
1 

 

2015年 7月 16日 

 

イラク戦争検証結果報告書不開示処分取消等請求事件 
提訴記者会見 

 

特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス 

 

1 本事案の概要 

  訴訟の対象：外務省の行ったイラク戦争検証報告書その他検証に関する資料の不開

示決定に対する取消等 

  原   告：特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス 

 理事長 三木由希子 （法人としての提訴） 

  被   告：国（処分庁 外務省） 

  提 訴 日：2015年 7月 16日 

 

2 本事案の背景 

 2002 年 3 月に当時の小泉総理が支持を表明したイラク戦争については、武力行使

の根拠となったイラクにおける大量破壊兵器の存在が確認されず、その正当性が国際

社会で問題になった。その後、大量破壊兵器に関する情報収集やイラク戦争の適法性

についての検証が複数の国で行われた。 

 日本では、国会議員からの要請などを受け、2011 年 8 月末に外務大臣の指示によ

りイラク戦争に関する外務省の対応の検証が行われた。2012年 12月には「対イラク

武力行使に関する我が国の対応（検証結果）」の報告書の取りまとめがされた。しか

し、報告書そのものは公開されず、「対イラク武力行使に関する我が国の対応（検証

結果）」と題する発表文と、「報告の主なポイント」（4 ページ）が同年 12 月 12 日付

で公表されるにとどまった。以降、報告書そのものは情報公開されずに今に至ってい

る。本事案は、この報告書そのものと、検証に用いられた文書等の情報公開請求を行

ったものである。 

 

3 本事案の経過 

2015年 1月 12日  外務省に情報公開法に基づき情報公開請求書を送付 

「対イラク武力行使に関する我が国の対応（検証結果）」報

告書全文、検証実施のために用いられた文書、インタビュ

ーの記録」 

2015年 2月 12日  外務省 一部開示決定 
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2015年 4月 13日  一部開示決定に対する異議申立書を外務省に送付 

2015年 4月 17日  原告からの指摘で、一部決定内容に誤りがあったとして、外

務省が当初決定を取消し、「行政文書の開示請求に係る決定の

変更について（通知）」を行う【本事案での争いの対象】 

2015年 5月 14日  4月 17日付決定に対する異議申立書を外務省に送付 

2015年 7月 16日  4月 17日付決定の一部取消等を求めて東京地裁に提訴 

 

4 情報公開請求により特定されている文書 

  特   定：19件の行政文書ファイル 

  開   示：2,151枚 

  訴訟の対象：網掛け部分の行政文書に対する不開示 

 

【特定されている行政文書等】 

  行政文書の名称等  枚数  決定 

1  平成 23年 8月 10日衆議院外務委員会速記録  1  開示 

2  発言応答要領等  146  一部開示

3  公電等（関係国とのやり取り等）①  92  一部開示

4  公電等（関係国とのやり取り等）②  88  一部開示

5  イラク戦争関連資料①  149  一部開示

6  イラク戦争関連資料②  445  一部開示

7  報告書  －  不開示 

8  報告書案①  －  不開示 

9  国会答弁等  344  一部開示

10  公電等（関係国とのやり取り等）③  234  一部開示

11  報告書案②  －  不開示 

12  イラク検証関連資料①  －  不開示 

13  イラク戦争関連資料③  410  一部開示

14  公電等（関係国とのやり取り等）④  218  一部開示

15  イラク検証関連資料②  －  不開示 

16  対外公表文  6  開示 

17  対外公表案  －  不開示 

18  公電等（関係国とのやり取り等）④  8  一部開示

19  イラク戦争関連資料④  10  開示 

 

 不開示理由：情報公開法 5条 3号、5号 

  3号：公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関と
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の信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益

を被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情

報 

  5号：国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は

相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに

より、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

 

5  情報公開請求、訴訟に至った理由 

・ 特定秘密保護法と現在国会で審議されている安全保障関連法案という問題を受

けて、民主的に外交・安全保障分野の政策判断、政策決定が行われ、政府が市民

に対するアカウンタビリティを果たすような政策サイクルとしなければならな

いという問題意識から、イラク戦争に関する検証情報の情報公開請求をすること

とした。イラク戦争とその後の自衛隊派遣は、今の安全保障関連法案につながる

一つのターニングポイントであった。一方で、大量破壊兵器問題により、イラク

戦争そのものの正当性が国際社会では厳しく問われ、外交・安全保障に関する政

策判断の誤りや錯誤が国際情勢にもたらす影響の甚大さは明らかだ。 

・ イラク戦争に至る判断については問題があったという前提で、2004年からアメリ

カ、イギリス、オーストラリアで主に大量破壊兵器の存在に関する情報収集、分

析、評価の問題についての検証が始まった。その後、オランダでは、日本と同様

にイラク戦争の開戦を政治的に支持したことの法的妥当性についての検証が行

われ、イギリスでは政治的判断、政府内での政策判断過程も含めた総括的な検証

が行われている。いずれも、独立した調査委員会で検証が行われ、委員会は機密

情報へのアクセス権を持ち、検証結果を数百ページの報告書に取りまとめて、公

表をしている。報告書の内容に対する評価はさまざまにあるが、政策判断の誤り

について、イラク戦争「終結」後まもなく、検証が行われ、検証結果という形で

情報公開されていることは注目に値する。加えて、公表された報告書の脚注や記

述から、公表されていない情報を把握し、NPOなどが情報公開請求を行い、公開

を進める努力を払っていることも、さらに注目すべきことだ。 

・ 翻って日本の状況を見ると、イラク戦争を支持したことについて長らく検証され

ることもなく、2011年にようやく始まった検証は外務省の当時の対応について外

務省内で行われたものに過ぎない。独立あるいは第三者的な調査委員会でもなく、

政策判断当事者である外務省が自らを検証するという方法をとっている。外務省

により公表された検証結果に関する説明では、「今後の政策立案・実施に役立て

るという観点」から検証を行ったとしているが、検証結果の報告書を公表するこ

ともなかったため、妥当な検証が行われたかすら検証不可能な状態にある。そこ
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で報告書などの情報公開請求をしたが、不開示とされた。 

・ 外交・安全保障の政策に関する情報公開はあまり進んでおらず、非公開が当然の

ことのようになっている。非公開や秘密性が交渉や政策形成の前提条件となって

いること、そのプロセスの非公開・秘密性を長期間、維持することが当然のこと

とされている。その理由は、外交・安全保障分野の政策判断などには高度な専門

性が必要であるということで、政府が情報を独占し、民主的なプロセスからほど

遠い。結果的に、外交・安全保障分野は、政府の判断が無謬的に公益性を体現し

ていることになってしまっている。情報公開法の外交・防衛に関する不開示規定

もこの発想に整合的であるかのように作られていて、判断そのものの公益性が疑

問視されても情報公開が進まない状況に陥っている。 

・ そのため、政府による外交・安全保障に関する政策判断や決定の正当性が短いサ

イクルで独立して検証されることもなく、歴史的検証という遠い将来のこととし

てのみ、かろうじてある程度予定されているにとどまる。歴史的検証は重要だが、

国際社会の状況などの変化が早く大きい中で、政府の政策判断が正当性を持ち、

アカウンタビリティを果たし、より良きものとなるためには、もっと短いサイク

ルで政策検証を行っていく必要があるし、政策検証を通じて情報公開を進めてい

く必要がある。このことは、昨年渡米をした際に、国防総省の元高官にアメリカ

における過剰な機密指定の問題についてのヒアリングを行った際に、過剰な機密

は政策判断を誤らせること、そして何より、30年後に機密指定解除されたとして

もそれは 30 年前の過ちを明らかにするに過ぎず、救済にも失われたものが戻る

ことにもならないという話を聞き、強く実感したことだ。 

・ 日本の状況を見ると、外交・安全保障分野の情報公開は進んでいないだけでなく、

現実として情報公開訴訟そのものも非常に限られている。特定秘密保護法の法案

審議時に、特定秘密を含む情報にかかわる情報公開やその訴訟について、現実的

な議論になかなか発展しなかったのは、そもそもケースが少ないということも一

因だ。この分野の非公開・秘密性に対する様々な角度からの努力、中でも情報公

開法や秘密指定解除、秘密の公開についてもっと具体的な取組みが必要であると

考え、その一環としてこの訴訟を提起することとした。 

 

6 海外のイラク戦争関係検証 

 各国のイラク戦争に関する検証に関しては、外務省から情報公開されたイラク戦争関

係の公電などを整理すると、以下のような状況となる。少なくとも、外務省はこれらの

外国政府における検証状況を把握し、一部は他の行政機関（警察庁など）とも共有して

いた。 

 

【アメリカ】 

○大量破壊兵器に係る米国の情報能力に関する委員会 
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the Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding 

Weapons of Mass Destruction 

・ 大量破壊兵器及びその運搬手段、関連技術・物資等の開発・移転等に関し、米国

情報機構が適時に発見・警告等を行う上で十分な権限、組織、装備、訓練等を与

えられているかを評価し、その情報収集、分析、伝達能力と課題を検討すること

が目的 

・ 2004年 2月の大統領令 13328号により設置。シルバーマン元控訴審判事及びチャ

ールズ・ロブ元上院議員が共同議長。2005 年 3 月 31 日に約 600 ページの最終報

告書を公表 

・ 「イラクにおける大量破壊兵器問題等の過去の米国情報機構による情報活動の

検証」（第 1部）、「今後の情報機構のあり方に関する提言」（第 2部）で構成 

・ イラクの大量破壊兵器問題等に関する CIA をはじめとする米国情報機構の活動

を厳しく批判する内容。「イラクについて、情報機構は、対イラク武力行使前の

大量破壊兵器に関するほとんどの判断について完全に間違っていた」と指摘。 

 

【イギリス】 

○ケリー博士（英国国防省顧問）の死に関するハットン卿による調査 

・ 2002年 9月に英国政府が公表したイラクの大量破壊兵器に関する文書の作成に課

関わった関係者の発言として、「大量破壊兵器が 45分以内に配備可能というくだ

りは、原案にはなかった。情報機関は信頼性がない情報だと考えていたが、その

意思に反して含められた」との BBCの報道により、英国政府の情報操作が疑われ

た。報道が続く中、情報源とされたケリー博士が遺体で発見された件の調査が実

施された 

・ 常任上訴貴族（日本の最高裁判事に当たる）の一人であるハットン卿が調査。2004

年 1月 28日に報告書を公表。付属文書を除き約 370ページ 

・ BBCの報道には根拠がないと結論 

 

○英国における大量破壊兵器情報に関する調査委員会（バトラー委員会） 

・ 懸念の大量破壊兵器計画及び国際取引や戦争前のイラクの大量破壊兵器に関す

るインテリジェンスについて調査し、提言を行うことを目的に、バトラー卿（元

内閣府長官）を委員長とする委員会を設置 

・ 2004年 7月 14日に報告書を公表。約 210ページ 

・ イラクに関する情報の多くに疑いが持たれたのは、反体制派や亡命者の情報への

過度の依存が主因ではなく、英国情報部による検証手続及び資源配分が不十分で

あったことが一因。インテリジェンスの過度に厳格な縦割りからから問題が生じ

ており、国防省情報部の専門家に情報を見せなかったことは誤り、などを指摘し

ている。 
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○イラク戦争に関する英国政府の意思決定に関する調査委員会（チルコット委員会） 

・ 2009年 7月にブラウン首相により設置されたが、現在も報告書は未公表（一部文

書の秘密指定解除のための協議などを政府側と行っている） 

・ イラク戦争の総括的検証を目的とし、英米首脳間でイラク侵攻の英軍の役割、参

戦等について確約を交わしていたか、英国首相がイラク侵攻は国際法に違反する

との情報との忠告を聞いていたか、大量破壊兵器に関する情報局秘密情報部の調

査能力とその情報の取扱い方法など、イラク侵攻後のイラク再建の英国負担長期

化によるコストなどの見通しなどを十分検討したかなどが、主要な論点。 

・ 元政府高官のチルコット郷を委員長とし、大学教授、元政府高官などで構成。2010

年末までに報告書を公表する予定だったが、継続中。 

 

【オランダ】 

○対イラク武力行使支持問題に関する調査委員会（ダーヴィッツ委員会） 

・ 2003 年に書かれたイラク戦争に対するオランダの政治的支援の法的根拠に関す

る外務省内部報告書が流出し、また報告書が当時、外務副大臣の意向により外務

大臣に提出されなかったことが報道された（2009年 1月 17日付け）。報告書には

「物証的にも手続的にも問題がある」「国際司法裁判所で起訴された場合、全て

の訴訟でオランダは敗訴するであろう」と推測する内容が記載。 

・ オランダ政府がイラク戦争に対して政治的支持を与えた問題に関して調査する

ため、元最高裁判所長官のダーヴィッツ氏が委員長の独立調査委員会を設置。

2010年 1月 12日に 550ページの報告書を公表 

・ 「政府及び与党は 2002 年 9 月に立場を決めていたが、その立場に凝り固まって

しまったため、政府と連立与党の間で真の意味での議論が行われなかった」「イ

ラクへの戦争を支援するとの決定は間違いだった。主に米国との連帯という疑問

の余地を挟み得ない理由と、イラクに関し長期的政策を維持したいとの願望に基

づいた決定だった」「1990 年代に採択されたイラクに関する国連安保理決議は、

2003 年の米・英の軍事介入に対して権限を付与していない。安保理決議 1441 が

個々の国に武力行使を認めていたと合理的に解釈することはできない」など指摘 

 

【オーストラリア】 

○豪州情報機関に関する調査報告書（フラッド・レポート） 

・ イラクの大量破壊兵器をめぐる豪州連邦議会合同調査委員会が機密情報にもア

クセスできる独立調査委員会を政府が自ら設置し調査を行うべきとの勧告を受

けて設置されたもの。豪州報機関によるイラク大量破壊兵器に対する情報分析に

関する調査報告主目的に、同時に、情報機関の活動全体を評価するため過去の大

量破壊兵器問題のほかに、過去のテロ事件等の情報機関の情報分析の調査報告も
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行っている。 

・ 首相が、フィリッピ・フラッド元国家評価庁長官を指名して調査報告を取りまと

め。2004年 7月に、約 190ページの調査報告書が公表される。 

・ 「情報機関がイラクに関する情報機関の分析に誤りがあった原因として分析対

象の複雑性や多くの情報を外国に依存せざるを得なかった等の外部的要因に加

え、豪州の情報機関の分析担当官の質・量的不足等の構造的な問題があったこと

を指摘」して改善案を勧告。 

 

7 連絡先 

（1）原告 

   特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス 

担当 三木 由希子（理事長） 

   〒160‐0008 東京都新宿区三栄町 16‐4 芝本マンション 403 

   TEL.03‐5269‐1846 FAX.03‐5269‐0944 

E‐Mail icj@clearing‐house.org    http://clearing‐house.org 

 

（2）弁護団 

   弁 護 士  二関 辰郎 

   骨董通り法律事務所 

 〒107‐0062 東京都港区南青山 5‐18‐5 南青山ポイント 1階 

   TEL.03‐5766‐8980 FAX.03‐5466‐1107 

 

弁護団メンバー： 

秋山幹男（団長）、出口かおり、二関辰郎、藤原大輔、古本晴英、牧田潤一朗 


