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This article is to show problems about reaction of government agency toward reports based on the 

Whistleblower Protection Act through an analysis of reaction toward a report based on the act about 
Ministry of Defense’s bullying suicide case in DD Tachikaze. 

 

1.はじめに 
1.1 問題の所在 

 本稿は、いわゆる「護衛艦たちかぜいじめ自殺事

件」に関連して生起した「アンケート隠蔽事件」を

素材に、行政機関の公益通報への対応に係る問題点

を明らかにするものである。 

 護衛艦たちかぜいじめ自殺事件1とは、平成 16年、

同艦に勤務する 1 等海士が、上官である 2 等海曹か

らのいじめを苦に自殺したという事件である。そし

て、アンケート隠蔽事件とは、たちかぜいじめ自殺

事件に係る防衛省・海上自衛隊の事故調査の過程で

収集された、たちかぜ乗員を対象としたアンケート

が、破棄したと称して隠蔽された事件である。 

本稿は、事件の一連の流れを詳細に分析し、行政

機関の公益通報への対応の問題点を抽出したうえで、

改善のための提案をするものである。 

 

1.2 本稿の目的 

 
1 以下、「護衛艦たちかぜいじめ自殺事件」は「たち

かぜいじめ自殺事件」と、「「護衛艦たちかぜいじめ自

殺事件」に関連して生起した「アンケート隠蔽事

 「公益通報者保護法」（平成 16 年法律第 122 号）が

平成 18 年（2006 年2）に施行されてから、15 年が経

過した。 

 公益通報者保護法は、第一義的には「公益通報を

したことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並

びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき

措置を定めることにより、公益通報者の保護を図る」

ことを目的とするが、究極的には「国民の生命、身

体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定

の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済

の健全な発展に資することを目的とする（同法第 1

条）。」すなわち、同法は公益通報者の保護と法令遵

守（コンプライアンス）を通じた国民生活の安定・

社会経済の発展を目的とするものである。 

 そして、同法において、重要な役割を演ずるのが

行政機関である。すなわち、定義規定である同法第

2 条第 1 項には「「公益通報」とは、労働者」が「不

正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その

件」」は「たちかぜアンケート隠蔽事件」と、それぞ

れ略記する。 
2 以下、年は元号に統一する。 
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他の不正の目的でなく」、「その労務提供先」等に「通

報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている」

旨を、「当該労務提供先若しくは当該労務提供先があ

らかじめ定めた者」「当該通報対象事実について処分

…若しくは勧告等…をする権限を有する行政機関」

又は「その者に対し当該通報対象事実を通報するこ

とがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止

するために必要であると認められる者」に通報する

ことをいう、とある。すなわち行政機関は、①民間

企業等で通報対象となる事実が生じた場合には、処

分勧告の権限を有する主体として通報先となる一方、

②その行政機関自体で通報対象となる事実が生じた

場合には、労働者（その行政機関の職員）の「労務提

供先」として通報先となり、通報対象となる事実の

有無について調査を行い、通報対象となる事実があ

ると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な

措置をとるのである（同法第 10 条）。 

 しかし、公益通報者保護において、行政機関がか

かる重要な役割を果たすにもかかわらず、公益通報

者保護法に基づく行政機関の活動の具体例や問題点

に係る研究は、管見の限り見当たらない。例えば、

国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) が運営

する電子ジャーナルプラットフォームである「科学

技術情報発信・流通総合システム」（J-STAGE）のト

ップページの検索エンジンで「公益通報」をキーワ

ードに検索すると、数件の論文がヒットするが、公

益通報者保護法や同制度に関する包括的な研究3や、

民間企業等における公益通報に係るケーススタディ
4等であり、行政機関に焦点を当てたものは見当たら

ない。 

 そこで筆者は、具体的な公益通報事件の分析を通

じて、公益通報者保護法に基づく行政機関の活動の

具体的な在り方や、その問題点を明らかにしようと

試みた。すなわち、防衛庁リスト事件に係る公益通

 
3 たとえば、日野勝吾「公益通報者保護法の現況と課

題」『法政論叢』47 巻 2 号、2011 年、53-66 頁。 
4 たとえば、松原妙華「公益通報者保護法における 3
号通報保護要件緩和の具体的方策—メディアを通報先

とした告発者へのインタビュー調査をもとに」『社会

情報学』7 巻 3 号、2019 年、17-34 頁。 
5 拙稿「行政機関の公益通報への対応に関する一考察 

報を素材として、防衛省の調査の問題点等を分析し

た5。 

上述の拙稿に引き続き、別の事件を素材として、

行政機関の公益通報への対応の問題点を明らかにす

るのが、本稿の目的である。特に、本稿で取り上げ

るたちかぜいじめ自殺事件に係る公益通報が、上述

の拙稿で取り上げた防衛庁リスト事件に係る公益通

報に引き続くものであったことから、前回の調査に

おける問題点が次の調査で克服されたのか否か、ま

た新たな問題点が生じたか否かという観点から、適

宜両者を比較しつつ論ずることとしたい。 

なお、たちかぜいじめ事件への行政機関たる防衛

省の関与は、上記の行政機関の公益通報への関与形

態では②労務提供先に該当する。この点は、先の論

文で取り上げた防衛庁リスト事件の場合と同じであ

る。 

 

1.3 本稿の構成 

 まず、たちかぜいじめ自殺事件の経緯について紹

介する。 

 次に、たちかぜいじめ自殺事件に係る事故調査を

契機に生起した、アンケート隠蔽事件について紹介

する。 

 そのうえで、アンケート隠蔽事件に係る公益通報

と、それに対する防衛省の調査結果について説明す

る。 

 そして、その後の経緯、具体的にはアンケートが

発見され、防衛省の調査結果が誤っていたことが判

明したことについて説明する。 

 最後に、防衛省による一連の公益通報対応から問

題点を抽出し、改善提案を行う。 

 

2.たちかぜいじめ自殺事件における公益通報

の経緯 

―防衛庁リスト事件を素材に―」『日本大学大学院総

合社会情報研究科電子紀要』第 22 号、2021 年 11 月、

145-156 頁を参照。 
https://gssc.dld.nihon-u.ac.jp/wp-
content/uploads/journal/pdf22/22-145-156-Suzuki.pdf 
令和 4 年 1 月 15 日閲覧。 
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2.1 たちかぜいじめ自殺事件とはいかなる事件だ

ったか 

たちかぜいじめ自殺事件の経緯について、原資料

に基づき、見てみる。 

平成 16 年 10 月 27 日朝、護衛艦たちかぜに勤務す

る 1 等海士が、帰艦予定時刻になっても帰艦しなか

ったことから、同艦の乗員による捜索が開始された。

その後同日昼頃、警察署からたちかぜに、同日午前

10時頃に私鉄のある駅で飛び込み自殺した男性が当

該 1 等海士である可能性があるとの連絡があった。

これを受けて同艦の幹部自衛官が警察に確認に赴い

たところ、自殺者は当該 1 等海士であると確認され

た。 

同日夜、1 等海士の両親らがたちかぜ艦長らと面

会した。その際、1 等海士の父親は、遺留品の中にノ

ートがあり、その中に上官である 2 等海曹を絶対に

許さない旨の記述があることを明かした6。 

その後、艦長がたちかぜの乗員らから事情聴取を

したところ、2 等海曹による 1 等海士に対する暴行・

他の乗員に対する暴行及び恐喝まがいの行為があっ

たことを確認した。これを受けて、艦長が自衛隊内

部の司法警察組織である警務隊に捜査を依頼したと

ころ、警務隊は 11 月 8 日、2 等海曹を自殺した 1 等

海士とは別の A 海士長に対する暴行の容疑で逮捕し

た7。 

2 等海曹は、11 月 18 日に当該海士長に対する暴行

罪8で起訴されるとともに、12 月 10 日には B 海士長

 
6 以上、たちかぜ「経過概要」平成 16 年 10 月 27 日

から抜粋。 
7 海上自衛隊横須賀地方総監「護衛艦「たちかぜ」の

一般事故調査結果について」横監監察第 166 号 平成

17 年 1 月 27 日別冊第 5 項、第 9 項から抜粋。 
8 刑法第 208 条。 
9 刑法第 249 条。 
10 結局 2 等海曹は、自殺した 1 等海士に対する暴行罪

等に関しては起訴されなかった。その理由については

不明であるが、検察官は被害者が生存していて裏取り

が容易な事件のみ立件した可能性がある。 
11 前掲「護衛艦「たちかぜ」の一般事故調査結果につ

いて」（註 7）別冊第 9 項から抜粋。 
12 同達第 12 条 服務事故は、隊員について、次の各号

に掲げる場合とする。 

に対する暴行罪及び C 海士長に対する恐喝罪9で追

起訴された10。 

そして翌平成 17 年 1 月 19 日、横浜地方裁判所横

須賀支部において、2 等海曹に対し、暴行罪及び恐喝

罪で、懲役 2 年 6 か月・執行猶予 4 年の有罪判決が

言い渡された11（確定）。 

 

2.2 たちかぜアンケート隠蔽事件、及び同事件に係

る公益通報の経緯 

 たちかぜいじめ自殺事件については、刑事手続と

並行して、事故の実態を明らかにし、事故の防止に

資することを目的とする、防衛省・海上自衛隊の内

部調査も並行して実施されていた。すなわち、平成

16 年 11 月 5 日、「海上自衛隊一般事故調査及び報告

等に関する達」第 12 条の「服務事故12」として、護

衛艦隊に事故調査委員会が設置され、調査が開始さ

れた。その後護衛艦隊司令官は、事案の重大性に鑑

み、調査により客観性を持たせる必要から、指揮系

統を異にする海上自衛隊横須賀地方総監に調査を依

頼し、11 月 30 日、横須賀地方総監部に設置された事

故調査委員会が調査を引き継いだ13。 

 この事故調査の際、横須賀地方総監部の事故調査

委員会は、たちかぜ乗員総員等を対象とするアンケ

ート調査を実施していた14。 

 当該アンケート調査において収集された、記入後

のアンケート用紙については、平成 17 年 4 月 14 日、

遺族が「行政機関の保有する情報の公開に関する法

（2） 自殺又は同未遂 
（4） 刑罰法令違反又はそのおそれのある場合 
http://www.clearing.mod.go.jp/ 
kunrei_data/e_fd/1968/ey19680419_00023_000.pdf 「海

上自衛隊一般事故調査及び報告等に関する達」令和 3
年 10 月 30 日閲覧。 
13 前掲「護衛艦「たちかぜ」の一般事故調査結果につ

いて」（註 7）別冊第 6 項（1）。 
14 同上別冊第 6 項（2）アに「「たちかぜ」乗員総員等

〇〇名に対し、アンケート調査を実施した結果、詳細

に調査する必要があると認められる関係者等 85 名に

対する面接調査等を実施した」とある。なお、「〇

〇」の部分は、遺族による行政文書開示請求を受けて

開示された際、「行政機関の保有する情報の公開に関

する法律 」第 5 条に基づき不開示（いわゆる黒塗

り）とされているため、判読できない。 
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律15」第 4 条第 1 項に基づいて、防衛庁に対し行政文

書開示請求をしていた16。これに対し防衛庁は、記入

後のアンケート用紙については事故調査終了後、不

要になったので破棄したと称して、記入前のアンケ

ート用紙のみを開示した17。 

 しかし実際には、記入後のアンケート用紙は破棄

されておらず、事故調査を実施した海上自衛隊横須

賀地方総監部監察官室のキャビネットに保管され続

けていた。 

 平成 20 年 6 月 25 日、上記の経緯を知る防衛省職

員が、防衛省宛に公益通報を実施した。 

 

2.3 たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公益通報

に対する、防衛省の調査の経緯 

2.3.1 たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公益通報

における、通報内容 

 上記の平成 20 年 6 月 25 日付の公益通報書による

と、通報対象事実と、仮に通報対象事実があったと

すれば成立する犯罪・法令違反は、概略以下のとお

りであった18。 

① 平成 18 年 2 月頃、自殺した 1 等海士の両親は、

情報公開法に基づき事故調査報告書19の下資料の

 
15 以下「情報公開法」と略記。 
16 平成 17 年 4 月 14 日付 中央請第 15 号。 
17 防衛庁長官「行政文書開示決定通知書」防官文第

4688 号 平成 17 年 6 月 13 日。 
18 海上幕僚長「護衛艦「たちかぜ」乗員の自殺事案に

係る隊員からの公益通報に関する調査結果について」

海幕総第 286 号 平成 21 年 1 月 14 日別紙「護衛艦

「たちかぜ」乗員の自殺事案に係る隊員からの公益通

報に関する調査結果」別紙 1「通報者の主張等」に、

公益通報書の内容の要約が記されているので、同文書

から抜粋した。なお、海幕総第 286 号の趣旨は、公益

通報者に対する「調査結果通知書」（後述註 32）の発

簡に先立ち、通知内容を防衛大臣に報告するところに

ある。 
19 前掲「護衛艦「たちかぜ」の一般事故調査結果につ

いて」（註 7）を指す。 
20 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないこ

とを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2 年

以下の懲役又は禁錮に処する。」行政文書開示請求に

対し、存在する文書を存在しないとして開示しなけれ

ば、行政文書開示請求権を妨害したことになる。すな

わち、「権利の行使を妨害」したことになる。 

開示請求をおこなった。 

  これを受けて海上幕僚監部情報公開室長及び担

当者（N2 等海佐）は横須賀地方総監部に下資料の

存否を照会し、記入後のアンケート等の下資料が

横須賀地方総監部監察官室に保管されていること

を確認した。しかし、海上幕僚監部情報公開室長

及び N2 等海佐は、アンケート等の一部の下資料

について「破棄されて存在しない」旨の虚偽の回

答をおこなった。 

→国家公務員職権濫用罪（刑法第 193 条20）、及び情

報公開法第 5 条21違反 

② 横須賀地方総監部監察官が、記入後のアンケー

ト等の、事故調査報告書の下資料を破棄したと称

して隠匿した。 

→情報公開法旧第 22 条22違反 

③ 事故調査委員会が、事故調査報告書の原案を K

弁護士23に見せ、チェックを受けていた。 

→自衛隊法第 59 条24違反（守秘義務違反） 

 

2.3.2 調査委員会の設置 

上記の公益通報を受けて、防衛省海上幕僚監部は、

21 同法同条柱書「行政機関の長は、開示請求があった

ときは…不開示情報…が記録されている場合を除き、

開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければな

らない。」すなわち、開示請求された文書が存在する

にもかかわらず、存在しないとして開示しなければ、

開示義務違反となる。 
22 同法同条第 1 項「行政機関の長は、この法律の適正

かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理

するものとする。」存在する文書を行政文書ファイル

に綴じて管理することなく、存在しないものとして扱

っているとすれば、「適正」な管理とは言えない。な

お同法同条は、平成 23 年に「公文書等の管理に関す

る法律」が施行され、行政文書の適正な管理が同法に

よることとされたのに伴い、削除された。 
23 同上添付書類「調査結果」においては、公益通報書

において、事故調査委員会が事故調査報告書の原案を

見せ、チェックを受けたとされている弁護士を、「K
弁護士」と呼称している。以下、当該弁護士の呼称を

「K 弁護士」に統一する。 
24 同法同条第 1 項「隊員は、職務上知ることのできた

秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同

様とする。」 
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公益通報に係る調査委員会を設置した25。 

本件調査委員会の調査委員長は、海上幕僚監部総

務部副部長である海将補であった。また、調査委員

として海上幕僚監部総務部総務課長・同総務班長・

同警務管理官・総務課総括及び海上幕僚監部法務室

員が指定された。調査委員長と、調査委員のうち前

四者の配置は、平成 19 年に実施された防衛庁リスト

事件に係る公益通報の調査委員会26と全く同一であ

った。特に、警務管理官と総務課総括については、

人事異動による交代が無く、同一人物であった。警

務管理官たる 1 等海佐は、後に海上幕僚監部法務室

長・海上自衛隊警務隊長を歴任している。防衛庁リ

スト事件に係る公益通報に対する調査結果は、誤っ

た事実認定・誤った法律解釈を多く含む不適切なも

のであったが27、係る不適切な調査結果を出した調査

委員会のメンバー2人が今回も加わったことになる。 

 

2.3.3 たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公益通報

における、調査手法 

防衛庁リスト事件に係る公益通報に対する調査の

際は、調査委員会は、弁明書・供述調書等、聞き取り

対象者が作成し、あるいは内容を確認した文書は収

集しておらず、聞き取りの記録は聞き取り担当者の

記憶とメモ以外は存在しなかった。そして後者につ

いては、公益通報者への通知後、破棄された。 

この調査手法には、二つの問題があった。第一の

問題は、聞き取り対象者が本当にそのような内容を

話したのかどうかわからなくなるという点である。

すなわち、聞き取り対象者の供述を聞き取り担当者

が記録する過程で、聞き取り担当者の知覚・記憶・

表現・叙述の過程で誤りが混入する可能性があるに

もかかわらず、聞き取り対象者本人の確認等の誤り

を排除するための対策が為されていないのである。 

 
25 海上幕僚監部総務部長「公益通報に係る調査委員会

について（通知）」海幕総第 5634 号 平成 20 年 7 月

14 日。 
26 海上幕僚監部総務部長「公益通報に係る調査委員会

について（通知）」海幕総第 5464 号 平成 19 年 7 月

31 日。 
27 拙稿「行政機関の公益通報への対応に関する一考察 
―防衛庁リスト事件を素材に―」（註 5）を参照。 

第二の問題は、聞き取り担当者の記憶（心の中）

は第三者には見えず、また客観的・物理的に存在し

ているメモは破棄されていることから、第三者が事

後的に検証することが困難となるという点である。 

防衛庁リスト事件に係る公益通報に対する調査に

おいて、係る調査手法を採用したことも一因となっ

て誤った調査結果が出され、かつ検証が困難となっ

たにもかかわらず、たちかぜアンケート隠蔽事件に

係る公益通報に対する調査においても、この点が改

善されることはなかった。 

すなわち、本件公益通報調査結果通知書をはじめ、

防衛省における公益通報調査結果とその下資料に対

する行政文書開示請求に係る、情報公開・個人情報

保護審査会の答申28の中で、諮問庁である防衛省は以

下のような主張をしている。 

「公益通報者に対する調査結果に関する通知文書

を作成する過程において関係者の供述調書等の下資

料は一切収集していない29」 

「調査委員による聞き取り調査の際には，メモを

取っていたが，通報対象事実を認めることができな

かったことから，調査対象者の供述調書等の作成は

しておらず，また，調査対象者等から弁明書等の受

領はしていない30。」 

「関係者に対する聞き取り調査を行った際、各公

益通報に関して任命された調査委員の一部はメモを

取っていたが、いずれの調査委員も調査結果を海自

窓口に通知し、海自窓口が公益通報者に対し調査結

果…を通報した後、用済みとなった当該メモをシュ

レッダー等で破棄した31。」 

すなわち、たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公

益通報に対する調査においても、弁明書・供述調書

等、聞き取り対象者が作成し、あるいは内容を確認

した文書を収集せず、もっぱら聞き取り担当者のメ

28 平成 21 年度（行情）答申第 643 号。 
https://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/5251「海

上幕僚監部総務部総務課が海幕総第 5039 号を作成す

る過程で収集した資料等の不開示決定（不存在）に関

する件」令和 3 年 9 月 6 日閲覧。 
29 同上第 3「諮問庁の説明の要旨」3（1）。 
30 同上第 5「審査会の判断の理由」3（1）ア④2。 
31 同上第 5「審査会の判断の理由」3（1）ア⑤。 
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モと記憶に頼るという調査手法が、引き続き採用さ

れたのである。 

 

2.3.4 たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公益通報

に対する、調査結果の概要 

平成 21 年 1 月 14 日、防衛省海上幕僚監部総務部

総務課長は、たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公

益通報に対する、調査結果通知書を発簡した32。 

2.3.4.1 調査事項 

調査結果通知書によると、事故調査委員会が実施

した調査は以下のとおりである33。 

（1）通報者の主張に該当する行政文書の開示請求書

の有無を確認した。 

（2）元海上幕僚監部情報公開室担当者に対する事実

確認を行った。 

（3）平成 16 年度及び 17 年度における K 弁護士に

対する法律相談料の支払い状況を確認した。 

（4）海上自衛隊として直接、K 弁護士との調整に当

たった元海上幕僚監部補任課服務室長 O1 佐に対

し、「相談」の有無を確認した。 

すなわち、アンケートの隠蔽、すなわち行政文書

の隠蔽に係る公益通報であったにもかかわらず、ア

ンケートが存在したはずの部隊・機関の担当課室の

キャビネットを開けて行政文書ファイルをチェック

する等、通報対象事実を直接確認できるような調査

はおこなわず、もっぱら周辺的な調査ばかりをおこ

なったのである。この点については、各通報対象事

実に対する防衛省の調査結果について分析する際に、

改めて言及する。 

2.3.4.2 通報対象事実①（行政文書開示請求に際し、

記入後のアンケート等の一部の下資料について「破

棄されて存在しない」旨の虚偽の回答をおこなった

 
32 防衛省海上幕僚監部総務部総務課長「調査結果通知

書」海幕総第 287 号 平成 21 年 1 月 14 日。 
33 同上添付書類「調査結果」1「調査の概要」。 
34 なお、通報対象事実③（事故調査委員会が、事故調

査報告書の原案を K 弁護士に見せ、チェックを受けて

いたことが、自衛隊法第 59 条違反（守秘義務違反）

に該当するか否か）も重要な論点を含むものである

が、本稿では紙幅の関係で、通報対象事実①②に係る

調査結果のみを紹介することとしたい。 
35 前掲「調査結果通知書」（註 32）2「調査結果」

点）についての調査結果34 

 まず、「平成 18 年 2 月頃、海上幕僚監部情報公開

室は、護衛艦「たちかぜ」に関する事故調査報告書

の下資料に係る開示請求書は受理していない。」と指

摘した35。 

そのうえで、「なお、調査の結果、防衛庁は、平成

17 年 4 月 14 日付の行政文書開示請求により、「たち

かぜ」艦長らによる事情聴取結果及び護衛艦隊司令

官への報告とその関連文書、事故調査委員会が実施

したアンケート調査及び面接調査の内容・結果等を

記した文書の開示を求められており、存在していた

アンケート用紙 2 枚36を平成 17 年 6 月 13 日付で全

部開示、存在していた答申書 70 枚及び供述調書 10

枚を平成 17 年 8 月 24 日付で部分開示している。」

（傍線筆者）とした37。 

2.3.4.3 通報対象事実②（横須賀地方総監部監察官

が、記入後のアンケート等の、事故調査報告書の下

資料を破棄したと称して隠匿した点）についての調

査結果 

この点については、「情報公開室長及び同室担当者

が、横須賀地方総監部監察官室に対し、当該資料の

存否を照会した事実はない38。」とした。 

 

2.4 調査結果に対する分析 

2.4.1 通報対象事実①についての調査結果に対する

分析 

調査結果は、遺族による行政文書開示請求の日付

が、公益通報者の言う「平成 18 年 2 月頃」ではなく、

「平成 17 年 6 月 13 日」であると強調したうえで、

「存在していた」記入前のアンケート用紙・答申書・

供述調書を開示したとしている。「記入後の」アンケ

ート用紙が「存在した」か否かについてはまったく

（1）「通報者の主張に該当する開示請求書の有無等に

ついて」。 
36 アンケートの対象者が記入した後のものではなく、

記入する前のアンケート用紙（アンケートのフォーマ

ット）を指す。 
37 前掲「調査結果通知書」（註 32）2「調査結果」

（1）「通報者の主張に該当する開示請求書の有無等に

ついて」。 
38 同上 2「調査結果」（1）「通報者の主張に該当する

開示請求書の有無等について」。 
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言及していない。前述のように、事故調査委員会が、

記入後のアンケート用紙が存在したはずの部隊・機

関の担当課室のキャビネットを開けて行政文書ファ

イルをチェックする等、通報対象事実を直接確認で

きるような調査を一切おこなっていないことから推

察すれば、公益通報書には行政文書開示請求の日付

が誤って書かれているので信用に値しない、したが

って公益通報書に書かれている記入後のアンケート

存在の事実は無い、と断定したかのように読める調

査結果であった。 

2.4.2 通報対象事実②についての調査結果に対する

分析 

前述のように、調査結果は「情報公開室長及び同

室担当者が、横須賀地方総監部監察官室に対し、当

該資料の存否を照会した事実はない」と認定した。 

この事実認定は、不正確ないし誤りである。すな

わち、「海上自衛隊の情報公開に関する達39」（海上自

衛隊達第 26 号 平成 13 年 3 月 30 日）に基づく「海

上自衛隊の情報公開の実施要領について40」（海幕総

務第 2047 号 平成 13 年 3 月 30 日）別冊第 5 第 1 項

には「情報公開室長は、防衛省情報公開室から照会

を受けた開示請求事案について、行政文書の確認を

速やかに開始するとともに、当該行政文書を作成、

管理又は管轄する担当課をおおむね決定し…行政文

書の特定を依頼するものとする。」とある。また、同

第 2 項には「開示請求の対象が部隊等に係る場合、

前項の行政文書の特定を依頼された担当課長は、当

該行政文書を保有すると判断した部隊等の文書管理

者に…行政文書の特定を依頼するものとする。」とあ

る。すなわち、海上幕僚監部情報公開室長から、開

 
39 http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/e_fd/ 
2020/ey20200728_00031_000.pdf 
「海上自衛隊の情報公開に関する達」令和 3 年 11 月 6
日閲覧。 
40 開示請求のあった平成 17 年 4 月当時のもの。その

後、現在に至るまで数次の改正が為されている。 
41 その後令和 2 年に、「海上自衛隊の情報公開に関す

る達」（註 39）は全面改正されており、その第 8 条第

1 項には「海自情報公開室の長は、個別の開示請求事 
案の対象となる行政文書の探索を実施する文書管理者 
を指定するものとする。」とある。すなわち、海上幕

僚監部情報公開室から、海上幕僚監部担当課を通さ

示請求対象文書である記入後のアンケート等の下資

料を保有する横須賀地方総監部監察官室への照会は

必ず為されるのであり、直接か、海上幕僚監部担当

課を通して間接かは枝葉末節の問題に過ぎない41。 

その点は措くとしても、海上幕僚監部情報公開室

から横須賀地方総監部監察官室への照会があったと

する公益通報書の記述が誤りだったとしても、直ち

に記入後のアンケート等の下資料が存在しないこと

にはならないはずである。しかし前述のように、事

故調査委員会は、横須賀地方総監部監察官室のキャ

ビネットを開けて行政文書ファイルをチェックする

等、通報対象事実を直接確認できるような調査を一

切おこなっていない。 

このことから、事故調査委員会は、公益通報書に

は「情報公開室長及び同室担当者が、横須賀地方総

監部監察官室に対し、当該資料の存否を照会した」

旨の事実と異なることが書かれているので信用に値

しないと判断したと考えられる。それを根拠として、

公益通報書に書かれているような、記入後のアンケ

ートが存在しているという事実は無い、と断定した

と考えられる。すなわち、通報対象事実①に係る調

査結果において用いられたのと同じ論理である。 

 

2.5 調査結果発簡後の経緯～アンケート発見 

 平成 24 年 6 月 20 日、横須賀地方総監部監察官室

のキャビネットにおいて、たちかぜ事件に係る記入

後のアンケート等、行政文書開示請求に対して開示

されていなかった、たちかぜ事故調査の下資料が大

量に発見された。これを受けて、翌 6 月 21 日の記者

会見で杉本正彦海上幕僚長が謝罪した42。 

ず、直接文書を保有する部隊等に対象文書の有無につ

いて照会することとされたのである。実際問題とし

て、いちいち担当課を介して照会するのは迂遠かつ不

便であり、実態に合わせた可能性がある。調査結果通

知書が、なぜ担当課を通すか通さないかに拘泥するの

か、理解し難い。 
42 防衛省海上幕僚監部総務部総務課広報室「海上幕僚

長定例記者会見要旨」平成 24 年 6 月 21 日。「6 月 20
日、横須賀地方総監部内を再度捜索したところ、当該

アンケートが存在している事実を確認いたしました。

既に破棄され、保有していないと説明していた文書

が、存在していたことについて、事実に基づかない誤
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これにより、記入後のアンケート等の下資料の存

在を認めなかった上記の公益通報調査結果が誤って

いたことが明らかとなった。 

 たちかぜアンケート隠蔽事件に関しては、34 名が

懲戒処分等の処分を受けた43。このうち、海上幕僚監

部法務室訟務専門官であった者は、平成 24 年の 2 月

～3 月の間にアンケートの存在に気付きながら、適

切な措置を採らなかった等として停職 5 日44の処分

に処されたが、この時期に訟務専門官の上司である

海上幕僚監部法務室長であったのは、警務管理官と

して上記の公益通報における調査委員を務めた 1 等

海佐であった。 

 

3.防衛省の公益通報対応の問題点 
 以上、紹介したたちかぜアンケート隠蔽事件に係

る公益通報への、防衛省の対応から、公益通報事務

の担当者・当事者に関して、次の問題点が明らかと

なった。 

①誤った公益通報調査結果に係る反省・分析と、次

の調査へのフィードバックの不十分 

②公益通報への「弾劾的姿勢」 

③調査担当者の事実認定能力の不足及び無自覚 

 以下、それぞれについて詳述する。 

 

3.1 誤った公益通報調査結果に係る反省・分析と、

次の調査へのフィードバックの不十分 

 平成 19 年 7 月から 12 月にかけて実施された、防

衛庁リスト事件に係る公益通報調査においては、多

くの事実認定の誤り・法律解釈の誤りがあり、しか

もそれにもかかわらず、「何ら」「何一つ」という文

言が用いられたことからもわかるように、防衛省・

海上幕僚監部は調査結果に自信を持っていた45。 

防衛庁リスト事件に係る公益通報調査が終了し、

防衛省・海上幕僚監部が、行政文書開示請求者の個

人情報リストを作成・配布した 3 等海佐に対し、国

 
った説明を行なったことを、心からお詫び申し上げま

す。」 
43 
https://www.mod.go.jp/igo/compliance/guidance/pdf/cg6_ka
nri-full-2.pdf 防衛監察本部「コンプライアンス・ガイ

ダンス（第 6 版）」30 頁。令和 3 年 11 月 7 日閲覧。 

家賠償法上の求償をしないことを妥当とする調査結

果を出したのは、平成 19 年 12 月であった。翌平成

20 年 6 月には防衛省から当該 3 等海佐に対し求償が

為され、同 8 月にはその旨の新聞報道がされ46、防衛

庁リスト事件に係る公益通報調査が誤っていたこと

は既に明らかとなっていた。防衛省・海上幕僚監部

は、本来であれば、前回の公益通報調査が誤ってい

たことを反省し、誤った原因を徹底的に分析したう

えで、次の調査が誤らないようにフィードバックし

なければならなかった。 

しかるに防衛省・海上幕僚監部は、警務管理官た

る 1 等海佐をはじめ、前回誤った調査結果を出した

調査委員を次の調査でも漫然と調査委員に任命した。

更に、弁明書・供述調書等、聞き取り対象者が作成

し、あるいは内容を確認した文書を収集せず、もっ

ぱら聞き取り担当者のメモと記憶に頼るという、前

回の調査において事実認定を誤ったことの主要な原

因と思われる調査手法が、反省も改善も為されるこ

となく、漫然と引き続き採用された 

以上を総括すると、前回の誤った公益通報調査結

果に係る反省・分析と、次の調査へのフィードバッ

クが不十分であったといえる。 

 

3.2 公益通報への「弾劾的姿勢」 

 たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公益通報にお

いて、防衛省・海上幕僚監部の調査委員会は、公益

通報書に書かれた①行政文書開示請求の日付の誤り

②行政文書開示請求の際の文書特定過程に係るささ

いな記述の誤り（と言うより、海上幕僚監部情報公

開室長から担当部隊への照会に、直接的な照会のみ

ならず間接的な照会も含むか否かという、単なる解

釈の相違）を根拠に、公益通報書を信用に値しない

と断じ、横須賀地方総監部監察官室のキャビネット

を調べる等の裏付け調査をすることなく、通報対象

事実無しと断じた。 

44 海上幕僚長「懲戒処分宣告書」平成 26 年 9 月 26
日、及び当該懲戒処分に係る認定理由書。 
45 拙稿「行政機関の公益通報への対応に関する一考察 
―防衛庁リスト事件を素材に―」（註 5）を参照。 
46 『朝日新聞』平成 20 年 8 月 14 日（夕刊）。 
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ここで防衛省・海上幕僚監部に見られるのは、公

益通報書の不備を叩くという姿勢、すなわち公益通

報への「弾劾的姿勢」である。 

法的手続において弾劾的手法が用いられる場合に

は、その背景には「自らの権利を守るために、相手

方の主張を叩く」という考え方がある。例えば、刑

事訴訟において、検察側が提示した訴因・公訴事実

を被告人が自らの権利を守るために弾劾する。ある

いは、民事訴訟において、被告が自らの権利を守る

ために原告の主張を弾劾するなどである。この場合、

弾劾する相手は「敵」である。 

しかし、公益通報制度は「国民の生命、身体、財産

その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を

図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な

発展に資することを目的とする（公益通報者保護法

第 1 条）」。したがって、行政機関はじめ公益通報を

受け付ける側は、公益通報は法令違反を発見・是正

する端緒と位置付けるべきであって、公益通報を行

政機関に対する攻撃と位置付けたり、公益通報書を

弾劾の対象と位置付けたりするのは、根本的に誤っ

ている。 

また、公益通報書に完全なる記載を求め、不備を

発見すれば退けるという姿勢には、別の問題もある。

公益通報者保護法が公益通報をされた行政機関に調

査義務を課している背景には（同法第 10 条第 1 項
47）、私人である公益通報者には情報収集能力・調査

能力が乏しいということもある。行政機関が、公益

通報を、法令違反を発見・是正する端緒ととらえず、

攻撃・弾劾の対象と捉えることは、調査により法令

違反を発見・是正する機会を失わせることになりか

ねない。 

 

3.3 調査担当者の事実認定能力の不足及び無自覚 

 ①行政文書開示請求の日付の誤り②行政文書開示

請求の際の文書特定過程に係るささいな記述の誤り

といった事実は、民事訴訟で言えば、法的効果の判

断に直接必要な事実である「主要事実」ではない。

 
47 公益通報者から第 3 条第 2 号に定める公益通報をさ

れた行政機関は、必要な調査を行い、当該公益通報に

係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づ

たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公益通報で言え

ば、「記入後のアンケートの有無」が主要事実に相当

する。上記①②のような事実は、主要事実の存否を

推認させる「間接事実」か、公益通報書を証拠の一

種と捉えれば証拠の信用性に関する「補助事実」に

過ぎない48。 

 「間接事実」「補助事実」が主要事実を証明する力

は間接的で弱く、過大評価してはならない。仮に「間

接事実」「補助事実」により主要事実の存否について

心証を持ったとしても、主要事実を直接調べ、裏付

けることが不可欠である。ましてや、事実認定の訓

練を受けている裁判官ならともかく、法曹ならざる

者がこれを行なうのであればなおさらである。しか

し警務管理官たる 1 等海佐ら防衛省・海上幕僚監部

の調査委員は、主要事実（記入後のアンケートの有

無）を、横須賀地方総監部監察官室のキャビネット

を開ける等の調査により確認することなく、①②の

間接事実・補助事実のみにより、記入後のアンケー

トは存在しないと断じ、調査を打ち切ってしまって

いる。 

 これを総括すれば、警務管理官たる 1 等海佐ら調

査委員は、事実認定能力が不足していたのみならず、

その自覚が無く、自分は間接事実・補助事実のみで

事実認定できると誤信していたものといえる。 

 
4.結びに代えて－改善提案 
 以上、本件調査結果通知書の分析を通じ、防衛省・

自衛隊の公益通報調査には種々の問題点があること

が判明した。抜本的な改善を短期間で行うのは容易

ではないが、筆者は、容易に導入可能で、かつ即効

性があると思われる 3 つの改善提案をおこなって、

本稿を締めくくることとしたい。具体的には、①誤

った調査結果に係る徹底的な反省・分析及び次回以

降の調査へのフィードバックと、②公益通報に対す

る弾劾的姿勢の排除・法令違反是正の端緒として捉

え直し及び、③公益通報書における多少の事実誤認

を過大評価せず、裏付け調査を怠らない…である。

く措置その他適当な措置をとらなければならない。 
48 上田徹一郎『民事訴訟法（第 3 版）』法学書院、

2001 年、306～308 頁。 
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以下、それぞれについて詳述する。 

 

4.1 誤った調査結果に係る徹底的な反省・分析及び

次回以降の調査へのフィードバック 

 防衛庁リスト事件に係る公益通報のように、調査

結果が誤っていた場合には、徹底的に反省し、原因

を分析したうえで、改善し、次回以降の調査へフィ

ードバックする必要がある。防衛庁リスト事件に係

る公益通報で言えば①自信満々に誤った事実認定・

法律解釈をおこなった調査委員を交代させる②弁明

書・供述調書等、聞き取り対象者が作成し、あるい

は内容を確認した文書を収集・保存する等を、次回

以降の公益通報調査にあたって為すべきであった。 

 かかる反省・分析・フィードバックにより、的確

な調査が為されれば、法令違反の発見・是正という

公益通報者保護法の目的にも資することになる。 

 

4.2 公益通報に対する弾劾的姿勢の排除・法令違反

是正の端緒として捉え直し 

 防衛省・自衛隊は、自覚があるか否かは不明であ

るが、公益通報を弾劾の対象ととらえている。ひい

ては、公益通報を防衛省・自衛隊に対する攻撃とと

らえ、公益通報に対しては防御的な姿勢で身構えて

いる。 

 むしろ、公益通報を法令違反是正の端緒として捉

え直し、仮に公益通報書に軽微な事実関係の誤り等

があったとしても、行政機関である防衛省・自衛隊

における調査で補完するというぐらいの姿勢で臨む

必要がある。そのような姿勢で臨み、的確な調査が

為されれば、法令違反の発見・是正という、公益通

報者保護法の目的にも資することになる。 

 

4.3 公益通報書における多少の事実誤認を過大評

価せず、裏付け調査を怠らない 

 公益通報者たる個人には、行政文書等の情報にア

クセスするにも限界があり、公益通報書に多少の事

実誤認等が含まれるのはやむを得ない面がある。こ

れに防衛省・自衛隊の公益通報に対する弾劾姿勢、

及び調査委員の事実認定能力への過信が加われば、

たちかぜアンケート隠蔽事件に係る公益通報で見ら

れたように、公益通報書にあるささいな誤記等を「間

接事実」「補助事実」として過大評価し、公益通報に

おける核心的な主要事実を調査することなく、公益

通報を門前払いすることにつながりかねない。 

 防衛省・自衛隊の調査委員は、公益通報書におけ

る多少の事実誤認等を過大評価することなく、いや

そもそも裁判官ならざる自己の事実認定能力を過大

評価することなく、公益通報における核心的な主要

事実に係る裏付け調査を怠らないことが必要である。 

 

 以上のように、たちかぜアンケート隠蔽事件に係

る公益通報に対して、防衛省は問題無しとする調査

結果を出した。しかし、その後、この調査結果に問

題があったことが明らかとなった。 

実はいじめ自殺事件からアンケート隠蔽事件に至

る一連のたちかぜ事件については、公益通報への対

応のみに問題があったのではなかった。すなわち、

いじめ及び自殺の予防・自殺事件発生後の事故調査・

行政文書開示請求への対応・遺族から提起された民

事訴訟への対応・関係者への懲戒手続・民事訴訟に

おける敗訴確定後の対応・公益通報者へのフォロー

アップ等において、防衛省・自衛隊の対応にことご

とく問題があったといっても過言ではない。 

それらの問題については、紙幅が尽きたので、次

の紀要論文、ないし博士論文等の別稿に譲りたい。 
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