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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２６年１１月１３日（平成２６年（行情）諮問第６０４号），平

成２７年３月２６日（平成２７年（行情）諮問第２０８号）及び同月

２７日（同第２３４号） 

答申日：平成２８年１１月２１日（平成２８年度（行情）答申第５２５号ない

し同第５２７号） 

事件名：「米主催国際掃海訓練実施報告について」等の一部開示決定に関する

件 

    米主催国際掃海訓練実施報告書等の一部開示決定に関する件 

    米主催国際掃海訓練実施報告書等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

  「「実施報告」に該当するもの全て。」（以下「本件請求文書」とい

う。）の各開示請求に対し，別紙１に掲げる文書（以下「本件対象文書」

という。）を特定し，その一部を不開示とした各決定については，本件対

象文書を特定したことは妥当であるが，別紙３に掲げる部分を開示すべき

である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２５年８月７日付け防官文第１０

９１４号，同年１１月２９日付け防官文第１５７２９号及び平成２６年４

月１８日付け防官文第５５７３号により防衛大臣（以下「処分庁」又は

「諮問庁」という。）が行った各一部開示決定（以下，順に「原処分１」，

「原処分２」及び「原処分３」といい，併せて「原処分」という。）につ

いて，その取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，各異議申立書及び各意見書

の記載によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）平成２６年（行情）諮問第６０４号 

ア 本件対象文書の本来の電磁的記録形式を特定し明示するとともに，

当該形式による複写の交付を求める。 

イ 本件対象文書をありのままのデータ形式で開示するよう求める。 

ウ 複写の交付について，本件対象文書の全ての内容が複写されたもの

であるかの確認を求める。 
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エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）として開示されなかった情報が存在するな

ら，改めてその特定と開示・不開示の判断を求める。 

オ 原処分１で不開示とされた部分につき，当該部分に記録された内容

を精査し，支障が生じない部分については開示すべきである。 

（２）平成２７年（行情）諮問第２０８号 

ア 本件対象文書の本来の電磁的記録形式を特定し明示するとともに，

当該形式による複写の交付を求める。 

イ 本件対象文書の電磁的記録がＷｏｒｄ等で作成されたものであれば，

その履歴情報ないし変更履歴が残されている場合があり，これについ

ても組織共有文書に該当するので，その特定を求める。 

ウ 複写の交付について，本件対象文書の全ての内容が複写されたもの

であるかの確認を求める。 

エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）として開示されなかった情報が存在するな

ら，改めてその特定と開示・不開示の判断を求める。 

オ 紙媒体についても特定を求める。 

カ 原処分３で不開示とされた部分につき，当該部分に記録された内容

を精査し，支障が生じない部分については開示すべきである。 

（３）平成２７年（行情）諮問第２３４号 

ア 本件対象文書の本来の電磁的記録形式を特定し明示するとともに，

当該形式による複写の交付を求める。 

イ 原処分２で不開示とされた部分につき，当該部分に記録された内容

を精査し，支障が生じない部分については開示すべきである。 

ウ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）として開示されなかった情報が存在するな

ら，改めてその特定と開示・不開示の判断を求める。 

エ 本件対象文書の本来の電磁的記録形式が特定された場合，１ファイ

ルであった可能性が高く，その場合，当初の開示実施手数料より安く

なるはずであるから，開示実施手数料の見直しを求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

 本件各開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁

は，これに該当する行政文書として，本件対象文書を特定した。 

 平成２６年（行情）諮問第６０４号及び平成２７年（行情）諮問第２

３４号については，法１１条を適用して平成２５年１１月２９日まで開

示決定等の期限を延長した上で，同年８月７日付け防官文第１０９１４

号により，文書１，文書３及び文書４につき，同年１１月２９日付け防
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官文第１５７２９号により，文書２及び文書５につき，それぞれ法５条

１号ないし３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定（原処分１

及び原処分２）を行った。 

 平成２７年（行情）諮問第２０８号については，平成２６年４月１８

日付け防官文第５５７３号により，文書１ないし文書５につき，法５条

１号ないし３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定（原処分

３）を行った。 

本件各異議申立ては，原処分１ないし原処分３に対してされたものであ

る。 

２ 法５条該当性について 

原処分において不開示とした部分及び不開示とした理由は，別紙２のと

おりである。 

３ 異議申立人の主張について 

（１）平成２６年（行情）諮問第６０４号 

ア 異議申立人は，「国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請

求時点において，『当該行政機関が保有しているもの』」（別件訴訟

における準備書面）である。本件開示決定通知書では電磁的記録形式

の特定明示が行われておらず，「開示請求時点において，『当該行政

機関が保有しているもの』」が特定されたのか不明である。そこで国

の解釈に従って，改めて本件対象文書の電磁的記録形式の特定明示を

行うとともに，その電磁的記録形式での複写の交付を求める。」とし

て，本件対象文書の本来の電磁的記録形式の特定明示を求めるが，法

その他の関係法令において，電磁的記録の記録形式を特定し，明示し

なければならないことを義務付けるような趣旨の規定はないことから，

当該電磁的記録の記録形式を特定し明示することはしていない。 

イ 異議申立人は，「情報公開の事務手続に関する国の統一指針である

「情報公開事務処理の手引」（平成１８年３月 総務省行政管理局情

報公開推進室）は，「開示の実施においては，行政文書をありのまま

開示する」（２３枚目）として，「原則として加工はしない」（同

上）としている。従って本件対象文書の電磁的記録の開示に当たって

は，当該電磁的記録をそのままのデータ形式で開示すべきである。ま

た同様な趣旨で本件対象文書の電磁的記録の開示に当たっては，コピ

ー等に制限をかけるセキュリティ設定等を行わずそのままのデータ形

式で開示すべきである。」として，本件対象文書をありのまま開示す

ることを求めるが，原処分１において，本件対象文書の一部を不開示

としていることから，特定した電磁的記録をデータ形式のまま開示し

た場合，不開示とした情報が復元され，その内容が判明するおそれが

あるため，開示の実施に当たっては，不開示とした部分に被覆を施し
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た電磁的記録を用紙に出力し，それをスキャナにより読み取ってでき

たＰＤＦファイル形式をＣＤ－Ｒに複写し，かつ，コピー等に制限を

かけるセキュリティ設定等を行うことなく交付したものであり，当該

開示の実施の方法は適正に処理されている。 

ウ 異議申立人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複

写の交付が行われているため，本件対象文書の内容が，交付された複

写には欠落している可能性がある。」として，複写の交付が本件対象

文書の全ての内容を複写しているか確認を求めるが，原処分１におい

て，ＰＤＦファイル形式への変換による情報の欠落がないか，本件対

象文書と開示した文書の内容を改めて確認したところ，欠落している

部分はないことを確認しており，当該開示の実施は適正に処理されて

いる。 

エ 異議申立人は，「処分庁が平成２４年４月４日付け防官文第４６３

９号で認めるように，開示・不開示の判断を行わずに「本件対象文書

の内容と関わりのない情報の付随を避ける」複写の交付は，法に反す

る」として，当該情報についても開示・不開示の判断を求めるが，法

その他の関係法令において，履歴情報等についてまで開示・不開示の

判断をしなければならないような趣旨の規定はないことから，履歴情

報等についての開示・不開示の判断は行っていない。 

オ 異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に

ついては開示すべきである。」として，一部に対する不開示決定の取

消しを求めるが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，

その一部が上記２のとおり同条１号から３号までに該当することから

当該部分を不開示としたものであり，その他の部分については開示し

ている。 

カ 以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処

分１を維持することが適当である。 

（２）平成２７年（行情）諮問第２０８号 

  ア 異議申立人は，「本件開示決定通知書では電磁的記録形式の特定明

示が行われておらず，「開示請求時点において，『当該行政機関が保

有しているもの』」が特定されたのか不明である。そこで国の解釈に

従って，改めて本件対象文書の電磁的記録形式の特定明示を行うとと

もに，その電磁的記録形式での複写の交付を求める。」として，本件

対象文書の本来の電磁的記録形式の特定明示を求めるが，法その他の

関係法令において，電磁的記録の記録形式を特定し，明示しなければ

ならないことを義務付けるような趣旨の規定はないことから，当該電

磁的記録の記録形式を特定し明示することはしていない。 

  イ 異議申立人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本
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件対象文書の履歴情報についても特定を求めるが，法その他の関係法

令において，履歴情報を特定しなければならないことを義務付けるよ

うな趣旨の規定はないことから，本件対象文書の履歴情報を特定する

ことはしていない。 

  ウ 異議申立人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複

写の交付が行われているため，本件対象文書の内容が，交付された複

写には欠落している可能性がある。」として，複写の交付が本件対象

文書の全ての内容を複写しているか確認を求めるとともに，「処分庁

が平成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で認めるように，開示

・不開示の判断を行わずに「本件対象文書の内容と関わりのない情報

の付随を避ける」複写の交付は，法に反する」として，当該情報につ

いても開示・不開示の判断を求めるが，本件異議申立てがあった時点

においては開示の実施の申し出がなされていないことから開示の実施

が行われておらず，したがって複写の交付も行われていない。 

  エ 異議申立人は，「「行政文書」に関する国の解釈に従い」，紙媒体

についても特定を求めるが，開示請求に該当する行政文書を十分に探

索した結果，本件対象文書を特定したものであり，文書３は紙媒体を

保有しておらず，文書１，文書２，文書４及び文書５については，紙

媒体を特定している。 

  オ 異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に

ついては開示すべきである。」として，一部に対する不開示決定の取

消しを求めるが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，

その一部が上記２のとおり同条１号ないし３号に該当することから当

該部分を不開示としたものであり，その他の部分については開示して

いる。 

カ 以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処

分３を維持することが適当である。 

（３）平成２７年（行情）諮問第２３４号 

ア 異議申立人は，「本件開示決定通知書では電磁的記録形式の特定明

示が行われておらず，「開示請求時点において，『当該行政機関が保

有しているもの』」が特定されたのか不明である。そこで国の解釈に

従って，改めて本件対象文書の電磁的記録形式の特定明示を行うとと

もに，その電磁的記録形式での複写の交付を求める。」として，本来

の電磁的記録形式の特定明示を求めるが，法その他の関係法令におい

て，電磁的記録の記録形式を特定し，明示しなければならないことを

義務付けるような趣旨の規定はないことから，当該電磁的記録の記録

形式を特定し明示することはしていない。 

  イ 異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に
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ついては開示すべきである。」として，一部に対する不開示決定の取

消しを求めるが，本件対象文書の法５条該当性について十分に精査し

た結果，その一部が上記２のとおり同条１号ないし３号に該当するこ

とから，当該部分を不開示としたものであり，その他の部分について

は開示している。 

ウ 異議申立人は，「処分庁が平成２４年４月４日付け防官文第４６３

９号で認めるように，開示・不開示の判断を行わずに「本件対象文書

の内容と関わりのない情報の付随を避ける」複写の交付は，法に反す

る」として，当該情報についても開示・不開示の判断を求めるが，異

議申立てがあった時点においては，開示の実施は行われておらず，し

たがって複写の交付も行われていない。 

エ 異議申立人は，「本件対象文書が本来の電磁的記録の場合，１ファ

イルであった可能性が高い。その場合，当初の開示実施手数料より安

くなるはずである。」として，開示実施手数料の見直しを求めるが，

原処分２において本件対象文書は適正に特定されており，開示実施手

数料についても適正に処理されている。 

オ 以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処

分２を維持することが適当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，平成２６年（行

情）諮問第６０４号，平成２７年（行情）諮問第２０８号及び同第２３４

号を併合の上，調査審議を行った。 

①平成２６年１１月１３日 諮問の受理（平成２６年（行情）諮問第６

０４号） 

②同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③同月２７日       審議（同上） 

④同年１２月１６日    異議申立人から意見書を収受（同上） 

⑤平成２７年３月２６日  諮問の受理（平成２７年（行情）諮問第２

０８号） 

⑥同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑦同月２７日       諮問の受理（平成２７年（行情）諮問第２

３４号） 

⑧同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑨同年４月９日      審議（平成２７年（行情）諮問第２０８号

及び同第２３４号） 

⑩同月２８日       異議申立人から意見書１及び意見書２を収

受（平成２７年（行情）諮問第２０８号） 

⑪平成２８年１０月２０日 本件対象文書の見分及び審議 
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⑫同年１１月１７日    平成２６年（行情）諮問第６０４号，平成

２７年（行情）諮問第２０８号及び同第２

３４号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件各開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書を特定した上で，その一部を法５条１号，２号及び３号に該

当するとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，異議申立人は本件対象文書のＰＤＦファイル形式以外の電

磁的記録及び紙媒体の特定並びに不開示部分の開示等を求めており，諮問

庁は原処分を維持することが適当としていることから，以下，本件対象文

書の見分結果を踏まえ，本件対象文書の特定の妥当性及び不開示部分の不

開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，次

のとおり説明する。 

ア 本件対象文書は，米軍主催の国際掃海訓練（以下「本件訓練」とい

う。）の成果等について，本件訓練に派遣された部隊の指揮官である

海上自衛隊第５１掃海隊司令から海上幕僚長に報告された文書であり，

かがみである文書１とその別冊である文書２ないし文書５によって構

成されている。 

イ 文書３を除く文書は，いずれも紙媒体によって海上自衛隊第５１掃

海隊より海上幕僚監部に送付されたものであり，そのうち文書２，文

書４及び文書５については，海上幕僚監部において当該紙媒体の文書

をスキャナで読み取って保存していたためＰＤＦファイル形式の電磁

的記録を併せて保有しているが，それ以外の電磁的記録は保有してい

ない。 

  また，文書３は，本件訓練の一環として実施された国際掃海シンポ

ジウムにおける参加各国等の発表資料をまとめたものであり，本件訓

練の実施後に海上自衛隊第５１掃海隊の担当者が米軍の担当者からＰ

ＤＦファイル形式の電磁的記録により受領し，当該形式のまま海上幕

僚監部に送付したものであり，それ以外の電磁的記録及び紙媒体は保

有していない。 

ウ 本件開示請求及び異議申立てを受けて，海上幕僚監部担当課の机，

書棚，書庫及びパソコン上のファイル等を探索したが，本件対象文書

のＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録及び文書３の紙媒体の存在は

確認できなかった。 

（２）当審査会において本件対象文書を見分したところ，文書１には公印の
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押印や手書きの部分等があることから，紙媒体の文書であると認められ

る。また，上記（１）イの諮問庁の説明が不自然，不合理であるとはい

えず，ほかに本件対象文書のＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録及び

文書３の紙媒体の存在をうかがわせる事情も存しない。 

   さらに，上記（１）ウの探索の範囲，方法が不十分であるともいえな

い。 

（３）したがって，防衛省において，本件対象文書の外に本件請求文書に該

当する文書（本件対象文書のＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録及び

文書３の紙媒体）を保有しているとは認められず，本件対象文書を特定

したことは妥当である。 

３ 不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）法５条１号該当性について 

別紙２の番号６３，６６，６８，７０，７２，７５，７７，７９，

８１，８３，８５及び１０５に掲げる部分は，自衛官，自衛官以外の行

政機関の職員，外国軍人及び民間人の写真の顔部分である。 

当該部分は，法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 

次に，法５条１号ただし書該当性を検討するに当たり，写真の顔部

分を公にする慣行の有無，範囲等について，当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ，防衛省においては，自衛官のうち将官（将

補以上の階級のものを指す。）の顔写真については公にする慣行がある

とのことであった。そうすると，当該部分のうち自衛官の写真について

は，将官以外の自衛官の写真であるため，法５条１号ただし書イに該当

せず，同号ただし書ロ及びハに該当すると認めるべき事情も存しない。 

また，自衛官以外の行政機関の職員について，諮問庁をして当該行

政機関に確認させたところ，当該職員の写真の顔部分を公にする慣行は

ないとのことであり，外国軍人及び民間人についても，その写真の顔部

分を公にする慣行があると認めるべき事情はないことから，いずれも法

５条１号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当すると認

めるべき事情も存しない。 

さらに，写真の顔部分は，個人識別部分であり法６条２項による部分

開示の余地もないので，不開示とすることが妥当である。 

（２）法５条２号該当性について 

別紙２の番号５６（「搭載日数」欄を除く。）及び１０８に掲げる部

分には，海上自衛隊の掃海艦が海外の寄港地において食料品を調達する

際の契約代理店や納入業者の法人名が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，海上自衛隊による掃海活動

に反対の意見を有する勢力による営業妨害や攻撃等を誘発する可能性も
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否定できないことから，当該法人による今後の営業活動に支障を生じさ

せるなど，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあると認められるので，法５条２号イに該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

（３）法５条３号該当性について 

  ア 自衛隊及び他国軍の行動等に関する情報 

    別紙２の番号１，４，９，１１，１２，１４，１６，１８，２４な

いし２７，２９，３１，３２ないし３７，４１，４３，６１，６９，

７１，７３，７８，８２，８６，８７，８９，９０，９２，９３，９

５，９８，９９，１１０，１１３及び１１５に掲げる部分には，自衛

隊の行動，運用，教育・訓練，指揮系統，通信システム，装備品及び

情報収集等並びに他国軍の組織・編成，行動，運用，訓練，通信，情

報システム，所見及び装備品等に係る情報が記載されていることが認

められる。 

    当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の行動，運用要領，

教育・訓練の内容及び練度，指揮統制要領，通信の手法及び内容，装

備品の機能及び性能並びに情報収集の能力及び態勢等が推察され，自

衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害

されるおそれがあるとともに，我が国と当該他国との安全保障上の関

係を損ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあると行政機関の長

が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号

に該当し，不開示とすることが妥当である。 

  イ 他国軍に関する情報 

     別紙２の番号２，６ないし８，１０，１３，１５，１７，２０，２

８，３９，４９，５８，６４，６５，６７，７４，７６，８０，８４，

８８，９１，９４，１００，１０４，１０６及び１０９に掲げる部分

には，他国軍の組織・編成，行動，運用，訓練，通信，情報システム，

所見，装備品並びに掃海部隊の運用及び情報関心等に係る情報が記載

されていることが認められる。 

    当該部分は，これを公にすることにより，我が国と当該他国との安

全保障上の関係を損ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあると

行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，

法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

    なお，原処分２においては，別紙２の番号８４のうち，１３９ペー

ジが不開示とされていないため，当審査会事務局職員をして諮問庁に

確認させたところ，諮問庁は，本来は不開示とすべきところ，原処分

２の際に当該部分を不開示とすることを失念したものであるから，今

後，行政手続法１３条１項１号イの規定に基づく聴聞を経た上で，当



 

10 

該部分を不開示とする変更処分を行う予定である旨説明する。当該部

分の見分結果を踏まえると，不開示とすることを失念した旨の諮問庁

の説明は首肯できるから，原処分２において当該部分が不開示とされ

ていないことは，上記判断を左右しない。 

  ウ 自衛隊の指揮通信に関する情報 

    別紙２の番号３，４０，４２，４４ないし４８，５０ないし５２，

９６，９７，１１２及び１１４に掲げる部分には，自衛隊の指揮系統，

通信システム等に係る情報が記載されていることが認められる。 

    当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の指揮統制要領，

通信の手法及び内容等が推察され，自衛隊の任務の効果的な遂行に支

障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関

の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条

３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

エ 自衛隊の行動，運用，教育・訓練に関する情報 

    別紙２の番号５，１９，２２，２３，３８，５３，５５，５６

（「契約代理店」欄を除く。），５７，５９，６０，６２，１０１，

１０３，１０７及び１１１に掲げる部分には，自衛隊の行動，運用，

教育・訓練に係る情報が記載されていることが認められる。 

    当該部分のうち，別紙２の番号５７に掲げる部分を除く部分は，こ

れを公にすることにより，自衛隊の行動，運用要領，並びに教育・訓

練の内容及び練度等が推察され，自衛隊の任務の効果的な遂行に支障

を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の

長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３

号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

しかしながら，別紙２の番号５７に掲げる部分には，本件訓練への

派遣中に医官等から治療を受けた自衛官の人数の診療科目ごとの内

訳が記載されているにすぎず，これを公にしても，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそ

れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があるとは

認められないので，法５条３号に該当せず，開示すべきである。 

  オ 自衛隊の装備品に関する情報 

    別紙２の番号２１，３０，５４及び１０２に掲げる部分には，自衛

隊の装備品等に係る情報が記載されていることが認められる。 

    当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の装備品の機能，

性能等が推察され，自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，

ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めるこ

とにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 
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４ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件各一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の各開示請求に対し，本件対象文書を特

定し，その一部を法５条１号，２号及び３号に該当するとして不開示とし

た各決定については，防衛省において，本件対象文書の外に各開示請求の

対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので，本件対

象文書を特定したことは妥当であり，別紙３に掲げる部分を除く部分は，

同条１号，２号イ及び３号に該当すると認められるので，不開示としたこ

とは妥当であるが，別紙３に掲げる部分は同号に該当せず，開示すべきで

あると判断した。 

（第４部会） 

委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙１（本件対象文書） 

 

文書１ 米主催国際掃海訓練実施報告について（報告）（５１掃隊第２４３号。

２４．１１．２２）（かがみ） 

文書２ 米主催国際掃海訓練実施報告書（５１掃隊第２４３号（２４．１１．

２２）別冊第１） 

文書３ 国際掃海シンポジウム発表資料（米主催国際掃海訓練）（５１掃隊第

２４３号（２４．１１．２２）別冊第２） 

文書４ 外国港湾調査記録（米主催国際掃海訓練）（５１掃隊第２４３号（２

４．１１．２２）別冊第３） 

文書５ 米主催国際掃海訓練派遣時の気象記録，概況等（５１掃隊第２４３号

（２４．１１．２２）別冊第４） 

 

※ 原処分１は文書１，文書３及び文書４を，原処分２は文書２及び文書５を，

原処分３は文書１ないし文書５をそれぞれ対象として行われたものである。 
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別紙２（不開示とした部分及び理由） 

 

１ 文書２  

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 

 

目次の２

枚目 

 

別紙第８から別紙

第１０までの項目

名の一部 

行動等（防衛省・自衛隊の行動，運用

及び教育・訓練をいう。以下同じ。）

及び他国軍の組織・行動・通信等（他

国軍の組織・編成，行動，運用，訓練

等並びに他国との通信及び情報システ

ムをいう。以下同じ。）に係る情報で

あって，これを公にした場合，防衛省

・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障

を生じさせるおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

２ 目次の２

枚目 

 

別紙第１６の項目

名の一部 

 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

３ 目次の２

枚目 

 

別紙第２０の項目

名の一部 

指揮通信等（防衛省・自衛隊の指揮系

統，通信システム等をいう。以下同

じ。）に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

４ １ページ １ 全般の本文の

一部 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

５ ２ページ ２（２）目的の本 行動等に係る情報であって，これを公
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文の一部 にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

６ ３・４ペ

ージ 

２（４）参加国の

一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

５ページ ２（６）訓練統制

官等の本文（注釈

を含む。）の一部 

７ ６ページ ３（４）アの本文

の一部 

他国軍の所見等（他国軍，政府等の所

見等をいう。以下同じ。）に係る情報

であって，これを公にした場合，我が

国と他国との安全保障上の関係を損な

い，信頼関係に悪影響を及ぼすおそれ

があるため，法５条３号に該当し，不

開示とした。 

８ 

 

６ページ ３（４）イ（イ）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

６ページ ３（４）イ（オ）

Ｃａｐａｂｉｌｉ

ｔｉｅｓ Ｂｒｉ

ｅｆｓの一部 

７ページ ３（４）イ（カ）

Ｄｉｖｉｎｇ Ｓ

ａｆｅｔｙ ＴＴ

Ｔの本文の一部 

９ ７ページ ３（４）イ（ケ）

通信関連訓練等の

本文の一部 

指揮通信等及び他国軍の組織・行動・

通信等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるとともに，我が国と他国との

安全保障上の関係を損ない，信頼関係

に悪影響を及ぼすおそれがあるため，

法５条３号に該当し，不開示とした。 
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１０ ８ページ ３（４）ウ（ア）

錨泊艦横付の本文

の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

８ページ ３（４）ウ（エ）

ＥＯＤ訓練の本文

の一部 

１１ ８ページ ３（４）ウ（オ）

ＰＵＢＥＸ，発光

信号の本文の一部 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

１２ １１ペー

ジ 

３（４）エ（ア）

ｂ 状況想定の本

文の一部 

他国軍の組織・行動・通信等及び装備

品等の機能等（防衛省・自衛隊の現有

及び将来装備品等の機能，性能，構

造，材質等をいう。以下同じ。）に係

る情報であって，これを公にした場

合，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせるおそれがある

とともに，我が国と他国との安全保障

上の関係を損ない，信頼関係に悪影響

を及ぼすおそれがあるため，法５条３

号に該当し，不開示とした。 

１３ 

 

１１・１

２ページ 

 

３（４）エ（イ）

の見出しの一部及

び本文の全て 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

１２ペー

ジ 

３（４）エ（ウ）

掃海訓練時の水路

等の本文及び図の

一部 

１４ １２・１

３ページ 

３（４）エ（エ）

の見出しの一部及

び本文（注釈を含

む。）の全て 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが
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あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

１５ １３ペー

ジ 

３（４）エ（オ）

脅威の見積り等の

本文の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

１６ 

 

１３ペー

ジ 

 

３（４）エ（カ）

海底の状況の本文

の一部 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

１３・１

４ページ 

３（４）エ（キ）

作戦指針（ＯＰＤ

ＩＲ）の本文（注

釈を含む。）の一

部 

１４・１

５ページ 

３（４）エ（ク）

任務命令（ＯＰＴ

ＡＳＫ ＮＭＷ）

の本文及び表（注

釈を含み，見出し

を除く。）の全て 

１６ペー

ジ 

３（４）エ（ケ）

初期割当水路の本

文及び図の全て 

１６ペー

ジ 

３（４）エ（コ）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

１７ １６・１

７ページ 

３（４）エ（サ）

ＦＡＣ対処の本文

の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 
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１８ １７ペー

ジ 

３（４）オ（イ）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

１７ペー

ジ 

３（４）オ（ウ）

ＥＯＤ研修の本文

の一部 

１９ １８ペー

ジ 

４（１）全般の本

文の一部 

行動等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

１９ペー

ジ 

４（２）事前準備

の本文の一部 

１９・２

０ページ 

４（３）ア 航行

計画等の本文の一

部 

２１ペー

ジ 

４（３）イ 航行

諸訓練の本文の一

部 

２０ ２１ペー

ジ 

４（３）ウ マレ

ーシア海軍士官乗

艦実習の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

２１ ２１ペー

ジ 

４（３）エ その

他の本文の全て 

行動等及び装備品等の機能等に係る情

報であって，これを公にした場合，防

衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を生じさせるおそれがあるため，

法５条３号に該当し，不開示とした。 

２２ ２１・２

２ページ 

４（４）不測事態

対処訓練の本文の

一部 

行動等及び組織等（防衛省・自衛隊の

組織，定員，現員等をいう。以下同

じ。）に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 
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２３ ２２ペー

ジ 

４（７）ア 全般

の本文の一部 

行動等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

２４ ２３・２

４ページ 

４（７）イ 訓練

海面の本文（注釈

を含む。）の一部

及び図の全て 

行動等，情報資料等（防衛省・自衛隊

が収集・処理した情報若しくは情報資

料又は防衛省・自衛隊の情報資料に関

する体制，態勢，計画，知識等に係る

情報をいう。以下同じ。）及び他国軍

の組織・行動・通信等に係る情報であ

って，これを公にした場合，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を

生じさせるおそれがあるとともに，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

２５ ２４・２

５ページ 

４（７）ウ（ア）

国際掃海シンポジ

ウムの本文の一部 

装備品等の機能等及び他国軍の所見等

に係る情報であって，これを公にした

場合，防衛省・自衛隊の任務の効果的

な遂行に支障を生じさせるおそれがあ

るとともに，我が国と他国との安全保

障上の関係を損ない，信頼関係に悪影

響を及ぼすおそれがあるため，法５条

３号に該当し，不開示とした。 

２６ ２５ペー

ジ 

４（７）ウ（イ）

事前・事後会議及

び分科会の本文の

一部 

行動等，指揮通信等及び他国軍の組織

・行動・通信等に係る情報であって，

これを公にした場合，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるとともに，我が国と

他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示

とした。 

２７ ２６ペー

ジ 

４（７）オ（ア）

全般の本文の一部 

指揮通信等及び他国軍の組織・行動・

通信等に係る情報であって，これを公
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にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるとともに，我が国と他国との

安全保障上の関係を損ない，信頼関係

に悪影響を及ぼすおそれがあるため，

法５条３号に該当し，不開示とした。 

２８ ２６ペー

ジ 

４（７）オ（イ）

錨泊艦横付の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

２９ ２６・２

７ページ 

４（７）オ（ウ）

ＰＵＢＥＸの本文

の一部 

行動等，指揮通信等及び他国軍の組織

・行動・通信等に係る情報であって，

これを公にした場合，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるとともに，我が国と

他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示

とした。 

３０ ２７ペー

ジ 

４（７）オ（オ）

ソーナー・コンデ

ィション・チェッ

ク(ＳＣＣ）の本

文（注釈を含

む。）の一部 

行動等，情報資料等及び装備品等に係

る情報であって，これを公にした場

合，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせるおそれがある

ため，法５条３号に該当し，不開示と

した。 

３１ ２８ペー

ジ 

４（７）カ（ア）

全般の本文の一部 

行動等，指揮通信等及び他国軍の組織

・行動・通信等に係る情報であって，

これを公にした場合，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるとともに，我が国と

他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示

とした。 
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３２ ２８～３

０ページ 

４（７）カ（イ）

の本文（見出しを

含む。）の一部，

図及び表（見出し

を除く。）の全て 

行動等，情報資料等及び他国軍の組織

・行動・通信等に係る情報であって，

これを公にした場合，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるとともに，我が国と

他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示

とした。 

３３ ３０～３

２ページ 

４（７）カ（ウ）

探知，処分状況の

本文（注釈を含

む。）の一部及び

表（見出しを除

く。）の全て 

行動等，情報資料等，他国軍の組織・

行動・通信等及び装備品等の機能等に

係る情報であって，これを公にした場

合，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせるおそれがある

とともに，我が国と他国との安全保障

上の関係を損ない，信頼関係に悪影響

を及ぼすおそれがあるため，法５条３

号に該当し，不開示とした。 

３４ ３２ペー

ジ 

４（７）カ（エ）

各艦のＡ，Ｂ等の

本文の一部及び表

の全て 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

３２ペー

ジ 

４（７）カ（オ）

ＢＡＴＴＬＥ Ｒ

ＨＹＴＨＭ及び報

告の本文の一部 

３５ ３２ペー

ジ 

４（７）カ（カ）

ＭＤＡの設定者の

本文の全て 

行動等，指揮通信等及び他国軍の組織

・行動・通信等に係る情報であって，

これを公にした場合，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるとともに，我が国と

他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示

とした。 

３６ ３２・３ ４(７）カ（キ） 行動等及び他国軍の組織・行動・通信
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３ページ 水路の区分の本文

の全て 

 

 

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

３７ ３３～３

６ページ 

４（７）カ（ク）

の本文（見出しを

含む。）の一部並

びに図及び表の全

て 

行動等，情報資料等及び他国軍の組織

・行動・通信等に係る情報であって，

これを公にした場合，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるとともに，我が国と

他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示

とした。 

３８ ３６ペー

ジ 

４（７）カ（ケ）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

行動等及び装備品等の機能等に係る情

報であって，これを公にした場合，防

衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を生じさせるおそれがあるため，

法５条３号に該当し，不開示とした。 

３９ ３６ペー

ジ 

４（７）カ（コ）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

４０ ３６ペー

ジ 

４（７）カ（サ）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

行動等及び指揮通信等に係る情報であ

って，これを公にした場合，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を

生じさせるおそれがあるため，法５条

３号に該当し，不開示とした。 

３７ペー

ジ 

 

４（７）キ（ア）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

３７ペー

ジ 

４（７）キ（イ）

の本文（見出しを

含む。）の全て 
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４１ ３８ペー

ジ 

４（７）ク（ア）

の本文の全て 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

３８ペー

ジ 

４（７）ク（イ）

の本文の全て 

４２ ３８・３

９ページ 

４（８）イ 気象

資料の入手先の本

文の一部 

行動等及び指揮通信等に係る情報であ

って，これを公にした場合，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を

生じさせるおそれがあるため，法５条

３号に該当し，不開示とした。 

４３ ３９ペー

ジ 

４（９）ア 全般

の本文の一部 

行動等，指揮通信等，他国軍の組織・

行動・通信等及び装備品等の機能等に

係る情報であって，これを公にした場

合，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせるおそれがある

とともに，我が国と他国との安全保障

上の関係を損ない，信頼関係に悪影響

を及ぼすおそれがあるため，法５条３

号に該当し，不開示とした。 

４４ ３９・４

０ページ 

 

４（９）イ（ア）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

指揮通信等に係る情報であって，これ

を公にした場合，防衛省・自衛隊の任

務の効果的な遂行に支障を生じさせる

おそれがあるため，法５条３号に該当

し，不開示とした。 

４０ペー

ジ 

４（９）イ（イ）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

４５ ４０ペー

ジ 

４（９）イ（ウ）

の本文（見出しを

含む。）の全て 

行動等，指揮通信等及び装備品等に係

る情報であって，これを公にした場

合，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせるおそれがある

ため，法５条３号に該当し，不開示と

した。 

４６ ４０・４

１ページ 

４（９）イ（エ）

の本文（見出しを

指揮通信等に係る情報であって，これ

を公にした場合，防衛省・自衛隊の任
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含む。）の全て 務の効果的な遂行に支障を生じさせる

おそれがあるため，法５条３号に該当

し，不開示とした。 

４７ ４１ペー

ジ 

 

４（９）イ（オ）

の本文（見出しを

含む。）の一部 

行動等，指揮通信等及び装備品等に係

る情報であって，これを公にした場

合，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせるおそれがある

ため，法５条３号に該当し，不開示と

した。 

４８ ４１ペー

ジ 

４（９）ウ 部隊

間通信・通信中継

の本文の全て 

指揮通信等に係る情報であって，これ

を公にした場合，防衛省・自衛隊の任

務の効果的な遂行に支障を生じさせる

おそれがあるため，法５条３号に該当

し，不開示とした。 

４９ ４１ペー

ジ 

４（９）エ 国際

掃海訓練時の通信

の本文の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

５０ ４１ペー

ジ 

 

４（９）エ（ア）

無線通信の本文の

一部 

行動等，指揮通信等及び装備品等の機

能等に係る情報であって，これを公に

した場合，防衛省・自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を生じさせるおそれ

があるため，法５条３号に該当し，不

開示とした。 

５１ ４１・４

２ページ 

 

４（９）エ（イ）

電報処理の本文の

全て 

行動等及び指揮通信等に係る情報であ

って，これを公にした場合，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を

生じさせるおそれがあるため，法５条

３号に該当し，不開示とした。 

５２ ４２ペー

ジ 

４（９）ク その

他の本文の一部 

指揮通信等及び装備品等の機能等に係

る情報であって，これを公にした場

合，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせるおそれがある

ため，法５条３号に該当し，不開示と
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した。 

５３ ４４・４

５ページ 

 

４（１２）ア 洋

上補給の本文の一

部 

行動等及び装備品等の機能等に係る情

報であって，これを公にした場合，防

衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を生じさせるおそれがあるため，

法５条３号に該当し，不開示とした。 

５４ ４５ペー

ジ 

４（１２）イ 造

修整備の本文の一

部 

装備品等の機能等に係る情報であっ

て，これを公にした場合，防衛省・自

衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生

じさせるおそれがあるため，法５条３

号に該当し，不開示とした。 

５５ ４６ペー

ジ 

４（１２）ウの一

番目の（イ）の本

文（見出しを含

む。）の一部 

行動等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

５６ ４６・４

７ページ 

４（１２）ウ

（ウ）の糧食の表

の一部 

法人に関する情報であり，これを公に

した場合，当該法人の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれ

があるため，法５条２号に該当すると

ともに，行動等に係る情報であって，

これを公にした場合，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるため，法５条３号に

該当し，不開示とした。 

５７ ４７ペー

ジ 

４（１２）オ 医

務・衛生の表の一

部 

行動等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

５８ ４８ペー

ジ 

 

４（１３）広報の

表の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 
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５９ ４８・４

９ページ 

 

４（１４）ア 参

加態様の本文（注

釈を含む。）の一

部 

行動等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

６０ ４９・５

０ページ 

４（１４）イ 派

遣部隊司令部の本

文及び表（見出し

を除く。）の全て 

行動等及び組織等に係る情報であっ

て，これを公にした場合，防衛省・自

衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生

じさせるおそれがあるため，法５条３

号に該当し，不開示とした。 

６１ ５１ペー

ジ 

訓練海面の図の一

部 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

５２ペー

ジ 

各水路の名称・位

置等の図（見出し

を除く。）の全て 

５３～５

５ページ 

米主催国際掃海訓

練組織図の図（見

出しを除く。）の

全て 

６２ ５６～７

０ページ 

経過概要：進出・

帰投の表の一部 

行動等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

６３ ７６ペー

ジ 

一部の者の写真の

顔部分 

個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

６４ ７８～８

０ページ 

懇談資料の標題を

除く全て 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 
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６５ ８１・８

２ページ 

 

日本・マレーシア

幕僚間交流時の発

言（聞き取り）の

本文（見出しを含

む。）の一部 

他国軍の組織・行動・通信等及び他国

軍の所見等に係る情報であって，我が

国と他国との安全保障上の関係を損な

い，信頼関係に悪影響を及ぼすおそれ

があるため，法５条３号に該当し，不

開示とした。 

６６ ８２ペー

ジ 

写真の顔部分 個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

６７ ８６～８

８ページ 

表敬訪問時の発言

（聞き取り）の本

文の一部 

他国軍の組織・行動・通信等及び他国

軍の所見等に係る情報であって，我が

国と他国との安全保障上の関係を損な

い，信頼関係に悪影響を及ぼすおそれ

があるため，法５条３号に該当し，不

開示とした。 

６８ ８６，８

８～９２

ページ 

一部の者の写真の

顔部分 

個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

６９ ９２～９

４ページ 

表敬訪問時の発言

（聞き取り）の本

文の一部 

行動等，他国軍の組織・行動・通信等

及び他国軍の所見等に係る情報であっ

て，これを公にした場合，防衛省・自

衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生

じさせるおそれがあるとともに，我が

国と他国との安全保障上の関係を損な

い，信頼関係に悪影響を及ぼすおそれ

があるため，法５条３号に該当し，不

開示とした。 

７０ ９６・９

７ページ 

一部の者の写真の

顔部分 

個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな
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いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

７１ ９８・９

９ページ 

 

１０（４）実施内

容等の本文の一部 

情報資料等及び他国軍の組織・行動・

通信等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるとともに，我が国と他国との

安全保障上の関係を損ない，信頼関係

に悪影響を及ぼすおそれがあるため，

法５条３号に該当し，不開示とした。 

７２ ９９・１

００ペー

ジ 

一部の者の写真の

顔部分 

個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

７３ １０２～

１０４ペ

ージ 

表敬訪問時の発言

（聞き取り）の本

文の一部 

情報資料等，他国軍の組織・行動・通

信等及び他国軍の所見等に係る情報で

あって，これを公にした場合，防衛省

・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障

を生じさせるおそれがあるとともに，

我が国と他国との安全保障上の関係を

損ない，信頼関係に悪影響を及ぼすお

それがあるため，法５条３号に該当

し，不開示とした。 

７４ １０５ペ

ージ 

クウェート（シュ

ワイク）寄港地行

事等の概要の本文

の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

７５ １０５・

１０７ペ

ージ 

一部の者の写真の

顔部分 

個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお
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それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

７６ １０９・

１１０ペ

ージ 

表敬訪問時の発言

（聞き取り）の本

文の一部 

他国軍の所見等に係る情報であって，

これを公にした場合，我が国と他国と

の安全保障上の関係を損ない，信頼関

係に悪影響を及ぼすおそれがあるた

め，法５条３号に該当し，不開示とし

た。 

７７ １０９，

１１１～

１１５ペ

ージ 

一部の者の写真の

顔部分 

個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

７８ １１６～

１１９ペ

ージ 

表敬訪問時の発言

（聞き取り）の本

文の一部 

行動等及び他国軍の所見等に係る情報

であって，これを公にした場合，防衛

省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支

障を生じさせるおそれがあるととも

に，我が国と他国との安全保障上の関

係を損ない，信頼関係に悪影響を及ぼ

すおそれがあるため，法５条３号に該

当し，不開示とした。 

７９ １１８，

１２６～

１２８ペ

ージ 

一部の者の写真の

顔部分 

個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

８０ １２９ペ

ージ 

表敬訪問時の発言

（聞き取り）の本

文の一部 

他国軍の所見等に係る情報であって，

これを公にした場合，我が国と他国と

の安全保障上の関係を損ない，信頼関

係に悪影響を及ぼすおそれがあるた

め，法５条３号に該当し，不開示とし

た。 

１３０ペ

ージ 

アラブ首長国連邦

（ＵＡＥ）（ドバ

イ）寄港行事等の

概要の本文の一部 

８１ １３０～ 一部の者の写真の 個人に関する情報であり，これを公に
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１３２ペ

ージ 

顔部分 した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

８２ １３３・

１３４ペ

ージ 

表敬訪問時の発言

の本文の一部 

行動等及び他国軍の所見等に係る情報

であって，これを公にした場合，防衛

省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支

障を生じさせるおそれがあるととも

に，我が国と他国との安全保障上の関

係を損ない，信頼関係に悪影響を及ぼ

すおそれがあるため，法５条３号に該

当し，不開示とした。 

１３５ペ

ージ 

２（４）南部コマ

ンド参謀長発言の

要旨の本文の全て 

８３ １３４～

１３６ペ

ージ 

写真の顔部分 個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

８４ １３８・

１３９ペ

ージ（※

１） 

経過概要の表の一

部（※２） 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

８５ １４０～

１４３ペ

ージ 

 

写真の顔部分 個人に関する情報であり，これを公に

した場合，特定の個人を識別すること

ができ，又は特定の個人を識別できな

いが，なお個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該

当するため不開示とした。 

８６ １４２・

１４３ペ

ージ 

 

表敬訪問時の発言

（聞き取り）の本

文の一部 

行動等及び他国軍の所見等に係る情報

であって，これを公にした場合，防衛

省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支

障を生じさせるおそれがあるととも

に，我が国と他国との安全保障上の関
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係を損ない，信頼関係に悪影響を及ぼ

すおそれがあるため，法５条３号に該

当し，不開示とした。 

８７ １４４ペ

ージ 

 

経過概要：米主催

国際掃海訓練（Ｕ

ＮＤＥＲＷＡＹ 

ＰＨＡＳＥ）の表

の一部 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

８８ １４５～

１４８ペ

ージ 

国際掃海シンポジ

ウムの発表項目・

要旨等の表及び本

文の一部 

他国軍の所見等に係る情報であって，

これを公にした場合，我が国と他国と

の安全保障上の関係を損ない，信頼関

係に悪影響を及ぼすおそれがあるた

め，法５条３号に該当し，不開示とし

た。 

１４９ペ

ージ 

 

参加国等一覧の表

（見出しを除

く。）の全て 

１５０・

１５１ペ

ージ 

 

「機雷敷設に関す

る法規（Ｔｈｅ 

Ｌａｗ ｏｆ Ｎ

ａｖａｌ Ｍｉｎ

ｉｎｇ）」の本文

の一部 

８９ １５２ペ

ージ 

本訓練に使用した

訓練機雷の種類の

本文及び図の全て 

行動等，他国軍の組織・行動・通信等

及び装備品等の機能等に係る情報であ

って，これを公にした場合，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を

生じさせるおそれがあるとともに，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

９０ １５３～

１６０ペ

ージ 

見出しの一部及び

本文の全て 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果
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１６１～

１６４ペ

ージ 

見出しの一部及び

本文の全て 

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

１６５～

１６７ペ

ージ 

見出しの一部並び

に本文及び表（見

出しを除く。）の

全て 

９１ １６８ペ

ージ 

ＳＣＡＮ ＥＡＧ

ＬＥの発艦・回収

装置及び画像例の

本文及び図の全て 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

９２ １６９～

１８６ペ

ージ 

ＨＯＴＷＡＳＨ 

ＵＰの本文及び図

の全て 

行動等，指揮通信等，他国軍の組織・

行動・通信等及び他国軍の所見等に係

る情報であって，これを公にした場

合，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせるおそれがある

とともに，我が国と他国との安全保障

上の関係を損ない，信頼関係に悪影響

を及ぼすおそれがあるため，法５条３

号に該当し，不開示とした。 

９３ １８７～

１９０ペ

ージ 

ＦＩＲＳＴ ＩＭ

ＰＲＥＳＳＩＯＮ 

ＲＥＰＯＲＴの本

文の全て 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

９４ １９１～

２１２ペ

ージ 

ＨＭＳ「ＡＴＨＥ

ＲＳＴＯＮＥ」研

修結果の本文及び

図の一部並びに表

の全て 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 ２１３～ 題名の一部 
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２２６ペ

ージ 

本文，図及び表の

全て 

２２７～

２３５ペ

ージ 

題名の一部 

本文，図及び表の

全て 

９５ ２３６～

２３８ペ

ージ 

派遣期間中の通信

設定状況の本文，

図及び表の全て 

行動等，指揮通信等及び他国軍の組織

・行動・通信等に係る情報であって，

これを公にした場合，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるとともに，我が国と

他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示

とした。 

９６ ２３９・

２４０ペ

ージ 

各衛星通信系の送

受信状況の本文，

図及び表の全て 

行動等及び指揮通信等に係る情報であ

って，これを公にした場合，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を

生じさせるおそれがあるため，法５条

３号に該当し，不開示とした。 

９７ ２４１・

２４２ペ

ージ 

 

題名，本文及び図

の全て 

指揮通信等に係る情報であって，これ

を公にした場合，防衛省・自衛隊の任

務の効果的な遂行に支障を生じさせる

おそれがあるため，法５条３号に該当

し，不開示とした。 

９８ ２４３～

２４７ペ

ージ 

 

Ｃ／Ｓの要請要領

の本文の全て 

行動等及び他国軍の組織・行動・通信

等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれが

あるとともに，我が国と他国との安全

保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

９９ ２４８～

２５１ペ

ージ 

進出・帰投時に行

き合った外国軍艦

等のリストの表の

全て 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，防

衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を生じさせるおそれがあるととも
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に，我が国と他国との安全保障上の関

係を損ない，信頼関係に悪影響を及ぼ

すおそれがあるため，法５条３号に該

当し，不開示とした。 

１００ ２５２ペ

ージ 

要人との楯等の交

換状況の写真及び

本文の一部 

他国軍の組織・行動・通信等に係る情

報であって，これを公にした場合，我

が国と他国との安全保障上の関係を損

ない，信頼関係に悪影響を及ぼすおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

１０１ ２５５ペ

ージ 

補給実績の表の全

て 

行動等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

１０２ ２５６～

２６０ペ

ージ 

 

故障欠損状況の見

出しの一部及び表

の全て 

行動等及び装備品等の機能等に係る情

報であって，これを公にした場合，防

衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を生じさせるおそれがあるため，

法５条３号に該当し，不開示とした。 

１０３ ２６１～

２６３ペ

ージ 

搭載物件の見出し

の一部並びに本文

及び表の全て 

行動等に係る情報であって，これを公

にした場合，防衛省・自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるため，法５条３号に該当し，

不開示とした。 

 ※１ 原処分２では「１３８」 

 ※２ 原処分２では「経過概要の表及び本文の一部」 

 

２ 文書３ 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１０４ 資料１－１（スライ

ドにノート部分有

り） 

（２～１６枚目） 

スライド及び

ノートの全て 

米主催国際掃海訓練に参加し

た他国の軍から公にすること

を前提とせず取得した当該他

国の軍の掃海部隊の運用又は

情報関心に関する情報であ

り，これを公にした場合，当

該他国と我が国の安全保障上

資料１－２（スライ

ドにノート部分有

り） 
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（１７～３２枚目） の関係を損ない，我が国と他

国との信頼関係に悪影響を及

ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とし

た。 

資料１－３（スライ

ドにノート部分有

り） 

（３３～７９枚目） 

１０５ 資料１－４（スライ

ドにノート部分有

り） 

（８０～９８枚目） 

１ページ及び

１８ページの

スライドの顔

写真 

個人に関する情報であり，こ

れを公にした場合，特定の個

人を識別することができ，又

は特定の個人を識別できない

が，なお個人の権利利益を害

するおそれがあることから，

法５条１号に該当するため不

開示とした。 

１０６ 資料１－５（スライ

ドにノート部分有

り） 

（９９～１４９枚

目） 

スライド及び

ノートの全て 

 

米主催国際掃海訓練に参加し

た他国の軍から公にすること

を前提とせず取得した当該他

国の軍の掃海部隊の運用又は

情報関心に関する情報であ

り，これを公にした場合，当

該他国と我が国の安全保障上

の関係を損ない，我が国と他

国との信頼関係に悪影響を及

ぼすおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とし

た。 

資料１－６（スライ

ドのみ） 

（１５０～１７８枚

目） 

スライドの全

て 

資料１－７（スライ

ドのみ） 

（１７９～１８６枚

目） 

資料２－１（スライ

ドのみ） 

（１８７～２１４枚

目） 

資料２－２（スライ

ドのみ） 

（２１５・２１６枚

目） 

資料２－３（スライ

ドにノート部分有

り） 

スライド及び

ノートの全て 
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（２１７～２３６枚

目） 

資料２－４（スライ

ドのみ） 

（２３７～２４８枚

目） 

スライドの全

て 

資料２－５（スライ

ドのみ） 

（２４９～２６０枚

目） 

資料２－６（スライ

ドのみ） 

（２６１～２７５枚

目） 

資料２－７（スライ

ドにノート部分有

り） 

（２７６～３１８枚

目） 

スライド及び

ノートの全て 

資料２－８（スライ

ドのみ） 

（３１９～３３４枚

目） 

スライドの全

て 

資料２－９（スライ

ドのみ） 

（３３５～３５２枚

目） 

 

３ 文書４ 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１０７ ７ペー

ジ 

６（５）イ及びウ

の本文の全て 

艦艇への物資の補給等に係る情報であっ

て，これを公にした場合，海上自衛隊の

艦艇の運用要領，能力等が推察され，防

衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支

障を生じさせるおそれがあるため，法５

条３号に該当し，不開示とした。 

２４ペ

ージ 

４（２）の本文の

全て 

３６ペ

ージ 

５（２）イの本文

の一部 

４１ペ ６（２）及び
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ージ （３）の本文の一

部 

１１３

ページ 

６（６）イ及びウ

の本文の全て 

１０８ ８ペー

ジ 

６（５）カの本文

の全て 

海外における物資の補給等に関わる法人

に関する情報であり，これを公にした場

合，当該法人の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあるた

め，法５条２号に該当し，不開示とし

た。 

２４ペ

ージ 

４の本文（（１）

以下を除く。）の

一部 

２５ペ

ージ 

４（５）の本文の

一部 

３９ペ

ージ 

５（５）イ（ア）

の本文及び参考の

一部 

４０ペ

ージ 

５（５）イ（エ）

の写真の全て 

４２ペ

ージ 

６（６）の本文の

全て 

１１４

ページ 

６（６）カの本文

の全て 

１０９ ３８ペ

ージ 

５（５）アの本文

の一部 

他国の軍の行動に関する情報であり，こ

れを公にした場合，我が国と当該他国と

の信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示と

した。 

 

４ 文書５ 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１１０ 

 

１・２

ページ 

１ 気象資料の本

文の一部 

行動等，指揮通信等，情報資料等及び他

国軍の組織・行動・通信等に係る情報で

あって，これを公にした場合，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生

じさせるおそれがあるとともに，我が国

と他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがある

ため，法５条３号に該当し，不開示とし

た。 

８ペー

ジ 

３（１）の図の全

て（見出しを含

む。） 

９ペー

ジ 

３（２）の本文の

一部 

９・１

０ペー

３（３）の本文の

全て 
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ジ 

１１１ １８ペ

ージ 

４（１３）チャン

ギ出港～勝連入港

の本文の一部 

行動等に係る情報であって，これを公に

した場合，防衛省・自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を生じさせるおそれがあ

るため，法５条３号に該当し，不開示と

した。 

１１２ ２３ペ

ージ 

１ ＪＳＤＦ統合

気象システムＪＷ

Ｓ配信資料の表

（各号の本文を含

む。）の一部 

行動等及び指揮通信等に係る情報であっ

て，これを公にした場合，防衛省・自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せるおそれがあるため，法５条３号に該

当し，不開示とした。 

１１３ ２４ペ

ージ 

３ 米海軍の表の

一部 

指揮通信等及び他国軍の組織・行動・通

信等に係る情報であって，これを公にし

た場合，防衛省・自衛隊の任務の効果的

な遂行に支障を生じさせるおそれがある

とともに，我が国と他国との安全保障上

の関係を損ない，信頼関係に悪影響を及

ぼすおそれがあるため，法５条３号に該

当し，不開示とした。 

１１４ ２６・

２７ペ

ージ 

別紙第２の全て 指揮通信等及び情報資料等に係る情報で

あって，これを公にした場合，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生

じさせるおそれがあるため，法５条３号

に該当し，不開示とした。 

１１５ ３５～

３９ペ

ージ 

日別気象記録（観

測時間は現地時間

０９時）の表の一

部 

行動等，指揮通信等及び他国軍の組織・

行動・通信等に係る情報であって，これ

を公にした場合，防衛省・自衛隊の任務

の効果的な遂行に支障を生じさせるおそ

れがあるとともに，我が国と他国との安

全保障上の関係を損ない，信頼関係に悪

影響を及ぼすおそれがあるため，法５条

３号に該当し，不開示とした。 

  

（注）「不開示とした部分」のページ番号は，各文書の右上部に記載のページ

番号を示す。ただし，「枚目」については，文書３の表紙から続く通しの

枚数を示す。 
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別紙３（開示すべき部分） 

 

文書 具体的箇所 

文書２ ４（１２）（４７ページ） オ 医務・衛生の表の不開示部分の

全て 

 

（注）「具体的箇所」のページ番号は，文書の右上部に記載のページ番号を示

す。  




