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閣議議事録等作成・公開制度検討チーム 作業チーム 

第１回 議事次第 
 

 

日 時：平成 24 年８月９日（木）16:58～18:27 

場 所：総理大臣官邸４階大会議室 

 

 

１．開会 

２．作業チーム運営要領について 

３．事務局説明 

 （１）作業チームの今後のスケジュールについて 

 （２）内閣の連帯責任について 

 （３）閣議、閣僚懇談会について 

 （４）公文書管理法について 

４．総務省ヒアリング（情報公開法について） 

５．外務省ヒアリング（外交文書の 30 年ルールについて） 

６．国立公文書館ヒアリング（国立公文書館における「時の経過」について） 

７．自由討議 

８．閉会 
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○中塚内閣府副大臣 お暑い中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。

定刻前ではありますが、出席予定の皆さん全員御出席をいただいておりますので、ただい

まから「閣議議事録等作成・公開制度検討チーム 作業チーム」の第１回会合を開催いた

します。 

 前回の閣議議事録等作成・公開制度検討チームの会合で、この会議の議事進行は座長と

して内閣副大臣の私、中塚が務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、今日は誠に申し訳ございませんが、18時から衆議院本会議がございまして、私と

大島副大臣は途中で退席をさせていただくことになります。その後は、竹歳官房副長官に

進行をお願いしたいと思っておりますので、あらかじめ御了承いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、まず作業チームの運営要領につきまして、事務局の方からお手元の資料１と

２について御説明を申し上げます。 

○幸田公文書管理検討室長 まず資料１、作業チームの構成についてでございますが、こ

れは親会議であります検討チームの共同座長であります、岡田副総理と官房長官の指名に

よって決まっております、当作業チームの座長と構成員の一覧でございます。 

 なお、本日構成員のうち御厨先生は御欠席ということでございます。 

 次に、資料２でございますけれども、作業チームの運営要領（案）でございます。 

 まず、１として「議事の進行」につきましては、検討チームの進行は座長である中塚内

閣副大臣が務めることとし、座長が出席できない場合には座長が指名する者が代理として

職務を代行することとしております。 

 ２として「会議内容の取扱い」でございますが、（１）会議は原則として報道陣に公開

すること。（２）公開した会議の議事録や資料は公開することとしております。 

 ３として「関係者の出席」といたしまして、必要があると認めるときは、関係者の出席

を求めることができることとしております。 

 最後に「その他」といたしまして、必要な事項は座長が会議に諮り決定することとして

おります。 

 以上でございます。 

○中塚内閣府副大臣 ただいま御説明を申し上げたとおりでありますが、議事の公開につ

いては、２の「会議内容の取扱い」に書かれておりますとおり、親会である検討チームと

同様に原則として報道陣の皆さんに公開する。会議の議事録及び提出資料も公表すること

とされておりますので、あらかじめ御了承をお願い申し上げます。 

 ここまでのところで、何か御質問、御意見はございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、そのように決定させていただきます。 

 続きまして、作業チームの今後のスケジュールのイメージ、内閣の連帯責任等につきま

して、事務局から資料３～６について説明をさせていただきます。 
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○幸田公文書管理検討室長 まず、資料３でございます。「作業チームスケジュールイメ

ージ」ということでございますけれども、前回、７月30日に開催いたしました検討チーム

におきまして、岡田副総理から10月ぐらいをめどに検討結果のとりまとめをお願いしたい

との発言がございました。この10月を目標といたしまして、本日、第1回の作業チームでは

各種ヒアリングを行っていただきまして、次回、８月29日に予定しております第２回の作

業チームで事務局の方から制度の方向性のたたき台をお示しをし、御議論をいただけるよ

うにしたいと考えております。 

 その後、９月中旬の海外現地調査を挟みまして、第３回作業チームを９月末を目途に開

催をし、制度の方向性についての検討や海外現地調査の報告を行いたいと考えております。

なお、海外現地調査には、本チームの構成員から三宅先生に御参加をいただく予定であり

ますほか、外部の有識者の方々にも参加をいただく方向で現在調整を行っているところで

ございます。 

 資料４～６は、小林参事官から御説明申し上げます。 

○小林公文書管理検討室参事官 事務局でございます。資料４－１につきましては、閣議

の議事に関する憲法上の学説、なかんずく、閣議の議事内容に秘密が要求される点につき

まして、我が国の主要な学説の該当部分を抽出、整理したものとなってございます。 

 まず、１．宮沢俊義先生でございますけれども、下線を施した個所でございますが、閣

議の内容につき高度の秘密が要求される、そしてそれは、各大臣の重要な義務であり、そ

の義務は閣僚の地位を離れた後でも重大な義務である。このように記述がなされていると

ころでございます。 

 次に、２．佐藤功先生でございますけれども、閣議の議事及び議決方法については、慣

行に委ねられているとした上で、２ページ目にかけてでございますけれども、閣議の内容

について、伝統的に非公開主義がとられているとされておられます。 

 続いて、３．伊藤正己先生でございますけれども、明治から続く慣例が閣議をどのよう

に運営するかについて重要な役割を果たしているとした上で、議事は非公開、閣議の秘密

を守ることは閣僚その他の陪席者の義務であって、その内容を外部に公表するときは、内

閣官房長官がこれを行うと記述がなされております。 

 ３ページ目の４．芦部信喜先生でございますけれども、下から３行目、閣議の内容につ

いて高度の秘密が要求される旨、同様に記述をされておられるところでございます。 

 ４ページ目の５．長谷部恭男先生の教科書『憲法（第五版）』からの抜粋でございます。

内閣が国会に対して連帯責任を負い、外部に対しては一体として行動する義務を負う以上、

内部での意見の不統一は、たとえ存在していたとしても外部に表面化してはならないはず

のものであるとお考えを示されているところでございます。 

 ５ページ目の６．大石眞先生の著作の抜粋でございます。議事要件について秘密である

こと、そして、議事録もとられない運営になっていることに触れました後、閣議の全員一

致制について、さまざまな見解のあることの紹介がなされているところでございます。 
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 そして最後の６ページ目の７．佐藤幸治先生は、閣議が非公開とされているルールにつ

いては合理性があるというお考えを示されているところでございます。 

 資料４－２は、いわゆる閣内不統一についての政府の国会答弁の抜粋でございます。 

 １つ目の○、法制局第一部長の答弁におきましては、２か所目に線を引いたところでご

ざいますけれども「仮に」といたしまして、国務大臣の立場で明らかにその内閣の一体性

を損なうような言動をとるというような場合は、いわゆる閣内不統一の問題が生じるとの

答弁があるところでございます。 

 ２つ目の○、法制局長官の答弁もほぼ同旨でございまして、やはり２番目に線を引いた

ところでございますが、内閣の構成員すべてが、一体となって統一的な行動をとることが

要請される旨の答弁をしているところでございます。 

 資料４－３は、しからば、諸外国はどのようになっているのかということで、今回の海

外実地調査の対象国の一つであります、イギリスにおける事情を示す資料となっておりま

す。 

 イギリスにおきましては、情報自由法と呼称される情報公開法を司法省が所管しており

ます。司法省の説明の抜粋でございますけれども、下線を施したところでございます。閣

議や閣僚委員会の文書につきましては、情報自由法の適用が除外されるとの説明がなされ

ております。 

 そして、その理由といたしまして、２ページ目の真ん中辺りでございますけれども、大

臣が、閣議における大臣同士の議論や政府職員との応答が公開されると、議論の質が極め

て低下してしまう。すなわち、根本的な選択肢、論争的な選択肢を提示することができな

くなり、自由かつ率直な議論が抑制されてしまい、結果、連帯責任の統治過程と、高いレ

ベルでなされる決定の質が損なわれてしまう。このような説明がなされております。 

 ３ページ目は、イギリスにおける『大臣行動規範』の抜粋でございます。一般原則のと

ころには、連帯責任の原則の説明がなされておりますけれども、この考え方が大臣の職を

退かれた後も続くということで、その一番下の８の10節でございますけれども、元大臣で

あられました方が回顧録を出版しようとする場合には、出版に先立って原稿草案を適時に

内閣官房に提出いたしまして、諸原則に準拠したものが求められる。このような取扱いが

なされているようでございます。 

 そして、この基となりました「ラドクリフ報告」の解説がイギリスの下院のウェブサイ

トに掲載されておりましたので、その箇所を抽出しております。 

 まず、回顧録を出版するに当たって制限が必要な幾つかの範疇があるということで、安

全保障上の要請、それから、他国との関係の観点、そして３番目に大臣同士、大臣とアド

バイザーなどとの秘密を要する関係を損なうおそれがあるものであってはならないという

ことで、その理由といたしまして、信頼関係の維持に確信が持てないような状態では、率

直かつ忌憚のない意見の表明が困難になるという説明がなされているところでございます。 
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 そして、この取扱いにつきましては、次の５ページ目、この原則手続に執筆者が拘束さ

れるのは15年間であるという記述がございます。 

 ６ページ以降は、イギリスの情報自由法の該当箇所の抜粋となっておりますので、説明

は省略させていただきます。 

 資料５は「閣議及び閣僚懇談会について」の説明でございます。閣議の運営でございま

すけれども、議事進行は内閣官房長官によって取り行われます。そして、政務の副長官が

案件の内容説明をし、各大臣の決裁、内閣総理大臣の決裁と続きまして、各大臣から発言、

これをもって閣議を終了、爾後、引き続き閣僚懇談会が開始される。このような運びとな

っているところでございます。 

 ※のところは、閣僚以外に内閣官房副長官（事務）及び内閣法制局長官が陪席すること

を、説明的に記述したものでございます。 

 参考といたしまして、意思決定の形式、閣議決定、閣議了解、閣議口頭了解があるとい

う旨、記述しております。 

 ２ページ目、閣議についてでございますけれども、内閣の最高意思決定の場として、法

令上その意思決定が必要とされる事項、また、規定がない場合であっても内閣の意思決定

が必要な案件につきまして、決定、了解がなされるとともに、案件に関連して所管大臣か

ら発言、説明がなされるということが記述してございます。 

 最近の例といたしましては、閣議案件として７月31日では日本再生戦略、そしてこれに

関連する発言といたしまして、国家戦略担当大臣から御発言があったということが記載さ

れてございます。 

 ３ページ目、閣僚懇談会でございます。これは、各大臣がその所管にかかわらず、国務

大臣としての立場から自由で忌憚のない意見交換を行う場であるということで、大臣から

事前に提出のあった閣議案件とは関連しない発言などのほか、自由な発言が行われるとい

うことでございます。 

 申合せの例、発言の例につきまして、具体例が下欄に書かれているところでございます。 

 ４ページ目、現在の内閣におきます官邸閣議室の配席図、先ほど申し上げました、日本

再生戦略の際の閣議決定の閣議書の例を参考までに掲げさせていただいております。 

 ５ページ目、今、申し上げましたような閣議資料につきまして、開示請求があった場合

の対応状況でございますけれども、原則開示となっております。ただし「５ 閣議議事録」

につきましては、現在、不存在ということで、そのような取扱いがなされているというこ

とでございます。 

 資料６「公文書管理法について」、冒頭、１ページ目と２ページ目は法律の概要につい

て記載がございますが、本件に関連のある箇所、ポイントとして３ページ目、本法律の目

的、まず、公文書等を民主主義の根幹を支える知的資源であると位置づけた上で、公文書

管理法の目的として２つ掲げております。 
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 １つには、行政の適正かつ効率的な運営、そして、現在及び将来の国民に対する説明責

任ということでございます。 

 ４～６ページ目は、行政文書の作成から整理、保存、移管・廃棄に至る法律のポイント

が掲げてありますので、これは説明を割愛させていただきます。 

 ７ページ目は「特定歴史公文書等の利用制度の概要」でございます。行政機関や独立行

政法人等から国立公文書館等に移管されました文書につきましては、基本的には国民の

方々に利用していただくということでございますけれども、利用制限が付される場合には、

これに不服がある方につきましては異議申立て、あるいは訴訟の道が開かれているという

ことで、一連のしかるべき手続が整備されているということを説明するための資料でござ

います。 

 ９～11ページ目は、政令の抜粋でございまして、閣議に関する文書の保存期間が30年で

あることを示す資料になっております。 

 最後に12ページ目は、情報公開法の不開示情報、これは後ほど御説明があるかと思いま

すが、６類型定められております。そして、これと公文書管理法で定めている利用制限事

由との突合関係につきまして、記号をもってお示ししたものでございます。例えば個人に

関する情報、国の安全に関する情報などにつきましては、公文書管理法におきましても同

様の利用制限がかかるということでございます。一方、事務または事業に関する情報につ

きましては、移管後は現用文書ではなくなりますので、その範囲が狭まった状態で利用制

限がかかることを示す資料となっております。 

 以降は、公文書管理法の該当条文の抜粋となっておりますので、説明は省略させていた

だきます。 

 冗長にわたりましたが、説明は以上でございます。 

○中塚内閣府副大臣 それでは、ただいまの説明につきまして、委員の先生方から御質問、

御意見等がございましたら、どうぞ御自由にお願いいたします。 

 小早川委員、どうぞ。 

○小早川委員 単純な質問ですが、イギリスの資料に出てきます、閣議と閣僚委員会とあ

りますが、この閣僚委員会なるものは、要するにどんなものか。日本の制度で言うと、そ

れに近いものが何かイメージできるのかということを簡単にお願いいたします。 

○小林公文書管理検討室参事官 このイギリスの資料の抜粋に掲げております閣僚委員会

が、我が国におけるいずれの会議に該当するのかにつきましては、正確なところを現時点

で把握していないところがございますので、海外現地調査におきまして、その詳細を調査

いたしまして、御報告させていただきたいと考えております。 

○中塚内閣府副大臣 ほかにいかがでございましょうか。 

 梶田委員、どうぞ。 
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○梶田委員 公文書管理法についてですが、今回、問題になっている議事録のようなもの

を直接法令でもって、これは必ずつくりなさいという形で定めているような部分はござい

ますでしょうか。 

○幸田公文書管理検討室長 公文書管理法、それから、公文書管理法の施行令に、まさに

典型的な類型の文書は示されてございます。ただ、この中に議事録という意味においては、

定められているものは現状ではない。むしろ、ガイドラインにおきまして、現在、審議会

ですとか、役人レベルの各省会議につきましては、議事概要あるいは議事録を作成するこ

とがガイドラインとして定められております。勿論、国以外の議事録という趣旨でござい

ましたら、例えば会社法の取締役会について議事録の作成義務、あるいは日銀の金融政策

決定会合について議事録の作成義務がかかっているというような、他のもの、あるいは一

般社団法人ですとか、そういったものの例はございます。 

○中塚内閣府副大臣 いかがでございましょうか。 

 三宅委員、どうぞ。 

○三宅委員 「ラドクリフ報告」で、回顧録執筆者が報告書に記載された諸原則・手続に

拘束される期間が15年であるとありますね。15年経過すれば、執筆者は自由に出版するこ

とが可能となるとありますが、閣議の議事録自体は今のところは30年ということですね。

その辺の15年と30年の違いは何かあるのでしょうか。 

○小林公文書管理検討室参事官 この報告書の記載の抜粋によれば、当該事象が発生した

とき、それから、回顧録が出版されるまでに15年が経過すれば、基本的にはその回顧録は

出版することができる。ただし、例えば安全保障上の理由、あるいは諸外国との良好な関

係を損ねるおそれがあるような場合には、別途の条項に基づいて規制がかかるようである

と現時点においては理解しております。この周辺状況につきましても、海外実地調査で調

査してまいりたいと考えております。 

○中塚内閣府副大臣 加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員 資料４－１についてなのですが、お答えになるべきご専門の先生方が多過ぎ

まして、質問するのが本当に恐縮なのですけれども、例えば大石眞先生など、憲法の歴史

を講じてらっしゃる方の方は、どちらかというと内閣の全会一致制というものは、今や再

考される時なのかもしれない、とお考えのようにも読めます。資料４－１の５ページにご

ざいます。これは、やはり明治の単独輔弼制のときの問題だから、今や、厳密に通用すべ

き原則であるかどうかが疑わしいというお考えを示されているように思います。一方で、

伊藤正己先生は３ページのところで、１つの説と多数説ということで、今なお多数説は全

会一致の方式を取るべきであると、今の慣行もそれに従っているという御判断ですけれど

も、やはりこれは全会一致であるというようなことは多数説であり、最も新しい平成24年

段階でも、この説は強力な説であると考えてよいのでしょうか。 

○幸田公文書管理検討室長 まず、政府の見解といたしましては、閣議の多数決なのか全

会一致なのかということに関しましては、たしか中央省庁再編のときにも議論を政府の中
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でいたしました。いたしましたが、結論としては、全会一致であるべきということで、政

府の見解は今も全会一致ということになってございます。 

 確かに連帯責任から出てくる閣議の運営に関しまして、各先生方、秘密の問題と多数決、

全会一致の問題の２つを大体書かれておられるのですけれども、多数決、全会一致の問題

については、いろいろな説がある。その一方で、閣議の秘密については、今、調べている

限りにおいては、どの先生方も秘密なんだと。その理由はさまざまでございますけれども、

そうなっているという現状だと理解しております。 

○中塚内閣府副大臣 三宅委員、どうぞ。 

○三宅委員 長谷部先生にお聞きしたいのですけれども、先生の憲法のご著書にある閣議

決定の方式のところで、慣習法上とありますね。これは、具体的にはどういうものを指し

て慣習法と言われているのですか。いらっしゃったものですから、済みません。 

○長谷部委員 十分なお答えになるかわかりませんが、イギリスの憲法のジャーゴンを使

いますと、裁判所を通じて強行可能な憲法法、ロー・ザ・オブ・コンティテューションと

いうものと、それから、コンベンション・ザ・オブ・コンティテューション、憲法習律、

裁判所を通じて強行するわけにはいかないというルールがあります。日本の場合は、この

閣議をどういう方式で行うのか。あるいは、その後、秘密をどうやって守るのかというこ

とについて、裁判所が関与するということは、通常は想定されていない。そういう意味で、

慣習法。事実、従来からいろいろな先生方も御指摘のとおり、そういう慣行が行われてい

たということで、慣習法と書いているということでございます。 

 イギリスの場合に関しては、実は先ほどの資料４－３の４ページ目「ラドクリフ報告」、

リチャード・クロスマンの日誌の慣行を契機とした事案のことが研究されております。イ

ギリスの場合、いわゆるコンフィデンスの法理を根拠といたしまして、裁判所を通じて強

行可能であると。守秘すべき事項を慣行しようとすると、その出版の差止命令を裁判所が

出すことはあり得ることになっております。ですから、その辺は、少なくとも現状法の状

態としては、日本とイギリスでは若干違いがあるかもしれません。 

 ただ、イギリスに関しましても、そういう裁判所を通じて強行可能な法とは別に、憲法

習律がやはりありますので、それは、必ずしも内容が一致してはいないだろうと考えてお

ります。 

 とりあえず、そんなところです。 

○三宅委員 ありがとうございます。 

○中塚内閣府副大臣 ありがとうございました。 

 小早川委員、どうぞ。 

○小早川委員 私は、憲法の専門ではありませんので、恐る恐る発言するだけなのですけ

れども、先ほど加藤委員の御指摘の大石説、確かに全員一致制が現行憲法の下での原則か

どうか疑わしいとありますが、この文書を読んでみると、ここで言っているのは憲法上の

要求なのかどうかを問題にしていて、その次のパラグラフでは、結局それは内閣の運営自
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律権に委ねられているということが書いてあるので、今の長谷部委員のローかコンベンシ

ョンかという問題とも、どこか交差するのかもしれませんが、必ずしもほかの学説と対峙

するわけではないのではないかという気がします。 

○長谷部委員 まさに御指摘のとおりではないかと思います。私の教科書の内容も、麗々

しく引用されていて、大変恐縮でございますが、人格があらわれて若干品のない書きぶり

になっております。どの辺が品がないかというと、事実上、内部でどういう決定の方式を

取るのかという問題と、外部に対してどういう意思統一の在り方を示すのかというのは、

少なくとも論理的には一応分けて考えることができるわけでございまして、肝心なのは外

部に対してどう見えるかということではないかと。ただ、そこは内と外とが違うのだとい

うことが明らかになると、それまた問題でございますので、あくまでそこは内と外とが一

致している。どちらも全員一致であるという建前を取ることが、少なくとも議院内閣制の

運用の上では大変重要なことであるということだと思います。 

○中塚内閣府副大臣 梶田委員、どうぞ。 

○梶田委員 今、言われたように、国会でさんざん議論されて、先ほど事務方の方からも

資料４－２のところで御説明があったと思いますが、これは２つの答弁を引用しているの

ですが、今の議論の中で閣議の全会一致の議決方法という点と、もう一つの秘密の問題で

すが、少なくとも議決が全会一致であるということについては、憲法の六六条三項の「内

閣は国会に対し連帯して責任が負ふ」という規定から、全会一致という原則を取っている。

これはもう従来から一貫してこういう説明を政府としてはしている。これに対して、今、

事務方から触れられましたように、いろいろな議論が学説上もあると思いますが、政府と

してはこの全会一致原則につきましては、一貫した憲法解釈として、憲法の要請を踏まえ

た運用としてやってきているという説明をしてきております。 

 

○中塚内閣府副大臣 よろしいですか。 

 この後、総務省から関連して情報公開法についてのヒアリングを行います。それでは、

行政管理局の濱西審議官、よろしくお願いいたします。 

（ヒアリング説明者席へ移動） 

○濱西審議官 総務省の濱西でございます。 

 お手元の資料７－１、７－２に基づきまして、御説明をさせていただきたいと思います。 

 資料７－１「情報公開法について」の１ページ目をごらんください。情報公開法の制定

経緯について、簡単にまとめてあるペーパーです。 

 ポイントだけ申し上げますと、平成８年 12 月に行政改革委員会が内閣総理大臣に「情報

公開法制の確立に関する意見」を具申しました。その具申を受けて、政府において立案を

し、国会に提出をし、平成 13 年４月に行政機関情報公開法が施行されています。したがい

まして、今現在、12 年目に入っているところでございます。 
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 最近の動きとしましては、民主党政権になりまして、「行政透明化検討チーム」という

ものができまして、そちらの方で平成 22 年８月にとりまとめをしております。それを受け

まして、改正法案を昨年４月に閣議決定し、国会に提出しているところでございます。な

お、まだこの改正法案につきましては、継続審査になっているところでございます。 

 ２ページは、情報公開法の目的・ポイントでございます。ここで書かれてあります目的

やポイントは、改正法案ベースではなしに、現行法で整理してあるものでございます。 

 ポイントといたしましては、開示請求者は、何人も、行政文書の開示を請求することが

できる。 

 対象機関は、国の全ての行政機関（会計検査院を含む。）です。 

 対象文書は、行政機関の保有する行政文書ということで、定義については、３条件が書

かれているところでございます。 

 開示義務は、行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなけれ

ばならないということで、不開示情報の類型が６類型ございます。①個人に関する情報、

②法人等に関する情報、③国の安全等に関する情報、④公共の安全等に関する情報、⑤審

議、検討等に関する情報、⑥事務又は事業に関する情報となっております。 

 次の３、４ページに、その辺りが具体的にはどうなっているかという規定ぶりを参考ま

でに抜粋したものがございます。後でお読みいただければと思います。 

 ５ページは、こういう不開示情報を規定することについて、立案のとき、行政改革委員

会の方で御議論がされているのですが、その意見を抜粋したものでございます。 

 ２段落目で下線を引いているところをごらんいただければと思いますが、不開示とする

ことにより保護される利益に着目し、先ほど言いました６つの類型に分けた上、事項に関

する基準、これは上の段落に書いていますように「○○に関する情報」という意味です。

それから、定性的な基準、これも上の段落に書いていますが「○○が害されるおそれ」と

いったような、両基準を組み合わせることを基準として、不開示情報の範囲をできるだけ

明確かつ合理的に画することができる規定を置いてはどうかという御意見が出されており

ます。 

 開示・不開示の判断ですけれども、開示請求があった都度なされるということで、一旦

不開示とされた行政文書であっても、その後の事情の変化により、開示されるべきものと

なることがあることは当然であるということ、行政文書の作成または取得からの一定年数

の経過を開示・不開示の判断基準とすることは設けないという意見が出されております。 

 これにつきましては、その当時の経緯について、資料７－２の 25 ページ、参考資料４を

お開きいただけますでしょうか。 

 これは、今、申し上げました不開示情報の規定についての考え方の議論の経過を示した

ものです。行政改革委員会行政情報公開部会のメンバーを見ていただきますとおわかりの

ように、小早川先生、宇賀先生のお二方に参加いただいております。 



12 

 

 議事録のことを具体的に説明する前に、審議当時ですが、まず１点目として、我が国に

おいてまだ公文書管理法が制定されなかったということ。 

 ２点目として、こちらのチームの方でも話題になっておりますが、イギリスとドイツに

おいては、いまだ情報公開法が制定されていなかったということ。 

 この２点について御留意していただいた上で御説明を申し上げます。 

 最初に、第９回部会（平成７年５月 26 日）で「閣議文書の公開について」が議論されて

おります。その中で下線を引いたところですが、この当時の行政情報公開部会長は、上に

書いてございますように角田禮次郎（元最高裁判所判事・元内閣法制局長官）であります。

その部会長の方から「閣議決定したような文書は公開する。それ以外の閣議については、

議事録的なものはないということだから不存在である。」という発言がなされております。 

 26 ページの下の方で、部会でいろいろ議論されているわけですが、再度、角田部会長の

方から、「この問題」というのは閣議等の議事録に関する問題と御理解いただければと思

いますが「この問題はあまり議論しない方がよいと思う。」というところで打ち切られて

いるということでございます。 

 第 19 回部会（平成７年９月 29 日）の「外交・防衛文書の時限性について」ということ

で、当時、京大の教授で憲法学者の佐藤幸治教授が「外交・防衛情報については、時限性

というか、その時見なくとも、政治責任や行政責任を追及するために後で検証できればよ

いというところが、かなり大きいと思う。だから、その辺の外交・防衛情報の時限性とい

う問題をこの中にどう組み込むのかというのは、大きな問題のような気がする。」という

御発言がございました。 

 それを受けて、中ほどになりますが、角田部会長のところでございます。「大統領命令

の制度や大臣認定制度などは、」これは命令または認定により、今、問題になりました、

例えば外交・防衛情報の秘密指定をするような制度のことを念頭に置いておられるのだと

思います。「理論的には一つの方法だと思うが、日本の場合は、先ほどからいろいろ話が

あったように、私は、そういうものを法律に書かずに命令以下に委任するような立法をし

たら、あるいはしようとしたら、大変な反発があって、それだけで大問題になってしまう

という感じを持っている。」という発言をされておられます。 

 少し飛びますが、30 ページ、第 48 回部会（平成８年７月 26 日）は「限時的公開につい

て」の御議論でございます。やはりこちらも角田部会長の発言です。「限時的公開とかい

う考え方もあるわけだが、その限時的公開というのは、さきほど成田委員も指摘したのだ

が、例えば、外国のように秘密を指定して、その秘密を情報公開法の中で非公開事項とし

て取り入れるとか、あるいはそうでないとしても事項的な決め方をしている場合は、ある

時期になったら公開するという限時的公開の制度が結びつくわけである。ところが、我が

情報公開法というのは定性的になっているから、請求があったその都度、支障があるかど

うかを判断するということになるわけだから、そういう意味では固定していない。毎日、

今日は非公開でも来月は公開されるかもしれない。だから常に請求時点における勝負であ
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るという意味から見れば固定していないわけだから、30 年経ったら非公開事項は全て公開

するのだという考え方にそもそもなじまないのではないかという気がする。」とあります。

この辺りについては、議論がかなり大詰めですので、こういうような物のおっしゃり方を

しているということです。 

 １段飛ばしまして、また下線を引いているところでございます。「今のは一般論で、歴

史的研究の対象になるような文書という概念がもう一つあるわけであるが、そういうもの

は普通の文書ではなくて、まさに歴史的研究の対象になる文書だから、それは公文書館と

か外交史料館に送って、そちらの方の公開の問題として考えるべき問題ではないかと思う。

ただし、今の公文書館法は組織法的なもので、堀部委員が指摘したようにそういう問題は

整備されていない。外交史料館にいたっては法律がない。そういう歴史的な研究の対象に

なるような文書については、むしろ公文書館なり外交史料館の方の問題として法律を整備

すべきではないかという気がしている。」とあります。 

こういう形で、今回の御議論に関係するような行政改革委員会における議論は、以上の

ようなとおりでございます。 

資料７－１に戻らせていただいて、６ページです。 

情報公開法というのは一般法ですが、個別法で適用除外しているようなものがございま

す。その説明を簡単にさせていただきたいと思います。 

 そこに書いてございますように、個別法において独自の完結した体系的な開示・閲覧制

度が整備されているものについては、情報公開法の適用が除外されているものがございま

す。これはすべて個別法で適用除外とされております。 

例えば登記簿とか特許原簿等、そのようなものに関連するものが幾つか法律でございま

す。 

 それから、訴訟に関する書類ということで、こちらの方は刑事訴訟法ですとか、刑事確

定訴訟記録法といったもので適用除外にしているということで、参考資料６、７で規定に

ついては掲げておりますので、後で参照していただければと思います。 

 後でまた御説明もあるかと思いますが、国立公文書館等に移管された特定歴史公文書等

については、もう移管されておるものでございまして、行政機関がそもそも保有していな

いということでございますので、そもそも先ほど言いました行政文書の定義に当たらない

ということで、情報公開法の対象にはなりません。 

 また、こちらも後で外務省の方から御説明があると思いますが、外交記録の 30 年ルール

との関係でございますが、外交史料館に移管される前につきましては、情報公開法に基づ

き開示・不開示を判断する。移管された後は公文書管理法に基づいて外交史料館の方で公

開をしておられるという関係になっております。 

 これに絡みまして、そういう整理をした経緯につきまして、資料７－２の 47 ページの参

考資料９をお開きいただければと思います。 
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 こちらは、行政改革委員会の「情報公開法制の確立に関する意見」を受けまして、政府

としての整備方針ということで各省庁に事務連絡という形で示したものです。こちらにつ

きましても、省略させていただきました参考資料５の 31～32 ページのところにありますが、

これも行政改革委員会の意見の「７ 補則」のところを受けたものでございます。後で参

照して見ていただければと思います。それを受けて、こういう方針を立てたということで

ございます。 

 まず、基本方針ですが、情報公開法の規定と個別の行政文書の開示等を定める規定とは、

「２ 方針」の（１）～（３）に該当する場合を除き、並行的に適用するということで、

例外扱いするものについては、３つの類型を設けています。 

 先ほど申し上げましたような登記ですとか、訴訟に関する書類といったものについてが

（１）のところで、個別法で適用除外としているものです。 

 （２）のところが、情報公開法が国民一般に対する開示制度ということで、閲覧とか縦

覧という規定があるものとの関係については、情報公開法第 15 条で調整規定を置いている

ところでございます。 

 （３）のところが、特定の行政文書の公開を禁止している規定に係る行政文書の適用除

外ということで、特定の行政文書の公開を禁止している規定であって、情報公開法を適用

したとしても、当該行政文書の開示される余地が全くなく、かつ、情報公開法を適用する

ことにより当該行政文書に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある行政文書に

ついては、情報公開法の適用除外とするということで、こちらにつきましては、こういう

ものがあれば個別法で適用除外をするという方針を立てておったところでございますが、

いろいろ法制局審査等で最終的に調整をした結果、（３）の類型については、現実にはな

かったということで、現行法においては（３）の類型はございません。 

 以上のことをもちまして、情報公開法と個別法とを調整したということでございます。 

 たびたびで大変恐縮ですが、また戻っていただいて、資料７－１です。 

 先ほど、情報公開法の改正案が国会の方に提出されているということを申し上げました。

まだ継続中でございますが、その中でポイントだけ申し上げますと、開示情報の拡大とい

うことで、不開示情報規定、部分開示規定を見直して、不開示情報の範囲を絞り込んで、

開示情報を拡大するという法案が現在国会の方に提出されて、継続審査になっているとこ

ろでございます。 

 私の方からの説明は、以上でございます。 

○中塚内閣府副大臣 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。いか

がでございましょうか。 

 梶田委員、どうぞ。 

○梶田委員 今の資料７－１「情報公開法について」という横書きの資料がございますが、

この３～４ページにかけて、不開示情報の条文を引用しています。今、閣議の議事録とい
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うか、議事を記したものはないのですが、仮にもしあるとすれば、これのどこに当たるの

か、あるいは当たらないのでしょうか。 

勿論、閣議の議事録ですから、いろいろ国の安全に関するような議論がなされているよ

うな場合もあるかもしれませんが、議事録全体を非開示にするとした場合に、今の規定で

はどこにもないのか。それとも４ページの⑤とか⑥というものにひょっとして当たるのか、

当たらないのか。 

仮定の話なのですが、どんな感じなのでしょうか。 

○濱西審議官 今の御質問の点ですが、一番該当する可能性があるのは「⑥ 事務又は事

業に関する情報」ということで、この事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

に該当する可能性があるのだろうと思います。 

 ただ、閣議の議事録が作成されるとして、すべて本当に事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがないのかどうかについては、検証する必要があるのだろうと思います。 

○中塚内閣府副大臣 小早川委員、どうぞ。 

○小早川委員 関連してですが、確かに、当てはめるとすれば「⑥ 事務又は事業に関す

る情報」の柱書きかなという気もしないでもありませんが、もともとは御説明の中にあり

ましたように、事項的な不開示事由と定性的な不開示事由との２本立てで考えたわけで、

この⑥というのは定性的な方、つまり、公開したら、これこれのことが生じるおそれがあ

るかどうかという観点から、開示・不開示を判断するという分類の方だったはずです。閣

議の議事録というものをおよそ不開示とするということになりますと、これはむしろ事項

的な不開示のカテゴリーに入りそうな感じですね。 

 ですから、そこはちょっとずれがあるという気はいたします。 

その先は、おわかりになればということなんですが、これこれの種類の会議体について

はそれが扱う事項を開けること自体で⑥のおそれが出てくる、というような理屈で不開示

になっているものが、現在何かあるでしょうか。行政段階でもいいですし、裁判所の判例

でもいいのですけれども、もし御存じであればお願いいたします。 

○濱西審議官 私自身は、そうした事項的にすべて不開示というか、適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるということで、事項的に当該事務に当たるという形で不開示になって

いるものは、承知はしておりません。 

○中塚内閣府副大臣 申し訳ありません。２人、本会議の方に行ってまいります。 

 あとは竹歳副長官、お願いします。 

（中塚内閣府副大臣、大島総務副大臣退室） 

○竹歳内閣官房副長官 それでは、座長の御指名で進行役を務めさせていただきます。 

 今の議論の続きをお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。 

 小早川委員、どうぞ。 

○小早川委員 もう一つ、別の点です。 
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 古いことで、私の記憶が薄れてしまいましたが、参考資料の適用除外の問題です。そも

そも適用除外にするという考え方について、47 ページの参考資料９で方針が整理されて、

その中で方針の（１）（２）とあって、これはそれぞれ生きているけれども、（３）につ

いては該当例がなかったということですかね。そのような趣旨の御説明だったと思います。

その点に関してですが、秘密として保護されるものがありますね。立案当時、その例とし

てはたしか MSA 秘密保護法があって、自衛隊法の秘密規定はまだそのときはなく、後でで

きたのかと思うのですが、少なくとも MSA 秘密保護法はあった。それの情報公開法との関

係というのは、どういうふうに整理したのでしょうか。 

○濱西審議官 先ほどの資料７－２の２ページでいいますと、③に当たる国の安全等に関

する情報というところで不開示事由に当たるだろうという整理がされまして、（３）の類

型で整理をしなくてもいいだろうということで、実例がないということで申し上げたとこ

ろでございます。 

○竹歳内閣官房副長官 そのほか、御質問等ございますでしょうか。 

 三宅委員、どうぞ。 

○三宅委員 たしか刑事訴訟法の 53 条の２を設けましたね。訴訟に関する書類及び押収物

については情報公開法の規定は適用しないと。それでたしか捜査段階から裁判判例に至る

まで、大体訴訟に関するものは全部適用除外になっていますね。 

 それともう一つ、刑訴法の 47 条に、訴訟に関する書類は、多分ここのところは同じだと

思うのですが、それは公判の開廷前にはこれを公にしてはならないということがあります

ね。ただし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合はこの限りでな

いと。 

 53 条の２の方は、どちらかというと適用除外だからもともとあれですけれども、47 条の

関係で本文とただし書きで言うと、訴訟に関する書類のうちでも、何がしかに 53 条の２と

違う部分というのは、何か定性的なものとして出てくるんですか。 

○七條行政管理局情報公開推進室長 具体的にというようなことではなくて、恐らく切り

口が情報公開法の考え方と刑事訴訟法の考え方というのが違うという根本思想の下で、ま

ずは訴訟に関する書類というのは情報公開法は全面的に適用除外にした上で、今、おっし

ゃられた条文の中で本文とただし書きを設けて、そのようなものについては、先ほど開示

請求権の対象外の文書について御説明をさせていただきましたけれども、ある意味、独自

の完結した体系的な制度を設けているということかと理解しております。 

○幸田公文書管理検討室長 １つよろしゅうございますか。 

 考えられますのは、情報公開法の適用除外は、あくまで情報公開請求に対しては請求権

はないですよということだと思いますが、公にしてはならないという規定は、まさにその

書類を持っていらっしゃるさまざまな司法関係者の方が、いずれにしろ公にしてはならな

い。「公にしては」ということですから、不特定多数の方々に見られる状態にしてはなら
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ないと。それに対して、開示請求は特定の請求に対して開示してはならないと。そこの違

いが１つあるのかと思われます。 

 もう一点、先ほど小早川先生の特定の事項的な切り口で不開示になっている例が何かあ

るかというお尋ねでございますが、小早川先生の問いに対してきちんとお答えできるかわ

かりませんが、我々が今、調べている範囲では、例えば統計の調査票みたいなものがござ

います。これは統計法上、その秘密を保持しなければならないという規定があるわけでご

ざいますけれども、情報公開法との関係では、この６号に当たるということをガイドライ

ンで決められておるのですが、統計調査に係る調査票情報が不開示だと、ガイドラインで

決められております。これは情報公開・個人情報保護審査会の答申においても認められて

いるという、統計調査の調査票みたいな１つの類型があるのかなと思います。 

 ちょっと違うかもしれませんが、そのような例もございます。 

○竹歳内閣官房副長官 小早川委員、どうぞ。 

○小早川委員 一言だけ。 

 統計の調査票は、中身が個人情報であり、その個人情報部分を除けば、あとは枠とか欄

外の説明書きが残るだけで、これは有意な情報ではない。多分そういうことで、個人情報

だという事項的な説明で理解すべきものではないかと思います。統計法に規定があるから

一律にということではないのではないか。 

○竹歳内閣官房副長官 それでは、各省待っておりますので、いろいろ難しい論点をたく

さん挙げていただきましたけれども、総務省部分はここで打ち切らせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 引き続き、外務省から、外交記録の公開についてのヒアリングを行います。 

（ヒアリング説明者席へ移動） 

○木寺官房長 外務省でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元に横長の「外交記録公開」という資料があると思います。これに基づいて説明さ

せていただきます。 

 まず、外交記録公開の開始、歴史といいますか、そこから説明させていただきます。２

ページ目でございます。 

 外務省は、昭和 11 年から主要文書を編さんした「日本外交文書」を公刊する等、主要外

交文書の公開に努めてまいりました。 

 昭和 46 年、外交史料館を開館いたしまして、特に戦前期の文書閲覧を開始しました。 

 昭和 51 年から自主的取組みとして、戦後期の文書についても公開を開始いたしました。

昭和 50 年の省内決済に基づく制度で、昭和 51 年～平成 20 年末まで、計 21 回、１万 2,000

冊強のファイルを公開しております。 

 原則として、作成後 30 年を経過した外交記録については、一部の例外を除き公開するこ

ととしております。 
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 この 30 年原則といいますのは、次の●にありますように、国際公文書館会議での決議と

いった国際的な流れを踏まえて準拠しております。これが歴史でございます。 

 ２ページ、（経緯）外交記録公開規則の制定。 

 平成 21 年に政権交代がございまして、岡田外務大臣が着任されたと。岡田大臣は着任の

日に「密約」を公表すると。そして、外務省内で作業をいたしまして、それから有識者に

も御検討いただく作業があったわけでございます。 

 平成 22 年３月９日、密約に関する検証の結果を発表いたしました。 

 その報告書の中で外交記録の管理と公開の在り方に関し、抜本的な対策が必要であると

いう提言をいただいております。古い文書をひも解いて検討すると、文書が抜けていたり、

管理がよくないということがございまして、外交記録の管理と公開の在り方に関し、抜本

的な対策を定めようと。 

 ３番目ですが、岡田大臣（当時）を本部長とする外交記録公開・文書管理対策本部が設

置されまして、議論の結果、平成 22 年５月「外交記録の公開に関する規則」という外務省

規則を新たに制定いたしました。 

 ３ページ、その中で外交記録公開の 30 年公開原則を定めております。 

 抜粋でございますが、最初の矢印のところです。外交記録公開規則は「外交記録が、国

民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかん

がみ、作成・取得から 30 年が経過した行政文書は公開するとの原則」を明記いたしました。 

 その下に第１条の全文が載っております。 

 ２番目の矢印ですが、外交記録公開は、外務省独自の取組みでございます。公開／非公

開の判断は、公文書管理法（利用制限事由について定めた第 16 条第１項第１号、「イロハ

ニ」とございますが、そのうちの「ハ」の公にすることにより、国の安全が害されるおそ

れ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、または他国もしくは国際機

関との交渉上不利を被るおそれがあると、当該特定歴史公文書等を依願した行政機関の長

が認めることにつき相当の理由がある情報ということで、非公開の場合が公文書管理法で

規定されております。 

 外務省におきましては、政務レベルが委員長を務め、外部有識者にも入っていただく外

交記録公開推進委員会を設けまして、公開審査を実施しております。 

 ４ページ、外交記録公開推進委員会の説明でございます。 

 政治レベルが入って、専門家の知見も生かし、そして審査の質を高め、透明性を更に向

上させるということでございます。委員長は政務官でございます。有識者として今、入っ

ていただいておりますのは、『考える人』という雑誌の編集長の河野通和さん、細谷雄一

慶応大学教授、宮城大蔵上智大学准教授でございます。細谷先生は外交史の専門家、イギ

リスの制度に大変詳しい先生です。宮城先生はアジア国際政治史の御専門であります。 

 特にこの公開推進委員会では、入念な検討が必要とされる非公開とすべき部分を多く含

む特別な審査を要するファイルについて、入念な御議論をちょうだいしております。既に
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開催実績として６回開かれておりまして、こういった推進委員会の目を経た上で、私ども

はかなりの数のファイルを公開というプロセスに乗せております。 

 最後の６ページ、外交記録公開の実績及び目標でございます。 

 目標は、岡田大臣が抜本的に改めていくべきだと指摘されたときに、作成・取得から 30

年が経過したファイルが約２万 2,000 冊ございました。これを３～４年で外交史料館に移

管する、公開するということをしなさいという指示でございました。これを目標としてお

ります。 

 公開の実績でございますが、先ほどの推進委員会発足後、平成 24 年７月までに 7,091

冊を移管・公開しております。その中で特に沖縄返還交渉で機微にわたる内容を含むファ

イルを 268 冊、日米安保条約改定交渉 23 冊というものも含まれております。 

 私どもといたしましては、公文書管理法の施行を受けまして、平成 23 年４月に「通常審

査」という制度を導入いたしました。これは技術的な内容の外交ファイル、特に政治的に

重要とかそういうことよりも、事実関係だけとか、手続的な内容だというファイルで、非

常に簡便な審査で公開というものに付しております。 

平成 23 年 10 月以降、作業を加速化しました結果、平成 23 年 11 月から本年７月までに

5,575 冊、毎年大体 6,000 冊を上回るペースで公開していこうと作業を進めております。

この辺につきましては、岡田元外務大臣にもさまざまな経過を御報告しながらやっており

ます。 

 一言だけ。最後ですけれども、私どもがこういった文書を公開する際、マスコミの皆さ

んにもごらんいただいて、そしてマスコミの皆さんは公開された文書をつぶさに御検討の

上、いろいろな記事をつくっていただいて、過去の歴史を検証していただいております。 

 以上でございます。 

○竹歳内閣官房副長官 ありがとうございました。 

 では、今の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。 

 梶田委員、どうぞ。 

○梶田委員 この資料の１ページとか３ページにありますが、作成から 30 年という決め方

なのですが、資料の１ページだと国際相場といいますか、国際的にもそうなっているとい

うことですが、これは実際どういう事情というか、具体的にはいろいろな経験からして、

30 年経てばいいよという感じなんですか。 

○木寺官房長 委員御指摘の問題意識は、私どももございます。なぜ 30 年なのかと。 

 １つは、国際的な慣行というのがあるかと思います。イギリスでは 30 年というのを敷い

ております。アメリカでは 25 年でございます。そういった国際的に見て大体この辺だろう

と。一世代 30 年と申しますから、そのぐらい経てば、昔は非であったものが、そろそろ公

開としてよいではないかと。そういう歴史観にも基づいていると思われます。 

 以上でございます。 

○竹歳内閣官房副長官 ほかにいかがでございましょうか。 
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 加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員 実際に外務省のホームページで、特別案件と一般案件ということで、７月 31

日に公開された部分とかを拝見して参りました。非常に努力されているということはわか

りました。特別案件は 76 冊で、1970 年代後半ぐらいまでのものは出ているようです。 

 ただ、一般案件の話ですが、通常審査ということで、自動的に流れるように 30 年ぐらい

経ったものは出すということなのですが、実際、要審査ということで、見たいという人が

来たときに、今の時点の判断で、コピーした史料を、公開に問題のある部分について黒く

マジックで塗った上での部分公開という流れの、要審査という手続きが、一般案件の方に

むしろ多く見られます。これはやはり時の経過というところを自覚された上で、一応、今、

目録は全部出ているけれども、例えば請求は 10 年後に来るかもしれない。だとしたら、今

だったら黒マジックで塗るとしても、10 年後だと塗らない可能性もあると。その辺も考慮

して、いわゆる公開の簡単な方こそは要審査にほとんどされているということでしょうか。

その辺についてお伺いしたいと思います。 

○木寺官房長 公開に付されるものと、まだ外務省の中にあって、審査要求があるという

場合もございます。黒く塗りますのは、私どもとしては、基本的には個人名であるとか、

個人情報に関わる部分。この辺はかなり神経を使ってチェックをしないといけないという

ことで黒く塗っております。 

 通常審査で簡単に出るものについては、黒く塗るというのはほとんどそういった要素で

あって、政治的にとか、先ほど申し上げた公文書管理法第 16 条の１のハに基づくような理

由により情報を伏せるというのは、かなり少ないのではないかと思います。そういう御理

解でよろしいかと思います。 

○竹歳内閣官房副長官 いかがでございましょうか。 

 それでは、もしよろしいようでしたら、続きまして、国立公文書館における「時の経過」

の運用についてのヒアリングを行います。 

 外務省、どうもありがとうございました。 

（ヒアリング者席へ移動） 

○高山館長 国立公文書館の高山でございます。 

 お手元に配られております資料集の最後に「国立公文書館における『時の経過』の運用

について」という５、６ページとじの資料がございますので、これに基づきまして、簡単

に御説明を申し上げたいと思っております。 

 先ほどの資料の御案内の中で、公文書管理法についての資料のところで若干の説明がご

ざいましたけれども、公文書管理法第１条に法の目的が書かれております。その中で国立

公文書館とは何かということが示されておりまして、これはその第１条に書かれておりま

すように、行政関係の機関を始めといたしまして、国の機関から現用の段階を終えた非現

用化される文書、その中でも歴史的に意味があると認定されました資料が国立公文書館の

方に移管をされてまいります。その移管されてきた文書を私どもの方で蓄積いたしまして、



21 

 

そして検索利用の要求がございますと、その段階で可能なものについては公開して、御提

供申し上げる。これは国の国民に対する説明責任をそういう形で遂行しているという形に

なっているわけでございます。 

 お手元の資料の１ページ目でございます。そこに国立公文書館における利用審査の基本

方針が書かれております。 

 ５つの基本方針がそこに書いてございますが、それぞれが利用審査の特性を示したもの

でございます。 

 １．利用制限情報の該当性、要するにその要求されている文書というものが利用制限し

なければいけないかどうか。これは利用請求が出た時点で判断をするのであって、文書が

作成されたり、あるいは移管された段階で決定するものではないということであります。 

 ただ、３ページをごらんいただきますと、文書の受入から利用の流れがございまして、

真ん中辺りに赤枠で「利用請求」とあって、その下に青い３本の下向きの矢印がございま

すが、その段階で目録上「公開」「要審査」「非公開」と３種類の表示がございます。我々

は移管を受けますと、11 か月以内に目録を全資料について作成をいたしまして、公開して

おりますが、その段階では「公開」か「要審査」か「非公開」かというところを目録上に

記載いたします。しかし、それは目録上の記載でありまして、非開示あるいは要審査に該

当する文書の利用請求が出た場合、利用請求が出た段階でもう一度それが公開できるかど

うかということを審査させていただくということであります。 

 そこでそれを行うということは、当初の要審査であるとか、非開示であるということが

変更される可能性があるということを示しているわけでありますが、それが「時の経過」

に伴うところの文書の取扱いの変更ということに絡むわけでございまして、お手元の資料

に書かせていただきましたように、個人や法人の権利、利益あるいは公共の利益を害する

おそれの蓋然性というものが、「時の経過」に伴って変化するんだと、あるいはそのとき

の変化、それに伴うところの社会情勢の変化によって具体的には低下していくであろうと

いうことを前提にしているわけであります。 

 ただ、それだけですと全く基準がございませんので、そこで１つの具体的な基準として

出てまいりますのが、先ほど来問題になっておりました 30 年ルールが１つの基準になって

くるということであります。この 30 年というのは、移管されてから 30 年ではなくて、文

書が作成されてから 30 年ということでございますが、併せて 30 年経ったから自動的にと

いうことでは決してございません。１つの目安として、文書が作成されて 30 年経ったから、

そろそろ公文書館へ移管をしてもらってもいいのかもしれないという１つの判断基準にす

るということであります。 

 そこで、もう一つ公文書館が持っております基本的な方針といいますのは、公文書館が

国民に対する説明責任を果たす場であるということでありますので、利用制限は必要最小

限にとどめるということでございます。 
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 ただ、こう申しますと、文書を作成されて、現用文書を管理しておられた各原局の方は、

公文書館に移管するとほとんどが公開されるのではないかということで疑念をお持ちにな

るかもしれないということで、移管していただいて、目録を公開するに当たっては、我々

は移管元の機関、原局の文書の公開に関する御意見をお伺いすることにしておりまして、

そこでついた御意見というものを極力尊重する。そして、利用審査の段階においては、そ

の御意見を十分に参酌させていただくということになっているわけであります。 

 ただ、これはあくまでも当該機関の意見を尊重させていただくということでありまして、

最終的な判断は、あくまでも国立公文書館の方で行わせていただいているということにな

ろうかと思います。 

 以上、申しましたような形で文書の利用審査をさせていただいております。 

 なるべく公開をしないという事由として一番大きいものは、個人情報という問題に絡む

ものとなりますので、その個人情報に関しまして、具体的な細かな問題が２ページ目にど

ういう目安でもって、どういう情報を挙げているかということが書かれております。 

 ３ページ目は、先ほど申しました文書の移管受入れ～利用に至る流れでございまして、

利用が決定されて、公開されるもの、あるいは部分公開になるものは利用者に利用してい

ただくということになってまいります。利用の方法といたしましては、現物の閲覧あるい

は複写という形をとっていただくということになっております。 

 本日の先生方の御審議の直接的なテーマであります閣議資料の問題につきましては、４

ページ目にチャートを付けさせていただいておりますので、御参考にしていただければと

考えております。 

 以上でございます。 

○竹歳内閣官房副長官 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問等がございましたらお願いいたします。 

 三宅委員、どうぞ。 

○三宅委員 今、閣議資料の件について最後に触れられた４ページ目の中ですが、閣議案

件表、大臣発言要旨、席上配付資料等は作成・取得後、30 年で基本的に内閣官房から国立

公文書館に移管される。それについて、国立公文書館館長の判断で、公開か部分公開か非

公開ということになる。その際、実際の運用としては、個人名の部分について不開示にす

るような運用とか、その辺の実例はどのようになっていますでしょうか。 

○安藤調整専門官兼課長補佐 実例としましては、この閣議資料にあるもの以外に、参考

資料も一緒に一体となって移管されてきておりまして、その中には、例えば恩赦の関係で

すと個人名が出ていたり、個人識別情報が入っているものが参考としてはございます。 

○三宅委員 個人識別情報については、先ほど個人データについて、２ページに審査基準

がございますね。50 年、80 年、110 年と。このような基準で実際には利用、利用拒否とい

う判断をされているということでしょうか。 
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 もう一点は、これは閣議の資料ですが、戦前の枢密院の議事録等もたしか国立公文書館

に移管をされているのでしょうか。それについての開示の運用実例というのはどうなって

いるのでしょうか。２点についてお伺いします。 

○安藤調整専門官兼課長補佐 まず、最初の御質問ですけれども、恩赦に掲げられている

氏名といいますと、当然犯罪者の氏名になりますので、この表に照らし合わせますと、か

なり長い期間は公開できないということで判断させていただいております。 

 枢密院の文書につきましても、御指摘のように移管は受けております。 

○竹歳内閣官房副長官 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

（ヒアリング説明者退席） 

○竹歳内閣官房副長官 それでは、以上でヒアリングは終了いたしましたが、全般にわた

りまして、何か御意見等がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。いかがで

ございましょうか。よろしいでしょうか。 

 加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員 何度も申し訳ありません。 

 先ほど長谷部先生が、自分の憲法学の教科書の書き方がということをおっしゃられたと

きに、事実上の閣議における決定の方法と、その過程の部分、外部への対応というものは、

やはり別なのではないか、とおっしゃいました。連帯責任をとるといった場合、これまで

の解釈ですと、対国会、対外部への閣内不統一ということが問題にされることを防ぐとい

う意味が重かったのではないか。今まではつかさつかさの各省の決定に、例えば外務省が

いろいろな交渉をするときに、他の大臣が邪魔をしないといいますか、党としての結束を

とるという感じでしょうか。つまり、連帯責任という具体的な意味が何かといったとき、

閣内不統一ということを阻害しない、各省の完全なる合理的な業務の遂行を阻害しないと

いう意味だったと思います。 

 ただ、これからの閣議の内容については、口幅ったいことをいうようですが、やはり環

境問題や資源エネルギーとか、問題が本当に広い範囲に及んでいくと思われます。そうし

たときに、省を越えた本当の意味での大臣間の調整の最後の場、熟議というものが達成さ

れる必要性ということで、熟議を遂げるための外形的な強制としての議事録と言うのでし

ょうか。そういう考えができないかなということをふと思っていました。 

 総務省が今回お出しになった資料、これは大変に面白いもので、その 26 ページの参考資

料４の議事録での角田部会長のご発言です。これは、非常に興味深いと思います。とにか

く、閣議の議事録については、議題にしない方がいいと。やはり、閣議は具体的な議論の

場ではなさそうだ、と。また、30 分後には閣議の内容は、全部外に出ていく、といってい

ます。つまり、秘密にしていても大体外に出てしまうという、と。閣議というのは、具体

的には各大臣が花押を書くだけ、だということをおっしゃっているわけですね。これは皆

さんおっしゃりにくいですけれども、事実そうだということも仄聞しています。 
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 ですから、閣議の議事と閣僚懇談会というものを２つ、細川内閣からやっていらっしゃ

ると原さんが前回のときにおっしゃっていましたが、熟議を遂げるための工夫というので

しょうか。そういうものとして議事録をとられるから、ではちゃんと議論しようではない

ですが、そういう契機にならないかなということは思いまして、なぜ議事録を残さなけれ

ばいけないかということの理論づけの部分なのですがね。 

○竹歳内閣官房副長官 ありがとうございました。 

 まさにそのことを議論するためにお集まりいただいていると思いますので、ありがとう

ございました。 

 ほかに、今日御指摘いただけるような点はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で作業チームの第１回会合を終了させていただきます。大変御熱心な御

議論をいただきまして、ありがとうございました。 


