
平成 29年 (行 ウ)第 62号

原 告

被告 神奈川県

横浜地方裁判所第 1民事部 御 中

平成 30年 3月 2日

原告訴訟代理人

弁護 士  大  り|1   隆  司

同 小   沢    弘   子

準備書面 (1)

原告 は、答弁書に対 し、以下の とお り反論す る。

はじめに

被告は、条例 3条 1項 3号 の「文書又は図画の作成の補助 に用い るため一

時的に作成 した電磁 的記録 であってゝ実施機 関が定 めるもの」と、規則 2条

1号の「会議 の記録 を作成す るために録音等 を した録音テー プ等 に記録 され

てい る電磁 的記録」を併記 した うえで、 「規則 2条 1号 の規定は、条例 3条

1項 3号 の文言か ら無理 な く導かれ る内容 であ り、条例 が想 定 している内容

をそのまま規定 した もの とい うべ きであ る。」 と主張す る (答 弁書 4頁 )。

この よ うな主張は 「会議 の記録 を作成す るために録音 を した録音テープ」

は、すべて 「文書の作成 の補助 に用い るため一時的に作成 した電磁 的記録」

に該 当す る とい う命題 を前提 に しなけれ ば成立 しえない。

しか し、以下に述べ るとお り録音テー プの内容 (録 音デー タ)は 、補助
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的記録でも一時的記録でもなく、従って条例が行政文書から除外すること

を予定 した電磁 的記録 ではない。

第 1 録音 デー タの情報 と しての独立性

1 録音デー タはそれ 自体で会議録 とは独立 した記録で あって、補助的記録

にはあたらない

(1)録音デー タが会議録作成 を 目的 とす る手段 として作成 され た、とい う

関係にあっても、前者は後者 とは独立 した正規の行政文書としての性質

を失 うものではない。

この点につき、川崎市情報公開・個人情報保護審査会が、 「本件音声

データを『起案文書や資料等を作成するために使用 したフロッピィディ

スク等』であり、『起案文書等を作成するための手段 として補助的に用

いたもの』に相当するものであるとい うことはできない。なぜならば、

本件音声データは録音が終了した時点で作業が終了してお り、それを手

段 として会議録が作成 されるとしても、会議録 とは独立した一つの公文

書であると解 されるからである。」とした例がある (甲 7『答申27川

情個第 39号』 3頁 )。

(2)ち なみに同事案は、本件 と同様、川崎市教育委員会会議の音声データ

(録 音デー タ)の 開示 が求 め られた事案 であって、実施機 関 (川 崎市教育

委員会)が 、『 情報公開ハ ン ドブ ック (川 崎市総務局作成)』 の 「起案

文書や資料等 を作成す るために使用 したフロッピィデ ィス ク等 は、実施

機 関の職員 が職務遂行過程 において用いてはい るものの、保存の対象 と
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なる正規の公文書 とは言えず、これ ら起案文書等を作成するための手段

として補助的に用いたものにすぎないことから、対象 とはならないもの

である」との記述を根拠 として、当該音声データは「会議録を作成する

ための手段 として補助的に用 いた ものにす ぎない こ とか ら、開示の対象

とはならない」と主張 していたものであった。

(3)な お、訴状で述べた とお り、会議録 を作成す るために録音 した録音デ

― 夕を、職員 の手控 え 。メモ と同 じ「補助的」「補完的」な もの と捉 え、

組織共用性 がない (自 己利用文書・検討段階文書 にあた る との趣 旨と解

され る)と す る下級審判例 が古 くは存在 したが、現在 では この よ うな考

え方 を支持す る判例 は無 い。

2.録 音デー タと会議録の内容 には実質的にも重要 な差異 が ある

(1)両者 の実質的な差異の内容 について判断 を示 した著名 な判決 として、

司法試験委員会 の各会議 を録音 した ミニデ ィス クの開示 が求 め られた、

東京地裁平成 19年 3月 15日 判決 がある。

(2)上 記地裁判決 は、

「ミニデ ィスク としての性質上、本件録音物 には、本件各会議 にお ける

委員等 の発言、語気・語調 な ど、本件各会議 の場で生 じたあ らゆる音 の

様子が、集音できる限りの機械的な忠実さでそのまま記録 されているこ

とが推認 され る」と認 定す る一方で、議事録お よび議事要 旨については、

「これ らは全 くの逐語録 ではな く、委員等 の発言 中、指示語 の意味が不

明確 な部分、論理 の順序が乱れて真意 を把握 しづ らい部分、明 らかな言
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い間違 いの部分、措辞の不適切 な部分等 については適宜補正 し、・・・ (中

略 )・ …てい るもの と推認 され る。」 と認 定 してい る。

(3)会 議 自体が公 開 され てい る教育委員会 と違 って、司法試験委員会 の会

議 は非公 開 とされ 、議事の内容 は議事録及び議事要 旨の形 で公 開 され る

に とどまる。ミニデ ィスクによる録音デー タの公 開請求訴訟 は、この よ

うな状況の下で提起 されたのであったが、東京地裁 は

「各委員は、会議 での発言がそのままの形 で公 になることはない とい う

保証の下に、言い間違いや論理 の先後 関係 、多少 の措辞の不適切 さ等 を

気 にす ることな く、安心 して 自由・活発 な議論 に参加す ることがで き、

この ことがひいては司法試験委員会 の意思決定の適正 さにつ ながって

い る」 と判断に基づ き、録音情報 は情報公 開法 5条 5号所定の不開示情

報 に該 当す ると結論づ けた。

控訴審判決 もほぼ同旨である。

なお、同事件 においては、第一 。二審 とも録音デー タが組織共用文書

に該 当す るか否か とい う点 において行政文書該 当性 が争 われ たが、裁判

所 は 「詳細かつ正確 な議事要 旨を作成す ることは、録音物 に依存す るこ

とな しには極 めて困難である」点 に着 目して録音デー タの組織共用文書

性 (従 って行政文書性 )を認 めてい る。

(4)要 す るに、録音デー タは議事録 の 「正確性」を担保す るために作成 さ

れ る (そ れ故 に組織共用性 を備 える)の であるが、議事録 の 「正確性」

にもかかわ らず、その内容 は録音デー タの内容 のすべてに代替す るもの

ではな く、両者 の間には、なお重要 な差異が存在す る、とい うことを上
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記各判決 は明 らかに してい るのである。

3 録音デー タは 「一時的に作成 した」文書 に も該当 しない

(1)一般 に、 “一時的"で あるが故 に情報公 開請求の対象 に該 当 しない電

磁 的記録 とは、「デ ィスプ レイに情報 を表示す るため一時的にメモ リに

蓄積 され る情報、ハー ドデ ィス ク上に一時的に生成 され るテ ンポ ラ リフ

ァイル等」とされている (例 えば、甲8『 内閣官房における情報公開法

に基づ く処分に係 る審査基準』2頁。他の省庁も同様の基準が用いられ

て い る。 )。 これ らは、性 質 上 、本 来 的 に “一 時的 "な 記 録 で あ る。

これ に対 し、録音デー タには、 ``一 時的"で ある とい う特性 は存 しな

い。保存期 間を どの よ うに定めて取 り扱 うかに よ り、長期的な記録 に も、

短期的 0-時的な記録 に もな り得 るものであ り、その ことは、紙媒体 の

記 録 と異 な らない。

(2)文書管理に関するルールを定める神奈川県教育委員会行政文書管理規

則 (以 下、 「行政文書管理規則」とい う。なお、神奈川県には公文書管

理条例はない。)は 、文書管理の対象 となる「行政文書」の定義を、「神

奈川県教育委員会の職員がその分掌する事務に関して職務上作成 し、又

は取得 した文書、図画及び電磁 的記録 をい う。ただ し、次に掲 げるもの

を除 く」「ウ 文書又 は図画の作成 の補助 に用い るため一時的に作成 し

た電磁的記録であって、神奈川県情報公開条例第 3条第 1項第 3号の規

定により教育委員会が定めるもの」 (2条 1項 )と 定め、結局情報公開

条例および同条例施行規則の「行政文書」の定義を援用 している (甲 9
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『神奈川 県教育委員会行政文書管理規則』 )。

行政文書管理規則 は、「行政文書」については、保存期 間について 1

年か ら 30年 、お よび常用文書 に区分 してい るが、 「行政文書」にあた

らない ものは文書管理 に関す るルールの適用対象外 となる。

(3)被告 は、「神奈川 県情報公開条例 の解釈及び運用の基準』 (乙 2)が 、

条例 3条 1項 3号 につ き、「文書で作成 した会議記録 を正規 の記録 とし

ている場合 に、会議記録 を作成す るための補助 として当該会議 の内容 を

一時的に採録 した録音テープ等 は、保存の対象 となる正規 の行政文書で

ないため、公 開請求の対象 とす ることは適 当でない。』としている事実

を援用 している。

しか し、行政 内部での解釈運用 を定めた 「神奈川県情報公開条例 の解

釈及び運用 の基準 」 (以 下、 「解釈運用基準」 とい うc)に よ り、条例

によって規定 された 情報公 開請求の権利 を制約す ることはで きない。

しか も、解釈運用基準の上記解説部分は、会議録作成 のための録音デ

ー タを 「保存の対象 となる正規の行政文書でない」 こ とをもって 「公 開

請求の対象 とす ることは適 当でない」 ことの理 由 としてい るが、上述 の

とお り、行政文書管理規則 は 「保存 の対象 となる正規 の行政文書」の定

義 に関す る固有 の規定 を欠 き、その定義 を情報公 開条例 と同施行規則 に

委ねて しまってい る。従 って会議 の録音デー タを 「公 開請求の対象 とす

ることは適 当でない」 ことについて何 の説 明に もなっていない。

(4)会議録作成のための録音デー タが 「一時的」に作成 した記録 であって

情報公 開請求の対象 となる 「行政文書」に該 当 しない との主張は、 ``録
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音データは、一時的記録であるから行政文書管理規則の適用外であり、

行政文書管理規則 の適用対象外 であるか ら、保存期 間の定めがな く随時

廃棄が許 される「一時的」記録である"と い う循環論法の誤〕を犯 して

い る。

(5)「会議 の記録 を作成す るために録音等 を した録音テープ等」が 「一時

的に作成 した」ものである との被告の主張は、結局、録音等 を した職員

の主観 がそ うであった、 とい う趣 旨を主張す るものにす ぎない。

しかし、保存期間は、文書管理に関する客観的なルールによって決せ

られるべきものである。

職員の主観によって “一時的"な記録 として扱い、行政文書性を恣意

的に排除することは、条例の目的 (1条 )、 解釈運用における実施機関

の責務 (2条 1項 )な どの規定の趣 旨を没却す るものである。

(6)ち なみに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条 9項、

神奈川県教育委員会会議規則第 36条、第 37条 には教育委員会会議録

に関す る規 定 が あ るが 、言 うま で もな くこれ らの規 定 は、会議 録 と とも

に、会議 の録音デー タを「保存 の対象 となる正規 の行政文書」として「公

開の対象 とす ること」 を何 ら妨 げるものではない。

第 2 条例 3条 1項 3号 は本来的に行政文書該 当性のある電磁 的記録 を除外

する趣旨ではない

1 平成 16年最判の趣 旨

訴状 5頁以下で述べた とお り、会議録作成 のための録音デー タは、本来
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的に行政文書該 当性 を有す る。

被告 は、最高裁平成 16年 11月 18日 判決につ いて、同判決 は

単に、録音テープが 「決裁 又は閲覧の手続が終了」 した、とい う要件 に

該 当 しない 旨を判断 した先例 に過 ぎない とす る (2頁 )が 、これ は認識不

足 も甚 しい とい うべ き意 見である。

上記最判 は、「会議録 につ いては決裁等 の手続 が予定 されてい ることか

らす る と、 (録音テープ も
一

原告代理人注)会議録 と同様 に決裁 の対象

となる」もの とした上で、 「会議録 が作成 され決裁等の手続 が終了 した後

は、本件テープは、実施機 関た る被 上告人において管理 してい るものであ

る限 り、公 開の対象 とな り得 よ う」 と判示 してい るものであって、録音テ

―プが (所 定の手続 を経 由すれ ば)本来行政文書 と しての性質 を有す るこ

とを認 めて い る。

す なわち、当該事案 の根拠条例 が 「決裁」等 の手続 の終了を公文書 (行

政文書 )の成 立要件 と定めてい る関係 で、この手続 を終 えていない録音テ

―プの公文書性 を消極 に解 した ものであるか ら、同様 の条例 の下で 「決裁

等」が終了 した場合 は勿論 、そ もそ も本件条例 の よ うに 「決裁等」を公文

書性 の要件 としない条例 の下では、その成立 と同時に公文書性 を獲得す る

旨を、上記最判 は明 らかに したのである。

2 本件条例の制定過程 に関す る事情

(1)上述 の とお り、本来的には行政 文書該 当性 を有す る電磁的記録 を、本

件条例があえて情報公 開請求の対象 となる行政文書 の定義か ら除外す
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る趣 旨であった とすれ ば、条例 の制定過程 において、除外す ることの必

要性や 1条 (目 的規定)等 との整合性 について、何 らかの検討 がな され て

しかるべきである。

条例での行政文書 の定義 は、上述 の とお り、公文書管理規則 に定める

ルールの対象を画することに加え、個人情報保護条例における「保有個

人情報」の定義 (「 行政文書 に記録 されてい るものに限 る」 と定義 され

てい る)に も用い られ、個人情報 の利 用及び提供の制限、 自己情報開示

請求 。訂正請求・利用停止請求の対象 をも画す るものであるか ら (甲 9

『神奈川県個人情報保護条例』 2条 5号 ウおよび 6号 、甲10『神奈川

県教育委員会における個人情報保護に関する神奈川県個人情報保護条

例施行規則』 2条 1号 )、 県民の権利利益に大きな影響を及ぼす。

本来的には行政文書性 があ り、国や他 の地方 自治体 では行政文書 とし

て取 り扱 われてい る電磁的記録 を、あえて行政文書か ら除外す るのであ

れ ば、当然 、 これ らの点か らも、検討 がな され てい るはずである。

(2)し か も、条例制定 当時、会議録作成 のための録音デー タを行政文書か

ら除外す る との条例・規則 を定めてい る地方 自治体 は存在 しなかったか

ら、他 の地方 自治体での研究等 の成果 を利用す る とい うこともできず、

独 自の検討 が必要 な状況であった (神奈川県 の条例 0規則 は平成 12年

3月 28日 制定であるところ、千葉県情報公開条例・規則は平成 12年

12月 8日 、徳 島県情報公 開条例 は平成 13年 3月 27日 である。なお、

他 に同様 の条例・規則 を定 めてい る都道府県お よび県庁所在 市は存 しな

い 。 )
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しか し、条例 3条 1項 3号 の制定にあたって、その よ うな検討 がな さ

れ た形跡 はない。

神奈川県の機 関の公 文書 の公開に関す る条例 (現 行条例制定 によ り廃

止。以下、 「旧条例」 とい う。)条例 14条 2項 では、 「公 文書の公 開

に関す る制度の改善 についての施策 を立案 し、及 び実施す るに当たって

は、神奈川 県公文書公 開審議会の意見 を聴 かなけれ ばな らない」 として

い るが、条例改正 に よ り上述 の よ うな趣 旨で 3条 1項 3号 をも うけるに

当たっては、当然、公文書公 開審議会 に諮 問すべ きであった ところ諮 問

が され ていない。 (条 例改正全般 についての諮 問はな されてい るが、審

議会 の答 申 (「『公 文書公 開制度 の充実について』 一答 申―平成 11年

3月 」)は、 「記録媒体 を問わず電磁 的記録 について も、対象情報 に含

めるべ きである。」 とし、例外 を設 けていない。 )

以上か らして も、必要な検討 が され ていない ことは明 らかである。

条例 3条 1項 3号 自体は、本来的に行政文書性 を有す る電磁 的記録 を

除外す ることを想 定 していなかったか らこそ、上述の論点についての検

討を要 しなかった ものである。

3 同種条例 を有す る他の 自治体の規則制定状況

なお、神奈川県条例 と同 じく「文書又は図画の補助 に用い るため一時的

に作成 した電磁的記録 であって、実施機 関が定 めるもの」と規則 に委任 し

つつ、規則 で定めを置いていない 自治体 も、大阪府高槻市、佐賀 県嬉野市、

鹿児 島県南 さつま市、鹿児 島県曽於市、鹿児 島県いちき串木野市、鹿 児島
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県 日置市な ど相 当数存在す る。 この事実 は、「文書又 は図画 の補助 に用い

るため一時的に作成 した電磁 的記録」が会議録作成 のための録音デー タを

一般的に含むとするような理解は社会通念に支持 されるものではないこ

とを示 している。

第 3 本件録音 デー タの行政文書性

1 規則 2条 1号 の規範性

以上述べた とお り、行政文書の対象か ら除外 され る文書等の範 囲につい

て、条例 3条 1項 3号が、 「補助 に用い るため一時的に作成 した電磁 的記

録」に限定 してい るのに対 し、規則 2条 1号 は補助性 、一時性 の有無 を問

わず、広 く

「会議 の記録 を作成す るために録音等 を した録音テープ等」を一律 に排

除の対象 に してい る点 において明 らかに条例 を逸脱 してい る。

条例に違反する規則は無効であり (地方 自治法 15条 1項参照)、 少な

くとも、条例 との整合性 が確保 され るよ うに限定解釈 され なけれ ばな らな

2 本件録音デー タの独立性

(1)神奈川県教育委員会会議規則 (乙 3)36条 によれば

「会議録 には、すべての議事 …を記載 しなけれ ばな らない」と規定 され 、

同 16条 によれ ば、 「会議事件 は、会議 においてまず提 出者 の説 明を聞

き、委員 に質疑 があるときは、質疑 を行 なわなけれ ばな らない」 と規定

い 。

されている。
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(2)従って、委員の質疑のみならず提案説明も議事内容 として重要である。

しか るに、会議 の場で事務局職員 が行 った説 明に関す る会議録 の記載

は、テーマ と説 明者 の役職名簿の記載 に とどま り、具体的な説 明内容 は

全 く記載 されていない ものが少 な くない (訴 状 8頁 )。 この事実は被告

も認 めてい る (答 弁書 3頁 )。

(3)ま た、会議録 では提案説 明が欠落 してい るばか りでな く、「発言の語

気・語調」が反映 されず、 「発言 に対す る会議 の場 での反応」も反映 さ

れ ない。更 に「発言 のニュアンスを醸 し出す言 い直 しや言い よどみ等 は

整 文 の過 程 で排 除 され る」の が例 で あ る (訴 状 8頁 )。 これ らの事 実 も、

被告は認めている (答弁書 3頁 )。

さきに引用 した平成 19年 の東京地裁・東京高裁 の各判決が判示 して

い るよ うに、録 音デー タ と会議録 との間に存在す るこの種 の差異 は、ま

さにその差異の存在 ゆえに、録音デー タを非開示文書 とす る事 由にな り

うるほど重要なものである。

(4)言 いか えれば本件録音デー タは、それ を開示 しな くて も (こ れ に基づ

いて作成 された会議録 さえ開示 されれ ば)実施機 関の説 明責任 が免除 さ

れ る、と解 され るほ ど、 「補助的、かつ一時的な」記録 に過 ぎない文書

として取扱 うことが到底許 され ない性質の ものである。

以 上
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