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別紙 

諮問第１０２３号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「27都市建指建第1902号東京都駐車場条例第17条第１項ただし書及び第17条の５第３

項の規定に基づく認定について」ほか７件を一部開示とした決定は、妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

（１）審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、東京都情報公開条例（平成11年東京都条例第５号。以下「条

例」という。）に基づき、審査請求人が行った「春日・後楽園駅前地区市街地再開発事

業について都市整備局市街地建築部建築企画課、建築指導課が保有する文書（決裁文

書等を含む。）」の開示請求に対し、東京都知事が平成28年５月31日付けで行った一部

開示決定について、その取消しを求めるというものである。 

 

（２）審査請求の理由 

審査請求書及び意見書における審査請求人の主張を要約すると、以下のとおりであ

る。 

 

ア 審査請求の趣旨 

本件一部開示処分のうち条例７条１号（以下「法令秘の規定」という。）を適用し

た部分の取消しを求める。 

 

イ 審査請求の理由 

（ア）情報公開条例の前文では、条例における解釈及び運用の基本原則として、「新た

な時代に向けて地方分権が進展する中で、公正で透明な都政の推進と都民による

都政への参加の促進により、開かれた都政を実現し、日本国憲法が保障する地方

自治を確立していくことが求められている。情報公開制度は、このような開かれ
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た都政を推進していく上でなくてはならない仕組みとして発展してきたものであ

る。東京都は、都民の「知る権利」が情報公開の制度化に大きな役割を果たして

きたことを十分に認識し、都民がその知ろうとする東京都の保有する情報を得ら

れるよう、情報の公開を一層進めていかなければならない。このような考え方に

立って、この条例を制定する。」と定めている。情報公開を原則として認め、行政

の透明性を確保することにより適正な権力の執行を担保することが条例の趣旨で

あると考えられる。 

（イ）知事は、本件一部開示処分で著作権法第18条第１項（以下「公表権の侵害の規

定」）を根拠に法令秘の規定を適用している。しかしながら、東京都に提出される

申請書、意見書等の、ありとあらゆる文書に著作権があり、かつ、未公表である

ものがほとんどである。 

（ウ）著作権をもつ者が公表権の侵害の規定を理由に、条例に基づく開示決定に同意

しない意思を示した場合に、ありとあらゆる文書が法令秘の規定で非開示にでき

るようだと、上記で述べた条例の趣旨の実現が不可能となる。 

（エ）本件一部開示決定の時点で、春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業は建築基

準法第６条の２の規定による確認が申請され、指定確認検査機関による確認処分

がされている状況である。設計会社作成の図面は、東京都中高層建築物の建築に

係る紛争の予防と調整に関する条例の規定に基づき、近隣住民への説明等で提供

されている。 

（オ）公表権の侵害の規定を理由に法令秘の規定を適用することは条例の趣旨から不

適切である。よって、本件一部開示決定で法令秘の規定を適用した部分の取消し

を求める。 

 

３ 審査請求に対する実施機関の説明要旨 

理由説明書における実施機関の主張を要約すると、以下のとおりである。 

 

（１）設計会社作成の図面の非開示理由について 

建築設計図書の著作物性については、平成11年判決（大阪地方裁判所 平成11年（ワ）

第3635号）において、「建築設計図書は、（略）知識と技術を駆使して作成されたもの

であり、いずれも表現に創作性を有するものと認められるから、「地図又は学術的な性
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質を有する図面、図表その他の図形の著作物」（著作権法10条１項６号）に該当するも

のといえる」と判示されている。 

本件対象公文書は、設計会社の培った技術的情報及び手法を用いて作成されたもの

であり、創作性が見受けられるため、著作物に該当すると考えられる。 

なお、本件対象公文書は、建築基準関係規定によっても公表されていないものであ

る。 

著作権法では、18条３項において「著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各

号に掲げる行為について同意したものとみなす。」と規定されており、また同項３号に

おいて「その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法

人に提供した場合（開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。）

情報公開条例の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作

物を公衆に提供し、又は提示すること。」と規定されている。 

本件については、別段の意思表示があったため、同法18条１項に規定する著作権者

の公表権を侵害することから、条例７条１号に該当する。 

なお、28都市建指第87号に係る対象公文書のうち、「春日・後楽園駅前地区第一種市

街地再開発事業 施設建築物等新築工事 南街区」及び「春日・後楽園駅前地区第一種

市街地再開発事業 施設建築物等新築工事 北街区」に係る建築基準法６条の２第５

項の規定による確認審査報告書においては、条例７条１号を根拠に非開示とした建築

設計図書はない。 

 

（２）各階床面積（用途別面積）（※全体共用部分を除く。）の非開示理由について 

各階床面積及び用途別床面積は、建築主及び設計者の運営・管理情報であり、公に

することにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な

われると認められることから、条例７条３号に定める非開示情報に該当する。 

 

（３）印影（都の機関及び他の地方公共団体を除く。）の非開示理由について 

印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を

及ぼすおそれがあることから、条例７条４号に定める非開示情報に該当する。 

 

（４）建築物の間取りの非開示理由について 
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建築物の間取りは、建物内部の配置、各戸への出入口、階段の位置など、具体的な

建物の内部の状況が記載されているものであり、これを公にすることにより、犯罪の

予防等に支障を及ぼすおそれがあることから、条例７条４号に該当する。 

なお、これらの情報が条例７条４号に該当することは、平成24年11月１日付東京都

情報公開審査会答申第587号、平成25年12月５日付東京都情報公開審査会答申第637号

及び平成27年９月17日付東京都情報公開審査会答申第739号において、繰り返し示され

ている。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

審査会は、本件審査請求について、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

平成２８年 ７月２２日 諮問 

平成２９年 ６月２３日 実施機関から理由説明書を収受 

平成２９年 ６月２８日 新規概要説明（第１７９回第一部会） 

平成２９年 ７月２６日 審議（第１８０回第一部会） 

平成２９年 ８月 ３日 審査請求人より意見書収受 

平成２９年 ８月２８日 審議（第１８１回第一部会） 

平成２９年 ９月１４日 審査請求人より意見書収受 

平成２９年 ９月２７日 審議（第１８２回第一部会） 
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（２）審査会の判断 

審査会は、審査請求の対象となった公文書並びに実施機関及び審査請求人の主張を

具体的に検討した結果、以下のように判断する。 

 

ア 本件対象公文書について 

本件審査請求に係る開示請求は、「春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業につい

て都市整備局市街地建築部建築企画課、建築指導課が保有する文書（決裁文書等を

含む。）」（以下「本件開示請求」という。）である。 

実施機関は、本件開示請求に対し、別表に掲げる本件対象公文書１から８までを

対象公文書として特定し、「設計会社作成の図面」（以下「本件非開示情報」という。）

について条例７条１号、「各階床面積内訳（共有部分を除く）、用途別床面積内訳（共

有部分を除く）」について条例７条３号、「印影（都の機関及び他の地方公共団体を

除く）」及び「建築物の間取り」について条例７条４号にそれぞれ該当するとして、

当該各部分を非開示とする一部開示決定を行った。 

 

イ 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定について 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号。

以下「バリアフリー法」という。）では、建築主等が病院、集会場、百貨店、ホテル、

事務所、共同住宅、老人ホームなどの多数の者が利用する建築物（特定建築物）の

建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、

所管行政庁の認定を申請することができるとされており、建築主等は、この認定に

より、通常より広くなった廊下やトイレ等の部分を容積率不算入とするなどの優遇

措置を受けることができる。 

バリアフリー法の規定に基づく認定申請に当たっては、「高齢者、障害者等が円滑

に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する

基準を定める省令」（平成 18 年 12 月 15 日国土交通省令第 114 号）で規定する建築

物移動等円滑化誘導基準に適合していることを所管行政庁が審査できるよう、建築

主等は、バリアフリー法施行規則（平成 18 年 12 月 15 日国土交通省令第 110 号）に

より、申請書に特定建築物の各階平面図等の図書を添付し、所管行政庁である東京

都宛て申請を行うこととなっている。 
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ウ 東京都駐車場条例に基づく認定について 

東京都駐車場条例（昭和 33 年条例第 77 号。以下「駐車場条例」という。）では、

一定規模以上の建築物を新築しようとする者に対し、その建築物又は建築物の敷地

内に、所定の台数以上の規模を有する駐車施設を附置することを義務付けている。

ただし、駐車場条例 17 条１項ただし書に該当する場合は、所定規模の附置義務の限

りでないとし、また、駐車施設の規模については、17 条の５第３項の規定により、

知事が認める場合は、同条第１項及び第２項の規定によらないことができるとして

おり、これらの規定に基づく認定の申請に当たっては、特に附置の必要がないと認

められること及び有効に駐車できることを審査できるよう、駐車場条例施行規則（昭

和 34 年１月 24 日規則第１号）により、申請書に建築物及び附置駐車施設の平面図

等の図書を添付することとなっている。 

 

エ 建築基準法に基づく許可及び確認審査報告について 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「建基法」という。）52 条 14 項では、

特定行政庁が、同項各号に該当する建築物について、交通上、安全上、防火上及び

衛生上支障がないと認めて許可したものは、その許可の範囲で容積率の限度を超え

ることができるとしている。 

建基法 52 条 14 項１号は、地下連絡通路や変電所部分を対象として容積率の緩和

を許可するものであり、同号の規定に基づく許可申請に当たっては、特定行政庁が

許可対象の建築物であること及び緩和の限度の範囲であること等を審査できるよう、

東京都建築基準法施行細則（昭和 25 年 11 月 28 日規則第 194 号）により、建築物及

びその敷地に関する平面図等の図書を添付することとなっている。 

建基法６条の２第５項に定める確認審査報告は、建築主事に代わり、指定民間確

認検査機関が同条による確認審査を処分した場合、その報告を当該機関が特定行政

庁である東京都宛て行うものである。 

 

オ 審査会の審議事項について 

審査請求人は、審査請求書において、条例７条１号を適用した部分の取消しを求

める旨主張している。 
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そこで審査会では、本件対象公文書１から６のうち同号を適用して非開示とされ

ている本件非開示情報の非開示妥当性について判断する。 

 

カ 条例の定めについて 

条例７条１号は、「法令及び条例…の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこ

れに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関…の指示等により、公にする

ことができないと認められる情報」を非開示情報として規定している。 

条例７条２号本文は、「個人に関する情報（第８号及び第９号に関する情報並びに

事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で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、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を非開示情報として規定

している。また、同号ただし書は、「イ  法令等の規定により又は慣行として公にさ

れ、又は公にすることが予定されている情報」、「ロ 人の生命、健康、生活又は財

産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」、「ハ  当該個人

が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」の

いずれかに該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開示しな

ければならない旨規定している。 

条例７条３号本文は、「法人（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。）その他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は

当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれ

ると認められるもの」を非開示情報として規定している。 

また、同号ただし書において、「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれが

ある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認

められる情報」、「ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそ

れがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認めら

れる情報」、「ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生

活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情
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報」のいずれかに該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開

示しなければならない旨規定している。 

条例９条は、「実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報（第７条第１号、

第８号及び第９号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益

上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示すること

ができる。」と規定している。 

 

キ 本件非開示情報の条例７条１号該当性について 

（ア）著作権法に基づく著作物該当性について 

実施機関は、本件非開示情報が、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号。以下「法」

という。）に基づく著作物に該当し、公表されていないものである旨主張する。 

審査会が本件非開示情報を見分したところ、専門的知識と技能を有する設計者

が、知識と技能と蓄積された経験に基づき、建築的技術手法を駆使して作成し、

建築主等の意向が盛り込まれ創作的に表現したものということができ、また、そ

の表現には創意工夫を有することが認められた。 

したがって、本件非開示情報は、法２条１項１号及び法 10 条１項６号に規定

する著作物に該当すると認められ、法 18 条１項に規定する著作者人格権としての

公表権及び法 21 条から 28 条までに規定する著作権に含まれる各権利は、全て著

作者である設計会社に帰属することとなる。 

また、設計会社が作成する図面等設計図書は、意匠設計図、構造設計図及び設

備設計図に三分されるが、いずれも一般的に公衆に提供されることを予定してい

るものではなく、設計会社等設計者が設計委託者に対し部数を限って提供するの

が通例で、設計図書自体を公表することを想定しているものではない。 

本件非開示情報は、建築主である春日・後楽園駅前地区市街地再開発組合が、

都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）に基づく第一種市街地再開発事業に関連

する認定申請及び建基法に基づく許可申請のため実施機関に対し提出した申請書

の一部であり、審査会が確認したところ、当該組合及び設計会社において、本件

非開示情報を一般に公表していることをうかがわせるような事実は認められなか

った。 

したがって、本件非開示情報は、法 18 条の未公表の著作物に該当すると認め
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られる。 

 

（イ）公表権と情報公開制度との調整について 

著作者人格権としての公表権については法 18 条で定められており、同条１項

により著作者は未公表の著作物の公表権を有する。ただし、同条３項において、

著作者の公表権と情報公開制度との調整が図られており、同項３号により、著作

者は「その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体…に提供した場合

（開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。）、情報公開条

例…の規定により当該地方公共団体の機関…が当該著作物を公衆に提供し、又は

提示すること」について同意したものとみなされる。 

本件非開示情報については、著作者である設計会社が、第三者への開示に同意

しない旨の意思を明確に示している。このことは、法 18 条３項３号に規定する「別

段の意思表示をした場合」に該当するものと解されるので、本件非開示情報につ

いては同号が適用されず、地方公共団体の機関等は本件非開示情報である著作物

を公衆に提供し、又は提示することはできない。 

また、法 18 条４項は公表権の適用除外について定めており、同項各号のいず

れかに該当するときは、未公表の著作物であっても著作者は公表権を有せず、行

政機関や地方公共団体等は法又は条例の規定により未公表の著作物を提供又は提

示することができることとなる。このうち、地方公共団体の機関が未公表の著作

物を条例の規定により開示できる場合は、法 18 条４項のうちの３号から５号まで

であるので、本件非開示情報がこれらに該当するかについて、以下検討する。 

まず、法 18 条４項３号は、「情報公開条例…の規定により地方公共団体の機関

…が著作物でまだ公表されていないもの（行政機関情報公開法５条１号ロ又は同

条２号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。）を

公衆に提供し、又は提示するとき」に公表権の規定を適用除外とする旨定めてお

り、このことから、本件非開示情報については、条例７条２号ただし書ロ又は同

条３号ただし書に該当する情報が記載されているものに限り、法 18 条１項の公表

権の規定は適用されないこととなる。 

次に、法 18 条４項４号は、「情報公開条例の規定により地方公共団体の機関…

が著作物でまだ公表されていないもの（行政機関情報公開法５条１号ハに規定す
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る情報に相当する情報が記録されているものに限る。）を公衆に提供し、又は提示

するとき」に公表権の規定を適用除外とする旨定めており、このことから、本件

非開示情報については、条例７条２号ただし書ハに該当する情報が記載されてい

るものに限り、法 18 条１項の公表権の規定は適用されないこととなる。 

さらに、法 18 条４項５号は、「情報公開条例の規定で行政機関情報公開法７条

の規定に相当するものにより地方公共団体の機関…が著作物でまだ公表されてい

ないものを公衆に提供し、又は提示するとき」に公表権の規定を適用除外とする

旨定めており、このことから、本件非開示情報については、条例９条に該当する

ものには法 18 条１項の公表権の規定は適用されないこととなる。 

審査会が本件非開示情報を見分したところ、条例７条２号ただし書ロ又は同条

３号ただし書に該当する情報及び条例７条２号ただし書ハに該当する情報は確認

できず、また、条例９条は公益上の理由による裁量的開示の定めであり、本件非

開示情報については、同条で定める「公益上の理由」に該当する特段の事情は認

められないことから、本件非開示情報は、法 18 条４項３号、４号及び５号の規定

に該当せず、同条１項の規定が適用されることになる。  

以上のことから、未公表の著作物である本件非開示情報は、法 18 条３項及び

４項の規定がいずれも適用されず、同条１項の規定に基づく著作者が公表権を有

する著作物に該当し、条例７条１号に規定する法令等の定めるところにより公に

できないと認められる情報であるため、非開示が妥当である。 

 

なお、審査請求人は、審査請求書及び意見書においてその他種々の主張をしている

が、これらはいずれも審査会の判断を左右するものではない。  

 

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

樋渡 利秋、浅田 登美子、神橋 一彦、塩入 みほも 
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【別表】  

 

 

 

本件対象公文書 

１ 

27都市建企認第18号－２ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第17条第３項の規定に基づく認定について（春日・後楽園駅

前地区第一種市街地再開発事業施設建築物【北街区】） 

２ 

27都市建企認第17号－２ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第17条第３項の規定に基づく認定について（春日・後楽園駅

前地区第一種市街地再開発事業施設建築物【南街区】） 

３ 

27都市建企認第17号－４ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第18条第２項の規定において準用する同法第17条第３項の

規定に基づく建築計画の変更認定について（春日・後楽園駅前地区第一

種市街地再開発事業施設建築物【南街区】） 

４ 
27都市建指建第1902号 東京都駐車場条例第17条第１項ただし書及び

第17条の５第３項の規定に基づく認定について 

５ 
27都市建指建第1901号 東京都駐車場条例第17条の５第３項の規定に

基づく認定について 

６ 

27都市建指建第1644号 「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事

業 施設建築物等新築工事 南街区」に係る建築基準法第52条第14項第

１号の規定に基づく許可について 

７ 

「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工

事 南街区」に係る建築基準法第６条の２第５項の規定による確認審査

報告書 

８ 

「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工

事 北街区」に係る建築基準法第６条の２第５項の規定による確認審査

報告書 


