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【序文】  

「地下水とは、それをくみあげる者がいなければ、実在せぬにひとし

い。・・・それを地上の、現世的な光のもとによみがえらせる者がいなけ

れば、だれが地下をめぐる思想の流れを、実在と呼ぼう？」（大江健三郎

氏）  

	 色川大吉・東京経済大学名誉教授は、『新編明治精神史』において、大

江健三郎氏の言説を引用し、さらに、自由民権の地下水脈について述べ

ている（色川大吉著作集第１巻１４頁・第１部民衆の精神動態、１多摩

の夜明け）。  

	 「長い歴史の暗部にあったかれらを、重い時代の幾重もの束縛から現

世的な光によって解き放ち、かれらをして立たしめよう。そこに『地底

の大江』（透谷のことば）はひらけ、新しい民衆史の潮騒は高まるにちが

いない」と。  

	 多摩における自由民権運動については、色川教授によって調査研究さ

れ、かつては名主邸を誇っていた深沢家の「あかずの蔵」と呼ばれた半

壊の土蔵の扉があけられて、毛筆で浄書した憲法の草案と、数百冊の書

類やメモ類が発見された。千葉卓三郎の起草にかかる２０４条からなる

五日市憲法草案の発見の瞬間である。  

	 「モシ人民ノ権利ト人君ノ権利ト競合スルトキハ人民ノ権利ヲ勝レリ

トス」（千葉卓三郎）という言説も引用し、色川教授は、「これら民間の

憲法草案は、九十年も蔵の中に埋葬され、朽ち果てたように見えたが、

ふたたびその国民主権原理が評価された」と自から記し、さらに、その

多摩の自由民権の伝統をつないだ北村透谷が、「明治憲法発布後の明治

二十五年に、『之より日本人民の往かんと欲する希望のいずれにかある、

愚なるかな、・・・忠君愛国などの岐路に迷ふ学者、請ふ刮目して百年の

後を見ん』と予見した」ことを紹介している。  



 6 

	 本件訴訟も、古い支配とたたかい伝統的思想を新しく読みかえながら

民主主義を自力で作り出そうとする、多摩における自由人権の地下水脈

をふまえて判断されなければならない。  

 

	 「人民ノ権利」（千葉卓三郎）として述べられた国民主権原理に依拠し

て、「百年の後」（北村透谷）を生きる私たちは今、国民主権原理を前文

と１条で謳う日本国憲法を基本として生きている。さらに、憲法２１条

は、表現の自由について、「人が自由に様々な意見、知識、情報に接し、

これを摂取する機会を持つことは、個人として自己の思想及び人格を形

成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠く

ことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由

な伝達、交流の確保を実効あるものとするためにも必要である」からで

あるとして（最高裁大法廷平成元年３月８日判決民集４３巻２号８９頁）、

表現行為のための知る権利を保障している。  

	 同時に、憲法９２条は、「地方自治の本旨」を謳い、これを受けて、小

平市自治基本条例１条は、小平市の自治の基本理念並びに市民、議会、

市長等の在り方及び市政に関する基本的な事項を定めることにより、自

治の実現を図ることを目的とする旨を定め、６条は、「市民等は、市政に

関する情報を知る権利を有する」として、知る権利を保障している。  

	 小平市情報公開条例は、これら国民主権原理（憲法前文、１条）、表現

の自由・知る権利（憲法２１条、小平市自治基本条例６条）、地方自治の

本旨（憲法９２条、小平市自治基本条例１条）等をふまえて、「何人にも

市政情報の公開を求める権利を保障するとともに、・・・地方自治の本旨

に即した市政を推進することを目的」として制定し、市政情報の公開原

則を確立するものである。  

そうであればこそ、「情報公開請求権は、知る権利の尊重により当然に

その内容が保障されるわけではなく、条例によってその内容が決定され
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る」としても、住民自治を他のどの地域よりも具有する文化的伝統・地

下水脈を有する多摩地域の地方公共団体として、厳格に、市政情報の公

開原則が解釈適用されなければならない。小平市における立法裁量は、

憲法、自治基本条例、情報公開条例を貫くものとして、決して司法消極

主義に結びつくものではない。  

 

「あかずの蔵」に封印された住民投票用紙を、情報公開手続きによっ

て解き放つとき、間接民主制をおぎなう直接民主の住民投票制度が、多

摩における自由と人権の歴史における、「地底の大江」を、より一層ひら

くことになる。三権の一翼を担う最高裁判所裁判官におかれては、憲法、

小平市自治基本条例、小平市情報公開条例を厳格に解釈適用することに

よって、地下水をくみあげていただきたい。  
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第１章   本件の概要  

  

	 	 被上告人は、「東京都の小平都市計画道路３・２・８号府中所沢線計

画について住民の意思を問う住民投票条例」（平成２５年小平市条例

第１３号、同第１４号。以下「本件住民投票条例」という。また、「小

平都市計画道路３・２・８号府中所沢線計画」を、以下「本件道路計

画」という）に基づいて、２０１３（平成２５）年５月２６日に住民

投票（以下「本件住民投票」という。）を実施した。しかし、投票率が

過半数に達しなかったため本件住民投票は「不成立」となり（本件住

民投票条例１３条の２）、被上告人は、本件住民投票につき開票を実施

しなかった。  

そこで、上告人らは、２０１３（平成２５）年７月２６日、小平市情

報公開条例（平成１３年小平市条例第２９号。以下「本件情報公開条例」

という。）の規定に基づいて、その投票済投票用紙である５１，０１０

人分の投票用紙（投票資格者が投票箱に投票したもの。以下「本件各文

書」といい、これに記載された情報を「本件情報」という。）の公開を

請求（以下「本件公開請求」という。）した。  

被上告人は、本件公開請求に対して、本件情報が本件情報公開条例７

条１号において「非公開情報」とされる「法令等の定めるところにより、

公にすることができないと認められる情報」（以下「法令秘情報」とい

う。）に該当するとして、２０１３（平成２５）年７月２９日付けで、

本件各文書につき公文書非公開決定処分（以下「本件非公開決定」とい

う。）を行った。  

上告人らは、２０１３（平成２５）年８月８日、本件非公開決定の取

消し、及び本件各文書の公開義務付けを求めて提訴したが（以下「本件

訴訟」という）、第一審は、本件非公開決定の取消請求につき請求を棄

却し、本件訴訟のうち本件各文書の公開義務付けを求める部分につき訴
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えを却下した。原審は、上記第一審の判断を是認して控訴を棄却した。 

	 	 しかし、後述のとおり、第一審及び原審の判断につき、憲法違反、

並びに審理不尽及び理由不備の違法が存在するため、上告人らは、本

上告を提起した。
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第２章   本件非公開決定に違法はないとした原審判決は、上告人らの知る権利を侵害

し、及び住民自治に反するものであって憲法２１条１項及び憲法９２条に違反すること  

	 

第１   原審における上告人らの主張  

	 	 	 原審において、上告人らは、本件情報公開条例７条の解釈につい

て、次のとおり主張した。	 

	 

①「本件公開請求が本件住民投票の結果情報に対して『知る権利』を

実現するための請求であり、控訴人（原告）らの『知る権利』は憲法

２１条、及び国際人権規約（Ｂ規約）に由来するとともに、小平市自

治基本条例、同情報公開条例によって具体化された権利である」（控

訴理由書４頁）	 

②「『知る権利』は、憲法２１条及び人権Ｂ規約１９条２項によって

保障された基本的人権であり、憲法９２条に定める『地方自治の本旨』

の実現に不可欠な権利である。情報公開請求権は、法律、条例等によ

って、上記『知る権利』が国民及び住民の権利として具体化されたも

のである。	 

したがって、情報公開請求権も、憲法２１条及び人権Ｂ規約１９条

２項によって保障を受けるから、その内容、制限等については、憲法、

人権Ｂ規約の趣旨に従って解釈されなければならない。	 

本件についても、情報公開条例５条によって具体化された市政情報

の公開請求権は、憲法及び人権Ｂ規約による保障を受け、その趣旨に従

って解釈されなければならず、市政情報の公開請求権を制限する情報

公開条例７条各号の『非公開情報』の解釈にあたっては、『非公開情報』

が必要最小限になるような厳格な解釈が求められることになる。	 

かかる考え方を反映した結果、情報公開条例７条柱書は、以下のよ

うに規定し、非公開情報が記録されている場合を『除き』、市政情報
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の公開を被告に義務付ける『原則公開の原則』を採用している」（控

訴理由書１０～１１頁）。	 

	 

	 要約すると、上記主張は、本件情報公開条例により具体化された市政

情報に対する公開請求権は、憲法２１条等による保護を受けており、あ

くまでも公開が原則であるから、非公開情報を規定することにより同請

求権に一定の制限を加える本件情報公開条例７条は、上記憲法２１条等

の趣旨に従い、非公開情報が必要最小限になるよう厳格に解釈されなけ

ればならないとの主張である。	 

	 

第２   原審の判断  

	 しかるに、原審は、	 

	 	 「市政情報の公開請求権は、本件情報公開条例によって創設された

権利であるから、その具体的内容は同条例によって定まることとな

るところ、同条例は、『法令等の定めるところにより、公にすること

ができないと認められる情報』を非公開情報としているので、非公

開情報に該当するかどうかは、法令等の定めの趣旨、目的を探求す

ることにより定まることとなる。」（原審判決４頁１６行～２０行）	 

	 

	 	 「情報公開請求権は、知る権利の尊重により当然にその内容が保障

されるわけではなく、条例によってその内容が決定されるものであ

る」（原審判決４頁２４行～２５行）	 

と判示しており、非公開情報該当性を判断するにあたり、憲法２１条等

の趣旨を斟酌していない。	 

	 

第３   上記原審の判断が憲法２１条１項、及び９２条に違反すること  

小平市自治基本条例（以下「本件自治基本条例」という）、本件情報公
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開条例等において、市民等の市政情報を取得する権利が憲法上の「知る

権利」を根拠とし、これを具体化した規定であることが明記されている

（本件自治基本条例６条、本件情報公開条例１条）にもかかわらず、原

審判決は「情報公開請求権は、知る権利の尊重により当然にその内容が

保障されるわけではなく、条例によってその内容が決定されるものであ

る」（原審判決４頁２４行～２５行、太字は引用者による）とし、本件非

公開決定が憲法２１条１項によって保障された市民の知る権利を侵害し

たものであることを看過したまま原告の請求を棄却した。かかる原審判

決は、表現の自由を表現の受け手の側から再構成した権利とされる知る

権利を保障する憲法２１条１項、及び「地方自治の本旨」を規定する憲

法９２条に違反する判断であり、破棄されなければならない（民訴法３

１２条１項）。	 

	 以下、詳述する。	 

	 

１   法令秘情報の意義  

	 	 本件情報公開条例７条１号は、「法令等の定めるところにより、公に

することができないと認められる情報」（法令秘情報）を非公開とする

ことができると定めているところ、法令秘情報に該当するのは、①「法

令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合」、又は②「法令等

の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められる場合」であ

ると解釈されている（甲６「情報公開条例の手引」２０頁第３項）。②

に該当するといえるためには、少なくとも、当該情報を公にすることが

できないと認められることが法律又は条例の当然解釈として肯認できること

が必要であると解されるべきである（浦和地方裁判所昭和５９年６月

１１日判決・判タ５２６号２８７頁「都市計画地方審議会の議事録」

公開事件参照。以上、控訴理由書２０頁）。  

	 	 法令秘情報の意義を上記のとおり厳格に（狭く）解釈しなければな
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らないのは、本件情報公開条例に規定された情報公開請求権が憲法２

１条１項により保障される知る権利に由来し、これを具体化した請求

権であることから、知る権利の趣旨を尊重して非公開事由を厳格に、

かつ狭く解するべきであるとの根拠に基づくものである。  

	 	 したがって、ある市政情報が法令秘情報に該当するか否かを判断す

るために、関連する法令等の趣旨及び目的を探求する場合には、知る

権利の趣旨を離れて、法令秘情報該当範囲が不当に広くなるような解

釈をとることはできず、知る権利の保障を没却するような判断がなさ

れた場合、当該判断は憲法２１条１項に違反するものとなる。  

	 	 法令秘情報の意義は以上のとおりであり、これをふまえて本件住民

投票条例等の趣旨及び目的を探求し、本件各文書記載の情報が法令秘

情報に該当するか否かを判断しなければならない。  

 

２   本件住民投票条例等の趣旨及び目的  

原審判決は、	 

	 	 「情報公開条例は、『法令等の定めるところにより、公にすることが

できないと認められる情報』を非公開情報としているので、非公開

情報に該当するかどうかは、法令等の定めの趣旨、目的を探求する

ことにより定まることとなる。」（４頁１８行～２０行）と判示して

いる。	 

	 

しかし、原審は、法令（各条例）に定められた「趣旨、目的を探求す

る」ことなく、本件文書の記載内容が「非公開情報」に該当すると判断

した。	 

小平市各条例の趣旨、目的を探求した場合、以下に述べるとおり、投

票済投票用紙（本件文書）には、本件道路計画に対する市民の意思が反

映されていることから、これを市民が知ることこそが各条例の趣旨、目
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的に合致すると解すべきことが明らかである。	 

したがって、市民は投票率を知るだけでよく、投票内容を公開する必

要はなく、本件文書の記載内容が「非公開情報」に該当するとの原審の

判断は、各条例の趣旨、目的に反するものであって、誤りである。	 

	 

（１）本件自治基本条例の趣旨及び目的  

	 	 	 被上告人は、本件情報について、本件住民投票条例「第１３条の

２の規定の趣旨及び目的から公にすることができないと認められる

情報であるため」（甲２：非公開決定通知書）との理由により、本件

非公開決定を行った。  

	 	 	 しかし、本件自治基本条例１４条には、「市民投票」が「市政に関

する重要な事項」について、「市民の意思を直接確認する」目的のた

めに実施されるものであることが規定されている。したがって、本

件住民投票の結果が公開されるべきか否かの判断を行うためには、

本件自治基本条例において住民投票制度を設けた上記趣旨、目的を

踏まえて、第１３条の２を含む本件住民投票条例の意義を明らかに

する必要があるところ、原審判決はこれを全く行っていない。	 

	 	 	 けだし、本件自治基本条例は、「小平市の自治の基本理念・・・・

を定めることにより、自治の実現を図ること」を目的としたもので

あり（本件自治基本条例１条）、かつ「他の条例、規則等の制定又は

改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を

図るものとする」（本件自治基本条例３７条）と規定している。かか

る規定に照らせば「他の条例」である本件住民投票条例も本件自治

基本条例の目的を達成するために制定されたものであって、したが

って、本件住民投票条例の規定に関する解釈にあたっても、本件自

治基本条例の趣旨、目的を最大限尊重し、本件自治基本条例の諸規

定と整合するように解釈しなければならない。	 
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	 	 	 さらに、本件自治基本条例には、市民投票の実施及びその結果の

尊重が規定され（１４条）、また、市民等が市政に関する情報を知る

権利（６条）及び市民等による情報共有（２条３項、２６条）を規

定している。	 

	 	 	 本件自治基本条例において規定されている上記知る権利や情報共

有は、本件情報公開条例の「解釈及び運用に当たっては、知る権利

を十分に尊重する」（本件情報公開条例３条）旨の規定の根拠とされ

ているものであって、これらの規定は本件情報の公開判断において

も十分に考慮されなければならない。	 

	 

   （２）本件自治基本条例と本件住民投票条例の関係  

	 	 	 	 本件住民投票は、本件道路計画について、住民参加により計画

を見直すべきか、又は計画の見直しは必要ないかについて、市民

の意向を確認することを目的として行われたものである（本件住

民投票条例１条、２条）。	 

	 	 	 	 「市民の意向を確認することを目的とした」住民投票は、本件

自治基本条例１４条に規定された「市民の意思を直接確認する市

民投票」であり、更にさかのぼれば、「地方自治の本旨」（憲法９

２条）の重要な構成要素である「住民自治」（地方自治が住民の自

治に基づいて行われるという民主主義的要素）を実現することを

目的とするものである。	 

すなわち、本件自治基本条例は、「市は、市政に関する重要な事

項について、市民、議会又は市長の発意に基づき、市民の意思を直

接確認するため、市民による投票（以下「市民投票」という。）を

実施することができる。」（１４条１項）、「市は、市民投票が実施さ

れた場合は、その結果を尊重しなければならない。」（１４条２項）

との規定を設け、市民投票によって市民の意向を確認することを自
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治の基本として掲げている。	 

	 	 	 	 以上のとおり、本件住民投票は、市民の意向を確認することを

目的として行われたものであり、本件自治基本条例が知る権利（６

条）や市民等による情報共有（２条３項、２６条）を規定してい

ることに照らし、その結果である投票内容は、公開されたうえで

市民において共有されるべき情報にほかならない。単に投票率を

公表すれば足りると解釈することはできない。	 

	 	 	 	 他方、本件住民投票条例１３条の２は、同１５条に規定する「通

知」を「東京都及び国の関連機関」に行うための規定である。	 

	 	 	 	 同１３条の２の規定をもって本件情報の非公開を是認した原審

判決が、本件住民投票条例の趣旨を誤って解釈したものであるこ

とは明らかである。	 

	 

（３）小括  

	 	 	 以上の述べた本件住民投票条例及び本件自治基本条例の趣旨及び

目的に照らせば、本件住民投票条例においては、市民の意向を直接

に確認するため、住民投票の結果を公にすることが要請されており、

本件住民投票条例１３条の２の趣旨及び目的を理由に、本件情報を

「当然に公にすることができないと認められる場合」に該当すると解釈

できないことは明らかである。	 

	 	 	 以上の探求に基づけば、本件住民投票の成立要件を定めた住民投

票条例１３条の２は、本件住民投票の結果を公開するか否かとは無

関係の規定であり、その目的は単に１５条の「通知」を行うための

要件を定めたものであり、投票結果を公開とするための要件を定め

たものではないと解される。	 

         したがって、住民投票条例が「不成立」の場合には、投票結果を

公開しないと定めていると即断し、本件各文書が情報公開条例７条
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１号の「公にすることができないと認められる情報」に該当すると

判断した原審判決は、情報公開条例、住民投票条例、自治基本条例

の解釈、適用を誤ったものであり、ひいては、知る権利を保障する

憲法２１条１項に違反するものである。	 

	 

３   「地方自治の本旨」（憲法９２条）に照らしても、本件情報の公開が強く要

請されること  

	 	 	 上記のとおり、本件情報公開条例及び本件自治基本条例において、

市民等が市政情報の公開を請求する権利を有するとともに、これが

憲法上の「知る権利」に根拠を有すること、また本件情報公開条例

に定める情報公開請求権は知る権利を具体化したものであることが

示されている。	 

	 	 	 それのみならず、本件住民投票により決せられる事項は、地方公

共団体存立の根拠である、「地方自治の本旨」（憲法９２条）の重要

な要素である「住民自治」（地方自治が住民の自治に基づいて行われ

るという民主主義的要素）	 

	 	 に照らせば、住民自らが決するべき事項である。	 

地方自治において重要なことは、地方自治が住民の意思決定に基づ

いて行われ、その責任は終局的に住民に帰することである。しかし、

住民が十分な情報を得られなければ、適切な意思決定を行うことは不

可能である。また、意思決定の結果に対して住民が責任を負うことは、

当該意思決定が十分な情報に基づいて行われたという手続的正義の

保障の下において初めて正当化される。	 

つまり、「地方自治の本旨」の実現は、住民が、地方自治体の持つ

あらゆる情報にアクセスすることができることを基礎として初めて

可能となる。	 

	 	 「知る権利」は、住民があらゆる情報にアクセスすることを可能に
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する権利である。したがって、「地方自治の本旨」の実現のために、「知

る権利」の保障は必要不可欠な事柄であって、その観点からも「知る

権利」を基本的人権として厳格に保護すべきことが基礎付けられる

（控訴理由書１０頁）。	 

	 

４      法令秘情報に該当するためには非公開とするに足りる実質的な理由（実

質秘）が必要であること（原審控訴人準備書面（１）１～３頁参照）  

（１）本件情報公開条例７条１号は、「法令等の定めるところにより、

公にすることができないと認められる情報」（いわゆる法令秘情

報）を非公開情報と定めている。	 

	 	 	 	 ここでいう法令秘に該当するためには、単に個別具体の法令に

よって行政文書の公開が禁じられているのみでは足りず、当該行

政文書を非公開とするに足りる実質的な理由（実質秘）が必要で

ある。なぜなら、単に法令によって行政文書の公開が禁じられて

いるとの形式的な理由のみで法令秘に該当すると判断されること

になった場合、地方公共団体（本件では被上告人）において条例

制定などの手段によって恣意的に非公開とする行政文書を決定す

ることを許容する結果となり、非公開事由を例外的なものとし行

政文書の公開を原則とした情報公開条例の精神が骨抜きにされて

しまうからである。	 

	 	 	 	 参考までに、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情

報公開法）においては、単に法令によって行政文書の公開が禁止

されていることを非開示事由とする規定はなく、国の安全や外交

関係への支障（情報公開法５条３号）、「公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれ」（同条４号）などの実質的な理由がある場

合に限り行政文書を非開示とすると定められている。	 

	 	 	 	 戸松秀典氏の鑑定意見書（甲２８）２頁の以下の引用部分も、
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以上の主張と同趣旨のものである。	 

	 

「法令秘情報の扱いについて通常問うべきは、個別具体の条例に、

公	 開しない旨の定めがあることをもって、ただちに法令秘情

報に該当し、不開示とするとの結論を導いてよいかということ

である。そのような、単純ないし機械的な不開示決定が容認さ

れることとなれば、情報公開制度の生命が直ちに失われるから

である。すなわち、何か行政文書・情報の存在を伴う条例を定

めるとき、その情報を住民に知らせないことが適当だとの判断

がなされたなら、その文書を非公開とする旨規定しておけばよ

く、これでは、情報公開制度を設けた意義が無くなってしまう。

そこで、広く国や自治体の情報公開制度においては、この法令

秘情報の該当性につき、情報公開審査会も裁判所も、実質的審

査を加えているのである。すなわち、①当該法令秘情報とした

ことの正当化根拠は何か、そして②当該公開請求の対象となっ

ている情報がその正当化根拠に合致するものか、の二点につい

て厳格に審査を行うこととしているのである」	 

	 

	 （２）上記アと同様の考え方は、国家公務員法１００条１項の「秘密」

の意義において採られている。	 

	 	 	 	 すなわち、同項の「秘密」は、「非公知の事項であって、実質的

にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをい

う」と解されている（最高裁昭和５２年１２月１９日判決・刑集

３１巻７号１０５３頁）。	 

	 	 	 	 同項の「秘密」について上記解釈が採られている根拠は、国家

機関が単にある事項について形式的に秘密の扱いをしただけで

「秘密」に該当するとしたら、国家により恣意的に「秘密」の範
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囲を決定することが可能になり、それにより本来一般に公開され

るべき情報までも国家により隠蔽されるという事態になりかねな

いからである。	 

	 	 	 	 同項の「秘密」の意義に関する上記根拠は、法令秘情報の意義

を決する上でも妥当するものである。なぜなら、前記のとおり、

単に個別具体の法令によって行政文書の公開が禁じられているの

みで法令秘に該当するとの解釈が採られる場合、地方公共団体（本

件では被上告人）において条例制定などの手段によって恣意的に

非公開とする行政文書を決定することを許容する結果となり、本

来一般に公開されるべき情報までも隠蔽されるという上記と同様

の懸念が生じるからである。	 

	 	 	 	 したがって、国家公務員法１００条１項の「秘密」の意義に関

する上記判例において採用されている判例の考え方と同様、本件

情報公開条例７条１項において規定される法令秘情報についても、

これに該当するには実質秘であることを要する。	 

	 

	 （３）以上のとおり、行政文書の公開を原則とし非公開事由を例外的

なものとした情報公開条例の精神を堅持するためにも、行政文書

に記載された情報が法令秘情報に該当するのは、当該情報を非公

開とするに足りる実質的な理由（実質秘）が存在する場合であり、

かかる実質的な理由の有無を検討することなく法令秘情報に該当

すると判断することは、国家公務員法１００条１項の「秘密」の

意義に関する判例（前掲最高裁昭和５２年１２月１９日）に違反

するのみならず、さらに、被上告人らの知る権利を侵害し憲法２

１条１項に違反するものである。	 
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５   結論  

	 	 以上より、本件住民投票条例１３条の２は、本件各文書を非公開と

する根拠ではなく、その他本件住民投票の投票済み投票用紙（本件各

文書）を非公開とすることを正当化する規定は存在しない。	 

	 	 したがって、本件非公開決定は、地方公共団体（被上告人）におけ

る政治的な情報を市民（上告人ら）が取得することを妨げるものであ

り、知る権利を保障する憲法２１条１項に違反するのみならず、「地方

自治の本旨」（憲法９２条）の一要素である「住民自治」（地方自治が

住民の自治に基づいて行われるという民主主義的要素）を害するもの

であり、憲法９２条にも違反する（民訴法３１２条１項）。	 
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第３章   投票の秘密が侵害される危険がないと断定することには疑問の余地

があるとして、上告人らの請求を斥けた原審の判断には審理不尽、理

由不備の違法があり、かつ判例違反があること  

	 

第１   原審における上告人らの主張  

	 本件各文書の公開により投票の秘密を侵害することになるから、本件

公開請求は情報公開条例７条１号に定める「法令等の定めるところによ

り、公にすることができないと認められる情報」に該当し、本件各文書

の公開は許されないとの原審における被上告人の主張に対し、上告人ら

は、後述のとおり、原審において本件各文書を公開しても投票の秘密は侵

害される危険はない旨を主張した	 

	 

第２   原審の判断  

	 上記上告人らの主張に対し、原審は、次のとおり判示した。	 

	 「控訴人らは、既に述べたような本件住民投票における投票の方法に

照らし、他事の記載があるようなものを除き、投票を公にしても投票人

が特定されることはなく、投票の秘密が侵害されることはない旨の主張

をし、さらに、投票済投票用紙（写し）の集計は公証人法に基づく事実

実験公正証書の制度によって実施されるから、投票の秘密は万全に担保

される旨も主張する。しかし、公職選挙法等の開票に関する規定に従わ

ない投票の集計を行うことに投票の秘密を侵害する危険がないと断定す

ることには、疑問の余地があるといわざるを得ない」（３頁１９行～２５

行、控訴審判決における第１審判決引用部分を含む）	 

	 「また、仮に控訴人ら主張のとおり、投票の秘密を侵害しないような

方法で投票済投票用紙（写し）の集計が行うことが可能であるとしても、

本件投票においては、住民投票が成立しないとされる場合には開票を行

わないものとされ、かつ、秘密投票の確保のために上記認定に係る各定
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めが置かれているというのであるから、上記のとおり、本件住民投票条

例が投票を公にしないことをその趣旨及び目的としていることは明らか

というほかなく、控訴人らの上記主張は、同条例の上記趣旨及び目的を

左右するものではないというべきである」（３頁２５行～４頁５行）	 

原審は、上記のとおり「公職選挙法等の開票に関する規定に従わない

投票の集計を行うことに投票の秘密を侵害する危険がないと断定するこ

とには、疑問の余地がある」（３頁）と判示し、本件各文書が公開された

場合における投票の秘密の侵害について、その抽象的な危険性を指摘し

たのみである。	 

	 

第３   原審における審理不尽、理由不備及び判例違反  

   １   原審の判断が誤っていること  

投票者個人の投票行動が明らかになった場合に投票の秘密が侵害され

たといえるが、そもそも、後記第３章において論じるとおり、本件各文

書を公開したところで、本件住民投票の投票者個人の投票行動が明らか

になる危険は皆無であり、「投票の秘密を侵害する危険がないと断定す

ることには、疑問の余地がある」との原審の判断は誤ったものである。	 

	 

   ２   原審が投票の秘密が侵害される危険の判断について具体的な検討を欠

いていること  

上記１のとおり、投票の秘密が侵害される危険があるとの原審の判断

が誤りであるが、加えて、原審は、本件各文書を公開することによって

投票の秘密が侵害される危険の有無を判断するにあたり、具体的検討を

一切しておらず、次の判例に照らし、原審判決に審理不尽、理由の不備が

あることは明らかである。	 

	 すなわち、最高裁平成６年２月８日第三小法廷判決（民集４８巻２号

２５５頁、大阪府水道部懇談会事件）は、会議接待費及び交際費につい
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ての関連文書（同判決文中の「本件文書」）の公開請求に対して、同文書

が交渉等事務又は企画調整等事務に関する文書にあたるとの理由によっ

て非公開決定がなされたとの事案において、「本件文書を公開すること

により右のようなおそれ（引用者注：当該又は同種の事務の公正かつ適

切な執行に著しい支障を及ぼすおそれ）があるというためには、上告人

の側で、当該懇談会等が企画調整等事務又は交渉等事務に当たり、しか

も、それが事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の

協議を目的として行われたものであり、かつ、本件文書に記録された情

報について、その記録内容自体から、あるいは他の関連情報と照合する

ことにより、懇談会等の相手方等が了知される可能性があることを主張、

立証する必要があるのであって、上告人において、右に示した各点につ

いての判断を可能とする程度に具体的な事実を主張、立証しない限り、

本件文書の公開による前記のようなおそれがあると断ずることはできな

い筋合いである」と判示している。	 

要するに、上記最判は、「懇談会等の実体的内容を成すものではない事

実を明らかにすることによって生ずる支障は、事柄の性質上、未だ抽象

的かつ不確定な単なる憶測の域を出るものではないと考えられるし、そ

れを超えて、そのような危険性が存在することを一般的社会通念上何人

にも納得、首肯せしめる程度にまで具体的に明らかにする証拠は全く存

しない」として、「当該又は同種の事務の公正かつ適切な執行に著しい支

障を及ぼすおそれ」の存在を否定している（『最高裁判所判例解説・民事

篇・平成６年度』１６１頁）。	 

すなわち、上記最判は、行政文書を公開することによって生じる危険

性（本件においては「投票の秘密を侵害するおそれ」。上記最判において

は「当該又は同種の事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすお

それ」）については、情報公開の実施機関の側において、具体的に明らか

にしなければならず、「抽象的かつ不確定な単なる憶測の域を出るもの
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ではない」「おそれ」については、非公開情報であることを基礎づける理

由にはならず、排斥されるということを示したものである。	 

本件においては、被上告人は、投票の秘密が侵害される抽象的な可能

性ないし危険性を指摘して非公開性情報に該当すると主張するのみであ

り、原審もかかる被上告人の主張を採用し、投票の秘密が侵害される抽

象的な危険性を認めたにすぎない。	 

	 

３   小括  

本件は、投票の秘密が侵害される危険性がどの程度具体的に認定され

れば、本件情報公開条例７条１号（法令秘情報）ないし２号（個人情報）

の非公開情報に該当するかという法令の解釈に関する重要な事項を含む

ものであるが、同事項に関する原審の判断は、上記のとおり、前掲最判

平成６年２月８日に明らかに違反している。	 

加えて、原審は、上記のとおり、投票の秘密が侵害される危険性を認

定するにあたり、具体的な検討を一切欠いており、この点において、理

由不備及び審理不尽の違法（民訴法３１２条１項６号）があることは明

らかである。	 
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第４章   投票の秘密が侵害される危険がないこと  

  

	 前記第２章のとおり、原審判決は、本件各文書の公開によって投票の

秘密が侵害される抽象的な危険性がある指摘したにとどまっており、そ

の点について審理不尽、理由不備の違法があり（民訴法３１２条１項６

号）、かつ判例（前掲最判平成６年２月８日）に違反するものである。  

しかし、以下のとおり、そもそも、本件各文書を公開することにより

投票の秘密が侵害される危険性が皆無であることは明らかである。  

 

第１   そもそも投票の秘密とは何か  

	 	 憲法は、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならな

い。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」

（１５条４項）と規定し、投票の秘密を保護している。  

	 	 「投票の秘密」（憲法１５条４項）において「秘密」とされる事項は、

「何人が何人に投票したか」（最大判昭和２４年４月６日・刑集３巻４

号４５６頁）である。「投票者の投票が何人に対してなされたか」と解

されている。  

	 	 敷衍すると、「投票の秘密」とは、「秘密投票の原則をいい、選挙に

おいて、投票がだれによって投ぜられたかを秘密にすること、投票者

とそのつながりがその投票者自身以外の者に知られないようにする原

則」（宮沢俊義著・芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』（１９７８年）２

２５頁）である。  

 

第２   投票の秘密が侵害される危険がないこと  

	 	 本件各文書を公開しても、以下のとおり、これにより投票の秘密が

侵害される危険はない。  
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１   本件住民投票の仕組み  

	 	 	 本件住民投票は、本件計画を見直すべきと思う者は、投票用紙の

「住民
じゅうみん

参加
さ ん か

により計画
けいかく

を見直
み な お

す」の欄に、本件計画の見直しは必要

ないと思う者は投票用紙の「計画
けいかく

の見直
み な お

しは必要
ひつよう

ない」の欄に○の

記号を記載して、これを投票箱に入れる方法による１人１票の秘密

投票方式（記号投票制）により実施された（住民投票条例７条２項、

３項、同施行規則２８条、別紙様式第１号裏）。  

 

２   筆跡鑑定による特定が不可能であること  

したがって、仮に本件文書（各投票用紙）に投票人が自書した「〇」

記号について筆跡鑑定を実施したとしても、これにより各投票用紙に

係る投票人を特定することは不可能である。なぜなら、筆跡鑑定は、

鑑定対象である文字の筆順、筆勢、筆圧等を識別する方法により行われる

ものであるところ、「〇」記号にはこのような特徴がほとんど現れず、

筆跡鑑定によって「〇」記号の記載者を特定することは不可能だから

である。	 

特に、控訴人らは、写しの交付を受ける方法によって本件文書の公

開を請求しているところ、写しの場合は筆圧が不明であったりするた

め、記載者の特定は益々不可能である。	 

	 

３   指紋照合による特定も不可能であること  

加えて、本件文書の写しの交付を受ける方法であれば、指紋照合に

よる投票人の特定も不可能である。	 

本件情報公開請求は、投票済住民投票用紙の原本開示を求めるので

はなく、その「写し」の交付を請求するものである。したがって、本

件各文書の「写し」から指紋が検出されることはなく、指紋によって

投票者を特定することも不可能である。	 
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なお、最高裁判所平成９年３月２８日判決・判タ９３９号９８頁も、

詐偽投票罪の捜査のために投票済み投票用紙の差押え等が実施され

た事案について、投票用紙から当該訴訟の原告らの指紋が検出されな

かったことを理由に、当該原告らの「投票の秘密を侵害したとも、こ

れを侵害する現実的、具体的な危険を生じさせたともいうことはでき

ない」と判示している。	 

	 以上のとおり、原審は、「住民投票は、１人１票の秘密投票とする」

（本件住民投票条例７条３項）との規定を根拠に、本件各文書を「公

にすることができないと認められる」と判断したが、本件文書を公開

したところで本件住民投票における投票の秘密が侵害されるもので

はなく、本件住民投票条例が「住民投票は、１人１票の秘密投票とす

る」（同条例７条３項）と定めていることは、本件文書が「公にする

ことができないと認められる」ことの根拠にはならない。  

	 

４   他事記載については一部公開によって対処可能であること  

	 	 	 被上告人は、本件各文書の中に「○」の記号以外の他事を記載し

たものが含まれていることもあり得、かかる他事記載の内容によっ

ては（例えば、投票用紙に投票者の氏名が記載されている場合）、本

件各文書を公開した場合に、投票者が特定されることもあり得る旨

を主張する（第一審被告答弁書４～６頁）。	 

	 	 	 しかし、個人情報（本件情報公開条例７条２号）等の非公開情報

に該当する他事記載がある投票用紙については、一部公開（本件情

報公開条例８条）によって、当該投票用紙あるいは当該他事記載部

分のみを非公開とすれば、投票者が特定されるおそれはない。	 

	 	 	 すなわち、本件情報公開条例８条は、市政情報の一部公開につい

て、次のように規定している。	 
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	 	 	 １項「実施機関は、公開請求に係る市政情報の一部に非公開情報

が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に

区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公

開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該

非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない」

（太字は引用者による）  

２項	 略	 

	 

前述のとおり、本件住民投票は、「住民参加により計画を見直す」

の欄又は「計画の見直しは必要ない」の欄に「○」の記号を記載する

記号投票制であり、「○」の記号以外を記載した投票済み投票用紙は

無効票とされる（１０条３号、１１条３号）	 

したがって、「○」の記号以外の記載は全て他事記載であるから、

本件各文書を公開するにあたり、当該他事記載のある用紙又は部分を

除くことは容易であり、上記本件情報公開条例８条１項の一部公開の

要件を満たす。	 

なお、他事記載のある投票済み投票用紙は無効票であるから、これ

を非公開としても、本件住民投票の結果を知るという上告人らの本件

情報公開請求の目的は達せられ、何らの支障もない。	 

	 

５   記号投票制をめぐる学説上の評価  

	 	 	 以上のとおり、本件住民投票において記号投票制が採用されてい

ることから、本件各文書の記載によって各投票者を特定することは

不可能であり、本件各文書を公開することによって投票の秘密が侵

害されることもない。	 

	 	 	 記号投票制が、我が国の公職選挙法が原則として採用している自

書投票主義と対比して、投票の秘密を保護する上で格段に優れてい
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ることは、学説においても認められている。  

	 	 	 投票の秘密と自書投票主義、記号投票制の関係について、芦部信

喜教授は次のように論述している（「憲法と議会政」２８８頁。財団

法人東京大学出版会、１９７１年３月刊）。  

	  

５．秘密投票制をめぐる問題	 

	 	 最後に、普通選挙制とならんで近代選挙法の公理といわれ、日本国

憲法１５条４項に保障されている秘密又は無記名投票制の原則につ

き、一、二の問題点を指摘しており。	 

	 	 	 まず、問題となるのは、わが国法が自書投票主義を採用し（公選

法４６条・６８条）、しかもこの自書主義が従来判例上すこぶる寛大

に解され、投票の効力を判定するさい選挙人の意思をできるかぎり

推定するという立場がとられていること、その結果投票の個性が増

大し、それだけ秘密主義が制約されていることである。したがって、

「自書主義を認めつつ、しかもできるだけ秘密投票制の趣旨にも沿

うことを目的とする」ために設けられた他事記載禁止規定の但書（公

選法６８条１項５項）も秘密主義を重視する選挙法の原則からいえ

ば、本来厳格に解すべきであるのにかかわらず、自書主義が寛大に

解されるのに応じて、相当広く解釈されていることは周知のとおり

である。これが秘密投票の精神に合致しているかどうか記号投票制

（printed	 ballot）の採用が要求されるゆえんの１はここにある。	 

	 	  

	 	 また、次のような見解もある。  

 

	 	 	 「『投票の秘密』の保障をいっそう完全にするためには、自書投票

主義をやめて、全面的に記号投票を採用せよとの意見もなかなか

強い」（前掲『全訂日本国憲法』２２６頁）	 
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	 	 本件住民投票は、前述のとおり、住民参加により東京都の計画を見

直すべきと思う者は投票用紙の「住民参加により計画を見直す」の欄

に、計画の見直しは必要ないと思う者は投票用紙の「計画の見直しは

必要ない」の欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法に

よる１人１票の秘密投票として行われたものである（住民投票条例７

条２項、３項、同施行規則２８条、別紙様式第１号裏）。  

	 	 したがって、かかる記号投票制を採用して実施された本件投票済投

票用紙（本件各文書）では、投票の個性が反映する可能性が自書投票

主義による投票用紙と比べて著しく少なく、投票の秘密が侵害される

危険性は本件住民投票が記号投票制を採用したことによって皆無とな

った。  

 

６   事実実験公正証書の活用  

	 	 	 以上のとおり、本件住民投票の仕組みから、本件各文書を公開し

ても投票の秘密が侵害される危険はない。  

	 	 	 加えて、上告人らは、投票の秘密の担保に万全を期し、かつ投票

結果の集計の正確性を担保するため、以下のとおり、本件各文書、

すなわち、本件請求により公開された投票済投票用紙（写し）の集

計を公証人法に基づく「事実実験公正証書」の制度に依って実施す

ることを予定している。  

	  

（１）事実実験公正証書とは  

	 	 	 事実実験公正証書は、公証人法３５条の「公証人証書ヲ作成スル

ニハ・・・・其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法

ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス」との規定に基づき作成される公正

証書である。  
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	 	 	 日本公証人連合会も、そのホームぺージ（甲２５：日本公証人連

合会ホームページ	 http://www.koshonin.gr.jp/ji.html）において、

事実実験公正証書を下記のとおり紹介している。  

記  

	 	 	 「公証人は、法律行為を対象とした売買等の契約のほか、五感の

作用により直接見聞した事実を記載した『事実実験公正証書』

を作成することができます。事実実験は、裁判所の検証に似た

物で、その結果を記載した『事実実験公正証書』は裁判所が作

成する『検証調書』に似たものであり、証拠を保全する機能を

有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。」	 

 

公証人は法務大臣により任命され、かつその属すべき法務局又は地

方法務局を指定された公務員（公証人法１０条、１１条）であって、

所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内において職務を執行す

る（同法１７条）ことができ、東京法務局に所属する公証人は、東京

都全域において職務を執行することができる。  

上記のとおり公証人は公務員であるから、公証人が職務上作成した

事実実験公正証書は、民事訴訟法２２８条２項の規定によって真正に

成立した公文書と推定される。  

 

（２）本件各文書の集計について  

ア	 私権の要件について  

	 	 公証人は、「法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成

スル」権限を有する（公証人法１条１項）。つまり、公証人は、「法律

行為其ノ他私権ニ関スル事実」について、事実実験公正証書を作成す

ることができる。  
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	 	 これに関連し、被上告人は、原審において、  

「控訴人らが、知る権利を『民主政治の確立に不可欠な憲法上優越

的地位を占める基本的人権』であるとして、繰り返し重要性を述

べているにもかかわらず、他方で、知る権利を『私権』つまり私

法上の権利と述べているのは、自己矛盾に陥っているとしか言い

ようがない」  

「知る権利は、控訴人らが指摘するように、憲法上特に重要な基本

的人権であって、事実実験公正証書が活用されている知的財産権

等の単なる私権とは、全く性質が異なる」  

などと主張し、その上で  

「本件投票済投票用紙の集計に事実実験公正証書を利用すること

など論外である」  

と主張した（以上、原審答弁書９頁）。  

 

	 	 	 しかし、上告人らが本件訴訟において主張し、本件情報公開請求

と密接に関連する「知る権利」は、公権力に対して情報の公開を求

めるという狭い意味に限られるものではなく、より広く情報を摂取

する自由を指すものである。  

かかる情報を摂取する自由は、情報が表現行為の前提としての機能

を有するものであることから、表現の自由と密接に関連し、高い人格

的価値を有するものである。したがって、私法上においても、人格権

の１つとして保護されるものであり、これが侵害された場合には不法

行為に基づく損害賠償請求権等の請求原因となる（以上、原審準備書

面（１）５～６頁参照。なお、同書面５頁下から６行目の「被控訴人

ら」は「控訴人ら」の誤記である）。  

すなわち、行政情報を知ることは、人格権を構成する重要な「私権」

である。  
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イ	 集計の正確性が確保されること  

	 	 本件事実実験に供する投票済投票用紙は、被告職員である公務員が

投票済投票用紙原本から作成した「写し」であるから、原本との同一

性が担保されている。  

	 	 同上「写し」の交付時より公証人により目撃されることにより、交

付時の投票用紙（写し）と実験時の投票用紙（写し）の同一性も担保

される。  

	 	 本件公開請求において公開された投票済投票用紙の「写し」に関し

て、公証人は、投票用紙右欄「住民参加により計画を見直す」に○印

が記載されているか、左欄「計画の見直しは必要ない」に○印が記載

されているか（甲８、別記様式１（裏））を、「目撃」し、かつ各々の

投票用紙の合計数を「実験」（集計）し、これを録取した公正証書を作

成することができ、これにより集計の正確性が万全に担保される（以

上、甲２７・元銀座公証役場公証人、元東京高等裁判所判事	 北野俊

光作成の「見解書」）。  

 

（３）全過程における秘密性の確保  

	 	 公証人に法律上厳格な守秘義務が課されていることから、公証人は、

その職務の執行として事実実験公正証書を作成するにあたり、万が一

にも職務上の秘密を外部に漏らすことがないよう綿密な秘密漏えい防

止策を講じて職務を執行している。  

	 具体的には、本件投票済投票用紙の写し（本件各文書）を集計するに

あたっては、上告人らが本件各文書を市職員から受領する段階から公証

人によって目撃され、全部を容器に収納して公証人によって封緘、管理

され、その開緘、集計は、公証人と公証役場「書記」（法務局又は地方

法務局の長の認可を経て公証人に雇用され（公証人法２４条１項）、公
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証人が職務上漏らすことのできない事項を漏らさない旨の誓約（公証人

法施行規則６条）を経ている）により行われ、集計後に本件各文書は公

証人管理のもとに解読不能なように機械的に処理廃棄され、この事実も

また事実実験公正証書として記載される。この全ての過程において、本

件投票済投票用紙（写し、本件各文書）が上告人ら又は第三者により目

視されることはない（甲２７：元銀座公証役場公証人	 北野俊充作成の

「見解書」参照）。  

	 	 したがって、本件各文書の秘密性は万全に確保され、その公開によ

って投票の秘密が侵害されることはない。  

 

（４）小括  

	 	 本件住民投票は、一般選挙のような「自書投票」によるのではなく、

○印のみを記す「記号投票」によるものであることにより、もともと

投票秘密が高度に維持されていると認められ（甲２８・学習院大学名

誉教授戸松秀典「見解書」、芦部信喜「選挙制度－日本国憲法と選挙法

の諸原理」（「憲法と議会政」所収、１９７５（昭和５０）年３月３０

日初版、東京大学出版会刊））ことに加えて、公証人は公証人法上守秘

義務（公証人法４条）を負っているので、本件投票済投票用紙におけ

る投票の秘密は万全に確保されることとなる。  

 

第３   本件情報が「個人に関する情報」（本件情報公開条例７条２号）にも該

当しないこと  

	 	 なお、本件非公開決定は、本件情報が法令秘情報（本件住民投票７

条１号）に該当することを根拠とするものであるが、被上告人は、本

件訴訟において、本件情報が「個人に関する情報」（本件情報公開条例

７条２号）に該当する旨も主張する（第一審の被告準備書面４～６頁）

ので、念のため、本件情報が「個人に関する情報」に該当しないこと
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を指摘する。投票の秘密は、前記のとおり「何人が何人に投票したか」、

「投票者の投票が何人に対してなされたか」、「投票者と投票行為のつ

ながり」が「投票者自身以外の者に知られないようにする」こと、を

意味するから、一面では「個人情報」の保護にも該当するから、以下、

念のため「個人情報」の関係についても主張する。  

	 	 本件情報公開条例７条２号本文は、  

	 	 「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することにより、特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、

公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの」	 

を非公開とすべき旨を規定している。要するに、同号の「個人に関する

情報」には、  

	 	 個人に関する情報であって  

	 	 ①特定の個人を識別することができるもの  

	 	 ②特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個

人の権利利益を害するおそれがあるもの  

	 の２類型が存在する。  

	 	 本件各文書については、前述のとおり、その記載から投票人個人を

特定することは不可能であるから、上記①にはあたらない。また、投

票人個人が特定されない以上「個人の権利利益を害するおそれ」もな

いから、上記②にもあたらない。  

	 	 したがって、本件情報が「個人に関する情報」（本件情報公開条例７

条２号）に該当しないことは明らかである。  

 

第４   結論        

	 	 以上のとおり、本件住民投票において投票人が投票用紙の所定欄に
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「○」印を記載するのみの記号投票制がとられていること、投票結果

の集計について事実実験公正証書を利用することから、投票の秘密が

侵害される危険はない。  

しかるに、原審判決は、  

	 	 	 「投票済投票用紙（写し）の集計は公証人法に基づく事実実験公

正証書の制度によって実施されるから、投票の秘密は万全に担

保されるむねも主張する。しかし、公職選挙法等の開票に関す

る規定に従わない投票の集計を行う事に投票の秘密を侵害する

危険がないと断定することには、疑問の余地があると言わざる

を得ない。」（３頁２１行～２５行）  

と判示しており、具体的な理由を示すことなく投票の秘密を侵害する

危険を認定している。  

	 	 かかる原審の判断は、「本件文書を公開することにより右のような

おそれがあるというためには、上告人の側で、当該懇談会等が企画調

整等事務又は交渉等事務に当たり、しかも、それが事業の施行のため

に必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われ

たものであり、かつ、本件文書に記録された情報について、その記録

内容自体から、あるいは他の関連情報と照合することにより、懇談会

等の相手方等が了知される可能性があることを主張、立証する必要が

あるのであって、上告人において、右に示した各点についての判断を

可能とする程度に具体的な事実を主張、立証しない限り、本件文書の

公開による前記のようなおそれがあると断ずることはできない筋合

いである」と判示し、非公開情報該当性に関する事実につき情報公開

の実施機関（地方公共団体）側に具体的な事実を主張、立証するよう

要求した前掲最判平成６年２月８日に明らかに反している。  

	 	 また、投票の秘密を侵害する危険について具体的な理由を示さずに

認めた原審判決に、審理不尽、理由不備があり（民訴法３１２条１項
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６号）、これが破棄されるべきことは明らかである。  
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第５章   「本件住民投票条例が投票を公にしないことをその趣旨及び目的とし

ていることは明らか」との原審の判断に理由齟齬（食違い）、理由不備

の違法があること  

 

第１   原審における上告人らの主張  

	 上告人らは、前述のとおり、本件住民投票条例が、本件住民投票が不

成立の場合であっても開票を禁止するものではないことを主張すると共

に、仮に本件住民投票条例が、本件住民投票が不成立の場合に開票を禁

止するものであったとしても、上告人らが請求しているのは本件各文書

の公開であり、開票とは異なるから、開票が実施されないからといって直

ちに本件各文書の公開禁止が導かれるものではないと主張した（控訴理

由書１４頁）。  

 

第２   原審の判断  

	 原審は、  

	 「仮に控訴人ら主張のとおり、投票の秘密を侵害しないような方法で

投票済投票用紙（写し）の集計が行うことが可能であるとしても、本件

住民投票においては、住民投票が成立しないとされる場合には開票を行

わないものとされ、かつ、秘密投票の確保のために上記認定に係る各定

め（引用者注：第一審判決３１～３２頁記載の本件住民投票条例及び同

規則の規定と思われる）が置かれているというのであるから、上記のと

おり、本件住民投票条例が投票を公にしないことをその趣旨及び目的と

していることは明らか」（原審判決３～４頁）と判示し、「秘密投票の確

保のために上記認定に係る各定め（引用者注：第一審判決３１～３２頁

記載の本件住民投票条例及び同規則の規定と思われる）が置かれている」

（原審判決４頁）との理由のみで本件各文書が非公開とされると判断し

た。  
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第３   上記原審の判断に理由齟齬（食違い）、理由不備があること  

	 しかし、上記原審の判断に理由不備の違法があることは明らかである。 

	 すなわち、「秘密投票の確保のために上記認定に係る各定め（引用者

注：第一審判決３１～３２頁記載の本件住民投票条例及び同規則の規定

と思われる）が置かれている」との理由は、原審が、本件住民投票条例

が、本件住民投票不成立の場合に開票を禁止するとの結論を導くために

示した理由である。  

	 しかるに、何らの補足もなく公開禁止の理由としても用いており、理

由齟齬（食違い）、理由不備（民訴法３１２条２項６号）があることは明

らかである。  

 

１   理由齟齬（食違い）  

	 投票の秘密を侵害しない方法で投票済投票用紙（写し）の集計を行うこ

とが可能であるとしても、秘密投票の確保のための諸規定が置かれてい

ることから公開しないとした原審判決の理由は、投票の秘密を侵害しな

い方法で集計しても投票の秘密が確保されないと判断するものであって、

前後に撞着があり、理由に食違いがある。  

 

２   理由不備  

	 住民投票が成立しないとされた場合には開票を行わないとしていると

して、これを根拠に本件各文書を非開示情報に該当するとした原審判決

は、開票しない場合にはなぜ投票内容が非公開情報とされるかの理由が

全く述べられておらず、開票と情報公開を混同した理由不備がある。  
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第６章   事実実験公正証書の利用によっても投票の秘密を確保することがで

きない旨の原審の判断に、理由不備及び審理不尽の違法があること  

 

第１   原審における上告人らの主張  

	 上告人らは、原審において、本件情報公開請求により公開された投票

済投票用紙（写し、本件各文書）の集計を公証人法に基づく事実実験公

正証書の制度によって実施するから、本件住民投票に示された「住民の

意向」は正確に集計され、その信頼性と公正は確実に担保され、投票の

秘密についても万全に担保されると主張した（控訴理由書４６頁（２））。  

 

第２   原審判決  

	 上告人らが上記のとおり主張したのに対し、原審は、「公職選挙法等の

開票に関する規定に従わない投票の集計を行うことに投票の秘密を侵害

する危険がないと断定することには、疑問の余地があるといわざるを得

ない」（原審判決３頁２３行～２５行）との判示し、上告人らの上記主張

を排斥した。  

	 しかし、原審の上記判断は、公証人法の仕組みを無視してなされた誤

った判断である。  

 

第３   理由不備、審理不尽の違法があること  

１   投票の秘密を侵害する危険がないこと  

         そもそも、上告人らが繰り返し主張したとおり、本件各文書（投

票用紙）に記入されるのは「○」記号のみであり、筆跡鑑定により

投票者が特定されることはなく、また、本件情報公開請求により上

告人らに交付されるのは、本件各文書の写しであるから、指紋によ

って投票者を特定することも不可能であり、本件情報公開請求が認

められた場合でも本件住民投票について投票の秘密が侵害される危
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険は皆無である。	 

	 	 	 しかしながら、上告人らは、投票の秘密の重要性を考慮し、投票

の秘密のより一層の保護を図るため、投票済投票用紙（写し）の集

計を公証人法に基づく「事実実験公正証書」の制度に依って実施し、

投票の秘密を万全に担保し、さらに集計の正確性を担保することを

主張しているのである。	 

	 

２   公証人法の仕組み  

	 	 	 公証人は法務大臣によって任命され、同大臣によって指定された

法務局に所属する（公証人法１１条）国家公務員であり、職務に基

づいて公正証書を作成し、私権に関する事実につき、自ら実験等し

たところに基づいて事実実験公正証書を作成することができる（同

法１条１号、３５条）。	 

公証人はその取扱い事件について秘密保持義務を負っており、（同

法４条）、職務上の義務に違反した場合には、免職、停職などの懲戒

を受ける（同法８０条）。	 

	 	 	 以上のとおり、公証人には、公証人法上、違反した場合の懲戒処

分を伴う厳格な守秘義務が課されている。	 

	 

３   実際の集計過程について  

上記のとおり、公証人に厳格な守秘義務が課されていることから、

公証人は、その職務の執行として事実実験公正証書を作成するにあた

り、万が一にも職務上の秘密を外部に漏らすことがないよう綿密な秘

密漏えい防止策を講じて職務を執行している。  

具体的には、本件投票済投票用紙（写し、本件各文書）を集計する

にあたっては、上告人らが本件各文書を市職員から受領する段階から

公証人によって目撃され、全部を容器に収納して公証人によって封緘、
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管理され、その開緘、集計は、公証人と公証役場「書記」（法務局又

は地方法務局の長の認可を経て公証人に雇用され（公証人法２４条１

項）、公証人が職務上漏らすことのできない事項を漏らさない旨の誓

約（公証人法施行規則６条）を経ている）により行われ、集計後に本

件各文書は公証人管理のもとに解読不能なように機械的に処理廃棄

され、この事実もまた事実実験公正証書として記載される。この全て

の過程において、本件投票済投票用紙（写し、本件各文書）が上告人

ら又は第三者により目視されることはない（甲２７：元銀座公証役場

公証人	 北野俊光作成の「見解書」参照）。  

 

４   小括  

本件事実実験公正証書作成の全過程において、本件各文書を目撃す

ることができるのは、公証人及びその補助者である公証役場「書記」

のみであり、両者はいずれも職務上守秘義務を負っているのは前記の

とおりである。  

	 	 	 それにもかかわらず、原審判決は「投票の秘密を侵害する危険が

ないと断定することには、疑問の余地がある」と具体的な理由を指

摘することなく判断しており、かかる判断に理由不備及び審理不尽

の違法（民訴法３１２条１項６号）があることは明らかである。  
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【結語】  

	 

以上の理由により、本件非公開決定の取消しを認めず、かつ本件各文

書の公開を義務付ける請求に係る訴えを却下した原審判決に、憲法違反

並びに理由不備及び審理不尽の違法があることは明らかであるから、こ

れを速やかに破棄するよう求める。	 

仮に原審判決が、住民投票の投票用紙の情報公開に関する司法の最終

判断として世に残ってしまった場合、今後住民投票を実施する際に、各

地方公共団体において、住民投票成立のための投票率要件を設け、かつ

住民投票が不成立であった場合に開票せず、住民投票の結果が闇に葬り

去られるといった事態が横行することになりかねない。	 

このような事態を招来することは、日本の民主主義及び地方自治に関

する重大な危機であり、このような事態を避けるためにも、原審判決は

破棄されなければならない。	 

	 本件は、本件住民投票の投票済み投票用紙である本件各文書について

情報公開請求を求めるという我が国において前例のない事件であり、憲

法及び各条例の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる

事件であるが、それのみならず、我が国の民主主義及び地方自治の行く末

に大きな影響を与える極めて重要な事件である。	 

	 御庁においては、本件を慎重にご審理いただき、賢明な判断を賜りた

い。	 

以上	 


