもない文書が事務室に溢れ、必要

な文書が探し出しにくく、よしんば探せたとしても

時間がかかり過ぎている、とよく指摘される。

こうした簿冊式自治体には、決まって「文書分類

表」があり、そのコピーが「情報公開目録」にもな

っている。しかし、「文書分類表」があるにもかか

わらず、職員は文書を速やかに取り出せない。分類

は検索の手段であり、検索性をよくするために分類

を行うはずなのに。いわんや、住民が「情報公開目

録」から必要な文書を検索して特定することは極め

て困難な状態にあるという。

一方、８月号で紹介した「行政ナレッジ・ファイ

リング」（Administrative Knowledge Filing : ＡＫＦ）

を採用している自治体には、文書のライフサイクル

を管理し、文書の検索台帳にもなっている「ファイ

ル基準表」があり、そのコピーが「情報公開目録」

にもなっている。ＡＫＦ自治体では、職員は文書を

高速検索しており、例えば担当以外の文書でも１０秒

台で他者検索している。

このように、簿冊式自治体においても、ＡＫＦ自

治体においても、むろん文書の分類は行っている。

しかし、検索性に決定的な差がある。簿冊式自治体

が採用している「文書分類表」は、日本古来のワリ

ツケ式分類方式によるものである。ＡＫＦ自治体は、

「ツミアゲ式」による階層分類と、「序列」による水

平分類とのクロス分類を採用している。どうも、検

索性の優劣の差は、採用している文書分類の方式の

違いにあるようだ。

今回は、分類をしているにもかかわらず、文書が

速やかに探せないという現状に着目し、その原因を

抽出する。そして、そもそも文書分類は何のために

行うのか、という文書分類の目的を明らかにし、そ

の目的達成のための手段としての文書分類方式の在

り方を検証する。加えて、高速検索性を確保するた

めの実践的な分類技法を紹介し、若干のノウハウも

公開する。終わりに、こうした分類技法の優位性を

確認するために、全庁職員が平均１４秒で担当外の文

書を他者検索した実績をもつ旧浦和市の分類実践の

事例を紹介する。

（１）ワリツケ式分類では、即時検索ができない

簿冊式自治体が使っているワリツケ式分類方式と

は、業務機能や内容に基づき、全庁的に統一した分

類項目を決める方式である。業務機能に基づいてい

るので、分類の変更が少なく、統制が取れた理論的

な分類方式といえよう。

一般的に、ワリツケ式分類は、次のような手順で

行われる。

文書主管課が自らあるいは専門アドバイザーを使

１．何のために、文書を分類するのか

はじめに
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って職務分析等を行い、全庁の業務を１０の大分類に

割り振る。大分類ごとに、やはり１０の中分類を設け、

その下の小分類に、該当するすべての簿冊を０から

９９冊までの範囲内でぶら下げる。そして、すべて

の分類項目に、コード番号を付ける。

このように、ワリツケ式分類は、文書主管課によ

って分類項目が全庁的に統一され、それらが「文書

分類表」に登載される。もっとも、この表は、近隣

市や類似市のものや、業者が提供するものなどが援

用される場合も結構多いようである。

一方、各原課においては、この表を参考にしなが

ら、簿冊にコード番号を付けるが、実際の書棚や保

管庫での簿冊の配列は、分類項目とは全く異なり、

各担当者任せになって、遂には担当者の机の上に置

かれたりもする。その結果、文書主管課が作成した

全庁的な統一分類項目は形ばかりのものとなり、理

論的な統一分類項目と、実際の配架・配列との間に

大きな乖
かい

離が生ずることになる。簿冊が統一的に秩

序正しく並べられている訳ではないので、結局は文

書の検索性は職員個々人の記憶に頼ることが多くな

り、如上での指摘のとおり文書が探しにくく、よし

んば探せたとしても時間がかかり過ぎることとなる

のは当然の帰結である。ワリツケ式分類は、文書を

収納する手がかりを提供するとともに、情報公開目

録づくりには一定の寄与をしているが、肝心の文書

を即時検索することは無理のようである。

（２）ツミアゲ式分類ならば、即時検索ができる

ワリツケ式は、文書主管課が頭で考えてこうある

べきだと演繹
えき

的に「文書分類表」を策定し、各原課

にこの分類表に従って簿冊をワリツケるように指示

するものである。これに対して、ツミアゲ式は、後

に詳しく説明するが、各原課の全職員が自らが担当

している業務に関する文書を点検しながら、どうす

れば探しやすくなるかを考え、文書をまとめたり、

分けたりして、帰納的に分類体系を積み上げて策定

し、各原課において使用するものである。なお、毎

年度末に当該年度に作成・収受したすべての文書を

「ファイル基準表」に登載し、文書の検索台帳、ラ

イフサイクルの管理及び情報公開目録として活用す

る。

一般的に、ツミアゲ式は、次のような手順で行わ

れる。

実際の分類作業は、文書主管課ではなく各原課の

職員が担う｡各原課の職員が、自らが担当する業務

の遂行時に、作成又は収受した現物の文書を見なが

ら、はじめに関連性又は共通性があり、一緒の仕事

に使う文書をまとめて小分類とする｡次に小分類を

まとめて中分類を作り、さらに中分類をまとめて大

分類を作り、ちょうど下から上に積み上げるように

して分類体系を作っていく｡理論的というより実務

的といったほうがふさわしい方式だが、文書管理の

先進自治体のほとんどがこのツミアゲ式を採用して

いる。

このようにツミアゲ式は、現存する文書をもとに

して分類項目を決めて行く方式であり、分類項目ど

おりの順序で配架・配列するので、ワリツケ式のよ

うな分類項目と実際の配架・配列との間に乖離が発

生せず、身近な分類となり、即時検索性が確保され

る。

（３）そもそも何のために、文書を分類するのであ

ろうか、その目的と手段

分類は検索の手段である、と言われて久しい。

文書分類の目的は、次のように整理される。

①主たる目的は、文書を即時検索することである。

低次の目的は、業務担当者による自己検索の即

時化であり、高次の目的は、業務担当者以外の

職員による他者検索の即時化による情報共有化

である。

②副次的な目的は、文書分類の表を情報公開目録

として援用することである。こうした文書分類

の目的を達成するための手段は、次のとおりで

ある。

①の即時検索性だが、低次の目的を達成するには、

保有するすべての文書をツミアゲ式で階層分類を行

うことであり（後述の２を参照のこと）、高次の目

的を達成するには、文書の序列を組んで水平分類を

行うことである（後述の３を参照のこと）。

②の情報公開目録化であるが、保有するすべての
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文書を毎年度末に文書管理実態をそのまま「ファイ

ル基準表」に書き写せば、そのコピーをもって情報

公開目録として援用できる（後述の３（２）を参照

のこと）。

（１）ツミアゲ式階層分類の考え方

ツミアゲ式は、分類は検索の手段であるとの基本

認識のもとに、次の考え方によって行われる。

①分類作業は、各原課の担当職員が行う

文書分類の基準を作るには、その文書を使って

業務を遂行している各担当職員が最も適任であ

る。しかし、必ずしも各担当職員は文書分類に関

する専門知識を十分に持ち合わせているとはいえ

ない。しかし、そうはいっても対象であるその文

書のことを一番よく知っているのは担当職員のは

ずである。例えば、

・どの業務にどの文書がどのように使われるのか

・一見無関係に思われる文書が実は大変関係深い

・逆に関係深いようでも実は全く異質の文書であ

る

・今後の文書量や重要性の変化を予測できる

などに精通しているのは、やはり担当職員である。

したがって、文書分類を作るには、その業務を

担当している担当職員が最もふさわしいといえ

る。

②「課」としての判断を優先する

分類をする際、事の是非、良し悪しを判断する

とき、担当職員が「個人」としての判断ではなく、

組織として「課」としての判断を優先することに

なる。こうした考えは、文書分類のことだけでな

く、文書管理改善のすべてに求められることであ

る。

したがって、「個人」にとっては反対したい文

書分類であっても、文書管理改善は組織として実

施するものだから、「課」として採用しなければ

ならない場合もある。個人的・主観的な判断に基

づく文書分類では、いつまでも長続きすることは

期待できないからである。課の全員が共通理解を

し、納得できる客観性のある分類でこそ、良い整

理・良い管理が長続きすると考える。

③現物の文書を見ながら分類する

文書の分類は、課が保有するすべての文書を対

象にしなければならない。決裁・供覧完了後の完

結文書だけではない。分類した文書の体系が情報

公開目録となることを想定すれば、完結文書だけ

を対象にしたのでは、情報公開対象の一部しか目

録に登載できないことになり、条例違反になりか

ねないからである。

課には、事務分掌があるから、これを基準にし

ながら、ワリツケ式のように大分類→中分類→小

分類に分けることはできる。しかし、例えば、こ

うして分類した小分類は、どれも同じ文書量とは

限らない。多かったり、少なかったり、職務によ

ってさまざまなはずであり、事務の種別と文書の

量とは一致しない。

④「数のコントロール」が即時検索の決め手に

なる

文書を即時検索するためには、次に説明する

「数のコントロール」に意を用いることである。

これは、四半世紀以上にわたって日本の政府機関

や自治体、及び海外において文書管理改善のお手

伝いをして、つかんだ私のノウハウである。

余談だが、駿河台大学大学院現代情報文化研究

科の行政文書管理コースに在席していた佐々木信

雄氏は、修士論文でこの数のコントロールを取り

上げ、実際の自治体における実証的な研究を行っ

てこれを検証し、行政文書管理で修士号を取得し

た。題目は、「文書分類手法としての『ワリツケ

式』と『ツミアゲ式』の比較研究～『あいまいさ

排除』と『探しやすさ』の観点から～」である。

来春に出版予定であるアドミック研究叢書Ｎｏ．２

に登載するので、参考にしていただければ幸いで

ある。

その数のコントロールだが、具体的には次のよ

うに行う。

大量にある文書の中から目的の文書を探すのは

至難である。そこで、最小単位である文書の枚数

２．ツミアゲ式階層分類の考え方と
やり方
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を、５０枚±３０枚ごとに小見出し（小分類名）を立

てる。しかし、数多くの小見出しの中から目的の

小見出しを探すのも大変なので、小見出しを１０

冊±５冊ごとに中見出し（中分類名）を立てる。

同様に、大量の中見出しの中から目的の中見出し

を探すのは大変なので、中見出しを５±３ごとに

大見出し（大分類名）を立てる。このように、適

切な数ごとに見出しが立っていたほうが、即時検

索しやすいのである。

言うまでもなく、分類は、検索の手段である。

文書を速く探せる分類が良い分類である。そのた

めにも、文書の分類は、ワリツケ式のような業務

機能や内容に頼るのではなく、ツミアゲ式のよう

に現物の文書を見ながら、数のコントロールを意

識して分類したほうが、即時検索に有効なのであ

る。先進自治体が、これを証明している。ワリツ

ケ式は確かに４０年ほど前にはもてはやされたが、

ことごとく形骸化してしまい、先進団体では今日、

これを用いているところはなく、ツミアゲ式を採

用している。

⑤検索性を高めるための用具と容器を使う

ＡＫＦでは、検索性を高めるため、次の写真の

ような用具と容器を使う。

まず、用具だが、小見出しのタイトルを書き、

文書を入れる用具として、「個別フォルダ」とい

う紙挟みを使う。タイトルの文字数は、表意記号

である日本語では、２０文字ぐらいで十分であり、

市販品で足りる。なお、海外で、特に英語圏で指

導をしていて困るのは、彼らが表音記号のアルフ

ァベットを使っているため、タイトルの文字数が

多くなり、読み取りにくく、検索性が落ちるとい

うことである。日本語の優位性を活用したいもの

である。

中見出しを書く用具として、「第２ガイド」と

いう仕切り板のようなプレスボードを使う。タイ

トルは１０文字前後書くのが普通だが、市販品で

十分である。大見出しは、「第１ガイド」を使う。

使い方等は「第２ガイド」と同様である。

次に、容器だが、これらの用具をキャビネット

という文書整理タンスのようなところに入れる。

正確には、バーチカル・ファイリング・キャビネ

ットという。キャビネットには、横型のラテラル

型と、縦形の標準型とがあるが、むろん標準型の

ほうが、職員にとって断然と使いやすい。また、

同じ文書量を収納する場合、ラテラル型も標準型

も同一スペースを使うが、不思議なことにラテラ

ル型のほうが標準型よりも１５～２５％ほど割高に

定価が設定されている。しかし、什器メーカーは、

このことに触れたがらない。聞いた話だが、什器

メーカーのコンサルタントを起用すると、決まっ

てこの割高のラテラル型を推薦し、売り込むよう

である。

（２）文書のまとめ方の三原則～小分類の作り方～

ツミアゲ式では、文書を即座に検索でき利用しや
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すいように、小分類の作り方を重要視する。小分類

を作るための文書のまとめ方だが、次の三つの原則

に沿って行えば、必ずや適正な分類ができる。

①まず、「使いやすい」小分類にまとめる

よく一緒に使う文書を同じ小分類にまとめ、そ

うでないものと分ける。いくつもの小分類を持っ

てこないことには仕事ができないようではよくな

い。仕事をする際、あっちこっちの小分類を参照

するよりも、できれば１冊の小分類で済むのであ

れば、これにこしたことはないからである。

②次に、「探しやすい」小分類にまとめる

大量の文書を小分類に入れないことである。探

しやすいかどうかは、小分類の並べ方の影響も受

けるが、やはり小分類の中身、つまり文書の枚数

に支配される。先に見たように、数のコントロー

ルを忠実に守り、８０枚を越えたら小分類をもう

一つ作ることである。

③最後に、「よいタイトル」に心がける

小分類のタイトルを工夫する。よいタイトルと

は、新入職員や異動者でも小分類のタイトルをみ

て、中にどのような文書が入っているかがわかる

ものを指す。そのためには、次の４点に注意すれ

ば、よいタイトルになる。

ア）分類・区分した範囲が的確かつ具体的に示

されている

イ）同じ課の人であれば、誰でもがわかるよう

な客観性をもっている

ウ）小分類を元の位置に戻せる手掛かりが書い

てある

エ）探すのに役立たない余計な言葉を外してい

る

なお、タイトルに使っても探すのに役立たない

余計な言葉とは、「文書・書類・関係・綴り・雑

件・諸件・庶務・その他・その１・その２」など

である。例えば、「○○関係文書綴り」というタ

イトルは、「関係文書綴り」を外し、「○○＋内容」

とする。小分類の中の文書の枚数が多ければ、次

のようにＷｈｅｎ、Ｗｈｏ、Ｗｈｅｒｅ、Ｗｈａｔなどを使い

わけながら、「４月～９月／○○」「あ行～か行／

○○」「東部地区／○○」「手引き／○○」、など

と分冊するとよい。

（３）実際に使える分類の応用方法

実際に文書をまとめるには、上で述べた三原則だ

けで十分であるが、実務には、次のような分類方法

（又はこれらを組み合わせた方法）も応用できる。

①主題（内容）別：行政文書に書かれている内容

（主題）を捉えて、その内容（主題）ごとにま

とめる方法｡例えば、「事務職／臨時職員採用」

「職能別／職場内研修」などとする。

②形式別：行政文書の内容や相手方とは関係な

く、その形式を捉えてまとめる方法｡例えば、

「第１四半期／○○申請書」「上半期／復命書」

などとする。

③様式・標題別：帳票類や伝票類のように、行政

文書の様式・標題が定められている場合に、そ

の標題をそのままファイル名称とし、まとめる

方法｡例えば、「管財課／備品台帳」「平成１０年

度／ファイル基準表」などとする。

④案件（一件）別：計画から完了までの行政文書

など、一つの案件に係る行政文書を順序立てて

まとめる方法｡例えば、「準備書面／××訴訟」

「○○設計委託契約」などとする。

⑤相手方（名前）別：行政文書に係る提供者、提

出先等の相手方を捉えて、その相手方ごとにま

とめる方法｡例えば、「第１～３回／会議録／○

○委員会」「企画政策部政策審議室」などとす

る。

（１）序列による水平分類の実務

分類の主たる目的で、高次のそれである業務担当

者以外の職員による他者検索の即時化と情報共有化

を図るためには、手段として次のような序列を組む

ことが有効である。その成果は、８月号のとおりで

あり、世界が驚愕したところである。

文書分類の各項目は、お互いに関連付けられて一

つの体系になる。したがって、文書分類の各項目を

順よく配すること、つまり「序列」の組み方が極め

３．序列による水平分類のやり方と
「ファイル基準表」
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て大切になる。序列は、担当者だけが納得するので

はなく、異動してきた職員もすぐわかり、課内の全

職員の共通理解が得られるものにする。序列とは

「検索の思考過程」そのものである。全職員で序列

をシッカリ組むことは、結果として文書の私物化を

排除して、情報の共有化を確保し、序列を縫い糸に

して組み上げられた分類体系は、容易には崩れず、

良い整理、良い管理を長続きさせることにつながる。

一般に序列を組むというと、頻繁に利用するもの

を先にして、利用度の低いものを後ろにしがちであ

る。文書分類での序列は、文書の利用頻度ではない

（ときとして一致することもあるが）。利用度はしば

しば変動するので、これには頼らない。むしろ、も

う少し理論性に裏付けされたものを頼りにする。し

かし、担当職員だけが理解できて、ほかの職員がわ

からないのでは、情報の共有化にはつながらない。

課の職員の共通理解を得られる序列が望ましい。

例えば、仕事の進行順序、スタッフに関する業務

が先で、ラインに関する業務が後、全般が先で個別

が後、普通から特殊へ、内なるものから外なるもの

へ、当該組織の職員や課員であれば誰でも知ってい

る順、などを参考にして序列を組む。この過程で全

職員の参加が必要不可欠になる。

とはいっても、行政職員の方に序列の必要性、重

要性及びその威力を短期間にご理解いただくには、

少々悩ましいところがあり、どうしても外部の専門

家のアドバイスが必要不可欠になる。専門家も、単

に行政文書管理に詳しいだけでなく、よほど行政事

務に精通していないと序列についての適正な指導は

できない。日本にはこうした指導ができる専門家が

十人程度はいるが、海外は寡聞にして知らない。そ

もそも海外では、序列を組む水平分類の考え方その

ものがないようである。８月号でも触れたが、文書

管理の国際会議の席では、「東洋のマジック」と煙

に巻いた、ＡＫＦの序列による水平分類の考え方は、

その後実践的な海外指導を通して、徐々に世界的に

評価されていくことであろう。

なお、序列についての説明は、紙幅の関係もあり、

これぐらいでご勘弁いただきたいのだが、ＡＫＦの

導入過程では、各課の執務室での指導が１時間ずつ

４回、計４時間の実地指導が行われ、その５０％の

２時間を序列の指導に充てている。

（２）「ファイル基準表」の働き

ＡＫＦでは、導入過程の最後に階層分類をし、水

平分類で仕上げた分類を表にまとめるが、これを

「ファイル基準表」といっている。

文書には、発生から廃棄までの流れがある。この

流れを記録したのがファイル基準表であるともいえ

る。ファイル基準表は、毎年度末に更新するが、た

だ単に文書の発生から廃棄までの文書の流れを記録

するだけでなく、見方を変えれば、文書のライフサ

イクルを統制する管理用具といってもよいものであ

る。また、その年度の文書の分類体系、そのもので

もある。

ところで、先に見たように文書分類の副次的な目

的は、文書分類の表を情報目録として援用すること

であった。既に説明したように、保有するすべての

文書を毎年度末に、その文書管理実態をそのままに、

ファイル基準表に書き写せば、そのコピーをもって

情報公開目録として援用することは可能である。

このファイル基準表には、次のようなさまざまな

働きがある。ワリツケ式の「文書分類表」の働きと

対比してもよい。

①文書の保存表としての働き

ファイル基準表には、書庫に保存された文書が、

どの棚の、何番の文書保存箱に収められているか

を記録されている。したがって、この表で保存文

書の所在が確認でき、即時検索が可能になり、文

書の貸出しや閲覧も円滑に行われる。いわば、こ

の表には、保存文書の検索台帳としての機能があ

るといえる。

②文書の保存期間表としての働き

各原課で、小分類ごとに保存期間を設定し、そ

のことをファイル基準表に記録する。小分類の中

には、何種類かの保存期間の異った文書が入るこ

ともあるが、最長の保存期間を適用する。その際、

その前提として個々の文書の保存期間は、各課と

して必要最小限の期間にするように心掛ける。
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③アーカイブズの評価選別リストとしての働き

保存期間満了年度に、例えば、ファイル基準表

にアーカイブズの評価選別に係る検索エンジンを

かけることで、自動的にアーカイブズ目録の作成

が可能になる。

④文書の廃棄表としての働き

保存期間を経過した文書は、歴史的資料等の重

要な公文書はアーカイブズとして公文書館等に移

管し、移管にあたわざるものを廃棄する。廃棄し

た年月日を、ファイル基準表に記録する。したが

って、廃棄文書の経過が明らかになる。

⑤情報公開目録としての働き

自治体の情報公開制度においては、請求者の利

便を考慮するため、文書の検索に必要な文書目録

等の資料を作成し、これを一般の利用に供するこ

とが求められる。そうした際に、このファイル基

準表上の個人情報や存否を明らかにしてはならぬ

情報に考慮をしてコピーを行い、これを情報公開

目録として援用することができる。

８月号で、「担当者がいなくても１０秒台で取り出

す『他者検索』」をしている高速検索自治体をいく

つか紹介した。

今回は、こうした事例の中から、旧浦和市を取り

上げ、実際に行われた文書分類の実践過程を、少し

詳しく紹介する。それは、同市のＡＫＦ全庁導入の

企画立案者であり、如何なくその才腕を発揮して世

界に冠たる文書管理システムを構築した三枝政幸氏

（当時、浦和市総務部総務課副主幹兼文書係長。現、

さいたま市環境経済局経済部経済政策課調整主幹）

から、お話をお聴きすることができたからである

（文責、筆者）。

なお、旧浦和市の職員は、導入研修（１時間半の

うち、分類に関する研修は約３０分間）を受けるまで

は、文書分類の経験をほとんどがもっていなかった。

研修受講後、まず全職員は自らの担当業務の文書を

４．［事例紹介］（旧）浦和市における
文書分類の実際
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まとめて小分類を作ることから始め、ツミアゲ式で

階層分類を作り、次に外部の専門アドバイザーの指

導も受けながら、序列を組んで水平分類も仕上げて

行った。そして、遂には担当者がいなくても課長を

はじめとして他の担当者でも文書を平均１４秒で他者

検索するという高速検索性を確保するに至った。

（１）分類は、検索の手段であると位置づけた

旧浦和市では、分類は検索の手段である、と明確

に位置づけた。したがって、各職員が保有するすべ

ての文書、いわゆる組織共用文書と個人文書を一括

して、系統的に分類し、階層的に３段階のツリー構

造にして序列を組んだ。この分類を構築することで、

検索の手段が確保されて、即時検索性と他者検索性

とが担保され、行政事務の効率化を支援した。

毎年度末ごとに、活用してきた分類の体系と、小

分類ごとに設定した保存期間とを、「ファイル基準

表」に書き写した。そして、この毎年度末に更新す

る「ファイル基準表」を、各原課で収納管理し、自

課の保存文書の検索台帳として活用できるようにし

た。

また、各原課が「ファイル基準表」を総務課のサ

ーバーに入れることによって、小分類数にして年間

２０万冊（文書の枚数にして１，０００万枚相当）が登

載され、旧浦和市行政情報データーベースが構築で

きた。これを庁内ＬＡＮに接続することで、全庁の

情報を共有化して情報装備力を高めるとともに、情

報の活用システムとして機能させることを可能に

し、意思決定の最適化を支援した。

一方、情報公開時には、「ファイル基準表」を、

開示請求者の利便性を考慮して情報公開目録として

援用した。公開請求者からは、分類項目のタイトル

が具体的であり、検索しやすいと声があり、好評で

あった。

このようにして、旧浦和市の文書分類は、主たる

目的としての即時検索性を担保して、行政事務の効

率化を支援し、庁内ＬＡＮ上で豊かに装備した情報

を検索して意思決定の判断材料として活用し、その

最適化に資するものとなった。そして、副次的に情

報公開の目録として援用した。なお、目録登載情報

は、紙文書だけでなく、ＦＤのすべても登載した。

（２）全職員が、分類作業を実践した

むろん、旧浦和市は、ツミアゲ式分類を採用した。

そして、専門アドバイザーからすでに見た「文書の

まとめ方の三原則」など、分類についての研修を受

けた後、全職員が自らの手で分類を作り始めた。あ

らかたできあがった分類を、さらに専門アドバイザ

ーから検索性を上げるために数次にわたって、序列

の組み方などを中心に指導を受けた。これを、もう

少し具体的に説明すると次のとおりである。

職員は、分類を始める前に、手持ちの文書を年度

別に区分整理をした。１簿冊の綴りの中に数年度分

の文書があるときも、年度区分でばらし、原則とし

て前々年度以前文書は書庫で保存又は廃棄とし、事

務室に前年度と現年度文書を残した。

現年度の文書は、とりあえずそのままにしておき、

まず前年度の文書を分類の対象にした。それは、前

年度文書ならば、４月から３月までの１年度分がそ

ろっており、文書量をつかんでから作業に入ること

ができるからである。そして、前年度文書の分類が

終わったら、これを参考にしてとりあえずそのまま

にしてあった現年度文書に応用した。

（３）数のコントロールにこだわって、ツミアゲた

まず、始めに文書ありきと考え、ばらした前年度

文書を見ながら、共通性のある文書や、関係深い文

書及び同じ仕事に使う文書等を５０枚程度にまとめ

て個別フォルダという紙挟みに入れて小分類名を書

いた。一人当たりの個別フォルダ数は７０冊ぐらい

になった。次に、共通性や関連性があり、同じ仕事

に使う個別フォルダを１０冊程度集めてまとめ、第

２ガイドという仕切り板に中分類名を書いた。一人

当たりの第２ガイド数は７つぐらいになった。

さらに、共通性や関連性があり、同じ仕事に使う

第２ガイドを５つぐらい集めてまとめ、第１ガイド

という仕切り板に大分類名を書いた。一人当たりの

第１ガイド数は２つぐらいになった。このように、

まず文書をまとめたり、分けたりして小分類を作り、

小分類をまとめて中分類を、中分類をまとめて大分
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類をというように下から上へツミアゲた。

（４）序列を組んで、課としての情報の共有化を確

保した

こうして各職員が作った分類を課としてまとめ、

検索しやすいよう序列を組んで配列した。序列は、

検索の思考過程に沿って組むことになるので、専門

アドバイザーから専門的な指導を数次にわたって受

け、課の全職員で検討しながら分類体系を構築し、

課としての情報の共有化を確保した。

前年度の分類体系ができたら、大分類・中分類・

小分類の３段階のツリー構造を序列にそって「ファ

イル基準表」に書き写した。その際、個別フォルダ

ごとに保存期間を設定し記入した。導入完了の時点

で、前年度のファイル基準表が完成することになっ

た。そして、前年度の分類体系を現年度に応用した。

現年度に、もし前年度には無かった文書が発生して

も、何しろ全職員が文書分類の成功体験を持ってい

るので、自ずと新しい分類を作るなどの対応が可能

になった。

（５）保管文書量が、２割に激減した

日本の自治体では、一人当たりの文書管理改善前

の事務室での文書保有量は、平均約６万枚／人、つ

まり６ファイルメータ／人（ｆｍ：文書量を計る単

位で、文書を積み重ねた高さが１ｍなら、これを１

ｆｍという。１ｆｍの文書の枚数は、１万枚に相当

する。）程度であった。文書管理改善を行うと、約

５割が移管及び廃棄対象、約３割が書庫での保存対

象、そして約２割が保管対象になるのが一般的な傾

向である。したがって、事務室で保管される文書量

は、１.２ｆｍ／人になる。保管文書は、ふつう現年

度が６割で前年度が４割ぐらいの割合になるので、

現年度文書量は約０.７ｆｍ／人（７,０００枚／人）

であり、前年度文書量は０.５ｆｍ／人（５,０００枚／

人）になる。

旧浦和市も、ほぼ同様の比率になった。つまり、

１,８００台のＡ４判３段キャビネットを購入して、

２，０３０台の保管庫を廃棄することとなり、一人当

たりの事務室での文書保有量は、１.１９ｆｍになり、

ＡＫＦ導入前の約２割に激減した。その結果、検索

対象文書の減少により、検索時間の短縮とスピード

アップに寄与することになった。

今回は、まず簿冊式自治体において「文書分類表」

をもっているにもかかわらず、速やかに探せないと

いう現状に注目し、その原因がワリツケ式分類方式

にあることを明らかにした。

次に、文書分類の目的を明らかにし、主目的とし

ての文書の即時検索性と、副次的目的としての情報

公開目録の作成を指摘した。こうした目的達成のた

めの手段としての文書分類方式を検証した結果、ワ

リツケ式には即時検索ができないという欠陥が明ら

かになったが、ＡＫＦ自治体のツミアゲ式はいずれ

の目的も達成する合目的的な分類方式であることが

判明した。

そこで、高速検索性を確保し得る実践的な分類技

法としてのツミアゲ式階層分類と序列による水平分

類とを明らかにし、数のコントロールなどのノウハ

ウも公開した。

終わりに、分類は実践の科学であるだけに、文章

表現には自ずと限界があるが、ツミアゲ式分類技法

の優位性を確認するために、本技法を駆使して全職

員が担当外の文書を平均１４秒で他者検索するという

高速検索性を確保した実績をもつ、旧浦和市職員の

分類実践の過程を跡づけて、文書表現の限界を補っ

た。

言うまでもなく、分類は、検索の手段である。い

くら文書が電子化されようとも、電子的に、自動的

に文書の分類が可能になった、という話は聞いたこ

とがない。文書分類は、当分は人間の聖域のようで

ある。分類は、頭の整理になり、仕事の整理にもな

る。適正な分類なくして、適正な文書管理なしであ

る。分類は文書管理の核（コア）である。

今、改めて、文書分類の必要性と重要性を見直す

こと、そして分類の目的に照らして最適な文書分類

方式の選択が求められているのではなかろうか。

おわりに
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