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機密保持及び北京常設展示館事業に係る論点に関する両調査結果等の

第三者評価の結果とこれに対する農林水産省の対応について

平成24年８月31日

農林水産省

Ⅰ 第三者評価の趣旨

１ 「機密保持に関する調査結果（中間報告）」（以下「機密保持調査結果」と

いう。）及び「北京常設展示館事業に係る論点の調査結果（中間報告）」（以

下「論点調査結果」という。）（６月29日公表）について、第三者による調査

を実施すべきとの指摘があったことを踏まえ、犯罪捜査の知見を有する検察

官経験者や企業法務に知見のある弁護士の方々から、主に以下の点について

評価・助言を頂いたところ。

① 犯罪性のある行為があるか。

② 大臣及び副大臣の署名のある文書に関し、政府が債務を負うこととなる

か。

③ 強制力のない調査の中で、事実認定に関し、今後、更に成果が期待でき

る部分があるか。

２ 評価の実施に当たっては、両調査結果（中間報告）及び事実認定に係る資

料など一連の資料を提供するとともに、各弁護士から個別に要求のあった関

係資料や照会事項については、その結果を他の弁護士も共有するなど、必要

な判断材料を提供した上で、評価・助言を頂いたところ。

Ⅱ 機密保持に関する調査関係

１ 第三者評価の結果

(1) 機密性３の資料の国家公務員法上の「秘密」該当性

① 「今後の米の需給見通しについて」（資料a）について

(ｱ) 機密保持調査結果の内容

本文書については、作成時点では、(i)その内容は一般に了知され

ておらず、これを外部に提供することにより、農林水産省が担う主要
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食糧の需給及び価格の安定に関する行政の遂行に支障が生ずるおそれ

があるため、(ⅱ)実質的にもそれを秘密として保護するに値していた

と認められることから、国家公務員法第100条第１項の「秘密」に該

当していた可能性。

(ｲ) 各弁護士の評価

上田弁護士

「今後の米の需給見通しについて」の「存在と内容は、非公知の

事実であって、実質秘に該当する」。

赤松弁護士

ア 各省庁における資料の「秘密」該当性について、「当該省庁にお

いて関係資料の保護価値について判断を示している場合には、その

内容が客観的に見て、明らかに不合理であるなどの事情が認められ

ない限り、一般的にも当該省庁の判断を考慮・尊重するのが相当と

思料」。

イ 機密保持調査結果の記述について、「相応の合理性が認められ」、

「結論において異論はない」。

霜鳥弁護士

「「今後の米の需給見通しについて」なる文書の内容は、主要食

糧の需給・価格の安定を担う食糧行政上、あるいは社会・経済上も

さまざまな影響が想定されるものであり、「実質秘」として、まさ

しく国家公務員法第100条第１項の「秘密」に該当することは明ら

かに認定できる」。

畑中弁護士

「米は日本国民の主食として重要な位置を占めるところ、農林水

産省においては、その需給状況及び価格の安定を保つ職務が存在」。

「当該文書は、20万トンにも及ぶ国産米輸出の影響分析がなされて

おり、その市場に与えるインパクトの大きさからすると、米価への

直接的な影響は否定出来ない」ため、「当該文書は、「秘密」に該当

するものと思料される」。

② 農林水産省の内部調査に関する書類（資料b～d）

(ｱ) 機密保持調査結果の内容
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本資料は、作成段階では調査途中で外部に提供された場合、その後

の調査に支障が生ずるおそれがあったこと等から「機密性３」とした

ものの、最終的に完成し、実際に外部に提供された時点では、調査は

一段落しており、秘密としての保護の必要性は失われていた。

(ｲ) 各弁護士の評価

上田弁護士

資料b～dは、「農水省が文書の秘密性を否定しているところ、そ

の判断は合理的であって、これをくつがえす事情も見当たら」ない。

赤松弁護士

ア 「資料bないしdの外部への提供については、それによって行政の

遂行自体に支障が生ずるというよりも、言わば省内職員の規律維持

に関連した支障が生ずる可能性があるということ（「機密性３」と

されたのもそのような理由によるものと思われる）であって、行政

の遂行自体とは直接的には繋がらないように思われる」。

イ 「中間報告における資料bないしdの「秘密」該当性についての判

断に異論はない」。

霜鳥弁護士

「これら各文書については、中間報告のとおり文書作成開始時に

は機密性３とされていたが、完成時には「実質秘」として扱う必要

は消失していたと認められる」。

畑中弁護士

「これらの文書に関しては、いずれも調査手段として用いられた

手段ないし中間報告といった性質を有しており、その「秘密」性は

調査遂行という目的との関係で保たれるものであって、調査が遂げ

られたときには、手段としての当該文書の秘密性は実質的には失わ

れているものと考えられる」。

(2) 国家公務員法の守秘義務違反の告発について

(ｱ) 機密保持調査結果の内容

「今後の米の需給見通しについて」を一般職の農林水産省の職員

が外部へ提供したことが明らかとなった場合、国家公務員法第100

条第１項の守秘義務違反に該当するとして告発することも含め、関
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係当局と相談。

(ｲ) 各弁護士の評価

上田弁護士

（資料aについて）

ア 「「報道機関が保有しているとの情報」があったり、「受け取った

ことがある」との趣旨の田中氏の供述があるに過ぎず、こうした情

報・供述によって外部流出の事実を認めることは困難」。

イ 「農水省の調査においては、当該文書に関わった全ての者に対す

る聞き取り等が行われているが、いずれの文書についても、流出経

路が特定できず、流出者も不明であって、各文書が農水省の一般職

公務員から外部に流出したことは認定できない」。

ウ 平成24年２月３日に米の放射性物質緊急調査が終了し、大部分の

米が食品衛生法の基準値を下回る結果となったことから、「10万ト

ン程度の米の流通が滞るような事態にならないことが判明したこ

と」、「同年３月ころまでに、中国への輸出の前提となる検疫条件や

輸出米の取引条件について合意に至らず、20万トンの国産米が輸出

できる可能性が大幅に低下したことなどから、同年３月ころには、

同文書の秘密性は消失したか、もしくは著しく低下していたものと

考えられ、それ以降に同文書が農水省の外部に流出していたとする

と、秘密の漏洩とは言えない」。

エ 「農水省報告では、関係者の供述は相当食い違っているか、ある

いは不明であるので、さらに捜査を尽くしても」、「それぞれの文書

について、文書作成・配布に関与した者の中から流出元となった者

を特定しつつ、その他の者からの流出の可能性を排除することは、

極めて困難」。

オ 「農水省の調査から明らかになった事実関係からは特定の者につ

いて刑事責任を問うべき行為が見当たらない上、捜査機関による捜

査によりさらに事実関係の解明を期待したとしても、刑事事件とし

て立件できる見込みは乏しいと考えられる」。

カ 「職員を特定せずに被疑者不詳のまま告発すれば、名誉を毀損さ

れた者がいないから、国家賠償責任のリスクは生じないと考えられ

るが、このような形で告発することについては」、「流出元が農水省

の一般職の公務員なのか特別職の公務員なのかが特定されておら
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ず」（「特別職公務員は国家公務員法100条１項の適用外」）、「それで

も守秘義務違反で告発するということは、嫌疑が不十分なまま広範

な捜査権の発動を促すものであるとの批判も受けかねない」などの

問題があり、「農水省に対し、捜査機関への告発を促すことは適当

とは思われない」。

（資料b～dについて）

キ 資料b～dは、「現物が確認されていない上」、「その内容の秘密性

が否定されるものであるから、事務次官らに国家公務員法違反の成

立を認めるのは困難」。

官房副長官秘書官（当時）の松本氏（機密保持調査結果ではＡ氏）

から田中氏に提供されたか否かについては、関係者の供述が食い違

っており、その内容の秘密性は否定されることからすると、「仮に

松本氏から田中氏に提供されたとしても、国家公務員法違反の成立

を認めることは困難」。

赤松弁護士

（資料aについて）

ア 「被疑者不詳として犯罪を告発するに当たっても、少なくとも生

起した事実自体は犯罪の構成要件に該当すると認められることが必

要」であり、「当該事実が構成要件に該当するか否かも未だ不明の

場合は、当該事実の告発は相当性を欠くと言うべき」。

イ 「今後の米の需給見通しについて」は、「代表理事を含む外部へ

の提供者が一般職であるか否かによって事実自体の構成要件該当性

の有無が決まるところ、現状においては、そのこと自体が不明」。

ウ 「告発については、今後、一般職による提供が明らかとなった段

階で検討されるのが相当と思料」。

（資料b～dについて）

エ 「資料a以外の各資料については、いずれも｢秘密｣該当性が認め

られない以上、それら各資料の外部提供が守秘義務違反に該当する

余地はないことになる」。

霜鳥弁護士

（資料aについて）

ア 本事案においては、漏洩元の可能性のある者から「筒井前副大臣
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を除外すべき理由はなく、漏洩元を一般職事務方に限定することは

できないと考える」。

イ 「漏洩元の可能性がある７名の中に１名特別職が含まれているか

らといって、犯罪行為を想定することができなくなるわけではな

く」、「「秘密が外部に流出した」という事実は認められるのである

から、いわゆる「被疑者不詳」という形で犯罪行為を想定すること

はできるであろう（ただし、本事案では、上記一般職６名以上に被

疑者を特定することは困難であると思料する。）」。

ウ 「調査チームとしては為すべきことは相応に調査したものと認め

られる」。「仮に本件を「被疑者不詳」として告発したとしても、捜

査機関において上記以上に被疑者を特定できるとの期待を抱かせる

特段の手法も思い浮かばないところである。率直に言って、本件を

告発したとしても、これ以上、漏洩元を特定する等の、より具体的

な真相解明に向かうことは、あまり期待できない」こと等から、「本

件について、「告発」すべきとは思えない」。

（資料b～dについて）

エ これら文書の作成者及び配布を受けた者８名（機密保持調査結果

におけるうち１名「Ａ氏」は内閣官房副長官秘書官松本収氏）「全

員が自己が漏洩元であることを否認し、これら各否認供述を覆す資

料は、関係資料を精査しても見当たらない」、いずれにせよ、これ

ら各文書完成時には「実質秘」として扱う必要は消失し、「その情

報の流出が犯罪行為となる余地は無い」。

畑中弁護士

「公務員の告発義務との関係では、告発することも考えられなく

はないが、以下の観点から」、「刑法の謙抑性の観点から、本件につ

いては、告発義務を履践することは、相当でないものと思料する」。

ア 犯情の軽重という観点から「今後の米の需給見通しについて」

関係の事実を整理すると、「平成23年12月以降において実際に当

該文書に起因して市場に特異な影響があったとは考えられない、

という事実も認められる」。

イ 平成24年２月３日の米の放射性物質緊急調査終了後において

は、「当該文書に記載されていた10万トン程度の米の流通が滞る

ような事態には至らないという新事実が判明し、また、20万トン

という多大な国産米輸出の実現可能性も大幅に減じていたという

事実が露見するに至っている。そうすると、同時点以降において
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は、「秘密」性を支える内実は客観的に失われるといった性質の

文書であったといえ、国家機密という保護法益との関係では重大

な侵害があったとはいえないものと思われる」。

ウ 「訴追手続との関係でも、被告発人が不明であり公判に耐えら

れるとは考え難い」。

(3) その他犯罪性のある行為の有無

上田弁護士

特段の記載なし。

赤松弁護士

機密保持調査結果について、「守秘義務違反以外に犯罪性のある行為

が認められるか否かを検討したが、その種の行為は認められなかった」。

ちなみに、副大臣の署名のある確認書については、「代表理事におい

てほしいままに当該署名を行なったとは認められないので、行使の目的

等の如何にかかわらず、同確認書については公文書偽造罪は成立しない

ものと思料される」。

霜鳥弁護士

「特段認められないと思料する」。

畑中弁護士

筒井前副大臣の署名のある確認書の関係で、「一応文書偽造の罪の成

否が検討可能」だが、「偽造とは、文書の名義人と作成者との間の人格

の同一性を偽って文書を作成することをいうところ、名義人（本人）で

ある筒井前副大臣から同人の名において署名することの承諾が事前にな

されていたという事実が認められることからすると、文書偽造の罪は成

立しないと考えられる」。

(4) 事実認定に関し成果が期待できる部分

上田弁護士

「内部文書の漏洩に係る事実関係について、継続調査により、幾分解

明が図られることが期待されるところではあるが、被疑者の割り出しを

含め、犯罪事実を特定するのは到底困難であると言わざるを得ない」。

赤松弁護士
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ア 本件調査については、資料aの特定ないしは同資料を代表理事に提供

した者の特定といった事項に関して、問題点が認められたことから、「当

職の問題意識に対応して追加調査が行われている」。

イ しかして、その結果によっても、事実が解明されたとは言い難いので

あるが、「今後の見通しについて述べると、強制力を伴わない調査の限

界あるいは取材源等の秘匿を旨とする新聞記者から資料aの現物の提供

を受けることやその入手経路についての情報を得ることは困難であろう

こと、さらに本件調査及び追加調査における各関係者からの聴取の結果

などを総合すると、さらなる調査の継続によって成果を期待することに

は無理があるように思われる」。

霜鳥弁護士

「機密保持に関する調査チーム」における主たるテーマ、「すなわち

「秘密の漏洩元・漏洩ルート」の特定は、これ以上の調査結果を期待で

きる方策（積極的に漏洩元を特定する方策、または、消去法的に更なる

特定を行なう方策）は特にないと思われる」。

畑中弁護士

ア 「調査等記録を精査した結果、農林水産省は、対象者の同意の下で任

意の事情聴取等を極めて広範に行なっていると考えられる」。

イ 「そもそも同省には捜査権がない以上、強制的な捜査が可能とも思わ

れず、また、事情聴取等が十全に機能している状況にあったことに鑑み

れば、さらなる調査によって何らかの新たな事実が発見されるとは想定

しがたい」。

(5) その他の指摘事項

上田弁護士

ア 「農水省が作成した報告書には」、「認定の根拠となった間接事実や関

係者の供述要旨、裏付けとなった資料等が明示されておらず」、「これを

読む者によっては果たして当該事実認定が正しいものなのかどうか疑義

を抱かせかねない」。

イ 「機密の保持について、大臣・副大臣含め本件関係者すべてにおいて

認識が甘かったというほかなく」、「部外者である民間団体の代表理事に

対して、機密性の高い行政文書を横流しするような行為が再三行われて

いたのは由々しき事態」。

ウ 「農水省としては、本件を戒めとして、政務三役、事務方を問わず、
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今一度、機密保持や情報管理に対する認識を新たにする必要」。

霜鳥弁護士

ア 「機密保持に関する調査チームの中に、問題とされた流出文書の作成

者本人が３名含まれていたことが確認された」。

イ 「調査チームの中に調査対象者が存在したことは、外形的に見て好ま

しいとは言えないが、本件では、特段問題視すべきこととは思われない」。

２ 評価・助言に対する農林水産省の対応

(1) 機密性３の資料の国家公務員法上の「秘密」該当性

① 機密性３の資料「今後の米の需給見通しについて」及び「農林水産省

の内部調査に関する書類」の秘密性に関する機密保持調査結果の結論に

ついては、全ての弁護士から異論がなく、(i)「今後の米の需給見通し

について」は「秘密」に該当、(ⅱ)「今後の米の需給見通しについて」

以外の３点の資料は「秘密」に該当しない、との評価を頂いたところ。

② 農林水産省としては、「今後の米の需給見通しについて」は、(i)非公

知性、情報の漏えいにより生ずる行政上の弊害・支障の程度からみた

(ⅱ)要保護性から、「秘密」に該当していた可能性もあることを前提に

以下を検討。

(2) 国家公務員法の守秘義務違反の告発について

① ４名の弁護士とも、一定程度の事実の解明は行われたものの、なお、

「今後の米の需給見通しについて」の資料については、これを流出した

者の特定はできず、現時点で国家公務員法の守秘義務違反による告発を

行うことには否定的な見解を示したところ。

② さらに、４名の弁護士とも、更なる調査の継続によって成果を期待す

ることも困難と評価しているところ。

③ 当省としては、これらの事項を総合的に勘案し、現時点においては、

本件について告発は行わない。なお、今後、仮に一般職の公務員が資料

を外部に提供したことが明らかになった場合には、告発を行う。

(3) その他について

① 上田弁護士から指摘のあった機密保持・情報管理のあり方について、
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機密保持調査結果公表後、「機密性３」の格付者及び配布方法等を明確

化し、機密性に応じた的確な情報管理を徹底したところ。また、今般、

機密性の格付の区分を見直し、機密性の高い情報の管理手法を改善した

ところであり、引き続き機密保持を徹底。さらに、起案なしで作成され

る国際関係等の重要文書についても、意思決定過程を記録。

② 国家公務員法上の守秘義務違反に該当するような事実は確認できなか

ったものの、機密性の高い内部文書が農林水産省を既に退任した元顧問

に提供されていたという事実は否定できない。これは、農林水産省組織

全体としての情報管理体制が機能していなかったということを意味し、

真摯に反省すべき点である。このようなことが起こった原因は、上田弁

護士の指摘にあるような、情報管理についての認識の甘さであり、その

再発防止のために必要な措置として、機密性の高い情報の管理について、

ルールの明確化及び厳格化を行ったところであり、あらゆる機会をとら

えて、その周知徹底を図ることとする。

Ⅲ 展示館事業に係る論点調査関係

１ 第三者評価の結果

(1) 犯罪性のある行為の有無

① 協議会の会員勧誘活動について

(ｱ) 論点調査結果の内容

論点調査結果においては、協議会の紹介活動への農林水産省の関与や、

協議会が作成した会員募集の案内文書について、確認された事実関係を

記述した上で、「農林水産省が検疫上の特例措置が受けられることを呼

び水として参加を促していた事実は確認されなかった」としたところ。

また、協議会の案内文書において、「検疫条件・衛生条件が整ってい

ない品目は、特別通関できるよう、当法人（協議会）から日本や中国の

政府機関等とも話を進めている」、北京の「展示販売分に限り、くん蒸

の必要もないそうなので、有機米に関する取扱いもできそう」と記載さ

れていることを記述。

(ｲ) 各弁護士の評価

協議会が会員勧誘のために作成した「案内文書」は、平成23年８月９

日付け及び11月17日付け文書があるが、

ア ４名の弁護士とも、両案内文書の記載内容や協議会の勧誘活動にお
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いて、「欺く行為」があったとは認められないことから、詐欺罪の成

立は困難な旨の評価。

イ なお、このうち上田弁護士は、「協議会や出資をした企業に対する

調査が尽くされておらず、出資の時期や名目等基本的な事実関係が明

らかになっていないことから、確定的な判断はできないものの、現時

点では、詐欺に該当する行為があったことをうかがわせるような事実

を認めることはできない」との評価。

ウ また、赤松弁護士は、８月９日付け「案内文書」については、記載

内容がその後の事実関係に符合し、「協議会関係者による紹介・勧誘

活動の詐欺の該当性を疑うに足りる理由は見当たらず、農水省関係者

についても同様」との評価。他方で、平成23年11月17日付け「案内文

書」については、記載内容が同文書の発出後の事実関係と矛盾しない

か、関係者からの再聞き取り等により明らかにならない限り、「詐欺

（あるいは同幇助）の該当性を疑い得るか否かを判断することは困難

と言うほかはない」と指摘。この指摘を踏まえ、農林水産省は、代表

理事、筒井前副大臣等関係者からの再聞き取りを実施したところ。

上田弁護士

ア 協議会の「案内文書」は、「「話を進めている」、「くん蒸の必要も

ないそう」とあるように、検疫上の特例措置を受けられる旨を確定

的に説明しているわけではなく、進行中の不確定な情報として検疫

上の特例措置を受けられる可能性があることを説明しているに過ぎ

ないのであるから、この程度の説明（文言）をもって、欺もう行為

があったと言えるのか疑問」。

イ また、「平成24年２月ころまでは、協議会としても、検疫上の特

例措置を受けられる可能性があると信じていたと思われる。他方、

報道によれば、協議会が企業から出資を受けていたのは同年１月ま

でであるとのことであり、これを前提とすれば、詐欺の欺もう行為

や主観的要件の存在はおよそ認め難いと思われる。したがって、協

議会が検疫上の特例措置を受けられる旨を述べていた事実を欺もう

行為ととらえて調査・捜査を進めても、詐欺罪として立件し得る見

込みがあるとは現時点では思われない」。

ウ 「以上をまとめると、詐欺罪の成否については、協議会や出資を

した企業に対する調査が尽くされておらず、出資の時期や名目等基

本的な事実関係が明らかになっていないことから、確定的な判断は

できないものの、現時点では、詐欺に該当する行為があったことを

うかがわせるような事実を認めることはできない」。
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赤松弁護士

ア 平成23年11月17日付け協議会案内文書の発出前までについては、

「各関係事実は一応本件各「ご案内」（農林水産省注：８月９日付

け案内文書）の関係記載と符合しており、また、代表理事に対する

再度の聴き取りの結果に照らしても、協議会関係者による紹介・会

員勧誘活動の詐欺の該当性を疑うに足りる理由は見当たらず、農水

省関係者についても同様」。

イ 11月17日付け協議会案内文書の発出後については、「幾つかの疑

問点が認められたものの、追加調査の結果をも考慮すると、代表理

事及び副大臣の各関係説明は特段不合理とは認められない上、同説

明に反する材料も得られていないのであって、結論としては、当時

の協議会関係者による紹介・会員勧誘活動についても詐欺の該当性

を疑うに足りる理由は見当たらず、農水省関係者についても同様」。

霜鳥弁護士

ア 協議会の会員勧誘活動に関しては、「本件調査の時間的制約等を

考えると、是非もないとも言えるが、紹介・勧誘を受けた立場の者

からの聴き取りないしアンケート等は、紹介・勧誘活動の実情がい

かなるものであったかを認定するにつき極めて重要な事柄である。

これが欠落しているのは問題であるといわざるを得ない。さしあた

っては、協議会に入会した企業の担当者に対して聴き取りなりアン

ケートなりを行ったらいかがかと考える」。

イ 「当時事務方が残した面談のやりとりの記録を見ても、農水省職

員が「検疫上の特例措置が受けられる」との趣旨の発言を行った形

跡は見受けられない」こと等から、「「農林水産省が検疫上の特例措

置が受けられることを呼び水として参加を促していた事実は確認さ

れなかった」としている点については、関係資料を精査した結果、

当職も同様に考える」。

ウ 「案内文書」を作成した協議会関係者が、「中国側からの情報を

信じてそのように認識し、かかる案内文書の記載になったとしたな

らば、「欺く行為」とは評価できず、これは詐欺行為には当たらな

いと解される」。

エ 「調査チームの調査の結果として得られた関係資料を総合しても、

詐欺罪の成立要件たる「欺く行為」を認定するには未だ証拠が足り

ず、詐欺罪が成立すると認めるには足りないと考える」。
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畑中弁護士

ア 協議会の「案内文書」の文言は、「いずれも協議会への入会を勧

める一助となる可能性は否定出来ないものの、勧誘対象者に対する

直接の財産的な処分行為に向けた勧誘がなされたとは認められな

い。また、詐欺行為という刑法上の強度の違法行為を具備する犯罪

類型を充足するためには、取引の相手方の知識、経験を基準とした

場合に、一般人を錯誤に陥らせるに足る程度の事実の虚構等である

ことが必要とされる。しかし、本件では、申し向けられた言辞に断

定的文言が用いられておらず、これら文言を申し向けられた相手方

の知識等を勘案すれば、錯誤に陥らせるに足る程度に至らず、した

がって詐欺行為とは評価できないものと思われる」。

イ 「協議会の活動が詐欺行為でない以上、これを前提とする農林水

産省による協議会の紹介活動も詐欺行為に該当することはないと考

えられる」。

ウ 「協議会による勧誘活動及び農林水産省による協議会の紹介活動

のいずれについても詐欺行為は存在せず、その他の要件を検討する

までもなく、詐欺罪（刑法246条１項）は成立しないものと考える」。

② その他の犯罪性のある行為の有無

４名の弁護士とも、詐欺罪以外で犯罪性のある行為についての指摘はな

かった。

上田弁護士

特段の記載なし。

赤松弁護士

「詐欺以外に犯罪性を疑うに足る行為が認められるか否かを検討した

が、その種の行為は認められなかった」。

霜鳥弁護士

「特段認められないと思料する」。

畑中弁護士

「特段存在しないものと考える」。

(2) 農林水産省の契約責任について

① 論点調査結果の内容
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論点調査結果においては、展示館事業に関し、大臣や副大臣が署名した

又は署名した可能性がある文書として、

ア 平成22年12月９日に筒井前副大臣と中農集団劉董事長との間で作成さ

れた「覚書」

イ 平成23年２月４日付けで鹿野前大臣から中農集団劉董事長宛てに発出

された「声明」

ウ 平成23年７月１日付けで筒井前副大臣から農発食品熊董事長宛に署名

・発出された可能性のある「確認書」

が該当し、それぞれの文書が有する法的性格や政府の債務保証責任の有無

等について、確認された事実関係等を記載。

「覚書」については、「外務省から非公式なコメント（フレンドリーア

ドバイス）を踏まえ、形式及び内容の両面から法的拘束力はないことを確

認の上で、覚書を作成したことが確認された」、「経費の負担の記述もなく、

農林水産省として経費負担を保証するものではないことが確認された」と

記載。

「声明」については、「国際約束ではなく、法的拘束力を有さないもの

であることが確認された。農林水産省の役割は、あくまでも所掌及び利用

可能な予算の範囲内で協議会の設立・活動を支援することであり、賃料を

保証するものではないことも確認された」と記載。

「確認書」については、「代表理事は、「筒井前副大臣にサインをもらっ

たか、あるいは代筆しておけとの話はあったが、相手方に出したかどうか

記憶が定かでない」としており、最終的に農発食品に交付されたかどうか

は不明」と記載。また、機密保持調査結果において、「この確認書を、中

国側が受け取っていたとしても、中国側に立替払を要請するものであり、

国がその債務を負うこととなる内容のものではないと考えられる」と記載。

② 各弁護士の評価

４名の弁護士とも、大臣及び副大臣の署名のある文書の記載内容等から

みて、農林水産省は、債務保証責任・契約責任を負わない旨の評価。

このうち、３名の弁護士から、所掌及び利用可能な予算の範囲内で支援

との文言は、行政機関として行い得る範囲や、農林水産省の支援の姿勢を

表明したに過ぎず、法的義務はない旨の評価。

上田弁護士

ア 「覚書」については、「あくまで農水省が農林水産分野における日中

交流に前向きに取り組む姿勢を明らかにしたものに過ぎず、それ以上に、

農水省ひいては日本政府に対して、何らかの具体的な法的義務を負わせ

るものでないことは明らかである」。「相互協力を確認した部分において、
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「所掌及び利用可能な予算の範囲内で」と記載されているが、これは行

政機関として行いうる範囲を確認したに過ぎず、これをもって、農水省

が展示館事業に係る経費を負担した、あるいは、支払を保証したと解す

ることはできない」。

イ 「声明」については、「先に日中間で取り交わした覚書を受けて、改

めて農水省が農林水産分野における日中交流に前向きに取り組む意向で

あることを明らかにしたものに過ぎず、それ以上に、農水省ひいては日

本政府に対して、何らかの具体的な法的義務を負わせるものでないこと

は明らかである」、また、「覚書と同様に、「所掌及び利用可能な予算の

範囲内で」との文言が存在するが、これは行政機関として行いうる範囲

を確認したに過ぎず、これをもって、農水省が展示館事業に係る経費を

負担した、あるいは支払いを保証したと解することはできない」。

ウ 「確認書」については、「確認書作成日付後の７月11日に協議会が設

立されたことにより、７月20日付けで、農発食品と協議会との間で日中

農林水産品協力基本合意書・・・が作成され、展示館の開設・運営に係

る経費等について協議会が一定部分を負担する旨の合意がなされている

が、その中では農水省の責任負担に関する合意や言及は一切されていな

いのであるから、仮に確認書に基づき農水省が債務を負担する可能性が

あったとしても、基本合意書によってその全てが協議会に継承され、農

水省は事後的に免責されたと解するのが相当である」。

赤松弁護士

ア 「覚書」については、「国が何らかの法的義務を負うことがないよう

にするとの観点からの検討が加えられ、外務省側からもその観点から非

公式ながらコメントを得て、例えば同覚書本文末尾の農水省と中農集団

の相互協力の確認に係る記載については、中農集団と並んで農水省につ

いても、同協力は「所掌及び利用可能な予算の範囲内」のものである旨

が明記されたことが認められる」、「同覚書には経費負担に関する記載は

全くないのも事実」であり、「「農水省として経費負担を保証するもので

はない」との結論に違和感はなく、ついては本件調査につき特段の助言

を要するとも思われない」。

イ 「声明」については、「大臣署名に係る文書ということもさることな

がら、展示館事業の経費負担にかかわるものであることから、国が何ら

かの法的義務を負うことにならないようにするべく、12.9付「副大臣覚

書」の場合以上に慎重な配慮・検討がなされたことが認められる」、「農

水省の役割については、・・・「所掌及び利用可能な予算の範囲内で・・

・協議会の設立・活動を支援する」にとどまるものであることが明記さ
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れている一方、国が展示館の経費につき保証を含め法的な義務を負う可

能性を意味する記載は全くない」ことから、「中間報告の結論に違和感

はなく、したがって本件調査につき特段の助言を要するとも思われな

い」。

ウ 「確認書」については、「2.4付「大臣声明」の継続を前提するもので

あるところ、同声明は、展示館事業の経費負担の主体はその後設立予定

の協議会と農発食品であることを基本とし、一方、国は協議会の設立・

活動を支援するにとどまるもの」であって、保証を含め法的義務を負う

ものではないとの趣旨は、「当然の前提となっていると言うべきであろ

う」。「そのような趣旨を前提とした上で、農発食品に対し、その設立後

に協議会において負担することとなっている経費の立て替え払いを要請

するにとどまるものであって、法的にはそれ以上の意味は認めがたいと

言わざるを得ない」。

確認書は、「国が保証等の法的義務を負うことになる内容とは言い難

いものと思料され、したがって、この場合も本件調査につき特段の助言

を要するとは思われない」。

エ 「23年７月20日締結の基本合意書の内容及び24年３月19日の大臣との

会談の際の農発食品董事長の対応は、当時、中国側においても、7.1付

「副大臣確認書」を含めそれまでの大臣・副大臣の署名のある各文書は

全体として単に展示館事業等に対する農水省の支援の姿勢を表明するに

とどまるものであって、法的義務に関するものではないことを相応に認

識していたことを裏付けているとも言えよう」。

霜鳥弁護士

ア 「覚書」、「声明」、「確認書」の各文書について、「文書の記載内容は、

「債務保証」に繋がると読み取るべき文言は皆無である」。

イ 「もしも協議会が負うべき債務を日本国政府が保証する趣旨での文書

であったならば、日本側としてはその旨の文言を明確に盛り込むはずで

あるし、中国側も各書面に関してその旨盛り込むよう強く求めたはずで

あるのに、実際には中国側からそのような動きがあった形跡は全くな

い」。

ウ 平成24年３月19日に農発食品熊董事長が鹿野大臣と会談し、協議会が

支払の約束を果たしていないことに関し、農林水産省から協議会への何

らかの支援を要請。その際、日本側は「何ができるのか、役所なので限

界がある。何ができるか検討していきたい」旨回答したことに関し、「中

国側から、「政府保証がなされているはずではないか」などと異を唱え

たり、それを示唆する発言がなされた形跡は全く見受けられない」。「こ
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のことは、中国側・日本側ともに、「日本政府の債務保証」など為され

ていないことが共通の理解であったことを示す」とともに、「その上で

「支援」についていかにすべきかを検討する旨の会話がなされたと見ら

れる」。

エ 「各文書は、文言上も、また条理に照らしても、政府の債務保証を約

束するものと見る余地は全く無いと考える」。

オ 「常設展示販売館にかかる経費」と題する文書については、「中間報

告に記載されているところと同様、関係資料に照らして、当該文書は「声

明」と一体の文書ではなかったと認められる。そもそも、この文書は、

所詮、概算見積もりという程度の意味の文書と見られ、確定額が示され

たものではない。事務レベルで事実上作成された資料の一つと位置づけ

ることはできるが、趣旨はそれに尽きるものと思われる。むしろ、この

ような文書が「大臣声明」と文書として一体化されていたとすれば、そ

のほうが甚だ不自然不合理に感じられる。いずれにせよ、このような文

書が別途存在することをもって、上記「声明」が「債務保証」の効力を

有するに至るなどと解釈する理由は見出し難い。当該文書の存在は、・

・・結論（農林水産省注：上記エ）に影響を与えるものではないと考え

る」。

畑中弁護士

ア 平成23年７月20日付「日中農林水産品協力基本合意書」について、「協

議会代表理事及び農発食品董事長の署名・捺印に欠けるところなく、両

当事者による意思表示がなされているものと判断できる。そして、本合

意書中には、中国における日本産品の販売を共同して促進することを目

的とすることに合意し、契約の期限、展示館事業の運営期間、業務負担

等が明確に定められているから、内容の確定性、実現可能性、適法性、

社会的妥当性といった契約の有効性を判断する諸点を備えており、法的

効力を有する契約であるということができる」。

「したがって、本合意書に基づく基本的な法律関係が、いずれも私的

な法人である協議会と農発食品との間に存在していた」。「前述の基本的

法律関係を前提とすると、日本国政府としては、当該基本的法律関係に

基づいて生じる協議会の主債務を保証していたといえる場合にのみ契約

責任を負う余地がある」。

イ 「そもそも「政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務につ

いては、保証契約をすることができない」（法人に対する政府の財政援

助の制限に関する法律・・・３条前段）と定められ、これに反する契約

は文理解釈上、無効と解される」。「政府による保証契約が仮に成立して



- 18 -

いたとしても、強行法規たる同法に違反しそもそも効力を有さないと考

えられる」。

ウ 「どのような基準をもって保証合意の存否を判断するかについては、

一般に、①書証上の文言解釈を行い、補充的に、②交渉の経緯等を総合

的に勘案することによって、保証合意の存否が判断されることになる。

なお、民法改正（保証契約の成立に書面が要件となった点［平成16年改

正］）によって、現在では、①の文言解釈により重きが置かれた判断が

なされるべきであると考えられる」。

エ 文言解釈については、

ⅰ 「覚書」については、「法的拘束力を基礎づける文言は一切看取さ

れない」。

ⅱ 「声明」については、「日本国政府が何らかの債務を自ら保証する

といった意思は全く看取されない」。

ⅲ 「確認書」については、「「協議会による中国農発食品有限公司に対

する負担金支払い」が実行されるまでの間の立替払いを要請している

が、同要請においては、協議会が負うべき債務であることが明示され

ており、これに関して政府が何らかの保証を行うといった意思はやは

り見つけることができない」。

オ 交渉の経緯については、「中国側から、中国における展示館事業が提

案され、かつ、日本側の窓口として私的な法人の存在が必要であるとの

意向を受け協議会が設立され」ており、「かかる経緯を受けて、前記検

討対象文書が作成されているのであり、中国側としても、協議会が責任

主体となるべきことを当初から了解していたために、文書ｂ．（農林水

産省注：「声明」）文書ｃ．（農林水産省注：「確認書」）を通じて一貫し

て、展示館事業に関する責任主体は協議会であるという明示がなされて

いる」。

カ 小括として、「文言解釈においては、保証意思を基礎づける直截の文

言は存在せず、また、日本国政府が主体となって、協議会の「債務の履

行」に関して助力を行う旨の記載も存在していないものと考えられる」。

「このような文言解釈に加え、交渉経緯に鑑みても、一貫して協議会の

みが法的な責任主体として互いに合意されていたと考えられ、更に、保

証合意に関しては書面主義が採られ文言解釈を重視すべきことからする

と、いずれの検討対象文書の性質も、法的な債務を発生させるものでは

なく、単に、事実上の協力を述べたものにすぎないと思われる」。

キ 「債務の発生原因としては、一般に、不法行為法上の責任として発生
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する場合も考えられるが、不法行為法上の責任については、どのような

規範的要件事実を以て権利侵害行為と捉えるかは極めて広汎かつ不明確

であり、当該主張をなす者の裁量と判断に帰すところが大きく、現段階

で判明した事実関係において明確な権利侵害を基礎づける事実も認めら

れないから、本評価において議論することは意義が乏しいと考える」。

(3) 事実認定に関し成果が期待できる部分

上田弁護士

ア 農林水産省の契約責任に関し、「覚書」、「声明」、「確認書」が作成さ

れ交付されるに至った経緯やその内容に対する中国側の認識等について

は、「李書記官や中農集団董事長等中国人関係者からの十分な聴取なし

には、およそ解明できるものではないところ、中国側関係者の全ての協

力が得られる見込みに乏しい以上、今後行政調査を継続したとしても、

付随的事情も含めて、新たな事実が判明する可能性は低く、一連の事実

関係の全てを解明するには限界があると言わざるを得ない」。

イ 協議会の会員勧誘活動に関し、「農水省において、引き続き出資をし

た国内の企業に対して今後も展示館事業に参加をするかどうかについて

聞き取りを行っているので、それに併せて、協議会が出資を募った経緯

とその名目、各社の出資額と払い込みの日時・方法、展示館事業が中断

していることに対する被害意識の有無等を解明するとともに、協議会の

資産と負債の内訳について調査を遂げる必要」。

赤松弁護士

協議会の会員勧誘活動及び農林水産省の契約責任ともに、例えば中国

側関係者からの今後の回答によって特段の事実が新たに認められるなど

の事情が生じない限り、さらなる調査の継続によって成果を期待するこ

とはできないように思われる。

霜鳥弁護士

協議会の会員勧誘活動に関して、「紹介・勧誘を受け入会した民間企

業等担当者らに対し、どのような紹介・勧誘トークを受けたかについて、

できれば聴き取り、それができないならばアンケートを行なったらどう

かと思料する。これは、紹介・勧誘活動の実態を解明するために有意義

であろうと思われる」。

畑中弁護士

「調査等記録を精査した結果、農林水産省は、対象者の同意の下で任
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意の事情聴取等を極めて広範に行なっていると考えられる。そもそも同

省には捜査権がない以上、強制的な捜査が可能とも思われず、また、事

情聴取等が十全に機能している状況にあったことに鑑みれば、さらなる

調査によって何らかの新たな事実が発見されるとは想定しがたい」。

(4) その他の指摘事項

上田弁護士

農水省が作成した報告書には、「認定の根拠となった間接事実や関係

者の供述要旨、裏付けとなった資料等が明示されておらず、・・・これ

を読む者によっては果たして当該事実認定が正しいものなのかどうか疑

義を抱かせかねない」。「少なくとも、重要な間接事実あるいは核心的な

事実については、その認定根拠となる関係者の供述要旨を付記し、ある

いは関係証拠を明示すべき」。

畑中弁護士

「関係資料を通覧すると、協議会による説明責任・情報開示が不十分

ではないか、ということを指摘せざるを得ない。

この点に関しては、協議会による会員勧誘活動と詐欺罪の関係等の検

討を行うに際して、協議会における社員・会員の入会状況、入会金・会

費や出資金状況等の情報について、農林水産省による任意の聴取等によ

っては回答を得られなかったとの事実がある。また、同時に、協議会に

おいては、計算書類の公告がなされておらず、定時社員総会の開催の事

実についても未だ確認中という状態にあるというのであるから、ガバナ

ンスについても疑義がある。

これらのうち、計算書類の公告に関しては、公告義務を果たしている

中小企業が１割にも満たないという現状（中小企業庁が公開している「平

成21年度中小企業の会計に関する実態調査事業」（平成22年３月）等参

照。）からすればその違法の程度が大きいとは思われないが、前記協議

会の役割等に鑑みれば、協議会による説明責任・情報開示が不十分であ

るとの点は指摘せざるを得ず、そのような限られた情報の中で評価を取

りまとめざるを得なかったことは遺憾である」。

２ 評価・助言を踏まえた農林水産省としての今後の対応

① 霜鳥弁護士より、勧誘活動の実態解明のため、協議会がどのような勧誘

トークを行っていたのか、入会した会員企業等の担当者から、聴き取りを

実施する必要がある旨の助言、また、上田弁護士より、詐欺罪の成否の具

体的な検討のためには、協議会が、出資企業に対し、いつ、いかなる名目
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で出資を募ったのか、協議会及び出資企業に対して調査を実施する必要が

ある旨の助言、更に、上田弁護士及び赤松弁護士より、中国側関係者への

聞き取りについて言及があったところ。この点については、今後の展示館

事業の進め方に密接に関わるものであり、論点調査結果においても、今後

の在り方を検討する上で、早急な事実関係の確認を行うことが必要な事項

の一つとして、協議会の出資者及び出展者の意向、中農集団の意向、農業

部等中国政府の意向について記載しているところ、現在、展示館事業の今

後の在り方の検討を進めているチームにおいて、関係事項の聞き取りを進

めているところであり、引き続き対応していくこととする。

② 上田弁護士より、

ア 「日本政府の行政機関として、外国の一企業と事業に関する文書を取

り交わし、あるいは文書を交付するに当たっては、あらかじめ、その必

要性も含めて、より慎重な検討・判断がなされるべきであったと言わざ

るを得ない」

イ 「検討の結果、政務名義で文書を交付することがやむを得ないと判断

された場合であっても、それが法的拘束力のないものであることを単に

農水省内で整理しておくだけでなく、当該文書あるいは別の書面でその

旨を明らかにし、相手方の署名を得るなど、相手方においても法的拘束

力を有しない文書である旨確認していたことの証を残しておくべきであ

る」

ウ 「政務において、公務と一議員としての活動との峻別を整理すべきは

もちろんのこと、行政機関としての意思決定の在り方について、政務・

事務方双方において、再度確認し、共通認識を持つべきである」

エ また、「農水省が作成した報告書には、調査の結果判明ないし確認さ

れた事実関係について、単に結論が列挙されているだけで、認定の根拠

となった間接事実や関係者の供述要旨、裏付けとなった資料等が明示さ

れておらず、・・・これを読む者によっては果たして当該事実認定が正

しいものなのかどうか疑義を抱かせかねない」

との指摘があったところ。

ア、イ、ウについては、今後の同種の事案における文書の交付等に際し

ては、慎重な検討を行い、事案に応じ外務省等の関係府省に相談するとと

もに、情報共有を含め政務三役と事務方が一体となって取り組むこととす

る。エについては、中間報告では、根拠となる資料や聞き取りが複数に及

んだため、読み易さ等を考慮し、あえて記載しなかったものであるが、今

後のこのような問題に関する報告書等の取りまとめに際しては、留意して

参りたい。


