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行政と説明責任※

I 説明のあり方、責任の果たし方

1.ディスクロージャーか、アクセスか

2.行政の説明責任

( 1 )対象と相手方

( 2 )オープンにする手段・方法、「説明j の態様

( 3 )文書閲覧窓口制度との関係

3. 行政情報公開法制の性格

E 行政情報公開法制上での「説明賀任J
1 .説明責任の論拠と開示請求権者の範囲

井上禎男

( 1) r説明責務(アカウンタピリティ)Jと「知る権利j

( 2) r何人もj か否か

( 3 )どこに脅かれているのか

(4 )解釈準則としての機能

2. 文書の特定、不存在、存否応答拒否

( 1 )概要

( 2 )説明責任

一一処分理由の提示義務、訴訟における主張立証責任

3. 不開示・非公開情報

( 1 )不開示情報としての f個人情報Jと本人開示の可否

( 2 )その他の不開示情報

( 3 )説明責任

一一処分理由の提示義務、訴訟における主張立証責任

皿 行政情報公開と公文書管理法制

1.公文書管理法制の現状

2.公文書管理法の目的と文書の管理プロセス

3. 公文書管理法の制度設計の概要

W 説明を求める側の責任一一「権利の濫用J

※ 本稿は、法学教室 No.432(2016年 9月号)20・26頁に掲載された井上禎男「行政と

説明責任J(特集 f情報と行政法Jm論文)と同一論題・同一構成の論考である。紙

幅の関係上、同誌上で大幅に割愛せざるを得なかった内容を補完するものであるが、

執筆の時期 (2016年 6・7月)は変わっていない。そのため、本稿を大幅に要約した

ものが前誌掲載分になる。なお、前誌掲載稿の依頼に際しては、公文書管理法および

地方公共団体における情報公開法制にもふれること、審査会については別枠(同特集

のV論文・折橘洋介「第三者機関による救済的制度J) で取扱い、オープンデータに

ついても同様であり(同VI論文・原田大樹 fビッグデータ・オープンデータと行政法

学J)、これらの内容を除外することが執筆要件であった。その上でなお、前誌掲載分

ひいては本稿においては、情報公開法制の制度設計や判例整理を軸に据えるよりも

むしろ与えられた論題(依頼ママ)に沿いながら、行政によるカウンタピリティ

(accountability)の観点を意図した構成と執筆に努めた。
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I 説明のあり方、責任の果たし方

1 .ディスクロージャーか、アクセスか

法制度としての公開・開示の性格理解の端緒として、法令名称の英米語訳を

ひとつの手がかりにしてみたい。同じく“オープンにする"ための法制度であっ

ても、情報を保有する主体が行政機関や独立行政法人等である場合と、企業に

よる場合とでは意味合いを異にしていることに気づく。

会社法・金融法の分野では、企業側に特に法律上義務づけられている株主や

投資者に対する直接・間接的な特定書面の提示、企業情報の開示・公開を意味

する「ディスクロージャー (disclosure)Jが法定されている(会社法 435条 1・

2項、 617条 1・2項、 70条 1項、 71条 1項、 301条 1項、 302条 1項および

325条等、金商法 2条の 2"'27条)。

そのため、ここでの f開示Jr公開Jは、法令名称上でも disclosureとして表

記される。例えば、「企業内容等の開示に関する内閣府令J(昭和 48年大蔵省令

5号)の外国語訳(英米語訳)1 は CabinetOffice Ordinance on Disclosure of 

Corporate Affairsであり、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令j

(平成 5年大蔵省令 22号)は CabinetOffice Ordinance on Disclosure of 

Infol'mationt etc. on Regulated Securitiesである。

他方、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律J(平成 11年法律 42号。

以下「情報公開法Jという。)の英米語訳は Acton Access to Information Held 

by Administrative Ol'gansであり、『独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律J(平成 13年法律 140号。以下『独法公開法Jという。)は Acton 

Access to Information Held by Independent Administl'ative Agenciesである。

つまり、主体が行政機関や独立行政法人等である場合には、情報を求める相

「日本法令外国語訳データベースシステムJhttp://www.japaneselawtranslation. 
go.jpl (2016年 6月にアクセス)による。「今後の司法制度改革の推進についてj

(平成 16年 11月26日司法制度改革推進本部決定)におけるわが国法令の外国語訳
推進の基盤整備の要請から、 2005(平成 17)年 1月以降、「法令外国語訳推進のた
めの基盤整備に関する関係省庁連絡会議j が開催されている。同システムに掲載さ
れる翻訳は公定訳ではないとされるものの、国の協議を経て公開される翻訳である
ために、その信頼度は高いだろう ο 以下の法令英訳は同システムから参照できたも
のである。
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行政と説明貨任(井上禎男}

手方からの作為・アクションである情報へのアクセス行為 (Accessto 

Information)に基づくものとして観念されているので、同じ法制度上での『公

開Jや「開示Jであっても、特定ないし一定の者(株主や投資者)に向けた情報

主体(企業)からの義務としての公開・開示 (disclosure)とは性格を異にする

ことになる。

2.行政の説明責任

( 1 )対象と相手方

行政活動の相手方は、企業のディスクロージャーの相手方(株主や投資者)

に比べれば、より広範かっ抽象的な存在になる2。そうすると行政の場合には、

ディスクロージャーにみられるような法定の、つまり会社法・金融法の条文上

での一定程度に対象を限定された範囲・方法での公開・開示には馴染まない、

ということになりそうである。

そうであれば、行政の場合の公開・開示の相手方からの求め (access)に応

じる限りでの公開・開示、そうした手立てによる「説明Jで「責任Jを果たせ

ば足りるのか、という疑問も生じてくる。

(2) オ}プンにする手段・方法、『説明Jの態様

問題意識を少し広げてみたい。広報活動や情報提供まで含めると、行政によ

る「説明Jの態様や“オープンにする"手立てには様々なものがある。

広報活動については、紙媒体(広報誌など)や周波数(テレビ・ラジオでの

広報番組)を用いる場合のみならず、国や地方公共団体がホームページを開設

してウエプ上に積極的に情報を出すことも一般的になってきている。

2 いわゆる CSR(Corporate Social Responsibility :企業の社会的責任)については、

企業の自主性と倫理意識を強く反映する点で、法制度を問題にする本文の文脈から

は除外されることになる。なお、地方公共団体における外郭団体等について情報公

開法制に取り込む工夫の一端・嚇矢(福岡方式)ついては、大橋洋一『都市空間制御

の法理論~ (有斐閣・ 2008年)164頁以下[初出:川上宏二郎古稀『情報社会の公法

学』信山社・ 2002年所収]を参照。なお、外郭団体の情報公開については、宇賀克

也『行政手続・情報公開~ (弘文堂・ 1999年) 193・194頁および 204・205頁にみら

れる提言が先駆的であり、かつ、条例による対応も含めた民間委託・地方公共団体の

組合にかかる情報公開ならびに一般法人・公益法人の情報公開については、宇賀克

也『情報公開・個人情報保護ー最新重要判例・審査会答申の紹介と分析-~ (有斐閣・

2013年)7-9頁および 60頁以下に詳細である。
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さらに今日では、役所が有する災害、気象、交通などのデータをいわゆる『ビ

ッグデータ J(構想)と連動して共通の基盤化を図り、一般利用者が自由に取り

出せるシステムを構築する「オープンデータJをめぐる議論が盛んである。こ

れは、公共データが二次利用可能な形で提供されることによってもたらされる

官民によるイノベーションの創出として理解することができ、また IT

(Information Technology :情報技術)や ICT(lnformation and Communication 

Technology :情報通信技術)を用いる点に特色があるといえる。そうすると、技術

的な手段において可能性が見込まれる行政情報の将来的な利活用まで見越した

提供行為と考えてもよいだろう 3 0 

また、いわゆるパブリック・コメント制度も、政策決定のために行政活動に先

立って行われる“オープンにする手立て"のひとつである。行政手続法(平成 5

年法律 88号)6章「意見公募手続等J(平成 17年法律 73号による同法改正で創

設)は、その「法制度Jとして存在・機能している。もっとも、パブリック・コ

メントのあり方は必ずしも同法上のものには限定されないし、地方公共団体にお

ける制度の位置づけについての理解は、より多様なものとなっている4 0 

3 国のみならず、自治体においても ICTを用いた行政が活発化している。先駆的な地

方公共団体のひとつである佐賀県の武雄市では、 2010年以降、職員全員がツイッタ

ーのアカウントを取得し、 SNS(Social Networking Service) を用いた行政情報の

発信と伝達、行政サービスを行っている。特に即時性の観点から、こうした取組みの

有用性は否定できない。しかし、財産のみならず生命にもかかわるこうした情報が

『誤情報」であり、かっ f善意のりツイート Jによって拡散することも想定できなく

はない。その「責任Jの所在は、果たしてどこにある(あるいは、行政には(も)な

し、)のか。即時性をもってする有用性自体は否定できないにせよ、 SNSのみに依拠

することの危うさは拭えない。デジタルデパイドへの行政対応の課題を考えても、

伝達・共有のツール・チャンネルはなお多様であるべきだろう。なお、この点につい

てはいまだ報告段階ではあるが、井上禎男 fコミュニティにおける災害時の情報伝

達・共有のあり方」地区防災計画学会第 11回研究会 (2015年 12月。於.名古屋大

学東京オフイス)報告(同研究会「印象記Jに掲載:】htt句p:川IIg伊akka剖i
file飴sl仕rp151212.pdf) (2016年 6月にアクセス)λ、および井上禎男「大規模災害と住

民参加(地区防災計画のあり方)J文部科学省「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害

の軽減化プロジエクトれ」サププロ@r都市災害における災害対応能力の向上方策に

関する調査.研究J第 1ωo回都市防災研究協議会(政策)(2015年 5月。於・京都大

学品川オフィス)での報告(http://www.drs.dpri.kyoto-u.ac.jp/ur/sig/la wl 
program_llO.html) (2016年 6月にアクセス)を参照。

さしあたって、板垣勝彦「パブリック・コメント j高木光=宇賀克也編『行政法の争

点、~ (有斐閣・ 2014年)84・85頁および同掲載の参考文献を参照。
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行政と貌明責任(井上禎男)

伝統的な広聴活動についてはどうか。広聴活動は、法定の「公聴会J(例えば、

住居表示法 5条の 2第 6項、都市計画法 16条 1項・ 18条の 2第 2項、国土利

用計画法 8条 3項等に所定のもの)や「公衆の縦覧J(都市計画法 17条 1項・

2項、 20条 2項等に所定のもの)に限定されるものではない。ただし行政法学

においては伝統的に、個別分野とりわけ開発・都市法制領域での「公聴会Jr縦

覧Jが重要視されてきた。これらはいわゆるパブリック・インボルプメン卜

(public involvement :計岡策定への市民参加)手続の一端としてのディスクロ

ージャーとして促えることができる。もっとも行政過程における「住民参加J

のあり方は多様であり、行政に課せられた義務としてのディスクロージャーと

いう一面のみならず、「住民参加Jあるいは「公私協働jのー形態S として複合

的・多面的に捉える必要があることには注意を要する60

(3)文書閲覧窓口制度との関係

行政情報を広く市民に知らせるために、国の行政機関や地方公共団体では、

窓口での閲覧対応を行っている場合がある。行政はその保有・取得するすべて

の行政文書について閲覧制度による対応を図っているわけではなく、作成した

目録に基づいて、閲覧が可能な文書のみを閲覧に供している。

こうした対応自体に問題はない。市民の側が窓口対応で満足しない場合には、

当該市民が開示請求権者であることを前提に、開示請求権の行使に進めばよい

ことになる 7 0 

3.行政情報公開法制の性格

行政情報公開法制は、法制度である点で法的な根拠を有しない情報提供とは

異なる。また、情報公開法および独法公開法ならびに地方公共団体の公開条例

が開示請求権を画した範鴫での市民(具体的な範囲・属性は、法文の文言によ

る)が任意に欲し求める、何らかの行政情報を対象としている。その意味では、

ここでは、野口貴公美『行政過程における住民参加」高木光=宇賀克也編前掲注 4香

90・91頁ならびに同掲載の参考文献を参照。

6 都市計画法上でのプロセスにおける「参加Jと「説明責任j の峻別と機能理解を説

く、魚松生史『手続過程の公開と参加J磯部力=小早川光郎=芝池義一編『行政法の

新構想 II.s(有斐閣・ 2008年)特に 302・304頁を参照。

7 広義の情報公開の類型および情報公開と行政手続法との関係については、宇賀克也

『行政手続法の理論.s(東京大学出版会・ 1995年) 135・150頁を参照。
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行政からみれば『受動的Jな「説明jの態様あるいは“オープンにする手立て"

となる。

加えて、「事件性の観念j を有する行政手続とは対照的に、「固有の主観的利

益j がなくとも広く開示請求権を認めている点8 に大きな特色がある。

行政情報公開法制は、確かに「アドホックな情報提供義務」の範囲にとどま

るものではあるが、対象となる行政情報が行政によって意図的にあるいは一方

的に抽出ないし加工されたものではない点で極めて重要である。しかも開示請

求権者の「固有の主観的利益Jにとらわれるものでもなし、から、「情報開示請求

制度j には、「行政サイドの『物語』のコンテクス卜にとらわれず、それら第一

次情報を素材とした市民社会内部の自由なコミュニケーションを可能にする点

に固有の意義が認められるJことになる90

E 行政情報公開法制上での「説明責任J

1 .説明責任の論拠と開示請求権者の範囲

( 1) r説明責務(アカウンタピリティ )J と「知る権利J

情報公開法の目的は、「行政機関の保有する情報の一層の公開Jと「政府の有

するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすること Jである (1

条)。この目的規定中にある「国民に説明する責務Jは、一般に「アカウンタピ

リティ (accountability)Jと呼ばれる(以下、 f説明寅・務Jという。)。

公開性 (openness) と説明責務 (accountability) という 2つの概念は、諸

外国の情報公開法の目的上でも一般的とされる。ことにわが国においては、具

体的な事件や社会問題を背景-としながら、マスコミ等によって行政が果たすべ

きものとしての「説明責任Jの語が用いられたこともあって、広く知られると

ころとなった10 0 

8 参照、塩野宏『行政法 1 (第 6版U(有斐閣・ 2015年)353頁。
9 参照、知松前掲注 6論文 308・310頁。
10 参照、宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第 6版U(有斐閣・ 2014年。以下で

は、単に「字賀前掲注 10書j と用いる。)30・35頁。なおアメリカの情報公開法であ
るFOIA(Freedomoflnformation Act)の目的規定の理解にあっても accountability
の語が一般的に引かれるようである。その一方で、アメリカの論者によっては right
toknow(知る権利)を用いる場合もあることが指摘されている。この点については、
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ここでは説明責任なのか、説明責務なのかという問題がある。アカウンタビ

リティを「説明責任j とするのか『説明責務Jとするのかによって生じる差異

については、実はさほど明確ではない。論者によって用い方も異なる。ここで

はさらに accountabilityが行政の側からではなく、むしろ国民によってなされ

る責任追及権の保障概念であるとする見解も説かれている 11。もっともそうし

た理解に依拠する場合でも、あるいは行政を主体とした f説明Jに力点を置く

にしても、わが国の場合には「国民主権j の要簡がかかる点が正鵠となるだろ

う。つまり、情報公開法 1条では、「国民主権の理念にのっとり、」という文言

が opennessとaccountabilityの双方に先行して置かれており双方にかかるた

めに、その位置づ、けが決定的な意味を持つことになる。

アカウンタピリティ自体については、観念的にみるのならば、「責務j とした

方が「責任Jに比べてより広い射程として捉えることを可能にするだろう。そう

すると、個人的には現行法の文言どおりの「行政Jを主体とした説明「責務Jと

促える方が適宜であると考える。ただ、いずれにせよ「政府のアカウンタピリテ

イは、国民主権原理のコロラリーとして導かれるJ12 ことには変わりはない。

宇賀克也『情報公開法ーアメリカの制度と運用ー~ (日本評論社・ 2004年)11頁お

よび 15・16頁の注 1を参照。その他、スウェーデン、オーストラリア、カナダ、ニ

ュージーランドにおける公開法制上での目的規定については、行政改革委員会事務

局監修/行政改革委員会行政情報公開部会『情報公開法要綱案(中間報告)~ (第一

法規・ 1996年。以下 f行政改革委員会前掲注 10中間報告」と用いる。)および行政

改革委員会事務局監修『情報公開法制一行政改革委員会の意見ー~ (第一法規・ 1997
年。以下「行政改革委員会前掲注 10意見J と用いる。) 151・152頁を参照。なお、

情報公開法の附則規定の法施行後 4年を目処とする見直しにかかる総務省有織者会

議「情報公開法の制度運用に関する検討会J(平成 16年 4月~平成 17年 3月)の

報告書では、目的規定にかかる調査対象の 30か国中、「知る権利Jの語を用いるの

は韓国 1か園、 fアカウンタピリティ j を用いるのはニュージーランド、メキシコ、

南アフリカ、ボスニア・ヘルツェゴピナの 4か国とされる。参照、 IAM(行政管理

研究センター)編『情報公開制度改善のポイントー総務省・情報公開法制度運営検討

会報告ー~ (ぎょうせい・ 2006年。以下『情報公開法制度運営検討会前掲注 10報告j

と用いる。)28頁。

11 参照、「アカウンタピリティ Jの語源にもふれる井出嘉憲 f公開パラダイムの受容と

変容-情報公開制度における『統合性』の課題一J井出嘉憲=兼子仁=右崎正博=

多賀谷一照編『講座情報公開一構造と動態-~ (ぎょうせい・ 1998年)107・134頁。

12 参照、宇賀前掲注 10番目頁。また法 1条の構造理解と「知る権利Jとのかかわり

については、本法のコンメンタールである右崎正博=多賀谷一照=田島泰彦=三宅

弘編『情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法一情報関連 7 法一~ (日本評論社・
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そうすると、国民主権を前提とする以上、他方で「知る権利Jの語を用いる

ことも十分に考えられるはずである。

情報公開法 1条に「知る権利Jが明記されなかった理由は、端的には、最高

裁判例において行政機関への情報開示請求権としての「知る権利Jが明言され

てこなかった、換言すれば「知る権利J自体を否定するものではないにせよ、

それが未成熟であったことに求められる 13 0 この点については、情報公開法制

の立法化に向けた検討段階においても、憲法上の根拠の所在と権利性理解の多

様性がつとに指摘されてきた経緯も認められる 140 ただし、その実定法概念と

2013年)18・21頁の本条解説部分[右崎正博]を参照。さらに下級審判例も含めた

「知る権利Jへの論及と法 1条の意義については、高橋滋=斎藤誠=藤井昭夫編『条

解行政情報関連三法~ (弘文堂・ 2011年) 188・202頁[斎藤誠]にも詳細である。

13 参照、総務省行政管理局編『詳解情報公開法~ (財務省印刷局・ 2001年)13・14頁、

宇賀前掲注 10書 32・34頁。なお、判例においてもその後、最決平成 21・1・15民

集 63・1・46、判時 2034・25、判タ 1290・126の呆徳治、宮川光治両裁判官補足

意見で明らかにされたように、情報公開諦求権としての「知る権利」の機能を否定

してはいない。本最高裁決定については、さしあたって、井上禎男「本件評釈J福岡

大学法学論叢 57巻 2号 (2012年 9月)211・233頁および同 f本件評釈J宇賀克也=

交告尚史=山本隆司編『行政判例百選 1(第 6版U(有斐閣・ 2012年) [以下本稿

では、本文も含めて『百選 16版」と用いる。なお、旧版および宇賀克也=交告尚史

=山本隆司編『行政判例百選 11(第 6版U(有斐閣・2012年)もこれに倣って略す。]

92・93頁ならびに同掲載の参考文献を参照。また、宇賀克也 f情報公開訴訟におけ

るインカメラ審理J論究ジュリスト No.3(2012年 8月) 19・25頁および字賀前掲

注 10番 32-34頁にも詳細。あわせて、田島泰彦「知る権利と情報公開制度j大石民

=石川健治編『憲法の争点~ (有斐閣・ 2008年) 132・133頁も参照。

1.' r情報公開法要綱案J(平成 8年 12月 16日 f情報公開法制の確立に関する意見J-

11)第 1章『総貝IJJ第 1r目的J(行政改革委員会前掲注 10意見 5頁)および同該

当部分「考え方J(同 15・16頁)を参照。「情報公開法要綱案(中間報告)J (平成 8
年 4月 24日)第 1章「総員IJJ第 1r目的J(行政改革委員会前掲注 10中間報告 3

頁)も同様の文言で規定しており、現在の情報公開法 1条の大枠となっている。な

お遡って、総務省行政管理庁監修『情報公開制度化への課題一情報公開問題研究会

中間報告一~ (第一法規・ 1990年)においても、同様の議論がみられる(同番 9・12
頁を参照)。また、法制定・施行後の見直しにかかる情報公開法制度運営検討会前掲

注 10報告においても同様である(同番 27頁参照)。もっとも、憲法上の根拠条文

については、おそらく 21条に求めることが多数の理解だろう。しかし他方では、 13
条の個人の尊厳、前文・ 1条・ 15条 1項の民主主義、 13条の人格形成・幸福追求、

15・16・9条の生存権、 23条の学問の自由による理由づけも排除されないだろうし、

さらにこれら実定の条文上のみならず、 f国家行為公開J原則lから導かれるべきこと
も説かれている。この点については、石村善治f知る権利と情報公開J(初出:r公法

研究J(日本公法学会)43号・ 1981年)、同「近代国家と公開原則J(初出:同編『情
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しての未成熟さや多様性の表裏にあるものとして、「知る権利Jが一般的に認知

されている実体もまた看過し得ないはずである。ここではさらに、情報公開法

が目的規定で「国民主権J原理を明記したことに照らせば、国民の立場からの

視点に立つ限りでは、あくまでも「説明責任より知る権利の方がふさわしかっ

た」とする見方もある 150

「知る権利j をめぐっては情報公開法案提出後の国会における政府説明およ

び審議過程においても論議された16。さらに、制定・施行後の民主党政権下で

の目的規定への『知る権利J明記に向けた法改正へと至る作業ならびに改正法

案の提出(ただし、 2012年の衆議院解散にともない廃案)にも継続することに

なった170

もっとも、立法技術の観点をも容れると、目的規定の設置が普遍的なもので

はない以上、制度として普通性を有する情報公開法の目的規定での「知る権利J

の明記を不可欠とみる必要はないのかもしれない18。そして、政府情報の公開・

開示請求権としての「知る権利Jが、まさに情報公開法の目的上で明記される

「国民主権J原理と重なることを踏まえると、 f少なくとも抽象的には懲法 21条

によって保障される j こうした「知る権利J自体の有用性は認められることに

なり、目的規定への文言の明記いかんが「決定的な重要性を持つわけではないJ19 

と捉えることにも理由はある。

これに対して、法律に先行して制定・施行されてきた公文書公開・情報公開

条例においては、住民等の「知る権利Jが明記される例も少なくない。

報公開ーその原理と展望-~法樟文化社・ 1983 年)いずれも石村善治『言論法研究
II (知る権利・プライパシー・国家機密・デモ行進U(信山社・ 1993年)所収を参

照。

15 参照、松井茂記『情報公開法[第 2版H(有斐閣・ 2003年)33・40頁。

16 参照、畠基晃『情報公開法の解説と国会論議~ (背林書院・ 1999年)36・37頁。

17 参照、藤原静雄「情報公開法改正案の概要J季報情報公開・個人情報保護 Vo1.41(2011 
年 6月)2-3頁および同『情報公開法改正案についての備忘録:大臣試案に対する

意見書と審議過程」法皐新報 119巻 7=8号 (2013年 1月)41・83頁。また、宇賀

前掲注 2~.情報公開・個人情報保護~ 26-28頁も参照。

18 参照、塩野前掲注 8書 358頁の注 3。
19 参照、長谷部恭男 f情報公開法の目指すもの」小早川光郎編『情報公開法ーその理

念と構造ー~ (ぎょうせい・ 1999年)3-22頁。
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(2) r何人もJか否か

情報公開法の場合、政府の説明責務が「憲法の定める民主主義の制度に由来

するものJとして、国民主権原理を基底に「国民j に対して向けられている。

そうであるにもかかわらず、開示請求権者は「何人もJと規定されている (3条。

独法公開法 3条も同様)。ここで「国民Jに限定しない理由は、外国人排除の

「積極的理由が乏しいこと Jおよび政策的意義にあると説かれる20。

条例上でも、数の上では「何人もj型の方が多いと言われる。他方で、「何人

もj 型を採らない場合には、開示請求権を一定の範囲の者、多くは当該地方公

共団体に「住所を有する者」、同じく「事務所文は事業所を有する個人及び法人

その他の団体J、その地方公共団体に「存する事務所文は事業所に勤務する者及

び市内に事務所文は事業所を有する法人その他の団体の構成員J、同じく「存す

る学校に在学する者Jといった文言や表現で、具体的に開示請求権者たる「住

民等Jが限定される。

もっとも、「何人もJと明記しない場合でも、上記のような文言による限定・

限定を事実上設けない方向を指向する立法例もある。その一例としての f渋谷

区情報公開条例J(平成元年渋谷区条例 39号。平成 18年条例 45号による改

正)では、上記のような限定列挙を示した上で、それらに f掲げるもののほか、

公文書の入手を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体j

に開示請求権を認めている(同条例 5条 5号)21。

(3) どこに書かれているのか

情報公開法および独法公開法(以下「両法j という。)は前文を持たないが、

目的規定(両法ともに 1条)を有しており、ここで説明責務が明記されている。

これに対して条例は多様である。

都道府県および政令市条例に限ってみると、数の上では、前文がない条例の

ほとんどで目的規定に「知る権利j と『説明責任jーーなお、注 22に掲げた出

典上の表記にも倣ったが、そもそも条例におけるアカウンタピリティをめぐる

表現は一様ではないので、情報公開法における「説明資務Jとは必ずしも一致

20 参照、総務省行政管理局編前掲注目書 12頁および 28頁。

21 参照、字賀前掲注 2W行政手続・情報公開~ 209頁。
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しないはずである。その意味でも、本稿では条例におけるアカウンタピリティ

については f説明責任j の語を用いている一一の両方が規定されているようで

ある。次いで『説明責任Jのみが多いとされる。また、前文がある条例につい

ては一般に、前文において「知る権利j、目的規定において「説明責任Jが(つ

まり分散して)規定されている条例と、前文にその両方を規定することで目的

規定にはいずれも規定しない条例の二者があるとされる。数の上では、前者が

多いとされる22 0 

(4)解釈準則としての機能

説明責務自体は、本来「国j に対して向けられている。情報公開法にあって

はこれが行政機関に向けられており、 f政治的な責任Jとして理解すべきものと

なる230

もっとも、法文上での存在あるいは明記を前提とすれば、いずれのパターン

をとってみても、あるいは、仮に前文が宣言的な意味合いにとどまったとして

も、ここでの差異にこだわる必然性はないはずである。そもそもの情報公開法

制の趣旨あるいは存在意義に照らせば、どのみち、公開・開示原則を狭める方

向には作用しないと考える方が自然である24 0 

なお、同法 7条には公益裁量開示規定が存在している(条例上にも存在する

ことが多し、)。

その適用例は、 2001(平成 13)年度から 2003(平成 15)年度までの 3年間

で、行政機関で 10件、独法等で 10件の計 31件 (2002[平成 14J年度から

2011 [平成 16J年度でも同じ)とされる25 0 また、 2001(平成 13)年度から

2011 (平成 23)年度までになると行政機関で 32件、 2002(平成 14)年度か

ら2011(平成 23)年度まで独法等で 11件とされる260

22 参照、情報公開法制度運営検討会前掲注 10報告 31・34頁。パターン別での条例も

例示されている。

23 参照、総務省行政管理局編前掲注目書 12頁。なお、ここでは磯部哲「行政保有情

報の開示・公表と情報的行政手法J磯部力=小早川光郎=芝池義一前掲注 6書特に

346・349頁も参照。

24 この点については前掲注目に加えて、塩野同 357頁も参照。

25 この聞の個別の答申・判決例も含め、参照、情報公開法制度運営検討会前掲注 10報

告 187・192頁。

26 参照、宇賀前掲注 10書本条解説部分 118-119頁。
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これらの数字をし、かに評価するかにもよるが、制定後の施行当初段階に比べ

て適用例が伸びていないことからすると、現実的に当該条文があまり活用され

ていないとみることもできる27 0 その理由のひとつとしては、同法 5条各号所

定の(条例上では当該条例上での)不開示情報該当性の判断枠組みの中での考

慮が尽くされているためと考えることも可能だろう 28 0 

そうすると 7条の活用(あるいは削除)自体は議論の対象になり得るだろう

が、 7条はそもそも 5条の適用あるいは 5条による判断を前提とした条文であ

るから、本来的には 7条以前の問題として、前文や目的規定の餅酌あるいはそ

の解釈準則としての機能を考えるべきことになる。

つまり開示・不開示の法文解釈としては、不開示情報に関する同法 5条 1項

住書において不開示・非公開が例外で、あくまでも公開・開示が原則であるこ

とが明記されているので(条例の定めも問機だろう)、 7条を持ち出す以前に、

まずは 5条の枠内で(も)、法や条例の「趣旨・目的j を思料しなければならな

いことになる。

実際に、情報公開訴訟、典型的には不開示取消や開示義務付けを求める不開

示情報該当性判断にかかる司法統制においても、法や条例の『趣旨・目的Jか

ら説く判決文を目にすることは少なくない。翻ってみれば、仮に 7条のような

規定が存在しなくとも、法や条例の「趣旨・目的Jから開示・公開の可能性を

導く余地は排除されないということになる。

2.文書の特定、不存在、存否応答拒否

( 1 )概要

開示請求書の文面が漠然としていて請求人がどのような文書(なお、両法 2

27 右崎正問=多賀谷ー照=田島泰彦=三宅弘編前掲注 12書本条解説部分 69-71頁お

よび 135・136頁[村上裕章]特に 70・71頁および 136頁を参照。高橋滋=斎藤誠=

藤井昭夫編前掲注 12書本条解説部分 374・377頁[北沢義博]にも詳細である。な

お廃止の方向性を採るのではなく、 f公益上の理由による開示を行政機関の長の裁

量ではなく、義務的規定とする改正も検討されてしかるべきである」とする見解も

ある(北沢・同前)。

28 この点について前掲注 26で宇賀は、あえて法 7条に対応する規定を条文上で設け

なかった情報公開条例の例として、横浜市の保有する情報の公開に閲する条例(平

成 12年横浜市条例 1号)を挙げている。
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条 2項参照。公開・開示29 の対象は、「情報Jではなく、あくまでも「文書j

である30。具体的には組織共用文書になるが、作成による保有のみならず取得

の場合をも含む。また、決済・供覧といった事務処理手続の終了を要しない点

で対象は広い。ただし、あくまでも組織共用文書である必要があるので、職員

の個人的なメモの類は除かれることになる31)を求めているのか、把握し難い

29 求められる行政情報を開示請求権者本人に対してオープンにするという点では、そ

の者のみへの情報 f開示Jになるだろう。しかし本文でふれた情報公開法制の性格

からすると、請求対象文書が開示された場合、その者のみならず広く市民に f公開j

される結果をもたらす。その結果、“オープンにする"という括りで「開示Jも『公

開Jも等しく観念でき、 f開示Jか「公開Jかの二者択一に馴染まない以上は、あえ

て厳密な区分を採る必然性はないと考えることも可能だろう。実際、情報公開法制

における「開示Jと「公開Jについては実務上でも語法が混在している。これに対

して個人情報保護法制の場合には、あくまでも本人が自己情報の「開示J諦求権を

行使するので、『公開J という用語は使えないことになる。

30 両法 2条 2項も同様であるが、ここでの I文書j は通常、紙媒体のみならず、図画

や電磁的記録をも含む概念である(なお、社会一般の常識からすれば奇妙な印象を

受けるが、象徴的符号として捉えられる広範な概念として位置づけられるため、法

律用語としての「図面Jは fとが」と発音される。そのため、「ずがJすなわち絵画

の類に限られることなく、写真、映画、ビデオ、フィルムなども含む概念とされる。

また「電磁的記録Jとは、端的には「データJのことであり、例えば会議録や議事

録などを作成するために会識を録音したレコーダなども、それ自体で情報公開法制

上の対象物となる)。そうすると、あくまでも公開・開示の対象物は“情報を記録し

ている媒体"であって、「情報それ自体Jではない。条例名称がそのまま「公文書公

開条例j となっている場合もあるが、「情報公開法Jr情報公開条例」であっても、

「公開j されるのはf情報Jではなく、『公文書Jr行政文書j である。もっとも，福

岡県の直方市が制定した直方市情報公開条例(平成 14年直方市条例 21号)のよう

に、ごく一部の条例の中には、記録媒体を問わずに f情報Jを公開対象としている

珍しい例がある。同条例では「情報の開示Jについて、『梢求者の求めに応じて情報

を閲覧させること、写しを交付すること、視聴に供すること、その他規則で定める

方法によって認識を可能にすること Jが規定されており (2条 3号).さらに『実施

機関は、文書等の記録媒体に保管していないものの開示を求められたときは、でき

る限り速やかに当該情報を文書化し、開示しなければならなbリ (3条 3項)として、

「情報j の「文書化j を義務づけている。

31 職員の個人的なメモの類についての条例上の対応と比較法の中でのわが国の位置

づけについては、字賀前掲注 10書 47・48頁が詳しし、。ちなみに、役所で用いられ

ている電子メールの組織共用文書としての性格理解については、「佐賀県電子メー

ル取扱規程J(平成 25年佐賀県訓令甲 10号)制定前の佐賀県における問題状況と

先駆的な自治体での対応にふれた、井上禎男「電子メールの公文書該当性(佐賀県

情報公開・個人情報保護審査会平成 25年 3月 29日答申)J福岡大学法学論叢 58巻
3号 (2013年 12月)535頁以下がある。
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ような場合もある。この場合には「補IEJの求めが生ずることもあり得る(両

法 4条 2項)。

その上で請求文書が検索され「特定」される。条例上でも同様の対応が図ら

れるが、そもそも文書が「存在しなしリ場合も考えられる。こうした不存在に

は、廃棄等による「物理的不存在」と、何らかの文書が存在していた場合であ

っても、それが請求人の求めるものと解することはできないと判断される場合

である「解釈不存在Jがある。

また、例えば特定個人にかかる病歴や犯歴などのセンシティヴな情報を記載

した行政文書の開示請求がなされた場合に、不開示事由としての『個人情報J

に該当するから不開示にするという決定を下すと、そうした文書を行政機関が

保有していることが公になってしまう。こうした場合に、“そもそも請求された

文書があるともないとも断定しないで、答えることを拒否する"という選択肢

を行政サイドに認める「存否応答拒否」決定も考えられる(同法 8条。条例上

も存在する) 32 0 

これらはいずれも行政処分であるから(ともに行政手続法上の「申請に対す

る処分j に該当する)、審査会への不服申立てや訴訟による救済の対象になる。

(2)説明責任一一処分理由の提示義務、訴訟における主張立証責任

不開示決定および一部開示決定の場合(両法 9条 1項・ 2項)に同じく、不

存在決定、存否応答拒否決定の場合にも理由の提示義務が生じる(同条 2項)。

特に不存在決定の場合には、例えば、規程等に定められた保存年限を過ぎてい

るので特定年月日に廃棄された等、不存在の原因の応じたより丁寧な説明・理

由を提示する必要がある33 0 

32 両法 8条は FOIAの Glomardenialsをモデルとしている。オリジナノレについては、

宇賀前掲注 10W情報公開法ーアメリカの制度と運用ー~ 76・83賀、ならびに松井修

硯「情報公開制度上の『グローマ一回答』の問題点ーアメリカ合衆国の CIA関係の

判例を手がかりにーj 石村善治古稀『法と情報~ (倍山社・ 1997年)341頁以下に

詳細である。両法 8条については、総務省行政管理局編前掲注目番 92・96頁、宇

賀前掲注 10書 120・124頁および 199頁、右崎正博=多賀谷一照=田島泰彦=三宅

弘編前掲注 12番 71・73および 136・137頁[大林啓吾]を参照。高橋滋=斎藤誠=

藤井昭夫編前掲注 12書 378・385頁[北沢義博]の各本条解説部分を参照。

33 参照、宇賀前掲注 10寄 125・126頁および 199頁。また、総務省行政管理局編前掲

注 13書 97・101頁、右崎正博=多賀谷一照=田島泰彦=三宅弘編前掲注 12害 73・
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なお、訴訟において不存在による不開示決定時に行政機関その行政文書を保

有していたことの主張立証責任を原告側が負うべきであるとした最判平成 26・

7・14cr沖縄返還『密約』文書開示請求訴訟J判時 2242・51、判タ 1407・52、

裁時 1607・5、訟月 61・5・1037) がある34 0 

3.不開示・非公開情報

不開示情報(両法ともに 5条各号所定のもの)については、いずれかひとつ

ではなく、複数にわたり該当性が判断される場合がある。さらには該当する部

分について不開示とされ、その余の部分については開示となる「部分開示J(両

法ともに 6条。見方を変えれば部分不開示)決定も少なくない。

あくまでも原則は、公開・開示である。

( 1 )不開示情報としての『個人情報j と本人開示の可否

誰の情報であれ(開示請求する本人の情報であろうとなかろうと)、また誰が

開示請求をしようとも(開示請求者が本人であろうとなかろうと)、その情報が

あくまで個人に関する情報であれば、情報公開法制上ではそれを“公開"する

ことはできない。

不開示情報としての「個人情報Jの規定のあり方としては、一般に「個人識

別型J(両法 5条 1号に規定される文言の場合。条例の多くも同様)が採られ

ている。他方、一部の条例においては『プライパシー型J(r他人に知られたく

ないと望むことが正当と認められるJといった要件を明記する場合)が採られ

る。

なお、わが国において特に本人開示が求められる分野は医療情報と教育情報

とされる。個人情報保護条例が制定されていない段階において、既存の県公文

書公開条例(なお、不開示事由としての個人情報が個人識別型ではなくプライ

パシー型の条例であった)に基づいて、本人が当該本人情報の開示請求を行う

ことは許容されるものであり、請求への拒否処分ができないことが「条例の合

76頁および 137・138頁[曽我部真裕]、高橋滋=斎藤誠=藤井昭夫編前掲注 12番

386-391頁[七保浩二]も参照。

34 しかしながら、本判決の判示を一般視ないしは普通化することには臨時・せざるを得

ない。本判決ついてはさしあたって、井上禎男「本件評釈J判評 680号(判時 2265
号) (2015年 10月) 6・12頁および同掲載の文献を参照。また、宇賀前掲注 10杏

126・128頁にも詳しい。
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理的な解釈というべきであるJと判示されたケースも存在した(r兵庫県レセプ

ト訴訟j 最判平成 13・12・18民集 55巻 7号 1603頁、判時 1775・23、判タ

1084・1540 百選 16版 No.44掲載[田村達久]も参照)。しかしながら、個人

情報保護法制が整備された今日では、本人開示請求であっても個人が識別され

ることを理由として本人開示を否定する判断傾向が判例上でも定着している。

そのため自己情報へのアクセスは、情報公開法制ではなく個人情報保護法制に

よるべきことになる35。

(2)その他の不開示情報

「個人情報J以外の不開示情報としては、 f法人情報J(両法ともに 5条 2号)、

「国の安全、防衛・外交情報J(情報公開法 5条 3号)、「公共の安全情報J(同条

4号)、「意思形成過程情報J(情報公開法 5条 5号、独法公開法 5条 3号)、「事

務事業・行政運営情報J(情報公開法 5条 6号、独法公開法 5条 4号)がある36。

条例上でも「個人情報Jに加えて、「法人情報」、「意思形成過程情報J、「事務

事業・行政運営情報Jは一般に不開示情報として明記されている。また条例上

の不開示情報としては別途、法令または条例の定めによって公開することがで

きない情報等について公開してはならないといった旨を定める「法令秘情報j

も加わる37 0 なお、「公共の安全情報Jについては、都道府県条例上の実施機関

35 他方で許容・容認する立場からの論証として、参照、井上亜紀「情報公開制度にお
ける自己情報開示請求権j 手島孝古稀『新世紀の公法学~ (法律文化社・ 2003年)

337頁以下。
36 参照、総務省行政管理局編前掲注目書 38・82頁、宇賀前掲注 10番 60・111頁およ

び 197・199頁、右崎正博=多賀谷一照=田島泰彦=三宅弘編前掲注 12書 33・64頁
および 123・133頁[右崎正博・小町谷育子・松井茂記・田島泰彦・江島晶子・三宅
弘]、高橋滋=斎藤誠=藤井昭夫編前掲注 12番 245・358頁[下井康史・渡井理佳
子・徳本広孝・寺田文彦・岩崎吉明・田津博司]。なお、情報公開法 5条3号該当性
の判断に際しては今後特に、特定秘密の保識に関する法律(平成 25年法律 108号)
との関係ならびに迎用理解が不可欠となる。文書管理のあり方も含めた問題点の指
摘については、さしあたって井上禎男 f会議・議事録の公開」高木光=宇賀克也編前
掲注4香 66・67頁および間前掲注 34判批でもふれたが、当該問題の詳細については、
村上裕章「特定都密保護法と情報公開J岡田信弘=笹岡栄司=長谷部恭男編『憲法の基
底と憲法論』高見勝利古稀(信山社・ 2015年)883頁以下、特に 897頁を参照。

37 法令秘情報該当性をめぐっては、従来から法律上の個別の守秘義務・職務夜、が規定

される場合に問題にされてきたため、それが明示されずに関係法条の解釈適用によ
って法令秘情報が存するか否かが問われる場合(事例)は限定的であったと言える。

この点につき、兼子仁=室井敬司編『情報公開実務指針一自治体審査会答申事例を
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に「公安委員会Jr警察本部長jが含まれるので、都道府県条例上での不開示情

報として規定される38。

(3)説明責任一一処分理由の提示義務、訴訟における主張立涯責任

両法 9条の規定に加えて、最判平成 4・12・10(判時 1453・116、判タ 813・

184、判例自治 110・55。百選 15版 No.126掲載[織朱賞]も参照)は、条例

上での開示請求拒否処分の理由提示について、「…開示請求者において、[条例

所定の]非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るもの

でなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該公文書の種類、

性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として

…理由付記としては十分でないJと判示している。また同判決は、当該事案に

おいて「後日、実施機関の補助職員によって…口頭で非開示理由の説明がされ

たとしても、それによって、付記理由不備の取庇が治癒されたものということ

はできなしリとも判示する390

さらに、不開示決定(原処分)時の理由とは異なった新たな理由を取消訴訟

段階で追加・差し替えることの可否については、最判平成 11・11・19(民集 53・

8・1862、判時 1696・101、判タ 1018・1690 百選 II6版 No.197掲載[池田直

樹]も参照)がある。同判決は、理由の通知が『非公開の理由の有無について

実施機関の判断の慎重と公正妥当とを担保してそのし意を抑制するとともに、

非公開の理由を公開請求者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を

踏まえて-~ (ぎょうせい・ 2007年)68・81頁[兼子仁]を参照。またここでは、
東京都情報公開研究会編『情報公開制度実務便覧~ (ぎょうせい・ 1998年)48・53頁
も参照。なお、最近の法令秘に関する注目判例として、最決平成 27・9・29(控訴

審:東京高判平成 27・2・4判例自治 401・20、第一審:東京地判平成 26・9・5判
例自治 401・23)がある(本件についてはさしあたって、井上禎男「第一審評釈j

季報情報公開個人情報保護 Vo1.56(2015年3月) 17・20頁を参照)。
38 警察情報の公開・開示についてはさしあたって、日本弁護士連合会編『だいじよう

ぷ?日本の警察ー検証警察改革-~ (日本評論社・ 2003年)第 3章 235-380頁
「警察情報の公開 J 、高須一弘編『国の警察機関における開示請求~ (立花書房・ 2008
年)第 1章 3・211頁「情報公開に関する開示前求」を参照。

39 なお、宇賀前掲注 2W情報公開・個人情報保郡~ 364・368は、理由提示についての
下級審判例および内閣府答申の検証も含め詳細に論じる。さらに求められる理由附
記の程度についても閉じく、宇賀克也『情報公開と公文書管理~ (有斐閣・ 2010年)

78・81頁を参照。
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与えることを目的としていると解すべき j であり、当該目的は「非公開理由を

具体的に記載して通知させること…自体をもってひとまず実現されるJことに

なると判示する。そして、本件条例の趣旨および規定に照らせば、『ーたび通知

書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の

取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき

根拠はなしリとして、理由の追加・差替えを認めている。

もっとも、ここでは以下の指摘を看過してはならないだろう。すなわち「確

かに、通説判例によれば、最初に附記された理由の具体性が欠ければ、それの

みで不開示決定が取り消されることになるから、行政庁は、当初から慎重に判

断するであろうし、附記された理由との関係においては、相手方の不服申立て

の便宜は図られよう。しかし、理由追加を自由に認めた場合、行政庁は、考え

うるすべての不開示事由について当初から網羅的に検討することはせずに、具

体的に理由を記載できそうな不開示事由が 1つでもあれば、それのみの検討に

とどまってしまうのではないか、そして、訴訟係属中に他の理由が追加されれ

ば、追加された理由との関係では、その時点までの相手方不服申立ての便宜は

図られないことになるのではないか、情報公開審査会におけるインカメラ審理

を受ける手続的保障を奪われることをどう評価するかという問題がある。もっ

とも、理由の追加の問題は…反復禁止効の問題と密接に関係しており、理由の

追加を制限することが、追加できなかった理由による再処分を認めることにつ

ながる場合には、紛争解決を遅延させることにも留意する必要がある。」。そう

すると、その後の東京高判平成 13・12・20判時 1802・49が明らかにしたよ

うに、訴訟完結に対する遅延の回避を念頭に霞いて、「原審における議論と同趣

旨とはいえないような理由を控訴審段階で追加することは許さないという趣旨

とみることができるjので、最判平成 11・11・19は、必ずしもそのまま踏襲さ

れるものではないということになる 40 0 

40 参照、宇賀前掲注 39番 81・86頁。加えて理由付記、理由の追加・差替え、反復禁

止等の問題については、米国雅宏「情報公開争訟の諸問題J現代行政法講座編集委

員会編『自治体争訟・情報公開争訟~ (日本評論社・ 2014年)第 2章特に 211・212
頁を参照。また情報公開法制分野に限るものではないが、行政手続法 8条にかかる

問題全般については、室井力=芝池義一=浜川清編『コンメンタール行政法 I行政

手続法・行政不服審査法第 2 版~ (日本評論社・ 2008年) 117・128頁の同条解説
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最後に、訴訟における主張立証責任については、不存在の場合も同様だが、

両法ともに明文規定が置かれていない。しかし、不開示情報該当性が問題とさ

れる不開示決定の場合に実施機関側が主張立証責任を負うこととついては、最

判平成 6・2・8(r大阪府水道部懇談会議費情報公開請求訴訟J民集 48・2・255、

判時 1488・3、判タ 841・91、裁時 1116・2、判例自治 121・13) 等の判例法

理に従って確立しているとされる41 0 

E 行政情報公開と公文書管理法制

1 .公文書管理法制の現状

2009年に「公文書等の管理に関する法律J(平成 21年法律 66号。以下「公

文書管理法j もしくは「法Jという。)が制定された42

なお、同法よりも先に「条例J形式で公文書管理法制を整備していた先駆的

な地方公共団体もあり、「宇土市文書管理条f9iJJ (平成 13年宇土市条例 3号)

はその鴨矢とされる43。もっとも、条例ではなく f規程j 等の法形式によって

対応してきた(し、る)例がむしろ(今日でもなお)多数だろう。

公文書管理法 34条は、同法の趣旨にのっとった必要措置を講ずる努力義務

を地方公共団体に課している。「規程」等からのシフトあるいは新たな「公文書

管理条例Jの制定は今後増加するだろうが、ここで、は条例化の作業に先立つて

なすべき「一連の文書のライフサイクル」分析を徹底しておくこと、つまり機

能不全に陥るような「拙速な条例化Jを避けるためにも、必要に応じて先行的

に現状でのプロセスの修正・補完を行っておく必要が、先行自治体から経験則

[久保茂樹]等を参照。
41 参照、宇賀前掲注 10番65頁。なお、先にふれた不存在にかかる主張立証責任とあ

わせてここでは、これまでの下級審判例等をも含め詳細な検討を加える高橋滋=斎
藤誠=藤井昭夫編前掲注 12番473・490頁[島村健]も参照。

42 公文書管理法の代表的なコンメンタールとしては、右崎正博=多賀谷一照=田島泰
彦=三宅弘編前掲注 12書、高橋滋=斎藤誠=藤井昭夫編前掲注 12番のほか、『改
訂逐条解説公文書管理法・施行令~ (ぎょうせい・ 2011年)、岡本信一=植草泰彦
『ガイドライン完全対応!改訂 Q&A 公文書管理法~ (ぎょうせい・ 2011年)、藤原
静雄=七保浩二『条文解説公文書管理法~ (有斐閣・ 2013年)、宇賀克也『逐条解
説公文書等の管理に関する法律[第 3版H(第一法規・ 2015年)がある a

43 先駆的な条例については、宇賀前掲注 42書278頁以下に詳しい。なお、ここでは
宇賀前掲注 39書も参照。
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上留意すべき点として説かれている点に注目すべきだろう 44 0 

国の行政機関等が作成・保有する文書としての現用文書については、情報公

開法制によって作成・取得，整理・保存され、また保存期間の満了による廃棄

等、適正な事務事業のための文書管理措置をとる必要が生じる。

そこで以下は、情報公開法制と密接にかかわり、さらに今後の地方公共団体

における公文書管理条例のモデ、ルにもなる公文書管理法のしくみについて概観

しておく。

2.公文書管理法の目的と文書の管理プロセス

公文書管理法は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源Jにつ

いて、「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説

明する責務が全うされj なければならないことを目的として掲げており、説明

寅務を明記している(1条)。

公文書管理法上での文書管理のプロセスは、おおまかに、文書の作成 → 文

書の整理 → 文書の保存 → 行政文書ファイル管理簿への記載・公表 → 

文書の移管・廃棄である。

3. 公文書管理法の制度設計の概要

法 2条で定義される「公文書等Jとは、①行政文書(同条 4項)、②法人文書

(同条 5項)、③特定歴史公文書等(同条 7項)である。つまり公文書管理法は、

行政機関等における現用文書の管理と国立公文書館等における非現用文書の管

理についての統一的な管理ルールを定める立法である。

作成基準 (4条)、保存期間基準 (5条 1項・ 3項)、管理簿の記載事項 (7条)

等の統一的な管理ルールにのっとって、各府省において文書管理規則が作成さ

れるが、ここではレコードスケジュールが導入されている。各府省で移管する

か廃棄するかはできるだけ早期に設定することが求められており (5条 5項)、

歴史的資料として重要なファイル等はすべて移管されることになる (8条 1項)。

さらに行政文書の管理状況については、各府省のみならず、内閣府による定

期的な管理状況の把握が図られる (9条 1項)。そのために、行政機関の長から

内閣総理大臣への定期報告が義務づけられており(同項)、また、内閣総理大臣

44 参照、藤原静雄=七隙浩二前掲注 42書 192頁[七保浩二]の注 (111)。
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による実地調査制度や勧告制度も法定化されている(同条 3項・ 31条)。

公文書等の管理に関する法律のポイント

陣鵬僻糊輔| 醐幽蜘~語塾鞠I m 

r 可

2 ポイント4け)1 

鈍留書櫨審の佃皿

金通且

・公定・笹沼揖..
a絹霞

(28轟'珊}

ポイント 4(2)

国世佐官..白橿箇薗~

・8円..・_CD舘.(ml公定・・.".1珊4・3.・mt実.舗による鍵旭調書銅.CD..(9・4珊3

周・申立てE利用制思1::不服が島ると剖(21録'耳置》

、‘

1司、 I Iflポイント 5 I 
! I永只に蹄 II 利用 I 11白血健闘の組問遭

い “ 捌 I I u舗〉 I 1・棚制帽の鵬れ6・3

J 

l・デジタルアー拘イプ位。鍋樋 (23轟》

人一一一一一一一一一一一一一一一一一一一.・組制前回犠賓戸時.(11.側 .J!_ー.ノ
【出典】 内閣府HP一公文書管理制度

http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/gaiyou/point.pdf 

(2016年 6月にアクセス)
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のみならず、外部有識者組織として、内閣府に『公文書管理委員会Jが設置

される (28条 1項)。公文書管理員会は、政令の制定又は改廃 (29条 1号)、

行政文書管理規則(同条 2号)、特定歴史公文書等の廃棄(同号)、利用等規則

(同号)、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告(同条 3号)について調

査審議を行うほか、特定歴史公文書等の利用請求に係る異議申立て (21条 2項)

についても調査審議を行い、これらについて内閣総理大臣等に対して答申を行

う。なお、公文書管理法では、国立公文書館の機能強化も図られており、国立

公文書館による実地調査制度 (9条 4項)が新設されている。中間書庫におけ

る保存制度(国立公文書館法[平成 11年法律 79号] 11条 1項 2号・ 3項 2

号)、歴史公文書等の保存・利用に関する専門的技術的な助言制度(国立公文書

館法 11条 1項 4号)についても、公文書管理制度上で有意に機能することが

求められている。

公文書管理法は、国民による歴史公文書等の利用促進のため利用請求権を明

記する (16条)。さらにデジタルアーカイプ化の促進 (23条)、行政機関文書

のみならず独立行政法人文書についても国立公文書館に移管すること (11条 4

項)等も規定している。

lV 説明を求める側の責任一一「権利の濫用J
情報公開法制がアカウンタピリティ(説明責務・説明寅任)あるいは「知る

権利Jのための法制度であれば、開示請求権者の目的・動機を問うことなく開

示請求に応じて客観的にオープンにできる行政情報(行政文書・公文書)はオ

ープンにすべきことになるはずである。こうした法制度の趣旨や存在意義から

すれば、開示請求権者の「権利の濫用Jという発想は、情報公開法制にはなじ

まないようにも恩われる。実際に両法においても、開示請求権者の「権利の濫

用」にかかる明文規定は置かれていない。

しかし法 9条 2項の不開示決定に際しては、法制定の当初から f開示請求が

権利濫用に当たる場合は開示しない旨の決定を行うことになるj と説かれてい

た。そして、ここで「どのような場合に権利濫用に当たるかは、開示請求の態

様や開示請求に応じた場合の行政機関の業務への支障及び国民一般の被る不利
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益等を勘案し、社会通念上妥当と認、められる範囲を超えるものであるか否かを

個別に判断することになる。行政機関の事務を混乱、停滞させることを目的と

する等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱したような開示請求は、権利の濫

用として請求を拒否できるものと考えられる。なお、開示請求の対象となる行

政文書が著しく大量であることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれ

があっても、前述のように行政機関の事務を混乱、停滞させることを目的とす

る等の場合を除き、単に事務処理上対応が困難という場合は、処理期限の特例

(法 11条)により対処するものであって、権利の濫用に該当しなしリことも示

されていた45。遡って、立法過程における政府国会答弁にあってもこの点は同

旨であった46。

もっとも法 11条は大量開示請求について明記してはいるものの、法 10条が

規定する開示決定等の期限にかかる f特例J規定であり、条文上でも「業務の支

障に著しい支障が生ずるおそれがあるj ことが適用要件とされている。そのた

め、法 10条の『業務処理上の困難Jとして量の多少が考慮され、期間延長が図

られることはあっても(同条 2項)、最初から特例である 11条によって単なる

大量開示請求のみを理由とする適用が図られる余地はない。物理的にみた「大

量Jの範幡、「大量jであるがゆえに処理に要する期間の妥当性と延長される期

限の許容性があって47、その上で初めて 11条による期限特例が持ち出されるこ

とになる。

そうすると、開示請求に権利濫用禁止法理の適用があるとしても、『単に開示

請求に係る行政文書の量が多いということのみをもって権利濫用と呼ぶことは

できなしリわけであり、法 11条の趣旨はこの点にこそ認められることになる48。

「権利の燈用」が開示請求権者の目的・動機を問うものであることからすれば、

45 参照、総務省行政管理局編前掲注目書 99・100頁。

46 参照、畠前掲注 16番 101・102頁。

47 11条の適用前、 10条の枠内で立法論としての fみなし拒否規定』の存否について、

また条例における同種の事案にかかる判例も含めて、字賀前掲注 10書 128・134頁

も参照。諸外国における立法上での対応、規定の可否については、宇賀前掲注 39書

309・310頁に詳しい。

48 参照、右崎正博=多賀谷一照=田島泰彦=三宅弘編前掲注 12笹本条解説部分 78頁

[曽我部真裕]。
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2009 (平成 21)年 10月から 11月にかけて総務省が行った各省庁および都道

府県を対象とした調査結果の取りまとめである、 f情報公開制度における権利

の濫用についてj において示されている場合がその具体例となるだろう。濫用

例については、条例においても妥当するはずである。要するにそれは、開示請

求権者が文書をあえて一定範囲に特定することなく(補Eの求めなどにも応じ

ず)、単に“00課において保有するすべての行政文書"といった文面.で開示請

求を行う場合、開示請求権者自身が過去に開示請求した文書と同ーの、あるい

は同種の文書を繰り返し開示誇求する場合や、開示請求はするものの閲覧につ

いては一切行わない、あるいはその一部しか閲覧しないなどの行為を繰り返す

場合、『文書の内容はどうでも lt'ltリとか、『私を怒らせると開示請求をするJ

といった発言等からも伺える、明らかに文書開示以外の請求動機・目的に基づ

く開示請求の場合などである490

この総務省調査結果によって、一部の都道府県条例で「開示請求権の濫用禁

止を明文で規定Jし、また、条例上の「開示請求者による適正な開示請求規定J

や「開示された情報の適正な使用を規定j することに基づく対応・措置が図ら

れていることが明らかにされた。これ以降も、例えば兵庫県では、 2012(平成

24)年 2月に f権利濫用請求の取扱指針j が制定・施行されている500

ところで、情報公開法には置かれない f権利の濫用j 規定が条例上に設けら

れる場合には、「開示を請求する権利は、これを濫用してはならない。」と規定

すること(以下『一般濫用禁止型j という。)が最も多いようである。次いで多

いのが、前記に加えであるいは続けて、「実施機関は、行政文書の開示を請求す

る権利の濫用に当たる請求があったと認めるときは、当該請求を拒否すること

ができる。Jと規定する場合(以下「実施機関拒否却下型Jという。)であると

される51 0 

49 総務省 HP、http://www.soumu.go.jp/main_content/000041438.pdf(2016年 7月

アクセス)。

50 平成 24年 2月 6日付の兵庫県情報公開・個人情報保護審議会答申 18号から参照。

兵庫県 HP、http://web.pref.hyogo.jp/pa14/documents/toushin18・l.pdf(2016年 7
月アクセス)

51 第 20回全国市民オンプズマン京都大会 (2013年 9月)に際して発表された、全国

市民オンプズマン連絡会議の「各種調査結果発表 (13/916) (1319/30一部訂正)J中
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市町村における実施機関拒否却下型の一例として、「横浜市の保有する情報

の公開に関する条例J(平成 12年横浜市条例 1号)の 2010 (平成 22) 年改正

が挙げられる。また横浜市では、 f手引きJによる解釈運用方針が明確化されて

いる520

横浜市条例では、一般濫用禁止型である 5条 2項に続けて 3項で、「権利の

i監用に当たる請求があったと認めるときは、当該請求を拒否することができる。 j

とする実施機関拒否却下型が規定されている。

ここで運用上 5条 3項が適用される場合、すなわちその運用方針は、以下の

通りである日。

(1) 行政文書の開示を諦求する権利の濫用に当たる諮求があったと認める場合であ

つでも、まずは諦求者に対して業務遂行上の支障を説明し、理解、協力を求める

ものとし、その上でなお、制求者から理解、協力が得られない場合は、本項を適

用することとする。

(2) 本項により開示請求を矩否するときは、条例第 10条第 2項[注:r実施機関は、

開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(r第 5条第 3項又は前条の規

定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していな

いときを含む。以下閉じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示諦求者に対し、そ

の旨を書面により通知しなければならない。J0 ]の開示しない旨の決定をする。

理由の付記については、非開示とする根拠規定を条例第 5条第 3項該当とし、当

該開示請求に係る事務処理を行うことで実施機関の業務遂行に著しい支障を生

じさせている状況とともに、どのような事実によって開示請求者の寄意が認めら

れたのかを記載する。

(3) 本項の規定は、例外的なものであり、厳格に適用しなければならない。なお、実

に掲載される「情報公開条例権利濫用で『拒否・却下できる』規定調査結果J

http://www.ombudsman.jp/taikai/20th.html (2016年 7月アクセス)02013年 4月

1日を「条例の調査基準日 j として、 r47都道府県・全 783市・ 23区」を対象と

したものとされる。
52 その分析および詳細検討として、曽我部真裕「濫用的な情報公開請求についてJ法

学論撒 176巻 2・3号 (2014年 12月)特に 314頁以下を参照。さらに同稿では、

真に濫用的な請求について客観的事実による裏づけられる認定の困難さにもふれ

ながら、大阪市情報公開審査会委員としての経験に基づく審査会の役割lを実証的に

示しており (317頁以下)示唆に富む。なお大阪市については、宮之前亮「濫用的

な情報公開請求への大阪市の対応について」季報情報公開個人情報保諮 Vo1.51
(2013年 12月) 31・39頁も参照。

53 参照、横浜市市民局『横浜市の保有する情報の公開に関する条例の解釈・運用の手

引(平成 28年 4月改訂版Ull頁 (5条 3項部分)横浜市 HP、http://www.city.

yokohama.lg却Ishi皿 inlshiminjoholkokailjoreiljo・tebiki.pdf(2016年 8月アクセス)。
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施機関が開示請求に対して権利濫用に該当するとして非開示決定をする場合に
は、あらかじめ市民情報課と協議した上で、事務決裁規程その他に定める権限を
有する者の決裁又は専決を受け、市民情報室に合議するとともに、遅滞なく、横
浜市情報公開・個人情報保謹審査会に報告するものとする。

(4) 本稿の処分は、開示決定など(条例第 10条)に該当し、処分に対する審査請求
の対象となる。

その後は市町村条例でも、「権利濫用jに基づく請求拒否等を明記する条例が

増加してきているようであるが、直近の一例として注目しておきたいのは、

2014 (平成 26)年 7月に施行された改正那覇市情報公開条例(平成 26年那覇

市条例 26号。昭和 63年那覇市条例 1号の全部改正)11条の「権利の准用j規

定である。

第 11条(権利の濫用)

1項 実施機関は、この条例本来の目的を逸脱し、社会通念上適正な権利行使と
認めることができない公開請求があったときは、権利の遊用として、当該公
開請求を拒否することができる。

2項 前項の規定は、公開請求者の言動、公開請求の内容、方法等から、次の各号の
いずれかに該当することが明らかに認められるときにおいてのみ適用すべき
であって、いやしくもこれを拡探して解釈するようなことがあってはならな

(1) 当該公開請求の目的が公文書の公開以外にあること。
(2) 公開請求者が当該公文書の公開を受ける意思のないことの

3項 実施機関は、第 1項の規定により公開請求を拒否したときは、規則で定める
ところにより、その旨を審議会に報告しなければならない。

ここでは実施機関拒否却下型が採られているが、興味深いのは、同条 2項で

明文をもって拡張解釈を禁じており、「公開請求者の言動、公開請求の内容、方

法等Jを基準として、同項 1・2号のいずれかの場合に限り、かつ、それが「明

らかに認められるときにおいてのみ適用すべきJことが条例本条において明記

されていることである。

那覇市の運用実態についてはいまだ知り得ないものの、少なくとも実施機関

拒否却下型での「権利の濫用J規定自体は、それぞれの自治体の実情にそくし

た制度設計をもって今後拡大することになるだろう。

「権利の濫用J規定がj監用されることによって、情報公開法制の存在意義や制

度趣旨が損なわれることがあってはならない。そのための歯止めを条例上の文

言で明記するか、規程・規則等に委ねるか、解釈運用基準上で詳細に明記して
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対処するか、あるいは別途の観点から手数料予納方式の可能性を探ることでの

大量開示請求の抑制効果を期待するか54 等々、ここでの種々の手立てにかかる

議会ならびに行政(建議機能を有する審議会・審査会等を含む)での徹底した

議論も、法制度の存在意義から要請されていると考えるべきだろう。

開示請求権の「濫用Jを行う者のへの対応のために行政の業務に支障が生じ

ることを、法制度は予定していない。もっとも f権利の濫用Jに相当しない場

合でも、行政側が開示請求書に記載された文言に固執して対象を狭めてはなら

ないし、既存の制度的な対応としては原則として適宜「補正Jの求めを行い、

密なやりとりを重ねながら真に開示請求権者の欲する文書を的確に特定する努

力を尽くすことになる。

そうすると、『権利の濫用Jに関する明文規定が存するか否かにかかわらず、

本来は開示請求権者において情報公開法制の意義や趣旨を十分に踏まえ、 f権

利の濫用Jと疑われない真撃な姿勢と対応をなすべきことになる。『説明する側

の責任Jのみならず、「説明を求める側の責任Jが問われていることも想起すべ

きだろう 55。

64 この点での条例改正の実践例(和歌山県)につき、横田明美「和歌山県情報公開制
度改革J季報情報公開個人情報保護 Vo1.48(2013年3月)2・11頁を参照。同じく、
曽我部前掲注 52論文 325頁。曽我部は他方で、「濫用的な甜求には大量請求だけで
はなく多数回制求もあるのであり、予納制度も万能ではない。この点は窓口業務の
多い市町村と国・都道府県とでは事情が異なる可能性もあるが、市町村が予納制度
を設けようとする場合には留意が必要かと思われる。j と説く(同頁)。

li5 直近の司法判断として大阪地裁平成 28・6・15が報じられている(毎日新聞ニュー
ス・情報サイト http://mainichi.jp/[2016年7月アクセス]から参照 [2016年7月
19日付・大阪版夕刊、岡崎大輔記者署名記事])。大阪市が公開簡求の濫用を行う住
民を提訴し、賠償を命じた判決が確定した事案である。なお、ここでは松村亨『自
治体職員のための情報公開事務ハンドブック~ (第一法規・ 2016年)第 8章 203・
216頁 q監用的な公開請求への対応j も参照。
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