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はじめに 
• 鳩山内閣 

– Twitter、ブログ（鳩カフェ） 
• 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）を契

機 
• 各種のソーシャル・メディアが行政の情報発信・

広報広聴手段として評価される 
• 政府や自治体もソーシャル・メディアを本格的

に利用 
• ソーシャル・メディアへの全面的移行 

–佐賀県武雄市  





• 問題点 
–なりすまし 

• 経済産業省（内閣官房、総務省と共同 ）
「国、地方公共団体等公共機関における
民間ソーシャルメディアを活用した情報発
信について」  

• 経済産業省「公共機関向けのTwitter アカ
ウントの認証スキーム構築について」  

–情報公開請求の対象となるのかどうか 
–公文書等の管理に関する法律にいう行政文
書なのか  



ソーシャル・メディア上の情報 
と情報公開制度  



• 国民や住民が後にソーシャル・メディア上の情

報にアクセスしようとするとき・・・ 
–情報発信者である政府・自治体が当該情報

を削除した場合 
–当該サービスにおいて公開されている情報

の量が事業者の定める一定の容量を超えた

ので古いコンテンツが削除された場合 
–事業者がサービス提供を終了した場合 

• 政府や自治体の情報公開制度を利用 



• 行政の情報公開制度が個人情報保護制度の

確立よりも先行して整備されてきた経緯 
–「文書」という概念で行政の情報を保有・管理

していた時代の実情に即して法や条例が規

定 
–情報公開請求（開示請求）の対象は、「行政

機関の職員が職務上作成し」た「文書、図画

及び電磁的記録」が対象 
–実際には行政文書が基本単位（行政の内部

においては文書単位で決裁や合議等）   



• 形式だけではなく、情報の実態からも情報公開

制度の適用の対象となる「行政機関の職員が

職務上作成し」た行政文書に該当するかどうか 
–多くの自治体においては、公開請求の対象

となる行政文書について「当該行政機関の

職員が組織的に用いるもの」という要件 
–単なる職員のメモの類は組織共用性否定 

• 目下の喫緊の問題 
–ソーシャル・メディア上の情報が「行政文書」

に該当するかどうか  



行政文書該当性 



• 否定 
– Twitterは「つぶやき」であるから口頭の発言

に相当するものであり、公務員等のツイッタ

ーにおけるツイートは口頭の発言に相当する

情報を即時的に公衆送信するために簡易的

に文字情報に置換して送信したに過ぎず、

本質的には文書には当たらない  
• 肯定 

–行政が発信する情報についてのアカウンタ

ビリティは発信形式を問わない 



占有性 
• 「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得し

た文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）であって、当該行政機関の職員が

組織的に用いるものとして、当該行政機関が保

有しているもの」  
• 行政機関が情報が記録されている媒体（紙、電

磁的記録等）を占有している場合に「保有して

いる」に当たると解される 
 



• 占有性あり 
– 長文の情報について行政機関で下書きを作成し、

それを保存している場合 
– 内部で決裁を取っている場合 

• 占有性なし 
– Twitterのツイートの下書き? 
– 情報が記録されている媒体（紙、電磁的記録等）を

行政機関が占有していない → 保有していない 
– ソーシャル・メディアの情報発信内容について情報

公開請求を行ったとしても、不存在を理由として不

開示とされる可能性 



• 当該自治体がIDとパスワードを持ち、独占的に

書き込みや削除を行っている場合 
• 物理的に行政が所有したり業務委託等で特定

のサーバにアウトソーシングしたりしているサ

ーバに記録していない 
• 「保有」していると解する余地 
• 問題点 

–物理的な保存状況が課題 
–保存義務(?) 
–文書管理規定 



保存義務 
• 行政の情報であるという性質上、公務性を帯び

る 
–一定期間の保存義務 

• 行政文書 
–文書管理規定などで、保存期間と廃棄につ

いて定め 
–ガイドライン不整備 

• 事業者に保存義務? 
• 公文書と同様に保存することを確実に担保  

–定期的バックアップ、下書き? 
 
 



公務情報と政務情報・私事情報  
• 大臣や自治体の首長等の記者会見内容 
• 選挙で選定される特別職の公務員（首相、閣僚、

自治体の首長等） 
• 平素から行政の長としての「公務」と政治家とし

ての活動である「政務」とを区別 
• ソーシャル・メディア上の情報発信においては

公務と政務（及び純粋な私事）との区別がつけ

られていない 
• 公務情報が情報公開制度の適用対象となると

しても、政務情報も適用対象とすべきかどうか、

どのように分別すべきか  



アメリカ法の場合 



オープンガバメント 
• オバマ政権 

–政権発足後の2009年1月に各省庁の長宛の

メモランダム「透明性とオープンガバメント」を

発出  
– 120日以内にメモランダムに基づいてオープ

ンガバメント政策を進めるように指示 
– 2010年2月に全省庁がオープンガバメント・

サイトを開設 
–ソーシャル・メディアについても積極的に利用  



連邦行政機関 
農務省  Department of Agriculture 運輸省  Department of Transportation 

商務省  Department of Commerce 財務省  Department of the Treasury 

国防総省  Department of Defense 退役軍人省  Department of Veterans Affairs 

教育省  Department of Education 環境保護庁  Environmental Protection Agency 

エネルギー省  Department of Energy 一般調達庁  General Services Administration 

保健福祉省 
 Department of Health and Human Services 

航空宇宙局 
 National Aeronautics and Space Administration 

国土安全保障省  Department of Homeland Security 全米科学財団  National Science Foundation 

住宅都市開発省 
 Department of Housing and Urban Development 

人事局  Office of Personnel Management 

内務省  Department of the Interior 中小企業庁  Small Business Administration 

司法省  Department of Justice 社会保険庁  Social Security Administration 

労働省  Department of Labor 国際開発局 
 U.S. Agency for International Development 

国務省  Department of State 原子力規制委員会 Nuclear Regulatory Commission 
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• 合衆国監査院(GAO) 
– ソーシャル・メディア上に政府によって公開

される情報について、連邦法上問題となる
部分について4点指摘  

1. 連邦記録法(Federal Record Act of 1950) 
に基づく記録保護義務 

2. 政府のプライバシー保護及び個人情報保護 
3. 連邦情報セキュリティマネジメント法(Federal 

Information Security Management Act)   
4. 連邦情報公開法(Freedom of Information A

ct, FOIA)に基づく情報公開 
 



• ホームページ上での情報提供と、ソーシャル・メ

ディアによる情報発信との関係 
–ホームページには掲載されていない情報 
–ホームページへの掲載よりも早い情報 
–ホームページからアクセスできない情報 
–どの情報がどのソーシャル・メディアに掲載さ

れるのか 
 

–ポリシーを定めることが求められる 
–メディア・ハブ、ソーシャル・メディア・ハブ 

 





• 記録(record)保存 
–合衆国公文書記録管理局(United States N

ational Archives and Records Administrati
on, NARA)  

–ガイドライン 
• 情報公開（FOIA） 
• 連邦司法省 

–ガイドライン 
• 実施状況 

– GAO勧告 
 



おわりに 



• ガイドライン 
–保存 
–「行政文書」の範囲 
–ツイート、リツイート、SNSにおけるコメント 
–情報発信手続 
–炎上その他 

• 公文書管理法、文書管理規定 
–「文書」→「記録」 
–保存、管理 
–保存無くして公開無し 
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