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火 災調 査 結果 の 公表 は 、消 防 行政 の 課題 と して 引 き継 が れ、現 在に 至 って いる 。
古くは、警察との軋轢の中で問題とされ、近年ではＰＬ法制定と消費者行政の定
着の中で、情報公開の嵐が吹き、開かれているはずの火災調査結果が閉鎖的と見
誤られている傾向にある。さらに、火災そのものが稀有な事象となるに従い、当
事者間の利害の輻輳が輪をかけて、調査員に詰め寄る時代へと向かいつつある。
これ ら を順 に 整理 し て 解説 す る。
Publication of fire survey results has been handed down as an issue for
firefighting administration.

In the old days, it was considered a problem in the

trap with the police, and in recent years with the establishment of the PL Law and
the establishment of consumer administration, a storm of information disclosure
has blown, and the results of fire surveys that should have been opened are
considered closed. There is a tendency to be mistaken. Furthermore, as the fire
itself becomes a rare event, the congestion of interests between the parties is
circled, and we are heading for an era when the investigators are crawling. These
will be explained in order.

はじめに
火災調査結果の 公表の課題 は、消防 法 7 章の逐条解説でも触 れているが、火災調査
の業務を、火災か ら得られる 予防面、 警防面に活用する 資料の作成 にあると 考えてい
ることが一つの要 因となって いる。こ のため、火災調査 により作成 される「 火災調査
書類」を消防のた めに利用す る行政の 内部資料と考え、 さらに、個 人情報保 護をこじ
つけて、公表や開示に 消極的な姿 勢を 取り、社会情勢との乖 離となって いる。これは、
火災調査の目的を 誤って解釈 し、さら に、独善的な行政 運営を法令 の守秘義 務等によ
り正当化されてい ると思い込 んでいる ことにある。 今後 、市民が行 政不服審 査法をよ
り身近に利用する ことになれ ば、従来 のような火災調査 結果に関わ る公表の 消極的な
姿勢は、袋小路へ と追い込ま れること になりかねないと 思われる。 公表や開 示の手続
きにあたっては、火 災調査の目 的が法 1 条にあり、広く国民 に共有され る情 報である
との認識と情報公 開の狭間の 中で、検 討され取り扱われ ることにな る。
近年、様々な情報 公開の審査 や判決等 がなされているこ とを踏まえ 、情報の 請求者
が何を求め、どこ までの情報 が、どん な理由で公開・非 公開とされ るかを示 し、火災
調査の目的とする ことを認識 して、前 向きな対応こそが 将来に渡っ て、より 正確で合
理的な火災調査活 動を確保す る道へと つながるものと言 える。
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１ . 火 災 調査 結 果 公 表 に 関 わ る 新聞報 道
2010’ 05/21 朝日新聞（要旨の み）
☆

石油ファン ヒーター火 災で 3 年半前に父親を亡く した東京都 内の女性 が，暖房

機器メーカに損害 賠償を求め る訴えを 東京地裁に起こし た。だが， 消防が情 報を開
示していないため ，父親が使 っていた ヒーターがこの暖 房機器メー カ製かが 分から
ないとして、開示 の有り方が 報道され ている。
女性によると ，［Ａ市で暮 らしてい た父親は 2006 年 12 月，住宅火災で死 亡した。
Ａ消防本部の調べ で火元は石 油ファン ヒーターと特定さ れた。灯油 タンクの ふたは
指先の操作で開け 閉めできる ワンタッ チ式。同本部の説 明などから ，給油し てタン
クをヒーターに戻 す際，ふたの閉め 方 が悪く，漏 れた灯油に引 火したと考 え ていた。
だが，07 年 12 月，新聞 記事でワ ンタッチ式のふた が「半ロッ ク」でも 閉まった
と勘違いしてしま う恐れがあ ることを 知った。このメー カはその後 ，タンク のリコ
ー ル を 発 表 し た 。 父 親 の 火 災 は タ ン ク の ふ た の 欠 陥 が 原 因 で は な い か ・ ・ 。］

疑

問を晴らそうと， Ａ地方検察 庁から火 災現場の調書を取 り寄せたが ，ヒータ ーのメ
ーカ名やタンクの 型式の記載 はなかっ た。
弁護士と相談 し，東京弁 護士会か らＡ消防本部に対 し，この火 災に関す る文書の
コピーを求めた。
しかし，職 務 上 の守 秘義務 や父 親の 個人 情報で ある ことを理由に書類の 開示は断
られた。今年 1 月には東京地 裁に対し ，提訴に必要な文 書を同消防 本部から 取り寄
せる手続きをとっ たが，4 月に届い た 書類は大部分が黒 塗り。メー カ名はわ からな
かった。製品事故 では遺族で も情報が 明らかにされにく いのが現状 で，やむ を得な
い「見切り発車」 の裁判とな った。
⇒

この記事を 読まれると 如何にも 消防の火災調査結 果の公表は 、杓子定 規の行政

のみに終始してい るように受 け取られ る。
で、このこと を全体の道 筋として 、検討すると、ま ず、ここで 問題なの は、相続
本人の個人情報請 求に関わら ず、一般 民事裁判で用いら れる「弁護 士会照会 」の手
続きを取ったため に「断われ」、次い で 、民事裁判手続きで も同様の手順 のた め「黒
塗りの書類」と なってしまっ たと考え られることに ある 。つまり、“個人情 報 の開示”
は、亡くなられた 方の扶養親 族により 「火災調査書類」 の個人情報 開示請求 をすれ
ばこれほどに誤解 を招くこと にはなら なかったのではと 思われる。

火災事故に関わる民事紛争の解決に向けての手立てが、消防署の意向に左右 され証拠
の収集が難しいことが、関係者,弁護士から指摘されている。
※群馬弁護士 会編「火災の法律実務」、判例タイムズ No.1161 等
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２ . 「 火 災調 査 結 果 の 公 表 」 の 社会的 要 請
1)

調査書類の社会 的要請

表は、東京消防 庁における 火災調査 書類の「照会等」 の内訳です 。2009 年から 5
年間の建物火災件 数 16,570 件に対し て 1,083 件回
答している。これ は、最近の 火災では 、部分焼け以
外の建物火災の 5％以上が「照 会等」 の対象となっ
ていることを表し ている。
他の消防行政文書 と大きく相 違するの は、火災調
査業務では、照会 等が“普通のこと”と なっているこ
とで、その認識な くしては、 火災調査 業務の円滑な
運営が難しくなっ ている。
次に、2009 年の 1 年間に東京消防庁 で扱われた、火災 調査書類の 情報開示 請求の
内訳を下図に示す。１ 年間で、８０件 請 求があり、その対象書 類は１９５ 件で あった。
これは、
「 火災調査 書類」が、火 災調査の 関連書類全体に係 わるグルー プの総称 であり、
個々に例えば「 火災原因判 定書」
「質 問 調書」などがあ る。その ため、申請 者 から、必
要とする書類はコ レコレと指 定される ため１件の請求で 、複数の書 類の開示 となるた
め対象書類は倍の 195 件となっている 。

グラフ 1.dG107-01 開示 請求 者

グラフ 2. dG107-03 開 示された調 査 書類 等

グラフ１から、 ８０件の開 示請求は 、必ずしも「火元 者が個人の 火災原因 を知りた
い」と言うものば かりではな く、火元 者は４割程度で、 他は訴訟の ための弁 護士会、
近隣者、あ るいはアパー ト火災など の 賃貸借契約の建物 所有者 、保険会社 な ど多様で、
「火災が持つ社会 性」を示し ている。 グラフ２で、開示 請求された ８０件の 内容とし
ては、全体が総括 できる「火 災調査書 」の要望が最も多 い。ほぼこ れ一枚で 、内容か
ら火災の様相が推 察できるこ とによる 。次いで、見分調 書、原因判 定書とな る。
このように、社 会的要請の比 重がたか まりつつある。過 去の照会や判 例等を踏 まえ、
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今の火災調査書類 の社会的な 役割を認 識しないと、新聞 報道に取り 上げられ るような
事態も招きかねな いと言える 。
つまり、何が正し いかの指標 軸は、ケ ースバイケースで 、様々な側 面から考 える必
要がある。そのた めには、火 災調査に 携わる職員ひとり 一人が、現 場調査で 得られる
情報の重要性を認 識し、また 、国民に 負託されている業 務であると の意識が 必要とさ
れている。
2) 以下の展開

考え る にあ た って 、 次 の順 序 で取 り 上げ て みた 。
3-「火災原因を 公表した、 として、り 災者から損害賠償 請求」事案
4-「弁護士会からの照 会」の対応
5-「弁護士会からの照 会拒否の損 害賠償請求」事案
6-「情報公開条例によ る火災調査 書類の一部開示(非 開示)」4 件の事例
7-

全体のまとめ

これらは、
「火災調査 結果の持つ 情 報の扱い方」が 変化して いることを 、順に判例等
を提示して検討し て見た。し かし、そ れも次の時代には 変わる可能 性があり 、社会が
求めている「普通 の感覚」が どのよう に優先され位置づ けられるか は流動的 なものと
言える。そして、 現在、火災 調査結果 の公表は、各市町 村の「情報 公開条例 」と「個
人情報保護条例」 を基準とし て、市町 村ごとに条例解釈 の中で扱わ れるが、 これとて
もその解釈が、必 ずしもその 後の裁判 等で認められると は限らない 。
少なくとも、火災 調査結果の 公表に関 わる様々な事項に 注視しつつ 、火災調 査のあ
るべき姿を求めて 事務を遂行 すること となる。

３ . 火 災 原因 の 公 表 に よ る 賠 償 請求事 案 、
誤 っ た 火災 原因 の公表 によ る名誉 毀損 を原因 とする 賠償 請求に おい て、
原 因の 公表に は正当 性が あると 認め られ たも の。
(広島地裁呉支部 1978 年(昭和 53)3 月 26 日判決－消防大学校 「新消防関係 判 例
解説」から。Web「裁判例情報 」等の掲 載はない。)
1) 事 件の概 要
昭和 51 年 8 月 25 日午後４時頃、呉市所在の木造アパー トから出火 し、同アパ ート、
隣接建物４棟が全 焼する火災 となった 。
この火災に対し て、翌 26 日,27 日の新聞紙上に、広島警 察と呉市消防 局の 調査によ
るとして、本件火 災は、本件 アパート に居住するＡ方か らの出火で あること 、出火原
因はＡの母親Ｙが 電気炊飯器 のコード と電気コ ンロのコ ードを間違 ってコン セントに
差込み、そのため コンロが過 熱したも のであるとの記事 が掲載され た。 Ｙは 、新聞の
出火原因の記事は 事実に反し ており、 警察と消防の誤っ た火災原因 の公表に より名誉
を毀損されたとし て、広島県 （警察） と呉市に対して国 家賠償を求 める訴え を提起し
た。
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2) 判決と解説
名誉を毀損された とするＹの 消防局に 対する主張は、「 不十分な火災 調査によ る虚
偽の事実を断定し て報道機関 に公表し た」とするものであ る。これに対 し判 決は、次
のように示した。
①

呉市消防 局では、火災 原因等 を調査した場合、将 来の類似火 災を防 止するた
め調査結果を 公表するこ とを原則 としており、又、 右発表は調 査上火災 原因を
推定できる場合に 限っていた 。

② 本件は 、火災調査の 結果に基 づき、推定された 火災原因を 公表した もので、
断定して公表した ものではな いことは 、新聞記事の「・・・ら しい」という 記
載内容から明らか である。
③

また、火災原因 の推定は、本件 火 災における火災調 査により得 られた出 火経
過、焼きの状況、関係 者の供述等の 資 料を詳細に検討し、 合理的な根 拠に基 づ
くものである。

④

さらに、右 推定事実の 公表は、市 消 防局が将来の類似 火災発生の 予防のた め、
専ら公共の利益 を 図 る 為 に な し た 正 当 な 職 務 行 為 の 範 囲 に 属 す る も の で あ り 、
これをもって違法 な名誉棄損 があった とはいえない。

以上のように、 国家賠償を 求める訴 えを認めなかった 。
少し、昔の判 例で、こ こでの「 火災 原因の公表」は 、もっぱ ら火災現場 の 状況等か
ら火災予防につな がる情報を 提供する もので、［予防広 報］の一種に 該当する 。つま
り、火災現場での 悲惨な状況 を再発させ ないとする予防的 見地から実 施される 広報活
動は、具体的 かつ断定され ていないも の(推定される=らしいなど)であれ ば、その内
容について責任を 負うもので はない、 との立場だと言え る。
3) コメント
この場合、厳密な意味 での「火 災原 因調査結果の公表 ではない 」と考えら れること
である。火災が 25 日 16 時頃、当該 建 物が全焼、他に 3 棟が焼損し、翌 26 日の新
聞報道の事案であ る。
通常、火災調 査は、関 係者の承諾 の下 で行われるとして 、この 規模の火災で は翌日
から実施されるの が法的手続 きとなる 。見分調書 、質問調 書などから 、原因判 定書と
なり、それらが火災調 査書類とな って 文書管理上の決裁 を受け、完結さ れる もので 2
～3 週間かかり、そ れが「火災 原因調 査結果」と言える ものである 。 そ の 意 味 で は 、
本事例は、「火災 調査原因の公 表と考え る」にはムリがあ り過ぎる。
このケースは 、発表内容 が推定事実 の 合理的な内容とし て、現 場広報とし て 許され
る「推定」で しかない 。ここで課題 と されたのは「調 査結果の公 表」ではな く、火災
原因として推定さ れることを 、火災予防 の公共的利益から 公表したこ とは国賠 法の対
象とはならない、 とされたこ とである 。
火災現場での広報 上の便宜的 な発表は、火災原因の判定上 の一部を形 成しては いる
が、参考的な意 味でしかな く「火災 原因 の公表」という 言葉には該 当しない 。し かし、
この判例を基に、「・・らしい 」と発表 すれば、火災調査 結果を公表 すること は許さ
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れると短絡的な解 釈をしてい る場合や、火災原因調査結果 の公表は公 益的利益 の中で
認められている、 と安易に考 えられて いる懸念がある。
現在、この ような「火災原因に 直接 結びつくような 」火災現 場広報はほと んど行っ
ておらず、火災現 場の被害等 客観的な事 実関係と消防の活 動内容を発 表するに 留めて
いる。それ以外の原 因などは、社会 性 を考慮して、所轄警 察署との協 議の上 で、報道
提供されるのが通 例となって いる。

転載を禁ず
４ . 火 災 調査 結 果 の 弁 護 士 会 の 照会
1) 弁護士会照会
弁護士法第２３ 条の２（報告の 請求）、第１項で「弁護士は、受 任している 事件につ
いて、所属弁護士 会に対し、 公務所又 は公私の団体に照 会して必要 な事項の 報告を申
し出ることができ る。・・・・ 」、第２ 項「弁護士会は、 前項の規定 による申 出に基づ
き、公務所 又は公私の団 体に照会し て 必要な事項の報告 を求めるこ とができ る。」とあ
り、法的な根拠に 基づき消防 署に対し て、照会がなされ ることから 、原則回 答するこ
とが求められる。 弁護士法に より、弁 護士会に公務所に 照会し、必 要な事項 の報告を
求めることができ る権限を与 えている 関係においては、 弁護士会を 一個の官 公署の性
格をもつものとす る法意にあ るとされ ている。
その意味で、照 会の回答は 義務でも ある。
２３条の 2 弁護士会照会の制度は，弁護 士が受任している事件を処理するために必要な事実
の調査等をすることを容易にするために設けられたものである。そして，２３条の 2 弁護士会
照会を受けた公務所又は公私の団体は，正当な理由がない限り，照会された事項について
報告をすべきものと解される(義務)。 (下記;昭和 52(オ)323 最 高 裁 判 所 第三 小 法廷と同 じ)
しかし、照 会に対する回 答に対して 、回 答された文書がど のように扱 われるか は、
弁護士とその依頼 人の自由で あり、そ の後に回答文書が チラシ等で 近隣者に 配布さ
れるなどの取扱い がなされた 場合の責 任は、回答した公 務所が負う こととな る。ゆ
えに、慎重な対応 が求められ る。特に 、火災調査書のよ うにり災者 のプライ バシー
や事業所の営業情 報などと密 接に関係 する文書は、その 回答は、消 防署の責 任で判
断することになる 。そのため 、弁護士 会への回答が、公 表に近い状 況にもな ること
から、通常、「火 災調査書類」 の文書回 答はなされていな い。
(昭和 52(オ)323 損害賠償等 昭和 56 年 4 月 14 日最高 裁 判所第三小法廷 判決 )
この判例は 、弁護士会 照会に応 じて、前科者履歴 を回答した ことに対 して、回
答した区役所が違 法とされた 判決であ る。個人プライバ シーに配慮 すること なく
「・・市区町村長 が漫然と弁 護士会の 照会に応じ、犯罪 の種類軽重 を問わず 、前
科等のすべてを報 告すること は、公権 力の違法な行使に あたると解 するのが 相当
である・・」とさ れた。
火災の出火原因等 の開示が本 判決に、 直に結びつくもの ではないが 、出火の 火元者
の個人のプラスバ シーが、優 先され、 それらを検討した 上で弁護士 会の照会 に応じ
ることとなる。
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Coffee Break
PL 法の趣旨を踏まえて 、回答を箇条 書 きで回答すること がある。
その目安として、1995 年(平成７)6 月 26 日消防庁予防 課長通知がな されてい る。
(知ら な い人 も 多い で すが 、 弁護 士 等は 以外 と 知 っ て い る ) 。

「 火災原因等 調査書類の開 示に際し ての取り扱いにつ いて（通知）」
1995 年(平成 7)6 月 27 日 消防予第１４４号
別添え

１

火災原因等調 査書類の 開示に際しての取 扱指針

趣旨
消防法第 31 条及び第 33 条の規定 に基づき、消防長又は 消防暑長が 行う火 災の原

因及び損害の調査 に関して作 成された 書類(以下「火災原 因等調査書類 」という 。) に
ついて、その開示 が請求され た場合の 取扱いに関して必 要な指針を 定めるも のであ
る。

２

取 扱 いの 指 針.

(1)

火災原因 等調査書類の 開示請求 に対する取扱いに ついては、本指針を基 本に行

うこと。
(2)

開示に際し ては、請求者 及び請求 目的に応じ、記載 内容につい て検討の 上、

部分開示も含めて 開示の可否 を判断す ること。
ア

出火日 時、出火場所、火 災種 別、火災原因(発火源、経過、着 火物等を 含む。)
等当該火災に係る 事実につい ては、原 則として開示でき ることとす るが、開
示、非開示の判断 に当たって は、被災 者等のプライバシ ー及び企業 秘密等の
保護に十分配慮す るとともに 、事後に おける円滑な消防 行政の運営 に支障を
きたさないよう配 慮すること 。

イ

上記以 外の開示請 求に対し ては、各団体の情 報公開条例 及び個人 情報保護
条例等並びに本指 針の趣旨を 踏まえつ つ、開示の可否を 判断するも のとする
こと。とりわけ、 書類に添付 される写 真及び図面等につ いて、個人 のブライ
バシー及び企業秘 密等を侵害 するおそ れがある場合には 、その部分 の開示を
行わない等慎重に 対応するこ と。

(3)

放火又は 失火による火 災の疑い があり、警察機関 による犯罪 捜査に影響 を与え

るおそれがある場 合には、消 防法第 35 条及び第 35 条の 2 の規定の趣旨に かん
がみ、情報の開示 の時期、開 示の内容 等について配意す るなど特に 慎重を期 する
必要があること。
なお、この通知 の背景は、 その後の 1995 年７月１日施 行のＰＬ法 に伴う り災者か
らの情報開示に対 する要請に 対処する ものとして通知さ れている。

Coffee Break
★ この時期の意見として、石毛平蔵氏が月刊消防 2000 年 9 月号、12 月号に、森本宏氏
が消防通信 2002 年臨時第 582 号、近 代 消防 2004 年 7 月号に、所見を述べられている。
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この指針は、2 (2)アで、箇条 書きなら 、基本的事項は開 示しても支 障ないと されて
いるが、その場合 でもプライ バシー等 に留意する。 (2)イの文書等 の開示は 条例によ
る。3 は捜査照会さ れている時 は非開 示となる。３つの パターンの 説明とな る。
ここで、２(2)イの内容にある 「原則と して開示できる」 は、火災原 因等の開 示に
あたって、法 34 条や地方公務 員の秘守 義務を解除してい ることを示 したもの である。

５ . 弁 護 士会 の 照 会 に 妥 当 性 が あれば 文 書 回 答 し な け れ ば な ら な い。
回 答 し な い 時 は 、 弁 護 活 動 に 対す る損 害 賠 償 が 成 立 す る 。
⇒ ただ し、後 日、別 件の 判例で 損害 賠償 には なじま ないと され ている 。
1) 救急搬送の事件 の弁護士会 照会
(平成 22(行 ウ)10 弁護 士会照会回 答拒 否の違法確認等請 求事件
平成 23 年 2 月 10 日
2011 年 2 月 10 日岐阜地裁 判決。

岐阜地方 裁判 所 その他 )

<概略で扱うので 、正しくは判 例参照>

「弁護士会から の照会事項 に回答し なかった」ことか ら、依頼人 と弁護士 に損害を
与えたとして、民 事裁判で、 原告側請 求額と訴訟費用 2/3 の支払いを 命じら れた。
A 消防署は、救急搬 送事案に関す る 弁護士会からの箇 条書き照会(弁 護士 法 23 条の
3 による)に対して、個人情報保 護条例 の「個人情報」であること を持って照 会内容事
項の内容に答えら れない、と 回答した 。さらに、弁護士 会から、被 搬送者が 死亡して
おり、配偶者から の申請であ ること、 個人情報の第三者 提供制限の 除外であ ること、
重要な争点で消防 署からの回 答以外に 情報を入手できな いこと、な どから照 会に応じ
てほしい旨の「通 知書」を弁 護士会か ら消防署に送付さ れた。しか し、これ に対して
も“回答できない”ことと、合わせ て“個人情報保護条例第 14 条(本人(親族)開 示)によ
れば回答できます”と回答 した。
☆ 判決では、消防 機関の回答 拒否は 、正当な理由がなく、ま た、原告に損 害を発生
させ、その経緯か ら過失が認 められる 、として被告(消防 機関)に損害の 支払 いを命じ
た。
2) 火災調査から見 た、この判 決の課 題
判決では、幾つ かの争点が あり、そ の点では、判決全 文を読まれ 、また、 解説文な
ども参考にされる ことと思う が、『火災 調査』から見ると 、下記の２ 点がある 。
①

弁護士会の 照会はどの ような性 格があるのか、

②

照会が箇条 書きで来た 時に、こ れに答えずに「 個 人情報保護 条例によ る本人開
示請求がある」と 示唆した回 答をする ことが認められる か。
① 弁護士会 は、官 公署だけでな く 私的団体にも照会 されるもの で、照 会 者と被照
会者が公法上の法 律関係に立 つことは 認められていない。こ のことから“被照 会
者が、回答 しない”ことが違法で ある、ことにはならない 。同様 に、行 政手続 法
2 条 3 号の“申請型義務付けの訴え”と 同列に扱われるも のでもない 、とされ て
いる。しかし、弁 護士会の照 会を受け た公務所又は公私 の団体は， 正当な理 由
がない限り，照会 された事項 について 報告をすべきもの とされてお り、消防 署
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として、誠意を持 って対処し て、回答 することが求めら れることに 変わりは な
い。そのことは、 個人情報保 護条例等 で保護されている 情報を「提 供しなけ れ
ばならない」こと ではないの で、箇条 書きの質問に沿っ て事案ごと に条例等 に
照らして、検討し 回答すれば 足りる。
通常 、裁判所か らのような「 文書送付嘱託 」ではなく 、調査嘱 託の ように「箇
条書きの質問」と なるものが 弁護士会 の照会には多い。
② 弁護士会照会 には応じられ ないが、 個人情報による開 示請求書類 としては 提
供できる、と したことに 対して判 決では、次の通り とされた。
「・・・個人情報保 護法制に基づく開示請求の制度は，国民ないし住民に対し自己の
情報をコントロールする権利を付与し，もって民主的で適正な行政の運営の確保を図
ることを目的とするものであるのに対し，弁 護士照会制度は，公的な役割を担う弁護士
に対し，受任した個別の事件に関する訴えの提起その他の紛争処理遂行のための情
報収集手段を与えることをもって，わが国の司法制度を維持するために設けられたもの
であり，両者は制度趣旨を全く異にするほか，弁護士会照会制 度の上記重要性に鑑
みれば，同制度の機能が情報 開示制度の存在により限定されると解すべき理由はない。
のみならず，被告(消防署)が照会事項(一 部)については(個人情報保護条例)条例１４
条に基づく開示請求があれば回答可能であるというのであれば，敢えて原告らに当該
開示請 求の手続を取らせる合理的理由を見 出 し難いというべきである・・・」と さ れ た 。
端的に言えば、 個人情報保 護条例に より本人開示でき る内容が弁 護士会か ら
の照会として求め られている のであれ ば、本人の代理人 たる弁護士 が、弁護 士
会を通じて申請し ている照会 事項に回 答するのは当然の ことである 、となる 。
次に、本事案で は、箇条書 きによる“照会”を行っていることか ら、その内 容
は弁護士として必 要とされて いる事項 が込められており 、官公署が 有する様 式
書類にすべてが網 羅されてい るのでは ないことからすれ ば、照会に 対する回 答
として情報開示請 求を促すこ とではな く、回答するのが 筋だ、とさ れた。
3) その後、弁護士 会照会拒否 の損害 賠償は、最高裁判 例としてし りぞけら れた
(平 成 27(受)1036 損 害賠 償 請求 事 件 平 成 28 年 10 月 18 日 最 高 裁判 所
第三 小 法廷 判 決 その他 名 古 屋高 等 裁判 所 )

これは、郵便局が郵 便物の転居届 に関 わる情報を、弁護士 会からの照会 に対 して
郵便法の守秘義務 として回答 しなかっ たことに対する不 法行為につ いて、
「・・２３条の 2 の照会に対する報告を拒絶 する行為が，２３条の 2 照会をした弁護士会の
法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不 法行 為を構成 する
ことはないというべきである。・・」とされ、照会に応じる・応じな いは照会を 受け た公務
所等が判断として 報告するも のであり 、判断に誤 りがあったと してもその こ とによ
り不法行為として、弁護士会に損 害が 成立するものでは ない。弁護士会 の照 会は制
度の適切な運営を 図るための ものでし かない、とされた 。
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4) 火災調査上の弁 護士会から の照会 の対応ついて
1)からは、「弁護士会から の照会」に 対し、このケース のように、 依頼人が どの立
場にあるかを考慮 し、個 人情報保護 条 例により「開 示できる 」のであ れば、代理人と
しての弁護士会の 照会には、本 人と同 等に扱う必要があ り、弁護士会 からだ と言って
個人情報上の“第三者”とはならな い、 こととなる。

６ .り 災 者 等 が 求 め る 「情 報 公 開 条 例に よ る 請 求 」
1) 火災調査結果の 情報公開請 求 -その 1
近隣のり災者で あっても第 三者とし て扱われる。
(平成 15(行ウ) 57 行 政文 書 不開 示 決 定取 消 請 求 事件
平成 16 年 7 月 15 日 名 古屋 地 方裁 判 所 )

隣家で発生した 火災により 自宅が延 焼した原告。
(市)情報公開条例 により、火 災調査書 類(火災調査書・ 原因判定書・ 質問調書 、
現場見分調書・火 災出場時見 分調書・ 損害調査書)の開 示を求めたが 、一部開 示に
とどまったことか ら、開示を 求めての 抗告訴訟。
この中で、非開示の理由 を法 34 条 2 項(法 4 条 4 項、立入時の秘密保持原則 )と、
個人情報による 2 つを上げて 、非開示 としている。
裁判所判断
火災調査は公共の 福祉のため に行われ るもので、国 民に対して 立入や質問等 の
受忍義務を課して いることか らも、そ のことで知り得た 秘密を漏ら してはな らな
いこととなってお り、非開示 の理由と なり得る。
火災調査書類には、個 人情報が入 って いることから、条例上 これを非開 示と す
るのは当然のこと とである 。原告が 隣 家のり災者である ことの 開示 とは無関 係で
ある。情報の開示に よらないで、民 事 訴訟上の手続きよ り得ること が可能で ある
ことから、非開示 は適法とな る。
2) 火災調査結果の 情報公開請 求 -その 2
書類上複数の要因 が混在して いる時は 、非開示とされる
(平成 9(行ウ)46

公 文 書一 部 公開 拒 否処 分 取 消 及び損 害 賠償 請 求事 件
平 成 10 年 10 月 28 日

・

横浜 地 方裁 判 所

情報公開 )

原 告は、横浜市 内で発生した 火 災で全焼した火元 の家屋の近 隣の類焼 被害者の
親族で、横浜市公文 書の公開等 に関す る条例に基づき、本 件火災の火 災調査 に基
づく火災原因や損 害結果等を 記載した 火災調査報告書、火 災原因認定 書、火 災状
況見分書、実況見 分調書、質 問調書等 の公開請求を行っ た。

・これ に対して、横 浜市は公開条 例 ９条１項１号に基 づき一部を 非公開と する一部
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公開決定(ほとん ど非開示)を したこと から、異議申立て を行った。そ の後、被告
市長が異議決定(一部開示を追 認)を行 ったことから、原告 は、本件各決 定の 取消
しを求め行政訴訟 として提起 された。
なお、本件条 例９条１項 は、「次の ような情報が記録 されている 公文書は 公開
しないことができ る」旨規定 し、１号 として、「個人に 関する情報で あって、 特
定の個人が識別さ れ、又は識 別され得 るもの （法 令等 の規 定による許可、免 許、届 出
その他これらに相当する行 為に際して作 成し、又は取得した情 報であって、公開することが
公益 上 特に必要と認められるものを除く。） 」 と規定している 。

裁判の判断
本件条例９条１項 １号の「個人 に関す る情報」の意義につ いて、単に個 人に 関する
情報であれば足り、思想、宗教、職 業 等個人の人格の核 心にかかわ る情報な いしこれ
と同視し得る程度 に重要な情 報である 必要はないとし、「識別」の意 義につい て当該
情報自体によって 特定の個人 が識別で きる情報、又は識別で きる可能性の あ る情報の
みならず、当該情報 のみでは特 定の個 人を識別すること はできなく とも、当 該公文書
以外の情報(文書公 開の請求をし ている 申請本人が個人的 に持ってい る情報を 含む )
と組み合わせるこ とにより、特定の 個 人を識別すること ができる可 能性のあ る情報も
含まれるとした。
3) 火災調査結果の 情報公開請 求 -その 3
情報公開における 「質問調書 」の扱い
3)-1 質問調書は、個人 情報と行政運 営情報
2010 年(平成 22)1 月 8 日東京都情報公 開審査会の答申(第 475 号)
火災調査書類の 中の「質問 調書」が 持つ個人情報の意 味
宿泊施設の客室 からの火災 が発生し、「火災原因調査書 類」の開示 を求めた 案件。
ホテルのぼや火 災において、火災時 の状況等を従業員 から録取し た「質問 調書」の
公開請求である 。一部開示 について 、情報公開審査会 で審議され 決定され た。
・発見や通報などの火災 に関わった第 三者の「質問 調書」は、その 第三者の 個人情
報として、関係者 氏名等は、条 例上の［個人識別情報］と して、非開示 とさ れ、さ
らにその内容につ いても、供 述内容が ［行政運営情報］ として非開 示とされ た。
説明を加えると、 火災時に発 見や通報 等の関係者から得 た「 質 問 調 書 」 は 、 氏 名 、
住所等は、個人識別 情報として開 示請 求からあらかじめ 求めないと して、争 いのな
いこととなってい た。つまり、そ の第 三者の氏名等を除 いた本文の「 供述内 容につ
いて」が問題と された。質 問調書の供 述 内容が開示されな いと、
「火 災原因判定 書」
等が開示されても 全容が分か りにくく 、このことから「質問 調書の供述 内容 」の開
示が求められた。
非開示とされ、 その理由と して[行政 運営情報]とされた。ただし、この解釈は、審
査請求段階での解釈で、裁判判例では、全文を個人情報としているケースもある。
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転載を禁ず
★[行政運営情報]とは。
（都 ）条例７条 ６項は、
「都の機 関又は国、独立行政法 人等、
他の地方公共団体 若しくは地 方独立行 政法人が行う事務 又は事業に 関する情 報で
あって、公にする ことにより、・・・当 該事務又は事業の 性質上、当 該事務又 は事
業の適正な遂行に 支障及ぼす おそれが あるもの」(行政運営 情報)を非開示 情 報とし
て規定している。
「・・・本件非開示情報の非開示理由について、これが開示されると、供述内容が火災調
査の目的以外に利用等されることはないとの市民の信頼に反することとなり、火災調 査に対
する信用を失墜させ、その結果、関係者等から情報収集活動や資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障をきたすおそれがあるためと説明する。
火災調査規程等で質問調書等の録 取要 領等について、プライバシーの保護を明記してい
る。この録取要領や本件非開示情 報の内容を見分すると、質問調書は、プライバシーを尊
重し、他に知られることはないという状況の下に任意に得られた情報が記載されてものであ
ると認められ、これを開示することになると、今後、被質問者が、火災の際におかれていた状
況によっては、自己の供述内容等が開示されることを憂慮し、事情聴取に応じた事実 をあり
のまま述べることに消極的になることも想定 される。また、実施機関は、本件火災に限 らず、
将来の火災調査に際して、聴取内容を開 示することにより被聴取者等の関係 者との信頼
関係を害するほか、実施機関に対する都民等からの信用を失うことにより、以後の火災調
査への協力を得られなくなるおそれも否定 できない。その結果、火災原因調 査に必要 とな
る具体的、客観的な情報が十分得られなくなり、今後の同種事務の適正な遂行に著しい
支障を及ぼすおそれがあると認められるので、本件非開示情報は[行政 運営情 報](条例７
条６号)に該当する。」として、非開 示と することが妥当と された。
3)-2 質問調書の全てを 個人情報
平 成 9(行ウ)46 平成 10 年 10 月 28 日 横 浜地 方 裁判 所 (前記 2)横 浜地 裁 判 決と同じ

「・・質問調 書は、火災に関係のある者に対し、必要事項を質問した結果を記録したも
のである。したがって、右質問調書に記録された情報は、本件火災に関係のある右の供
述者の個人情報に該当する。そして、証拠 によれば、標記の情報の中には質問を受け
た者の氏名等が含まれ、内容的には火災原因等に関する質疑がされているものと推測さ
れる。したがって、右部分を公開すれば右供述者が識別されることは明らかである。
そして、質問に対する回答を記載した書面（標記の書面）の性質からして、供述者の氏
名や人物を識別させる情報が他の情報と不可分的に結合していて前者の情報だけを抽
出してそれだけを非公開とすることができないと推認される。
したがって、右質問調 書の全 体が個人 識 別情報に該 当するというべきである。・・・」
このように質問調 書を原因に 関する供 述ととらえ、その 上で、個人 の言動で あるこ
とから、全て[個人 情報]と判断し てい る判決もある
3)-3 コメント
前記 3)-2 の判決は、火 災調査の質 問調書を警察等の 捜査書類の 「供述調 書」と同
じ性格のものとし たものとみ なしてい ると思える。この考 えは、実態とし て おかし
い。質問調書は、単に通 行人が屋外 の 道路上から火災の 発見として 見た事実 を供述
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したものもある。こ れらは、録取 者の 氏名等を隠せば、開 示するのに 何ら支 障がな
い「文書」である。この判決のよ うに「すべて個人情報」とされると、一切 の供述
が伏せられ、ほぼ非 開示とされ る。火 災発見時の事実が、誰が見たと しても 同じ供
述が得られるとす れば、そ れはその内容 について、開示 しても支障 ないものとな る。
しかも、全焼火災等 では、そのよう な 第三者の発見時の 状況は極め て重要な 要素と
なる。確かに 、建物内 の関係者 、例え ば、従業員の 供述として 、勤務表 等か らその
推測すると個人が 特定され、かつ、そ の供述に火災原因 に関わる様 々な要因 がある
とすれば、そ れは「行 政運営情報 」と してふせられる部 分となる 。しかし 、例えば
自宅が燃えて、その 屋外のエアコ ン室 外機から出火した 場合、通行人の 質問 調書の
内容は、火災原因判 定の重要な要 素で ある。建物外周部に 放火したとさ れる 場合に
は特にり災者の主 張理由とな り得る。 屋外から、誰が見 ても 差 異 が な い と す れ ば 、
それは、り災者の個 人情報保護の 開示 と合わせて、質問調 書の内容部分 のみ を開示
するのが当然の対 応である。こ の判決 は、捜査の供述調書 と混同して 一律に「全て
を個人情報」と判断 しており、質問 調 書の性格がよく理 解されない 中で判断 された
ように思われ、誤 っている。
4) 火災調査結果の 情報公開請 求 -その 4
死亡した者(夫)の妻が 、死亡した 者の 個人情報を開示請 求。
個人情報の保護 では、個人 はあくま でも個人(本人)に限られ、 その他とし て、未
成年者や成年被後 見人の法定 代理人は 、本人に代 わって請求で きる。その意味 では、
夫婦であっても、 配偶者の個 人情報に 対して、開示請求 する者には ならない 。
また、死者の情 報も個人情 報におい ては、同じ扱いと される。
しかし、火災等 で死亡した 場合は、 その特例として、 死者に関す る情報に ついて
は、請求者自身の 保有個人情 報である と考えられる情報 、及び社会 通念上請 求者自
身の保有個人情報 と み な せ る ほ ど 請 求 者 と 密 接 な 関 係 に あ る 情 報 な ど に あ っ て は 、
請求者となりうる 。そして、 それらは 、請求者が死者で ある被相続 人から相 続した
財産に関する情報 などに関す ることで ある。
つまり、火災調 査書類に関 して言え ば、その火災原因 によって相 続や損害 賠償請
求が可能となるの で、相続する財 産と なり得る情報とな り、死亡した者 の配 偶者（妻）
は、個人情報の開 示を求める ことがで きる。また、死亡 した子供の 情報は親 が請求
もできる。死亡し た者との関 係におい ては、同居親族な どの立場で あれば、 事務的
には請求が円滑に 進むものと なる。
この場合には、 個 人 情 報 保 護 条 例 に 基 づ く 「 開 示 請 求 」 以 外 の 方 法 に よ っ て は 、
死者の情報であっ ても「個人 情報」と して扱われるため 、情報公開 などの一 般的な
情報提供の扱いは 、厳しい取 扱となる 。現在、災害現場 で「死者」 の氏名・ 住所の
公表もその範囲内 でしか対応 しないよ うになっているこ とと同じで ある。
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転載を禁ず
７ . 火 災 調査 結 果 の 公 表 を 整 理 する
1) 請求者の誤かい を解く
・情報公開の 開示請求者 は、当該 火災による近隣の り災者であ ることが 多い
・り災者であ れば、知る 権利とし てその火災原因が 開示される ものと考 える。
しかし、情報公開 条例は、請求 者を 特定して公開され る性質のも のでなく 、何人に
対しても「公開」 される情報 であり、 その中に「個人情 報」が入る 余地はな い。
火災調査書類は 、ほぼ 全てが「個人情 報」に近い 内容のものと なっている こと から、
非開示(一部開示)が通則と なる。
・近 隣者(請求者)が、火災の類焼者 の 立場で、被害者（ 本件火災に密 接に関 係して
いる者）であ ったとしも 、その 火元の 火災原因調査結果 の書類を「公開条 例 」により
開示請求すること は、第 三者による「 情報公開」の 形式を踏む ものであり 、結果とし
て、火災調査結果の 公開は、火元 者の 個人情報の公開に あたること から、ほ ぼ全部の
書類の個々の内容 にわたって 拒否され る。
これは、例え、火 元者等の具体 的な 名前や詳細な文章 部分でなく とも、横 浜市公文
書の公開等に関す る条例９条 にいう「 特定の個人が識別 され、又 は識別され 得るもの」
とは、個人の人格の核 心にかかわる の と同視し得る程度 に重要な情 報である 必要はな
く、行為の対象や態様 など当該情報 の みでは特定の個人 を識別する ことがで きなくて
も、当該公文書以外の 情報と組み合 わ せることにより特 定の個人を 識別する ことがで
きる可能性のある 情報も含ま れ、個人 識別可能性が低く てもよ い こ と に な る 。 他 方 、
事案上多くの人に 知られてい る情報は 、公開するのが相 当であると されてい る。
このように、複数 の情報を組 み合わせ ることをモザイク 効果と言わ れる 。手 に入る
複数の情報を組み 合わせれば、公開さ れた文書をもって、特定の個人 が識別 され、そ
の個人が持ってい る情報（言 動や活動 など）とされるも のとなる 。
火災調査書類 は、情報公 開の対象 文書とはならない 。類焼のり 災者と言 えども
公開されることに はならない。これは 、裁判で確定してお り、審査請求 して も情報
公開審査会は、裁 判判例と同 じ回答と なる。
2) 弁護士会の照会 は、第三者 開示と同 じとされるが、誰の代理人と なってい るかで、
具体的な対応が 異なる。
弁護士会の照 会には、対 応する一 般的な義務がある が、照会の 対応は第 三者に対
する開示とほぼ同 様の扱いと なる。但 し、本人等の代理 者である弁 護士によ る弁護
士会の照会に対し ては、個人 情報保護 条例に沿った扱い となる。
3) 「質問調書」の 扱いはケー スバイ ケース
当該火災に含 まれる「質 問調書」 や「損害状況調書 」は、火災 の当時者 でない、
第三者に関わる文 書とされる ものがあ る。特に、
「質問調書」は、供述者が任 意に
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守秘事項を暗黙の 了解のもと で消防の 原因調査に協力し ていること から、そ の内
容は、行政運営情 報として、当該供述者 の個人情報と同等 と扱われる ものとな る。
ただし、第三者の 場合、その 供述内容 が、他の誰が見て も同じよう なことで ある
ような内容(屋外か ら取られた写 真、新 聞報道などと同じ ような外形 的事実)で あ
れば、その内容は り災者の請 求に答え られるものと思わ れる。
質問調書の 録取者本人 からの請 求は、個人情報保護か ら開示される の は当然で
ある。
4) 個人住居でない 、事業所建 物から の火災
個人の自宅等 ではない、 事務所か らの火災では、そ の事業の事 業活動に おいて保
護される。事業所 が同意しな い限り、 情報公開条例によ る 「公開」 はないこ ととな
る 。 し か し 、 官 公 署 な ど の 火 災 は 、 個 人 名 な ど が 出 て く る 部 分 を 除 い て 、「 火 災 調
査書類は開示」さ れるものと 思われる 。火災を発生させ た公的被害 の上から もその
ような扱いになら ざるをえな いと言え る。逆に言えば、 火災を発生 させた官 公庁に
自らが「公表する 」ように進 めるのが 、開示された文書 が公開され るようよ りはベ
ターかと思える。 この場合、 死傷者が 発生していると、 一般的に「 捜査対象 」なる
ので非開示とされ る。
5) 特定の製品によ る火災情報 の公表
特定の製品に よる火災情 報などは どうだろうか。
個別の火災に関わ る火災調査 書類は非 開示だが、「製品 」の火災件数 などの統 計
的なことは、提供さ れうる情報公 表と なり得るが、場所や 時間などが取 り込 まれる
と個人情報と関連 づけられる ので、そ の部分は情報の公 開は 難 し く な る 。 し か し 、
特定の製品が持つ 出火危険性 が認めら れるのであれば、そ のことを「個人 情 報が含
まれている」からと 言って、公表 をた めらうようであれ ば、それはそ れで行 政の怠
慢であり、担当者 の不見識の 批難は免 れないと言える。 火災調査の 業務目的(法 1
条)に照らして考え ることとなる 。
しかし、ここ からが 、問題なのだ が、その製品の設計・製造上 の繰り返され るこ
とが予想される程 度の問題な のか、「製 品」の製造時のバ ラッキとし て発生し た不
良品としての問題 なのか、たまた ま使 用していた人の扱 い上の問題 なのか、などに
よって、一概 に「製 品欠陥」とは言え ないこともあり 、火災情 報として提供 すべき
情報なのかは、難しい 問題となる。(こ の部分は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「火災原因調査」[製品
からの火災]を参考 にしてくださ い。)
消防庁のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで「製品火 災に関す る調査結果一覧」 が 公 開 さ れ て い る の で 、
この内容から関連 づけて検討 するか、 又は、消防庁予防 課消防技術 対策室(消 研セ
ンター内)に問合せ するのも良い 。
6) 裁判所の文書嘱 託
裁判所が司法 の立場で求 めること については、回答(提供)等するこ とに なる。
裁判で争われる 民事上の争 点の中で、火災調査書類が重 要な意味を なすこと があり、
当事者双方の利害 対立の中で 、多くは 文書嘱託に応じる ことになる 。この場 合には
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どちらかの当事者 の情報とさ れるもの となるが、裁判は 公開である ことを前 提とし
て争われることか らは、争い が提起さ れた時点で、異議 は起こらな い。
もし、裁判所 の嘱託要請 に疑義を はさむとすれば、 検察・警察 からの文 書照会に
対しても同様とな り、司法機 関に対す る当該消防本部の スタンスの 有り方が 問われ
ることとなる。
なお、文書嘱 託の拒否は 、証人喚 問に直結するケー スもあり、 結果的に はその前
段階の文書嘱託に 応じるのが 裁判法廷 に対する対応と言 える。
7) 消費行政機関や 通産系機関 に対す る火災調査情報の 提供
情報公開請求 などに対し 、個人情 報保護などを説明 して、セキ ュリティ の立場を
強調しておきなが ら、政府系 独法機関 に対しては、出火 場所・火元 者の氏名 年齢・
出火時分から出火 に至る詳細 な情報に 至るまで、提供し ているケー スが ある 。
情報公開審査 会等で説明 している 個人情報保護の姿 勢と真逆の ことを平 気で、
「個
人情報」を文書で 提供してお り、それ ら独法機関がメー カ等に情報 提供をし ないと
言う保障や義務は ないし、公 表しない とも言えない。つ まり、この ような情 報流出
は、原因究明の美 名のもとに 、当該市 町村条例を逸脱し て、独自の 判断で提 供した
消防本部が責任を 負うべきこ ととなる 。あまりにも、無 自覚な「 火 災調査結 果の情
報漏えい」がなさ れているケ ースは、 厳に改めるべきで ことである 。

８. まとめ
火災調査結果の公 表に関して は、その 非公開性に対して「血も 涙もない 」と か、
「 火 災 の 原 因 に 蓋 を し て 安 全 が 守 れ る の か 」 と か 、「 弁 護 士 会 や 消 費 者 機 関 等 に 情
報提供しないのは 消費者保護 に逆行し ている」とか言わ れることも あるが、 火災調
査書類が持つ個人 のプライバ シーは歴 然として存在する 。その中の 一つであ る「質
問調書」だけでも 個別に判断 しなけれ ばならないものと なっている 。その立 場を貫
くからこそ、火災 時に大勢の 人が任意 にさまざまな情報 が提供され 、出火原 因の解
明に寄与している 。一律に「 文書」を 開示・非開示だけ で、決める ものでは ないこ
とは、検察・警察 への協力や 裁判所へ の配慮義務がある ばかりか、 目的とす る火災
予防に照らした行 政運営から の姿勢と して対応されるべ きものとな っている 。
火災調査活動 そのものが 、り災者 に対する情報の開 示により公 平性と透 明性さら
に専門性 に対す る期 待(付託)となり 、 司法機関 からの 照会 や説明 の役割 を担 うなど
幅広い任務となっ ていること からも、 社会の公表に関わ る求めに応 じる姿勢 を持ち
続けなければなら ない業務と なってい る。
しかし、反面 、り災者や 司法機関 からの期待に沿う だけの“内容”を備え た書類で
あってほしいと言 える。裁判 所を経由 して取り寄せた火 災調査書類 が、まる で「 高
校生のイタズラ書 き程度の粗 悪な内容 だった」と言われ ることのな い、しっ かりし
た書類であってほ しい。内部 的な書類(資料)ではなく、
「 火災を公的に 検証した 文書」
である必要があり 、それが「 火災調査 結果の公表」の公 表の前提と なってい る。
[以上、この文書の 終り]

文責; Y.Kitamura
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