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別紙 

諮問第９９１号 

 

答 申 

 

１ 審査会の結論 

「都営バスのドライブレコーダーの映像」を非開示とした決定は、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「平成 27 年○月○日、○○区○○丁目○:

○発○○行のバスに関するドライブ・レコーダーや車内の状況が把握できる映像など」

の開示請求に対し、東京都交通局長が平成 27 年 10 月 27 日付けで行った非開示決定に

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 本件処分は、平成 27 年○月○日の北営業所○○号車の○時○分○秒から○時○分

○秒までのドライブレコーダーの音声や、同日同号車の○時○分○秒以降のドライブ

レコーダーの映像及び音声について、公文書としての検討及び判断がなされないまま、

全部について非開示決定を行ったものであるから、条例に違反する処分である。 

 

イ 実施機関は、ドライブレコーダーについて、映像・音声を記録する装置と定義して

いるにもかかわらず、非開示決定通知書における公文書の件名には、ドライブレコー

ダーの映像としており、音声を公文書の対象としていない。 

また、非開示決定通知書において、ドライブレコーダーの映像に偏向した理由付け

がなされており、音声について一切の記載がなく、音声を開示することの検討及び判

断が全くなされなかったことは明白である。 
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ウ 本件に係る音声のうち、個人に関する情報の部分を非開示として編集・削除し、バ

ス内における乗務員とベビーカーを利用する乗客（以下「ベビーカー乗客」という。）

とのやり取りについて、事実を把握するために該当部分を開示すればよく、本件対象

公文書には、多数の乗客及び通行者の顔並びに通行車両及びその登録番号が間断なく

記録されており、これらは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるも

のであり、条例７条２号に該当するとした原決定は、音声に関しては全く根拠がなく、

条例に違反する判断である。 

  さらに、乗務員がベビーカー乗客や乗客一般に対し、どのような音声を発したかに

ついて開示することに、個人情報が含まれるとは到底思われず、その場合にいかなる

支障があるのか具体的事実等の指摘もないまま非開示決定を行ったことは、条例に違

反する判断である。 

  また、仮に音声の中に、個人に関する情報の部分が含まれているとすれば、その部

分を編集・削除するなどして工夫すれば足り、本件対象公文書に係る音声全てを非開

示とする理由はない。 

 

エ ドライブレコーダーの映像は、ベビーカー乗客の乗車から降車までの全部ではなく、

一部のデータのみが公文書として特定されており、明らかに短い時間をデータとして

特定したことは、隠蔽・不正行為の可能性がある。 

したがって、実施機関が認定した対象公文書の特定の妥当性と事後の作為的な記録

の削除の有無について確認するため、審査会において当該ドライブレコーダーの原始

記録の保存が、いつ、誰がどのような判断で公文書認定したのか確認する必要があり、

審査会はその隠蔽・不正行為の可能性も含めて追及していただきたい。 

 

オ バス車内にカメラを設置している旨及び映像は目的以外に利用しない旨を明記した

ステッカーを貼付しており、乗客は映像が公にされないことを前提に乗車していると

記載している部分について、ドライブレコーダー設置運用基準において事故防止及び

苦情処理に活用するとしているにも関わらず、事故防止のみが目的で映像のみが目的

外利用しないものであるかのように誤認を生じさせるものであり、ステッカーを貼付

しているからといって非開示にする理由にはならない。 
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そして、本件対象公文書を公にすることにより、防犯対策上支障を生じるおそれが

あり、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると記載している部分に

ついても、映像に偏向した理由づけであるほか、乗務員の音声を開示することの運用

基準で定める「苦情処理に活用し、乗務員の安全教育・安全意識の向上を図る」こと

への支障について全く触れないまま、条例７条６号に該当するとして非開示決定を行

ったことは、条例に違反する判断である。 

 

 カ 条例８条１項に定める、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができる

場合に該当するかどうかについて、映像を覆って音声部分のみを聴かせたり、会話の

部分を文字記録として開示するなど何らかの工夫を施して検討する余地があり、多角

的な見地から開示する方法の検討及び判断がなされておらず、全部について非開示決

定を行ったことは、条例に違反する判断である。 

 

３ 審査請求に対する実施機関の説明要旨 

理由説明書及び口頭による説明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） 対象公文書の特定について 

実施機関が定めたドライブレコーダーの設置及び運用に関する基準では、ドライブレ

コーダーにより記録した映像のデータは、おおむね 10 日程度で上書き消去されるところ、

審査請求人からの開示請求に対し、実施機関が対象公文書として特定した「平成 27 年○

月○日、○○営業所○○号車の○時○分○秒から○時○分○秒までのドライブレコーダ

ーの映像」（以下「本件対象公文書」という。）については、審査請求人から苦情の申

立てがあったことを受けて、事実関係の確認に必要な範囲で当該基準に基づき営業所長

が保存期間の延長を決定していたものである。 

なお、当該映像は音声と一体となって記録されたものであり、映像と音声は不可分で

あることから、本件対象公文書には音声も含まれる。 

 

（２） 非開示理由について 

  ア 本件対象公文書には、全般にわたり、多数の乗客及び通行者の顔や肉声並びに通行
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車両及びその登録番号が間断なく記録されている。そこに記録されている顔や肉声は、

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものである。 

また、顔や肉声が明瞭に記録されていない場合であっても、当該データの記録され

た日時及び場所を特定した請求であることから、車内の様子、車外の風景、乗客の持

ち物の映像等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も

のである。 

通行車両の登録番号については、車両ごとに異なる記号及び番号が付されているこ

とから、車両の所有者を識別することができる情報であり、車両の所有者が個人の場

合には、特定の個人を識別することができるものである。よって、条例７条２号に該

当する。 

 

イ 都営バスの車内には、事故防止を目的にカメラを設置し、撮影している旨及び映像

は目的以外に利用しない旨を明記したステッカーを貼付している。このことから、乗

客は個人情報を含む映像が公にされないことを前提に乗車しており、本件対象公文書

を公にすることにより、乗客との信頼関係が損なわれ、バス運行事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある。 

なお、映像には、音声が含まれると解するのが一般的であり、ステッカーに音声の

記録についての記載がないことを理由に、音声が公にされることを前提として乗客が

乗車しているとは言えない。 

さらに、ドライブレコーダーには車内外のカメラともに死角があるため、本件対象

公文書を公にすることにより、防犯対策上支障を生じるおそれがあり、バス運行事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。よって、条例７条６号に該当する。 

 

以上の理由から、本件対象公文書を非開示とした。 

 

ウ 審査会への理由説明に当たって、以下の理由を追加する。本件対象公文書を公にす

ることにより、ドライブレコーダーの死角が明らかになり、犯罪の予防、鎮圧といっ

た公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、本件対象公文書は条例

７条４号に該当する。 
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エ 本件対象公文書には、多数の乗客及び通行者の顔や肉声並びに通行車両及びその登

録番号という、特定の個人を識別することができる情報が間断なく記録されているこ

とから、その情報を除くことは不可能である。したがって、条例８条１項にいう非開

示情報に係る部分を容易に区分して除くことができる場合には該当しない。 

 

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 ２月 ３日 諮問 

平成２８年 ４月２７日 新規概要説明（第１６８回第二部会） 

平成２８年 ５月２３日 実施機関から理由説明書収受 

平成２８年 ６月 １日 実施機関から説明聴取（第１６９回第二部会） 

平成２８年 ６月１０日 審査請求人から意見書収受 

平成２８年 ６月２９日 審議（第１７０回第二部会） 

平成２８年 ７月２７日 審議（第１７１回第二部会） 

平成２８年 ９月１５日 審議（第１７２回第二部会） 

 

（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。 
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ア 都営バスにおけるドライブレコーダーについて 

都営バスにおけるドライブレコーダーは、都営バスの車両に設置した複数台のカメ

ラにより、走行時の前方、左右の側面及び車内の状態の映像並びに車内の音声を記録

する装置である。 

東京都交通局では、事故防止及び苦情処理に活用し、乗務員の安全教育・安全意識

の向上を図ることを目的として、ドライブレコーダー設置運用基準（平成 23 年３月

31 日付 22 交自第 2171 号。以下「運用基準」という。）を定め、ドライブレコーダー

を都営バスに設置するとともに、ドライブレコーダーによって記録された映像・音声

のデータには個人情報が含まれていることから、運用基準に基づいた「ドライブレコ

ーダーの活用マニュアル＜平成 27 年度版＞」（自動車部営業課 平成 27 年４月）に

おいてデータの収集及び活用等の詳細な内容を定め、適正な運用の徹底を図っている

ところである。 

 

イ 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、「平成27年○月○日、○○区○○丁目○:○発○○

行のバスに関するドライブ・レコーダーや車内の状況が把握できる映像など」（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、本件対象公文書である「平成 27 年○月○日、

○○営業所○○号車の○時○分○秒から○時○分○秒までのドライブレコーダーの

映像」を特定し、条例７条２号及び６号に該当するとして、非開示決定を行った。 

また、理由説明書において、同条４号にも該当すると主張して、非開示理由を追加

している。 

 

ウ 条例の定めについて 

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

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
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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４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が

認めることにつき相当の理由がある情報」を非開示情報として規定している。 

条例７条６号は、「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を及ぼすおそれ

があるもの」を非開示情報と規定している。 

条例８条１項は、「実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録さ

れている場合において、非開示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開示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、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。」と規

定している。 

条例８条２項は、「開示請求に係る公文書に前条第２号の情報（特定の個人を識別す

ることができるものに限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、特

定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にし

ても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除い

た部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と規

定している。 

 

エ 本件対象公文書の特定の妥当性について 

審査請求人は、「本件開示請求に係るドライブレコーダーの映像が、ベビーカー乗

客の乗車から降車までの全部ではなく、一部のデータのみを対象公文書としており、

明らかに短い時間をデータとして特定したことは、隠蔽・不正行為の可能性がある。」

旨主張している。 
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これに対して、実施機関は本件対象公文書について、ドライブレコーダーの映像は

通常１０日程度で上書き消去されるところ、平成 27 年○月○日、○○区○○丁目○:

○発○○行のバスの運行について苦情の申立てがあったことを受けて、運用基準に基

づき○○営業所長が保存期間の延長を決定し、事実関係の確認に必要な範囲を保存し

たと説明する。 

そこで、この点について審査会が調査したところ、本件開示請求に係るドライブレ

コーダーの映像は、審査請求人から開示請求があった時点で、既に本件対象公文書と

して特定された範囲のみが保存されており、それ以外の映像は存在しないことを確認

した。 

したがって、実施機関による本件対象公文書の特定は妥当であると認められる。 

 

オ 本件対象公文書の非開示妥当性について 

  （ア）条例７条６号該当性について 

審査会が確認したところ、都営バスの車内には、事故防止を目的にカメラを設置

し撮影している旨及び映像は当該目的以外に利用しない旨を明記したステッカーを

貼付している。このことから、乗客は、個人情報を含む映像が事故防止の目的以外

に利用されないことを前提に乗車しているものと解され、本件対象公文書を公にす

ることにより、乗客との信頼関係が損なわれ、その結果、ドライブレコーダーの設

置や運用が困難になる等、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

と認められることから、条例７条６号に該当する。 

 

（イ）条例７条２号該当性について 

審査会が本件対象公文書を見分したところ、当該映像の全般にわたり、多数の乗

客及び通行者の顔や音声並びにバス周辺を走行する通行車両及びナンバープレート

に表記されている登録番号が間断なく記録されていることが確認できた。 

本件対象公文書に記録されている顔や音声は、個人に関する情報で特定の個人を

識別することができるものであると認められる。 

また、顔や音声が明瞭に記録されていない場合であっても、当該データの記録さ

れた日時及び場所を特定した請求であることから、車内の様子、車外の風景、乗客

の持ち物等、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可
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能性があると認められる。 

通行車両のナンバープレートに表記されている登録番号については、車両ごとに

異なる文字・数字が付されていることから、車両の所有者を識別できる可能性があ

る情報であり、車両の所有者が個人の場合には、特定の個人を識別できる可能性が

あると認められる。 

これらのことから、乗客及び通行者の顔や音声並びに個人所有の通行車両及びナ

ンバープレートに表記されている登録番号の情報は、条例７条２号本文に該当し、

その内容及び性質から同号ただし書のいずれにも該当しない。 

 

以上のことから、本件対象公文書は、条例７条６号及び２号に該当し、同条４号該

当性を論ずるまでもなく、非開示が妥当である。 

 

カ 一部開示の可否について 

審査請求人は、映像と音声を区分して、音声部分のみ聴かせる等、多角的な見地か

ら開示する方法の検討及び判断がなされておらず、全部について非開示決定を行った

ことは条例に違反する旨主張しているため、審査会は、条例８条１項及び２項に基づ

く一部開示の可否について検討する。 

審査会が検討したところ、条例８条１項は、開示請求に係る公文書の一部に非開示

情報が記録されている場合において、非開示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開示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、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければなら

ない旨規定しており、本件対象公文書に係る映像及び音声については、全体として条

例７条６号に該当すると判断したものであることから、開示請求に係る公文書の一部

に非開示情報が記録されている場合には該当せず、条例８条１項による一部開示をす

べきものとは認められない。 

以上のように、本件対象公文書は全体として条例７条６号に該当し、条例８条１項

による一部開示はできないと判断したものであることから、同条２項について判断を

するまでもない。 

その他、審査請求人は種々主張しているが、いずれも審査会の判断を左右するもの

ではない。 
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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） 

横山 洋吉、中村 晶子、野口 貴公美、山田 洋 


