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被告 は,本 準備書面 にお いて,原 告 の準備書面 (2),準 備書面 (3)(い ずれ も 20

10年

(平 成

22年 )11月

9日 付 け)に おける主張 について必要な限度 で反論 し

,

本件処分 が適法 であることについての主張を補充す る。
なお,略 語 は,特 に断 りのない限 り,従 前 の例 による。

第1

1

原告準備書面 (2)に 対する反論
本件対象文書 を開示する と,実 質的な支障 を及ぼすおそれが法的保護 に値す
る程度 の蓋 然性 をも って認 め られ る こと

(1)原 告 の主張
原告 は,情 報公 開法 5条 6号 柱書 の 「支障を及 ぼす おそれ」に関す る被告
の主張につい て,「 当該情報 自身 の開示 に伴 う支障 とい う観点か ら判断せず

,

開示 された情報 を基 に して,さ らに異 なる種類 の情報収集 活動 によつて得 ら
れ る可能性 があるに過 ぎない情報 の存在 を無制限に仮定 した うえで;そ れ ら
全てを総合す れば,「 支障 を及 ぼす おそれ 」 が発 生す るか も知れない との論
理 に立脚 して い る」,「 対象文書 自身 に含 まれ

(る

)情 報 か ら生 じる派 生的

事態 を無制 限・連鎖的に拡大 して,「 支障 を及ぼすおそれ」 を判断す る」 も
のであるとして,本 件対象文書 の開示 によつて実質的 な支障が法的保護 に値
す る程度 の蓋然性 をもつて発生す るこ とが明 らかにされてい るとはい えない
旨主張す る (原 告準備書面 (2)3ペ ー ジ)。
しか しなが ら,本 件対象文書を開示す ると,内 政・ 外政 の事務 の 円滑 かつ
効果的 な遂行 に重大な支障 を及ばすおそれ があるこ と,他 国等 との信頼関係
が損なわれ るおそれや他国等 との交渉 上不利益 を被 るおそれ があることは

,

被告第 2準 備書面 において詳述 した とお りであ り,こ うしたおそれは,以 下
に述べ る とお り,法 的保護 に値す る程度 の蓋然性 をもつて認 め られ るとい う
べ きであるか ら,原 告 の上記主張は失 当である。
また,原 告 は,情 報公 開法 5条 6号 柱書 の 「当該事務又 は事業 の適 正な遂

‐
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行 に支障 を及 ばすおそれ が ある」 との要件 に関 して,適 正でない行政執行 あ
るいは違法な行政執行 に支 障が生ず る場合 にまで,こ れ を保護すべ き理 由は
ない とし,本 件対象 文書 が 「食 い逃 げに関係す る文書」 であるとか,「 衆議
院議員鈴木宗男 の質問 に対 して も,内 閣 自身 が,「 それまで の支出の態様 と
は異 なるもの と言 わ ざるを得 ない」 と答弁

(甲

6の

2)せ ざるをえない極 め

て不明朗な支 出 に係 わる文書」 であると指摘 した上で,「 この よ うな外形的
・ 客観 的事実 よりすれば,そ の支出が河村官房長官 の 「公務 の適正な遂行 に
必要なものであつた ことを被告国 において立証すべ き と言 つて も過言 では無
｀
い」 旨主張す る (原 告準備書面 (2)2, 3ペ ー ジ)。
しか しなが ら,後 記 5(2)で 詳述す るが ,内 閣官房報償費 は違法・ 不 当な
目的で支出 され ることはないこ とに加 え,そ の取扱責任者 であるその時 々の
内閣官房長官 が,当 面 の任務 と状況 に応 じてそ の都度 の判断で最 も適 当 と認
め られ る方法 によ り機動的 に使用す ることとされ てい る経費であることか ら
すれ ば,時 期 によつて支 出の態様が異なることはあ り得 る こ とである。 した
がつて,原 告 が,河 村建 夫内閣官房長官 に係 る一 時期 の内閣官房報償費の請
求額 を捉 えて,こ れが不明朗な支出であるかの よ うに断定す るこ とは,単 な
る憶測 に基づ くもので あつて,失 当といわ ざるを得ない。 また,河 村建夫 内
閣官房長官 に係 る内閣官房報償費 の支出の具体的内容 を立証す るとい うこと
が,本 件対象文書 を開示す るに等 しい結果 となる こ とは後記 (2)で 述 べ ると
お りであつて ,被 告 がこれ を立証すべ き責任 を負 うものでない こ とも明 らか
である。

(2)情 報公開法 5条 6号 及び 3号 該当性判断 の審理の在 り方
本件対象 文 書 が情報 公 開法 5条 6号 及び 3号 の不開示情報 に当た るこ と
は,被 告第 2準 備書面で詳述 した とお りであるが,同 各号 が定 める「おそれ」
は,い ずれ も仮 に当該文書 を開示 した場合 に将来的 に発生す るであろ う出来
事 の予測的判断に係 る要件であ り, しか も,不 開示事 由該 当性 の審理及 び判
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断は,当 該文書 に記録 された個別具体的な情報 に直接接す ることな く,そ こ
に記録 されてい る情報 の一般的・類型的な内容・̀l■ 質 によらぎるを得 ない も
のである。これ らに照 らせば,情 報公開法 5条 6号 及 び 3号 にい う「おそれ」
があるとは,対 象文書 が開示 され ることによつて我 が国の安全や外交上の不
利益が発生 した り,事 務又は事業 の適正な遂行 に支障が及ぶ とい う結果 の発
生に至 る具体的な機序 を立証す ることまで要求す るものではない ことは当然
であって ,飽 くまで も,「 法的保護 に値す る程度 の蓋然性」 が立証 されれば
足 りるとい うべ きである。 そ して,上 記 の蓋然性 は,行 政機 関が現 に行 い

,

将来反復 して行 う事務又 は事業 の性質やそ の内容等 に照 らし,対 象文書 の開
示 によつて,上 記 の不利 益や支障が生 じ得 ることが一般的・客観的 に想 定 さ
れ ることをい うもの と角7す べ きである。
仮 に結果 の発 生 に至 る具体的な機序 まで立証 しなければな らない とすれ
ば,そ のよ うな立証命題 は将来発 生す るであろ う事態 の予測 に関わるもので
あるた め,過 去に同様 の状況下 で同様 の出来事 が生 じたことがあればそ の事
実を立証す るとい う方法か,本 件対象文書 に記録 された情報 を明 らかに した
上で,具 体的 な機序 を立証す るとい う方法によらざるを得 ない。 しか し,こ
れ までに内閣官房報償費 の使途等 に関す る不開示情報 が開示 された事例はな
い以上,そ の よ うな事例 によつて結果 の発生を立証す ることはできない し

,

また,内 閣官房報償費 の具体的な使途

(日

時,金 額 ,支 払相手方 ,案 件等)

を明 らかに して主張,立 証す る ことは 当該文書 を開示す るの と同 じ結果 とな
って しま うため,こ れ も不可能 である。

(3)本 件対象文書 を開示 した場合 に生ず るおそれ
ア

本件対象 文書 を開示 した場合 に生ず る情報公 開法 5条 6号 及 び 3号 の
「おそれ」は,当 該文書 に記録 された情報 が開示 された場合 に,内 閣が行
う事務 の性質,内 容等 に照 らし,こ れ が多方面に及 ぼす影響 を考慮 して合

理的に予測 され るべ きもので ある。
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す なわち,内 閣官房 は,内 閣の補助機 関であるとともに,内 閣の首長 と
しての 内閣総理大臣の職務 を直接補佐 す る機能 を担 つてお り,内 閣の重要
政策 に関す る基本的な方針 に関す る企画 立案・総合調整 に関す る事務 を始
めとして,行 政各部 の施策 に関す るそ の統一保持 上必要な企画立案・ 総合
調整 に 関す る事務や情報 の収集調 査等 に関す る事務 をつ か さどつてい る
(中 央省庁等改革 基本法 8条

1項 ,内 閣法 12条 2項 )。 内外 の社会経済

情勢 が予想 を上 回る速 さで大きく変化す る中,行 政 が内外 の主要な課題 に
的確 かつ柔軟 に対応 してい くた めには,各 省 におけるそれぞれ の取組 はも
とよ り,内 閣官房 における総合的,機 動的な取組 が一層不可欠 となつてい
るところ,内 閣官房長官 は,内 閣官房 の事務 を統轄す る者 として,我 が国
の行政全般 にわた る施 策 の企画 立案・ 総合調整や情報収集等 の職務 を担 う
てい るのである

(内

閣法 13条 3項 )。

このよ うに,内 閣官房 の所掌事務 は我が国の行政全般 に及び,内 閣官房
長官 が処理 に当たるべ き行政事務 も極 めて多種多様 であ り,当 然 のこ とな
が ら,社 会 の耳 目を集 め,マ ス メデ ィアで報道 されてい る事案 に関す るも
のが少な くない。本件対象文書 を開示 した場合 に情報公 開法 5条 6号 及 び

3号 の 「おそれ」 があるか否 かについては,こ うした様 々な事情 を考慮 し
て判断 しなければな らないこ とは当然である。原告 らが,上 記事情を考慮
す ることが,当 該情報 の開示か ら生 じる 「派生的事態 を無制限・ 連鎖的に
拡大」 (原 告準備書面 (2)3ペ ー ジ)す るもので あるな どと主張す る こと
は,内 閣官房 の所掌事務 の性質 ,特 性 を理解 しない もので あつて,明 らか
に当を得 ない。
イ 被告第 2準 備書面 7ペ ー ジ以下にお いて詳述 した とお り,例 えば,政 策
推進 費 の使用に関す る情報 が明 らか となつた場合 には,内 閣官房長官 が接
触 ,交 渉 した相手方 が多大な不利益 を被 るばか りでな く,そ の関係者 も含
め,こ れ らの者 の内閣に対す る信頼 が損 なわれ,そ の結果 ,こ れ らの者 と
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の関係 の悪化や反発 を招 いて以後 の協力等 が得 られなくな り,ひ いては内
閣の重要政策 の実現 が事実上 困難 となることが容易 に想定 され る。それば
か りか,相 手方 が上記情報 が明 らかになつたために社会的地位等 を失 った
よ うな場合 には,そ の報復等 として,そ れ までの活動内容に関す る情報 を
暴露す るな どの行為 に及ぶ おそれ もあ り,そ の よ うな事態 に至 った ときは

,

関係者等 の多 くの者 に不利益 が及 び,内 閣の情報収集・ 協力依頼等 の活動
全般 に支 障 を来す ことにな りかねない。
また,領 収書等 に記録 された政策推進費 の個 々の支払額 が明 らかになる
と,そ の支払 の相手方 は, 自らが受領 した額 と他者 に支払われた額 とを比
較 できるよ うにな る。 そ の結果,当 該相手方が,内 閣官房長官ひ いては内
閣の 自らに対す る評価 や見方 を推測 し,そ れ が予想 より低 い もので あると
受け止 めた場合 には,内 閣官房長官 ひいては内閣に対 し,不 満 ,不 快感 を
抱 くこ とも懸念 され,そ れ が信頼関係 を損な うことにつ なが り,以 後 ,そ
の者 か らの情報収集や合意形成に向けた協力 の確保等 に支 障 を来す可能性
も高 くな り,ま た,当 該相手 方が前記 の よ うな報復等 の行為 に及 ぶおそれ
もある。
さらに,秘 密保持 の要請 が極 めて高い活動 に使用 されてい る内閣官房報
償費 に係 る情報 が国の情報公 開制度 によ り公 開 された とい う事実 自体 によ
って,当 該領収書等 の授受 の相手方やそ の関係者 のみな らず ,他 の事案 に
おいて情報収集や協力等 を依頼 した相手方 ,あ るいは,以 後 ,内 閣官房報
償費 を使用 して情報収集 や協力等 を依頼 しよ うとす る相手方 との関係 にお
いて も,内 閣官房長官 に情報提供や協力 をした場合 ,こ のこ とが明 らかに
され る危険性 があるとの不安 を生 じさせ ,そ の相手方 において内閣官房長
官 に対す る情報提供や協力 をちゅ うち ょす る事態 を招 き,そ の者 か らの協
力等 が得 られな くな り,当 該事案 に限 らず ,他 の事案 も含 め,将 来にわた
り,内 閣 における必要な情報収集 ・協力依頼 の活動全般 に支障を来すおそ

れ がある。
こ うしたおそれ以外 にも,文 書 の開示 によつて,我 が国が外交上及び安
全保障上不利益 を被 り,第 二者 による不正な工作等 を受けるおそれ がある
ことは,被 告第 2準 備書面 9ペ ー ジ以下で述べ た とお りである。
以上のよ うなお それは,内 閣官房 の所掌事務 の内容 の性質 ,特 性等 に照
らして,合 理的に想定 され るもので あ つて,「 推測 に推測 を重ねた誤 つた
抽象論 で ある」 (原 告準備書面 (2)5ペ ー ジ)な どとい う原告 の主張は失
当である。

(4)小 括
このよ うに,被 告 は具体 的な使途 を明 らかにす るこ とができない とい う情
報公開訴訟 の制約 の下,本 件対象文書 の一般 的・類型的な内容や性質 に基 づ
き,多 種多様 な案件 に支出 され ることが予定 されてい る内閣官房報償費 の性
質・特性 を踏 まえて,各 文書 ごとに不開示事 由該 当性 を主張,立 証 してい る
ので あ り,本 件対象文書 の開示 によつて,内 閣官房 の事務 の適 正な遂行 に支
障が生 じ,国 の安全が害 され ,他 国等 との信頼関係 が損なわれまたは他国等
との交渉 上,不 利益 が生 じ得 ること (情 報公開法 5条 6号 及 び 3号 )は ,一
般的・客観 的に想定 され るもので あ り,法 的保護 に値す る程度 の蓋然性 が存
す るこ とは明 らかである。以下,個 別 の対象文書 ご とに,原 告 の主 張 に反論
しつつ ,上 記 の点 を改めて明 らかにす る。

2

政策推進費受払簿 につ いて

(1)原 告 の主張
原告 は,政 策推進費受払簿 の記載 か ら明 らかになるのは,「 政策推進 費 に
係 る一定期間 における支払総額や一 定時点におけ る繰 入額」であるが,そ れ
ら自体 か ら,「「国 の事務 または事業 の適 正な遂行 に支障 を及 ばす おそれ」
が発 生 しない ことは余 りに明 白であ」 り,被 告 の主張は 「実質的な支障 も

,

確率論 的な可能性 を超 える蓋然性 をも全 く示す ことので きない推測 に推測 を

重ねた誤 つた抽象論 である」 とし,本 件 では,「「一 定期間 に於 ける支払総
額」なるものが,・ ・・ 9月 4日 か ら 9月

16日

の間 に 2億 5千 万円内 と確

定 して」お り,「 また 「当時 の 内政・ 外交 の状況 な ど他 の情報」 も既存 の情
報 として存在 してい る」 こ とか ら,「 政策推進 費受払簿 の開示があるな しに
かかわ らず ,既 に被告国の言 う推測 は可能 であ り,ま た現 に推測 が生 じてい
る」な どと主張す る (原 告準備書面 (2)4, 5ペ ー ジ)。
しか しなが ら,原 告 の上記主張は,内 閣官房長官 の職責 の重 さやその影響
力を全 く理解せず ,政 策推進 費受払簿 が開示 された場合 の支障の大 きさを看
過す るものであって,失 当である。以下,詳 述す る。

(2)政 策推進費受払簿 を開示 した場合にも実質的な支障 を及 ぼすおそれが法的
保護 に値する程度 の蓋然性 をも つて認 め られ る こと
ア 政策推進費受払簿は,内 閣官房長官 が,内 閣官房報償費 か ら政策推進費
として使用す る額 を区分す る都度作成 され るもので ある (被 告第 1準 備書
面 10ペ ー ジ)。 なお,政 策推 進費受払簿 は,例 外的 に,政 策推 進 費 の執
行 の適正性 を確保す るために,一 会計年度 が終 わる年度末及 び内閣官房長
官 が交代す る際 に,直 近 の繰 入れ後 の使用額 ,そ の年度 における残額 ,長
官交代 時における引継 ぎ額な ど,内 閣官房長官 が 自ら出納管理 に当たる政
策推進費 の執行状況 を確認す るために作成 され るが,記 載事項 は,政 策推
進費 として使用す る額 を区分す る都度作成 され るもの と同一

(た だ し,こ

の場合 ,今 回繰入額 の欄 は 「0」 と記載 され る。)で ある。
そ して,前 記 1(3)ア で も述 べ た とお り,内 閣官房長官 が処理 に当たる
べ き行政事務は,国 政 の根幹 に関わる極 めて重要なものであるか ら,当 然
のこ となが ら,社 会 の耳 目を集 め, 日々,内 閣官房長官 の正 に一挙手一投
足 が注 目を浴 び,連 日,そ の言動等 が報道 の対象 とされてい る。
被告第 2準 備書面 23ペ ー ジ以下で述べ た とお り,政 策推進費受払簿 に
は,作 成 日付 ,金 額 (前 回残額 ,前 回か ら今回まで の支払額 ,現 在残額

,

今回繰入額及 び現在額 の合計)等 の情報 が記載 されてお り,こ れ らの情報
が明 らかになると,一 定期間 における政策推進費 の支払総額や一定時点に
おける繰入額等 が明 らかになる。その結果 ,こ れ らの情報 と当時 の内政・
外政 の状況 な どの他 の情報 とを照合 ,分 析す ることによつて,支 払総額

,

繰入額 の増減や繰入れ の頻度 と特定 の政策課題等 との関係 が特定 ない し推
測 され,ひ いては支払 目的 。内容や支払相手方等 が特定又は推測 され る結
果 ,領 収書等 に記録 された情報 が明 らかになつた場合 と同様 の支障 (被 告
第 2準 備書面第 1の 1(1)イ

(ア

)な い し(夕 )参 照)が ある。

そればか りか,政 策推進費受払簿 に記録 された上記情報 が開示 された場
合 ,そ の 日付 と前後 して発 生 した内政・外政上 の重要事案 と内閣官房報償
費 の支払 との 関連性 につ き,事 実 の有無 とは無 関係 に,「 内閣はカネ

(内

閣官房報償費)で そ の事案 を解 決 しよ うとしてい る」 といつた否定的な憶
測 を始め,様 々な憶測 が世上に流布す ることが想定 され る。 かかる場合 に
は,内 閣官房報償費 の制度 自体や執行 の仕方に対す る国民 の信頼 が,根 拠
のない憶測等 によつて不 当に損 なわれ ,そ の結果 ,内 閣官房長官 が,内 閣
官房報償費 を使用 して,情 報収集等 の必要な活動 を行 うこ とに過度に慎重
にな らざるを得 な くな り,活 動手段 の選択肢 が狭 め られ ,当 該事案 のみな
らず ,国 民 の理解 を得 て進 めてい くべ き各種政策課題 へ の対処 が 困難 にな
るおそれ がある。 そ の よ うな支障 が生 じることになれば,当 面 の任務 と状
況 に応 じその都度 の判断 で最 も適 当 と認 め られ る方法により機動的 に使 用
す るとい う内閣官房報償費 の趣 旨・ 目的が没却 され ,内 閣における必要な
情報収集 ・協力依頼 の活 動全般 に支障を来す ことは明白である。加 えて

,

新 たに内閣に対 し情報 を提供 し,協 力 しよ うとす る者 が,憶 測 の流布 によ
つて,国 民 か ら反感 を買い,非 難 を浴 びることを懸念 して,情 報提供や協
力 をちゅ うち ょす る結果 とな り,内 閣にお いてそ の協力確保 に支障 を来す
ばか りか,流 布 した憶測 の対象 となつた事案 と同種事案 が発生 した場合 に

,

12‐

内閣の対応 が事実上制約 され るな ど,内 閣の情報収集・ 協力依頼 の活動全
般 に支障 を来すおそれ がある。以 上の点については,別 件事件 (大 阪地方
裁判所平成 19年 (行 ウ)第

92号 不開示決定処分取消請求事件。以下同

じ。)に お いて,元 内閣総務官 の千代幹也氏 が詳細 かつ具体的 に これ を裏
付ける陳述 (乙 第 13号 証)及 び供述 (乙 第 14号 証)を してい るところ
である。
以上の とお り,政 策推進費受払簿 を開示 した場合 に生ず るおそれは,内
閣官房 の所掌事務 の性質 ,特 性や社会的関心の度合 い等 に鑑みれば,十 分
に現実的 な可能性 をもつて想定 され るものであ り,実 質的 な支障を及ぼす
おそれ が法的保護 に値す る程度 の蓋然性 をもつて認 められ るとい うべ きで
ある。
イ 本件 では,そ の対象期間が短期間に限定 されてお り,既 に同期 間 におけ
る内政・外政 の状況等 について も一定 の推測 がな され得 る状況 ともい える
こ とは原告 が指摘す るとお りであるが,そ うであるか らこそ,こ の よ うな
状況 で政策推進費受払簿 を開示 した場合 には,特 定 の政策課題等 との関連
がよ り具体的に特定ない し推測 され る こととな り,上 記 アで述べ た支障や
不利益 が具体化す るおそれ が認 め られ ることは明 らかである。そ して,そ
のことによる支障 もまた,よ り具体的 な もの となることは明 らかである。
よつて,原 告 の上記 主張は明 らかに失 当である。
ウ

また,原 告 は,本 件対象文 書 の開示 によ り,「 事実 と関係 な く様 々 な憶

測 が世 上に流布す る」 旨の被告 の主張につい て,「 国民 の行政執行 に対す
る批判 と監視活動 自身 を情報 を不開示 とす るこ とによつて封殺 しよ うとす
るもの」 で ,「 事 実 と関係 の ない憶測 は,そ の こと自身 が事実に基 づい て
批判 され是正 され るべ き」 であるな どと主張す る (原 告準備書面 (2)5ペ
ー ジ)。

・

しか しなが ら,情 報公 開法 5条 6号 は,国 の機 関が行 う事務等 の適正 な

遂行 に支障を及 ぼすおそれ が あるもの を不開示情報 としてい るところ,政
策推 進 費 の使用状況 の概要 を記 載 した政策推進 費受払簿 の性格 に照 らせ
ば,そ の開示 によ り様 々な憶測 が世上に流布す ることによつて,現 実に

,

相手方等 の関係者 との信頼関係 が損 なわれて,以 後 の協力 が得 られな くな
り,ひ い ては当該重要事案 の実現 が困難 となることや ,内 閣におけ る必要
な情報収集・ 協力依頼 の活動全般 に支障を来すおそれ が生 じるこ とが十分
に考 えられ ,こ れが上記不開示事 由に該 当す る ことは明 らかである。
原告 の主張は,要 す るに,憶 測 が流布す ることで支障が出 るので あれば

,

内容 を全 て明 らかにすれば よい とい うに等 しい もので あつて,不 開示事 由
該 当性 に関す る反論た り得 ない ものである。

3

報償費支払明細書について

(1)原 告 の主張
原告 は,「 報償費支 払明細書 は,「 国 の機密保 持上適 当でない ため,計 算
証明規則 11条 の規定 に基 づ き」作成 され るもので,領 収書等 の証拠書類 を
提出 しない ことを含 めて,会 計検査院 に対 して 開示 をして も支障 のない限度
での項 目のみを記載 した もの」 であ り,「 支障 のおそれ」 が ない 限度 の情報
で作成 され る以上,開 示 によつて行政 の執行 に 「支障 のおそれ」が生 じるこ
とはあ り得 ない 旨主張 してい る (原 告準備書面 (2)5, 6ペ ー ジ)。
しか しなが ら,原 告 の上記 主張は,以 下に述 べ るよ うに,報 償費支払明細
書 を会計検査院に対 して提 出す る趣 旨等 を全 く理解 しない もので あつて,失
当である。

(2)報 償費支払 明細書 を開示 した場合 にも実質的な支障 を及 ぼすおそれが法的
保護 に値する程度 の蓋 然性 をも って認 め られ る こと
報償費支払 明細書 とは,計 算証明規則 11条 の規定 に基づ き,会 計検査院
に提出す るため,内 閣官房報償費 の使途 を 目的別 に分類 した支払額 を記載 し
た ものであ り (被 告第 1準 備書面 11,

12ペ ー ジ),政 策推進 費受払簿及

び支払決定書 に掲載 された情報 が転記 されてい る。 そ して,内 閣官房報償費
の計算証明は,報 償費支払明細書 を提 出 し,会 計検査院 か ら要求があつた際
には,役 務提供者等 の請求書,領 収証書等 を提 出す るこ とができる よ うに保
管す ることにより行 われてい る (乙 第 3号 証 2枚 目,乙 第 4号 証 の 1及 び 2)。
なお,報 償費支払 明細書は会計検査院 に提 出す るために作成 され る文書 であ
り,本 件開示請求においては,そ の控 え (写 し)を 対象文書 として不開示決
定を したもので ある。
上記 の よ うに,報 償費支払 明細書は,政 策推進 費受払簿及び支払決定書 の
記載 内容を転記 したもので,内 閣官房報償費 の支払額等 がそ の使途 の類型 ご
とに記載 されてお り, しか も,会 計検査院 の職員 は,報 償費支払 明細書 とと
もに,必 要に応 じて領収書等 も確認す ることができるので ある。このよ うに

,

内閣官房 が会計検査 に当た り,報 償費支払明細書や領収書等 をあ りのまま開
示 してい るのは,会 計検査 院が, 日本国憲法 90条 の規定 に基づい て国の収
入支出の決算について全て毎年検査す る権限 を有 してい ることや ,会 計検査
院 の職員 は国家公務員法 (昭 和 22年 法律第 120号 )100条 1項 の規定
によ り守秘義務 が課 されてい ることを勘案 し,会 計検査 に応ず る必要 があ り
,

情報 が外部 に漏洩 されない ことを前提 とす るものである。 したが つて,原 告
が報償費支払明細書 は 「会計検査 院 に対 して開示 を して も支障 のない限度 で
の項 目のみ を記載 した もの」 (原 告準備書面 (2)6ペ ー ジ)で あるな どとい
うことは,根 拠 のない憶測 にす ぎず ,原 告 の上記 主張 は失 当である。
そ して,報 償費支払 明細書 を開示す ると,政 策推進 費受払簿及び支払決定
書 を開示 した場合 と同様 の支障 があ り,情 報公 開法 5条 6号 及び 3号 の不開
示事 由に該 当す る こ とは,被 告第 2準 備書面 28,
りである。

4

出納管理簿 につ いて

(1)原 告の主張

29ペ ー ジで述 べ た とお

原告 は,出 納管理簿 について も,「 本件 における開示対象 の支出の期 間 と
金額 は既 に客観 的・ 外形的 に確定 して」 ヤヽるこ とに加 え,「 支払相手方等」
の欄 には,「 (注 )本 欄 は記載 した場合 ,支 障 が ある と思われ る場合 は省略
す る ことができる」 と記載 されてい る こと (以 下 「本件注記」 とい う。)を
根拠 に,開 示につ き 「支障 の ある 「支払相手 (方 )等 」 の記載 は,作 成者 に
おいて 自ら記載 せ ず省略 して」 お り,「 そ の開示が行政執行 に実質的な支障
を生ず るおそれを生む ことはないことが 明白である」 旨主張す る (原 告準備
書面 (2)6, 7ペ ー ジ)。
しか しなが ら,以 下 に述 べ るよ うに,原 告 の上記 主張は,本 件注記 の趣 旨
を誤解 し,そ の記載 の実情 を踏 まえない ものであ り,ま た,仮 に,出 納管理
簿 の うち,支 払相手方等 の記載 のみ を不開示 とした としても,そ の余 の記載
を開示すれば,実 質的な支障や不利 益等 の生ず ることが法的保護 に値す る程
度 の蓋然性 をもつて認 め られ るので あつて,原 告 の主張は失 当である。

(2)出 納管理簿 を開示 した場合にも実質的な支障 を及ぼすおそれが法的保護 に
値する程度の蓋然性 をも つて認 め られ る こと
ア

出納管理簿 に記録 された情報 は,被 告第 2準 備書面 26な い し 28ペ ー
ジで主張 した とお り,こ れ が明 らかになつた場合 ,政 策推進費受払簿及 び

支払決定書 に記録 された情報 が明 らかになつた場合 と同様 の支障 が生 じる
おそれ が あることに加 え,こ れ に記録 された支払相手方等 が明 らかになる
ことか ら,当 該相手方 との信頼関係 が失 われ ,こ れ によつて,以 後 ,同 様
の立場 にある者 について も萎縮効果 が生 じ,協 力 を得 ることが困難 とな り
,

以後 における情報収集・ 協力依頼 な どの活動全般 が 困難 になることが容易
に想定 され る。 したがつて,出 納管理簿に記録 された情報 を開示す ること
は,内 閣が行 う内政・ 外政 の事務 の円滑 かつ効果 的な遂行 に重大な支障を
及 ぼすおそれ があ り,ま た,他 国等 との信頼関係 が損なわれ ,他 国等 との
交渉上不利 益 を被 るおそれ が ある と行政機 関の長 が認 める ことにつ き相 当

の理 由が あるか ら,情 報公 開法 5条 6号 及 び 3号 に該 当す る。
また,本 件 の よ うに,開 示請求 の対象期間が短期間 に限定 されてお り
,

既 に同期間 における内政・外政 の状況等 について も一定 の憶測 がな され得
る場合 に,出 納管理簿 を開示 した場合 には,特 定 の政策課題等 との関連 が
よ り具体的に特定ない し推測 され る結果 となることは,上 記 2(2)イ で述
べ たの と同様 である。
イ

さらに,本 件注記 の存在 をもつて,出 納管理簿 に記録 された情報 が不開

示事 由に該 当 しない と解す ることはできない。 なぜな ら,そ もそ も本件注
記 は,支 出相手方等 の情報 については,機 微 に触れ る場合 もあることか ら

,

必要以上に記載す ることな く慎重 に取 り扱 うべ き ことを注意的に記載 した
もの にす ぎず , しかも,本 件注記 には,「 本欄 は記載 した場合 ,支 障があ
ると思われ る場合 は省略す る ことがで きる」 とされてい るのみであつて

,

仮 に支払相手方等 を記載 した場合 に支 障 がある と思われ る場合 で あって
も,必 ず省略す るこ ととはされ てい ない。実際 に,支 払相手方等 の欄 につ
い て記載 を省略す る取扱 いは されてい ない (被 告第 2準 備書面 27,
ペ ー ジ,別 件事件 における千代幹也氏の尋 問調書

28
(乙 第 14号 証 )25ぺ

― ジ)。
したが つて,出 納管理簿 については,本 件 注記が存在す ることを前提 と
して も,そ こに記録 された情報 が明 らかになることによつて,前 記 のよ う
な 「支障を及 ばすおそれ 」が生 じることに変 わ りはな く,情 報公 開法 5条

6号 及 び 3号 の不開示事 由が認 め られ る。
ウ 原告 は,「 仮 に支払先 の記載 があ るので あれば,(引 用者注 :そ れ を除
く)部 分開示が可能である」 (原 告準備書面 (2)7ペ ー ジ)旨 主張す るが

,

被告第 2準 備書面 30ペ ー ジ以下 で述べ た とお り,被 告 にお いて ,出 納管
理簿 に記録 された独立 した一体的 な情報 を更に細分化 して部分開示 をすべ
き義務 は存在 しな い。
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この点をおいた として も,支 払相手方等以外 の記載 が明 らかになつた場
合 には,当 時 の内政・ 外政 の状況 な ど他 の情報 と照合 ,分 析す ることによ
り,支 払 目的・ 内容や支払相手方な ど,各 支出 と特定 の事案 との関係 が特
定又 は推測 され る結果 ,領 収書等 に記録 されてい る事項 が明 らかになつた
場合 と同様 の支障がある。 また,特 定 の事案 との関係 について,事 実 と関
係 な く様 々 な憶測 が世上に流布す ることにより,内 閣官房報償費 を使用 し
た活動 一般 が萎縮 し,内 閣による必要な情報収集・ 協力依頼 の活動全般 に
支障を来す おそれ もある。
したが って,支 払相手方等 の記載 さえ不 開示 にすれば足 りるとい うもの
ではな く,仮 にそれ以外 の部分 だけを開示 した場合 にも,内 閣官房 の事務
の遂行等 に支障 が及ぶ ことが法的保護 に値す る程度 の蓋然性 をもつて認 め
Lる 。
らオ

5

支払決定書 につ いて

(1)原 告 の主張
原告 は,公 務員 が保有す る情報 は公務員 が職務 上取得 したもので あるか ら

,

内閣官房報償 費 がその情報提供 の対価 として支払われた場合は,賄 賂性 を帯
び るか,公 務員 の職務遂行 上の倫理 に反す るもので あ り,法 的保護 に値 しな
い と主張す る (原 告準備書面 (2)8ペ ー ジ)。
しか しなが ら,以 下 に述 べ るとお り,内 閣官房報償費 は違法・不当な 目的
で支出 され る ことはないか ら,原 告 の上記主張は,そ の前提 にお いて失 当で
ある。

(2)内 閣官房報償費 は違法・ 不当な目的で支出され る ことはな いこと
被告第 1準 備書面 8な い し 12ペ ー ジで述 べ た とお り,内 閣官房報償費 の
厳 正かつ効果的 な執行 を確保す るた めに,そ の取扱 い については,「 内閣官
房報償費 の取扱 い に関す る基本方針」 (平 成

14年 4月

1日 内閣官房長官決

定。 乙第 1号 証)が 定 め られてお り,こ れ に基づ き,「 内閣官房報償費 の執
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行 にあた つて の基本的な方針」 (平 成 21年 4月 1日 取扱責任者 内閣官房長
官河村建 夫決定。 乙第 2号 証 )及 び 「内閣官房報償費取扱要領」 (平 成 20
年 9月

24日 取扱責任者 内閣官房長官河村建夫決定。 乙第 3号 証)が 定 め ら

れてい る。
内閣官房報償費 の支出は,こ れ らの基本方針や取扱要領 にのっ とつて厳正
かつ効果的 に執行 されてい るのであ り, しかも,そ の支出内容 については

,

法令等 に基づ き会計検 査院 による会計検査 の対象 となつてお り,会 計検査 の
結果 ,違 法又 は不 当な支払 と認 め られ るもの については,決 算検査 報告 で指
摘 され ることとなつてい るが,本 件対象文書に係 る期間中の支出について会
計検査院か ら違法又は不当であるとして決算検査報告 で指摘 された ものはな
い。 また,本 件対象文書に係 る内閣官房報償費 の支出において,公 務員 を支
払 の相手方 とす るものが あつた としても,そ れは活動 に要 した実費又は非公
務員 である相手方 に代わって受領 した もので あ り,そ の支払額 が 当該公務員
に終局的に帰属す るものではなく,そ の職務 との対価性 があるわけで もない
か ら,こ れが賄賂 に当たるな どとい う原告 の指摘 は明 らかに当を得ない。 し
たが つて,原 告 の上記主張 は,い ずれ も明 らかに失当である。

(3)支 払相手方等以外の記載 も開示すれば,実 質 的な支障を及 ぼす おそれ が法
的保護に値す る程度 の蓋然性 をもつて認 め られ る こと
原告 は,支 払決定書 に記録 された情報 の うち,支 払相手方等 を不開示 とす
れば,実 質的 な支障を及 ぼす おそれ はない と主張す るよ うである (原 告準備
書面 (2)7ペ ー ジ)が ,被 告第 2準 備書面 30ペ ー ジ以下で述 べ た とお り

,

被告 において,支 払決定書 の よ うな独 立 した一体 的な情報 を更に細分化 して
部分開示 をすべ き義務 は存在 しない。
この点 をお い て も,上 記 4(2)ウ で述 べ た の と同様 に,支 払相手方等以外
の記載 が明 らかになつた場合 であって も,当 時 の内政・ 外政 の状況 な ど他 の
情報 と照合 ,分 析す ることにより,支 払 目的・ 内容や支払相手方な ど,各 支

出 と特定 の事案 との関係 が特定又 は推測 され る結果 ,領 収書等 に記録 されて
い る事項 が明 らかになつた場合 と同様 の支障がある。
また,特 定 の事案 との関係 について,事 実 と関係 な く様 々な憶測 が世 上に
流布す ることによ り,内 閣官房報償費 を使用 した活動一般 が萎縮 し,内 閣 に
よる必要な情報収集 ・協力依頼 の活動全般 に支障を来すおそれ もある。
したが って,支 払相手方等 の記載 さえ不開示 にすれば足 りる とい うもので
はな く,そ れ以外 の部分 を開示 した場合 にも,内 閣官房 の事務 の遂行等 に支
障 が及ぶ ことが法的保護 に値す る程度 の蓋然性 をもつて認 め られ る。

6

領収書等につ いて

(1)原 告の主張
原告 は,「 領収書 の発行者 が 国会議員 を含 めて公 務員 であるもの につい て
は,不 開示事 由該 当性 を欠 くことが明 らかである」 旨主張す る (原 告準備書
面 (2)9,

10ペ ー ジ

)。

(2)内 閣官房報償費 は違法・不当な 目的で支出され る ことはな いこと
しか しなが ら,前 記 5(2)で 述 べ た とお り,内 閣官房報償費 は,違 法 ・不
当な 目的で支出 され ることはな く,こ のこ とは,取 扱要領等 に基づ く執行や
会計検査 院 の検査 によつて も担保 されてい る。 また,本 件対象文書 に係 る領
収書等 の 中に公務員 を支払 の相手方 とす るものが あつた として も,そ れは活
動 に要 した実費又 は非公務 員 である相手方 に代 わ って受領 した もの にす ぎ
ず ,当 該支出が当該公務員 に終局的に帰属 したものではない。
したが つて,原 告 の上記 主張はそ の前提 を久 くもので あつて,明 らかに失
当である。
そ して,領 収書等 を開示 した場合 には,内 閣官房報償費 を使用 した当該活
動 の内容 が特定 され ,あ るい は事実 と関係 な く様 々 な憶測 が世 上に流布 され
ることにな り,同 種 の活動 を行 うことが以後不可能になるな ど,内 政・外政
の事務 の 円滑 かつ効果的 な遂行 に重大 な支障を及 ぼすお それがあ るととも
‐20‐

に,他 国等 との信頼関係 が損なわれ るおそれ,ま た,他 国等 との交渉上不利
益 を被 るおそれ があることは,既 に被告第 2準 備書面 6な い し 23ペ ージで
主張 した とお りである。

第2

原告準備書面 (3)に 対する反論

1

原告 の主張
被告 は,被 告第 2準 備書面 において,大 阪府公文書公開等条例について の最
高裁平成 13年 判決等 の判例 に基づ き,情 報公 開法 5条 6号 及 び 3号 は,行 政
機 関の長 に対 し,「 独 立 した一体的 な情報」 を更に細分化 して,そ の一部 を不
開示 とし,そ の余 の部分 には不開示事 由に該 当す る情報 は記録 されていない も
の として これ を開示す ることまで も義務付 けられ てい ない 旨主張 し,本 件対象
文書に記録 された情報 を 「独 立 した一体 的な情報」 として捉 えるべ き範囲を明
らかに した (被 告第 2準 備書面 30な い し 35ペ ー ジ)。
これ に対 し,原 告 は,原 告準備書面 (3)に おいて,① 情報公開法 の解釈 にお
いて は,最 高裁平成 13年 判決 の判示す る 「独 立 した一体 的な情報」 との考 え
方 を採用す る余地はな く,② そ の よ うな考 え方は,そ の後 の最高裁判決 では採
用 されてい ない 旨主張 してい るが,以 下詳述す るとお り,失 当である。

2

情報公開法の解釈 においても,最 高裁平成 13年 判決 の判示す る 「独立 した
一体的な情報」論 が採用 され ている こと

(1)原 告は,最 高裁平成 13年 判決 は大阪府公文書公 開等条例 10条 の解釈 が
問題 となつた事案であった とし,同 条例 は情報公 開法 6条 2項 と同様 の規定
を有 してい ない以上,情 報公 開法 が問題 となる本件 について同判決 の解釈 を
援用す るこ とは誤 りであ り,情 報公 開法 の解釈 においては,最 高裁平成 13
年判決 の判示す る 「独 立 した一体的 な情報」 との考 え方 を採用す る余地はな
い 旨主張す る (原 告準備書面 (3)2, 3ペ ー ジ)。

(2)し か しなが ら,情 報 公 開法 6条 2項 は,「 個人 に関す る情報 は,「 氏名 そ
‐21

の他特定 の個人 が識別 され得 る情報 の部分」 に限 られないか ら,氏 名 ,生 年
月 日その他 の特定 の個人 を識別す るこ とができることとなる記述等 の部分 を
除いた部分 も,情 報公 開法 5条 1号 ただ し書 に該 当 しないか ぎ り不 開示 とす
べ き ことになるが,個 人識別性 のある部分 を除 くことによつて,公 に して も
個人 の権利利益が害 され るおそれ がない と認 め られ るときは,こ れ を不開示
にす る意義に乏 しく,最 大限 の開示 を実現す る観 点か らは,部 分開示 をす る
ことが望ま しい」 (宇 賀克 也 著 「新 ・ 情報公 開法 の逐条解 説 [第 5版 ]」

08ペ ー ジ)こ

1

とか ら,「 このよ うな場合 には,個 人識別性 の ある部分 を削

除 した残 りの部分 については, 5条 1号 の個人 に関す る情報 には含 まれない
とみな して部分開示 を行 うこ ととした」(同 書 108ペ ー ジ)趣 旨である (西
エ ジ も同
川知一郎 。最高裁判所判例解説民事篇平成 13年 度 (上 )363ペ
旨。)。
しかるところ,本 件 にお いては,個 人 に関す る情報 の開示 ,不 開示 の範囲
が 問題 となつてい るわけではな く,情 報公 開法 5条 6号 及 び 3号 の不開示事
由該 当性 が争 われてい るのである。す なわち,情 報公 開法 6条 2項 は,個 人
識別情報 に限 つて,部 分開示 の一形態 として,個 人識別部分 のみを不開示 と
しそ の余 の部分 を開示す る開示 の方法 を定めたもので あるところ (前 掲西川

363ペ ー ジ, 367ペ ー ジ),本 件 にお いては,個 人 に関す る情報 の部分
開示 の可否 が争 われてい るのではな く,情 報公 開法 5条 6号 及 び 3号 の不開
示情報該 当性 が争 われてい るので あるか ら,本 件対象 某書 の部分開示 の可否
に関 しては,情 報公開法 6条 2項 の適用は問題 とな らない。 この点につ き

,

前掲西川 366ペ ー ジ も,情 報公 開法 は 「5条 1号 以外 の不開示事 由に該 当
す る情報 について も, 6条 と項 のみに基づいては上記 の よ うな態様

(引

用者

注 :非 公 開事 由に該 当す る独 立 した一体的な情報 を更に細分化す るといつた
態様 (前 掲西川 365ペ ー ジ))の 部分開示 を義務付 ける ことはで きない こ
とをその前提 として規定 してい ると解す るのが,論 理的にも素直な解釈 とい
‐22‑

うべ きであろ う。 また,以 上述 べ た ところか らすれば,同 法 5条 1号 以外 の
不開示事 由に該 当す る情報 について、同法 6条 2項 の規定 の類推適用 により
上記 の よ うな態様 の部分開示 を しなければな らない もの と解す る

(allえ ば,

同法 5条 2号 イに該 当す る情報 につ き法人等 を識別す るこ とができる部分 の
みを不開示 とす る)こ とも,極 めて困難 といわ ざるを得 ないであろ う。そ う
で あるとすれば,結 局 ,同 法は,個 人識別情報 に限つて,例 外的 に,独 立 し
た一体的な情報 を更に細分化 し個人識別部分 のみを不開示 とす る態様 の部分
開示 を行政機 関の長 に義務付 ける とい う立法政策 を採用 したもの と解 さざる
を得 ない よ うに思われ る。」 と指摘 してい るところである。
このよ うに,情 報公 開法 6条 2項 の規定は,同 法 5条 ■号 に該 当す る個人
に関す る情報 の うち,個 人識別情報 に限 つては,個 人識別部分 のみを除いた
態様 での部分開示 を義務付 けた特別な規定 と解す るのが相 当であ り,同 法 が
他 の不開示事 由に該 当す る情報 についてまでその ような態様での部分開示 を
義務付 けてい るとは解釈 できない以上,本 件対象文書に係 る情報公 開法 5条

6号 及 び 3号 の不開示事由該 当性 の判断について も「独 立 した一体的な情報」
を単位 としてな され るべ きであ り,行 政機 関の長 は,独 立 した一体的 な情報
を更に細分化 して,不 開示事 由に該 当 しない部分 のみを開示すべ き義務 を負
うものではない。
よって,最 高裁平成 13年 判 決 の判示 した 「独 立 した一体的な情報」 の考
え方が,情 報公 開法 における本件対象文書 の部分開示 の解釈 に採用できない
旨の原告 の主張は失当である。

3

「独立 した一体的な情報」論 は,そ の後 の最高裁判決 においても踏襲 されて
いる こと

(1)原 告は,最 高裁平成 13年 判決以後 の最高裁判決
月 11日 第二小法廷判決 ・判例 タイ ムズ 1143号
成 19年 4月

(最 高裁平成

15年 11

229ペ ー ジ,最 高裁平
17日 第二小 法廷判決 ・判例 タイ ムズ 1240号 165ペ ー ジ
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等。以下 ,そ れぞれ ,「 最高裁平成

15年 判決」,「 最高裁平成 19年 判決」

とい う。)に お いて は,「 独 立 した一 体的 な情報」論 は採用 されず ,む しろ
否定 されてお り,実 質的 には判例変更 が されてい るな どと主張す るよ うであ
る (原 告秦備書面 (3)5な い し 9ペ ー ジ)。

(2)し か し,最 高裁平成 15年 判決や最高裁平成 19年 判決 の各事案及 び判 旨
は以下 の とお りであ つて,「 独 立 した一 体的 な情報」論 は,こ れ らの判決 に
おいて も踏襲 されてい る。
ア 最高裁平成 15年 判決 は,被 上告人 が千葉県公文書公開条例 に基づ き

,

県立高校 の校長 に係 る旅行命令票 の公 開を請求 したが,全 部 を公開 しない
旨の決定が されたため,そ の取消 しを求めた事案 に係 るもので あ り,一 の
公文書 中の一部 の記載事項 を共通 の構成要素 とす る複数 の情報 がある場合
において,あ る情報 は非公開情報 に該 当 し,他 の情報 は これに該 当 しない
場合 に,当 該記載事項 は非公開情報 の一部 を成す もの として非公開 とす る
ことがで きるのか,公 開すべ き情報 に含 まれ るもの として公開すべ きかが
争 われた (旅 行命令票 に記載 された校長 の氏名 は,「 給料表 の種類」欄及
び 「級 ・号給」欄 に記録 されてい る情報 ,旅 行命令 に関す る情報及 び旅費
請求に関す る情報 の全て の情報 に共通す る記載事項 であつた。)。
この点につい て,最 高裁 平成 15年 判決 は,「 本件各公文書 の記載欄 の
うち 「給料表 の種類」欄及 び 「級 ・号給」欄 に記録 されてい る情報は,(中
略)「 氏名」欄 に記録 された 同校長 の氏名 と一体 として 同校長 の私事 に関
す る情報 そ の もの を成す もので あるか ら,本 件条例 11条 2号 の非公 開情
報 に当たるもの とい うべ きである」 と判示 してい る。 なお,同 判決 は,そ
の余 の情報 は,い ずれ も同校長 の私事 に関す る情報 を含 まない として,非
公 開情報 に当た らない 旨判示 してい る。 同判決 は,校 長 の氏名 を含 む 「給
独 立 した一体的 な情報 の単位 を構成す る
料票 の種類」及 び 「級 ・号給」 力く
もの として,こ れ を一体 として非公 開 とすべ き旨判断 したもの と理解す る
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こ とができる。
この点については,前 掲判例 タイ ムズ 1143号

229ペ ー ジの同判決

の解説 にお いても,情 報 公 開法 6条 2項 のよ うに個人識別部分 のみを除い
て開示 を義務付 ける規定 のない 「本件条例 の下では,一 個 の情報 の うちの
一部 に非公 開事 由該 当部分 があるときは,そ れを細分化 して 当該非公 開事
由該 当部分 を除 い た部分 を公 開す る内容 の判決 は許 されない ことにな る
(最 三/1ヽ 判平

13 3. 27本 誌 1060号 152頁 ,判 時 1749号

2

5頁 参照)。 本判決 は,共 通 の記載事項 自体 が非公 開情報 に当た らない も
ので あるときは,当 該記載事項は公開すべ き情報 に含 まれ るもの として公
開すべ きである とした もので ある。 これ が前記 の よ うな 1個 の情報 を細分
化 して非公 開事 由に当た らない部分 を公開すべ きであることをい うもので
ない ことは,そ の判文 に照 らして明 らかであろ う。」 との指摘 が されてお
り,情 報公 開法 6条 2項 の適用場面以外 の場合 には,「 独 立 した一体的 な
情報」論 が妥当す ることが示 唆 されてい る。
イ

また,最 高裁平成 19年 判決 は,愛 知県 の住民 が,愛 知県公文書公開条

例 に基 づ き,愛 知県商工部万博誘致対策局 の需用費中食糧費 の支出に関す
る予算執行書,支 出金調書等 について 開示請求 を した ところ,食 糧費 が支
出 された懇談会に出席 した相手方 が識別 され る記載部分 (以 下 「相手方識
別部分」 とい う。)が ,同 条例 6条 1項 2号 の個人識 別情報 ,同 項 9号 の
事務事業情報 に当たると して,相 手方識別部分 を非公開 とす る決定が され
たため,そ の取消 しを求 めた事案 に係 るものである。
同判決は,本 件各懇談会へ の 出席 に関す る情報 は,当 該 出席者 が公務員
である場合 は,本 件条例 6条 1項 2号 所定 の非公 開情報 に該 当 しないが

,

公務員以外 の者 である場合 は,同 号所 定 の非公開情報 に該 当す る とし,こ
れ らの情報 は,い ずれ も同項 9号 所 定 の非公 開情報 には該 当 しない とした
原審 の判断 を是認 した上 ,出 席者 に公務員 の ほか公務 員以外 の者 が含 まれ

,

公務員 の出席 に関す る情報 と公務員以外 の者 の出席 に関す る情報 とに共通
す る題名欄等 の記載部分 がある文書 について ,「 文書 中に,非 公 開情報 に
該 当 しない公務員 の懇談会出席 に関す る情報 とこれ に該 当す る公務員以外
の者 の懇談会出席 に関す る情報 とに共通す る記載部分 がある場合 ,そ れ 自
体非公 開情報 に該 当す ると認 め られ る記載部分 を除 く記載部分 は,公 開す
べ き公務員 の本件各懇談会出席 に関す る情報 として これを公開すべ きであ
り,本 件条例 6条 2項 の規定

(引

用者注 :後 注 1)も ,こ のよ うな解釈 を

167号 同 15年
11月 11日 第 二小 法廷判決 ・裁判集 民事 211号 349頁 参照 」 と

前提 とす るもの と解 され る (最 高裁平成 10年 (行 ツ)第

)。

判示 し,同 文書中の 「公務員 の氏名や所属名 ,職 名等 の出席公務員 が識別
され る部分 は,公 務員 の本件各懇談会出席 に関す る情報 としてす べて これ
を公開すべ きである。」 と結論 づ けた。
同判例 について,前 掲判例 タイ ムズ 1240号

165ペ ー ジの解説 は

,

「本件条例 の適用に当た つて は,不 開示事 由該 当性 の判断 に先 立ち,判 断
の客体 となる 「情報」 の把握 が求 め られ ,当 該情報 に対 して開示 ・不開示
の判 断 が され ることとなるところ,そ こにい う 「情報」 は,「 記述等」 が
複合 した一定 のま とま りを持 つた単位 であると解 され る。最三判平 13.

3.27(民

集 55巻 2号

530頁 ,判 夕 1060号 152頁 ,判 時 17

49号 25頁 。以 下 「最高裁 平成 13年 判 決」 とい う。)が ,「 同条

(引

用者注 :大 阪府公文書公 開等条例)は ,不 開示事 由に該 当す る独 立 した一
体的 な情報 を更に細分化 し,そ の一部 を不開示 とし,そ の余 の部分 にはも
はや不開示事 由に該 当す る情報 は記録 されてい ない もの とみな して,こ れ
を公 開す る ことまでをも実施機 関 に義務付 けてい るもの と解す ることはで
きないので ある。」 と判示 してい るの も同趣 旨の判 示であ り (最 一小判平

14.2.28判

夕 1088号

110頁 ,判 時 1782号 10頁 も同旨),

「独 立 した一体的な情報」 とい う用語 は,上 記 の よ うな記述等 の複合 した
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一定 のま とま りを持 つた単位 を表す もの と理解す ることがで きる。そ して

,

問題 とされてい る公文書 について,独 立 した一体的 な情報 をどの よ うに把
握す べ きかについては,本 件条例 は明文 の規定 をお いていないのであるか
ら,社 会通色 に照 らし合理的に解釈 され るべ きであ り,具 体的 には,当 該
文書 の作成 の名義 ,趣 旨・ 目的,作 成時期 ,取 得原因,当 該記述等 の形状

,

内容等 を総合考慮 の上,本 件条例等 の不開示事 由に関す る規定 の趣 旨に照
らし,社 会通念 に従 って判断す るのが相 当である。」 と指摘 してい る。そ
して,同 解説 は 「「当該 出席者 が,い つ , どこで ,ど のよ うな議題 につい
て開催 された, どのよ うな名称 の懇談会 に出席 したか」 とい うことが社会
通念 上独 立 した一体的 な情報 の単位 を構成す る情報 となると解 され る」 士
し,同 判決 が,「 公 務員 の 出席 に関す る情報」,「 公務員以外 の者 の 出席 に
関す る情報」 な どと判示 してい るの も,同 様 の理解 を前提 とす るもの とい
うことができよ う。」 としてい る。
この よ うに,最 高裁平成 19年 判決 も,「 独 立 した一体的 な情報」論 を
前提 としてい るので あ り,も つ とも,当 該事案 にお いては,開 示情報 と不
開示 情報 に共通す る記載部分 があ り,そ の よ うな共通 の記載部分 があるこ
とによつて,同 共通部分 その ものには非開示事 由がないの に,開 示 に支障
のない 開示 情報 の全てが不開示情報 となることの不都合性 を考慮 して,上
記 の よ うな結論 を採 つた もの と解 され る (前 掲判例 タイ ムズ 1240号

1

65ペ ー ジ解説参照)が ,不 開示事 由の判断 の客体 たる情報 について,社
会通合 上独 立 した一体的 な情報 であるとの解釈 を当然 の前提 としてい ると
い うべ きである。
ウ 以 上 によれ ば,「 独 立 した一体 的な情報」論 は,最 高裁平成

13年 判決

以降 の最高裁判例 を前提 とした として も,情 報公 開法 6条 2項 の適用場面
を除 き,基 本的 に妥 当す るもので ある ことが明 らかであ り,原 告 らの前記
主 張は失 当である。

4

結語
以 上 の こ とか ら,原 告 の 準備 書 面 (2)及 び (3)に お け る主 張 は ,い ず れ も理 由
が な い こ とが 明 らか で あ る。

(

以

上

