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』　「特定秘密の保護に関する法律」は、昨年12月6日、国内外の強い批判のなかで、強
行採決により成立しました。「何が秘密？それは秘密」。日本各地の反秘密保護法デモや
集会で使われたこの一句こそ、この法案の本質を突くものです。国連をはじめ諸外国から
は、このような杜撰且つ国際的な人権基準とかけ離れた内容を持つ法律が、先進国、民
主主義国として世界に知られている日本において作られたことが驚きをもって受け取ら
れました。
国連人権高等弁務官や国連人権理事会特別報告者などからの法案に対する批判は、確
立された国際人権基準を踏まえた極めて具体的な批判です。
　2014年7月15、16日、ジュネーブの欧州国連本部に於いて、『市民的及び政治的権利
に関する国際規約』（通称「自由権規約」）に定められた規定に基づき、第6回日本審査が
行われました。秘密保護法は、既にLOI（リスト・オブ・イシュー；審査質問事項）が日本政
府に送られた後に生じた問題でしたが、日弁連をはじめ多くのNGOはこれについての単
独で或いは共同してレポートを提出し、更に口頭でも自由権規約委員会におけるロビー
活動を通して委員に問題点を訴えました。その結果、委員会の議長であるロドリー教授は
まとめとして「どうしてこんな法律が今になって必要なのか、説明してほしい」と述べまし
た。 さらに、委員会の一週間後に出された総括所見においては、国際人権基準に則っ
て、秘密保護法を修正すべきことが勧告されました。
　この小冊子は、秘密保護法に対する国際社会からの批判・懸念の根拠となっている
『表現の自由』に関する国際人権基準について、広く皆様に知っていただくために編纂さ
れたものです。秘密保護法に反対する運動の中で、広く活用されることを期待します。
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註） この冊子では「特定秘密保護法」「秘密保護法」「秘密法」など幾つかの名称で書かれている法律が
      ありますが、 いずれも「特定秘密の保護に関する法律」のことです。
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　　選択議定書；既存の条約を補完するために、条約とは別に独立して作成
される法的国際文書。条約の締約国は選択議定書を批准するかどうか選択で
きる。

国際人権基準とは？

　　第１項では、意見を持つ権利を無条件で認め
ています。
　
　第２項で、表現の自由には｢情報及び考えを求め
、受け及び伝える自由を含む｣ことが明記されていま
す。日本国憲法も情報を得る自由を保障していると
解釈されていますが、明文規定はありません。

　第3項を見て下さい。表現の自由が制限されるの
は、「法律によって定められ、且つ、上記第３項の(a)
号、または(b)号に該当する場合だけである」事が定
められています。しかしながら、この規定の解釈によ
っては表現の自由が不当に制限される恐れがあり
ます。そのため、規約第１９条の具体的、普遍的な解
釈基準を示す「一般的意見３４」では、その大半を
費やしてこの第３項の解説を行っています。詳しくは
次章でご紹介しますが、その中には、以下のように
説明されています。
　「締約国が表現の自由の行使に制限を課す場合
,その制限が権利自体を危うくするものであってはな
らない。委員会は,権利と制限との間の関係,　及び
規範と例外との間の関係が逆転されてはならない
ことを想起する　（パラグラフ21）。

たため、1948年に国連総会で「すべての人間は、生
れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにつ
いて平等である。人間は、理性と良心とを授けられ
ており、互いに同胞の精神をもって行動しなければ
ならない（第１条）」とする『世界人権宣言』が採択さ
れました。
　さらに、『世界人権宣言』の内容を基礎として条
約化したものが国際人権規約で、『社会権規約』『
自由権規約』とその選択議定書の総称を言います。
この二つの人権規約は1966年に国連総会で採択
され、1976年に発効しました。
　日本は、選択議定書をのぞき、1979年に両
規約（条約）を批准しています。
　『日本国憲法』第９８条２項には「条約及び確立
された国際法規の遵守義務」が謳われています。批
准された条約は国内法よりも上位にあり、条約に反
する国内法は改定・廃止しなくてはなりません。まし
てや条約に反する法律を作ってはならないのです。

　人権とは何でしょう。広辞苑では「人間が人間と
して生まれながらに持っている権利。実定法上の権
利のように自由に剥奪または制限されない。基本的
人権。」と定義されています。また、国際人権NGOで
ある、アムネスティ・インターナショナル日本のホーム
ページでは次のように説明しています。
　「性別、国籍、年齢を問わず、この世に生きる全て
の人びとは、生まれながらにして、かけがえのない価
値を持っています。同時に、一人ひとりがみな、「人
間らしく生きる権利」を持っています。この権利は、
平等であり、決して奪うことはできません。そして、こ
の権利を社会全体で守り、尊重することによって、よ
り多くの人びとが平和に、そして自由に暮らせる社
会が築かれるのです。この、人間のための権利。それ
が、「人権」です。」
　国王などの国家権力は国民の生命や財産を奪う
ことが出来る強大な権力を持っていました。そのた
め、国民の権利（人権）を守るために、憲法によって
国家権力に縛りをかける体制が出来上がりました。
これが、1215年のマグナ・カルタ（大憲章）などを起
源とする立憲主義体制です。

I  国際人権基準とは？

　第二次大戦後、人権を国際関心事にしようとの
合意が形成されました。国連の目的として人権が取
り上げられ、『世界人権宣言』に続き、約３０の人権
条約（『経済的、社会的及び文化的権利に関する国
際規約（社会権規約）』『市民的及び政治的権利に
関する国際規約（自由権規約）』『拷問禁止条約』『
女子差別撤廃条約』『人種差別撤廃条約』『児童の
権利条約』『難民条約』など）が作られました。
　これらの条約や付随する選択議定書 　の条文、
一般的意見   などによって確立されてきたものが
国際人権基準です。平和、民主主義、人権を希求す
る人類の英知の結晶であり、民主主義国であれば
守るべき基準といえます。
　中でも国際人権規約として知られる、自由権規約
と社会権規約は最も早くできたもので、最も権威あ
る人権条約として広く知られています。
　1945年に、連合国全体会議において『国連憲章
』が採択され、前文で「基本的人権と人間の尊厳及
び価値と男女……の同権とに関する信念をあらた
めて確認」するとし、第１条で「人種、性、言語または
宗教による差別なく、すべての者のために人権及び
基本的自由を尊重するように助長奨励すること」と
謳い、人権を国連設立の目的の一つとしました。
　しかし、『国連憲章』の文言は具体性を欠いてい

§1 「人権の定義」 §2 国連と国際
　　人権規約

１

１

１

§3 表現の自由と
　　国際人権基準
　この小冊子の目的は、国際人権基準から観た秘
密保護法の問題点を明らかにすることです。秘密保
護法に直接関連する「表現の自由」について規定し
ている『自由権規約』第１９条を紹介します。

第19条
1　すべての者は、干渉されることなく意
見を持つ権利を有する。 
2　すべての者は、表現の自由についての
権利を有する。この権利には、口頭、手書
き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択
する他の方法により、国境とのかかわりな

く、あらゆる種類の情報及び考えを求め、
受け及び伝える自由を含む。 
3　2の権利の行使には、特別の義務及び
責任を伴う。したがって、この権利の行使
については、一定の制限を課すことができ
る。ただし、その制限は、法律によって定
められ、かつ、次の目的のために必要とさ
れるものに限る。 
(a)　他の者の権利又は信用の尊重 　　　
(b)　国の安全、公の秩序又は公衆の健康
若しくは道徳の保護 

2

    一般的意見；「条約のさらなる実施を促進し、かつ締約国による報告義
務の履行を援助するために」作成される文書。人権条約機関は一般的意見
または一般的勧告と呼ばれる文書を採択してきており、それらは主に以下
の２つの機能を果たすとされる。 
(1) 特定の条項について締約国報告書に記載されるべき情報を具体的に挙 

2

げること

(2) 特定の条項の意義や機能、その実施のために必要とされる措置等につい
て条約機構としての正式な解釈を示すこと 
一般的意見は、締約国の選挙によって選ばれた委員で構成される条約機関が、
多数の締約国報告書を審査してきた経験にもとづいて採択した正式な文書で
あり、国際人権法の発展の重要な要素を構成するものである。そこに示され
た見解は、厳密な意味での法的拘束力こそ有しないものの、条約の規定に関

するひとつの権威ある解釈として、締約国の政府や裁判所等によって正当に
尊重されなければならない。
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一般的意見34とツワネ原則

（2011年9月12日：　日弁連の翻訳による）

　 情報アクセス権と表現の自由、そしてその制限の
限界に関する抜粋。　一般的意見とは、自由権規
約に基づいて設立された条約機関である自由権規
約委員会が作成した規約の各条項についての解釈
基準である。一般的意見は委員会が過去に示した
見解を総合したものであり、規約の権威ある解釈で
あり、日本政府はこれを尊重しなければならない。
18．自由権規約第19条第2項は，公的機関が
保有する情報へのアクセス権を包含する。当該
情報には，情報の保管形態，情報源及び情報の作
成期日にかかわらず，公的機関が保有する記録が
含まれる。公的機関とは，この一般的意見パラグラ
フ７で示された機関である。これらの機関の名称に
は，公的機能を果たしている他の主体も含まれる場

合がある。前述のとおり，規約第25条を合わせ考え
れば　情報アクセス権には，メディアが政治に関す
る情報にアクセスできる権利及び一般大衆がメディ
アの発信を受け取る権利が含まれる。

　第一章では、意見を表明し、情報を得る自由につ
いての国際的な基準を示すものとして認められてい
る国際人権規約の自由権規約１９条（上記　Ｉ　
参照）とそのいわば解説とも言える一般的意見３４
（GC34）があることを紹介しました。
　この章では、一層詳しく、「一般的意見３４」を紹
介し、自由権規約１９条が何を言っているのかを理
解していただこうと思います。更に、秘密保護法に対
する海渡雄一弁護士のツワネ原則に沿っての批判
的評論によって、この法律が国際的な基準といかに
かけ離れているかを理解していただきたい。この章
の記事は、日弁連で活躍されておられる、海渡雄一
さんの論考によるものですが、退屈だとお感じにな
るのでしたら、ここを飛ばして、第三章を先にお読み
になり、必要に応じてこの章を参照していただいて
も良いかと思います。なお、この章で紹介する国際
的な基準とその解釈は次章の『国際的な批判』を理
解の助けになる知識です。 一般的意見３４とツワネ
原則の全文をこの小冊子で紹介することは出来ま
せんので、巻末に掲げてある参考文献をご覧くださ
い。

制限は,所定の目的のためにのみ適用され,かつ,制
限の前提となる具体的な必要性事由に直接関連す
るものでなければならない （パラグラフ22）。
　法律は,制限の実施にあたる者に対して,表現の
自由の制限のために自由裁量を与えるものであって
はならない （パラグラフ25）。」　
　また、第１９条３項b)号の内容をあらゆる角度か
ら詳細に検討した『ツワネ原則』（2013年）が知られ
ています。これは、50項目からなる『国家安全保障と
情報への権利に関する国際原則』の通称です。「安
全保障のための国家秘密保護」と「市民の知る権
利の確保」という対立する２つの課題のバランスを
図るための原則として、国連、米州機構、欧州安全
保障協力機構、多数の国際人権ＮＧＯなど、７０ヵ
国以上からの５００人を超える専門家により、２年
以上かけて作成されたものです。国連人権理事会
特別報告者のフランク・ラ・ルー氏が「国際基準に
するべきだ」と述べているように、国家が秘密法を制
定する際には従うべき原則といえます。
　このように、国際的な人権に関する基準やガイド
ラインは公式の国際機関は勿論のこと、国際的或
いは各国のNGOの不断の努力、闘いの中から作ら
れ、発展させていくものであることを忘れてはなりま
せん。

国際人権基準とは？

＊）用語紹介
　後の各章をお読みいただく際に必要となるいく
つかの用語の意味を紹介します。

１） 国連人権理事会
国連機関のひとつ。国際社会の人権状況を改善し
、深刻かつ組織的な人権侵害などに早急に対処す
るための常設理事会。理事国は国連総会で地域ご
との定数に従って選出される。国連人権高等弁務
官事務所（OHCHR）がその事務局機能を担って
いる。理事国に深刻かつ組織的な人権侵害があっ
た場合には、総会で投票国の3分の2以上の賛成
により理事国資格が停止される。
２） 国連人権高等弁務官
国連人権高等弁務官事務所は国際連合に属する
組織の一つで、世界各国における人権の保護と啓
蒙を目的として活動する。組織のリーダーである
高等弁務官には、国際連合の事務次長クラスが当
てられ、国際連合人権理事会と協力しながら、国
連機関における人権問題に関する活動を統率す
る。
３） 国連自由権規約委員会
自由権規約28条に基づき、同規約の実施を監督
するために設置され、１９７６年から活動を開始し
た国連の機関。委員会は、高潔な人格を有し、かつ
、人権の分野において能力を認められた18名の委
員で構成されることとされる。委員は、自由権規約
の締約国により指名された者の名簿の中から、自
由権規約の締約国会合で秘密投票により選出さ
れる。
４） 国連特別報告者
国連人権理事会の前進の機関である人権委員会
は、言論の自由、拷問、食糧確保の権利、教育の権
利などのような特定の国家・地域の状況や人権の
テーマに対して30の科学的調査を処理するため
の機構を設立した。個々の専門的技術を伴う特定
領域の人権を扱う「特別報告官」が委員長により
任命される。人権高等弁務官事務所から支援を受
けて無給で独立した専門官として活動する。彼ら
は、特定の国家、地域に関する人権問題に関して
調査、監視、助言を行ってそれらにおける人権状
況に関する報告書を提出する。

ＩＩ 一般的意見３４とツワネ
     原則

§1 自由権規約19条
　　に関する一般的
　　意見34 （抜粋）
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秘密保護法は自由規約とツワネ原則に違反する

　ツワネ原則は、近代民主主義国家の法律や裁
判所の判断に反映された,国際的及び国内的な
法律,標準や慣例に基づいています。これは,世界
中から集まった22の団体と学術センターが起草
し,国家安全保障や外交の知識や経験のある者
を含む500人以上の専門家と相談して作られた
ものです。

　ツワネ原則は,ヨーロッパ評議会の議会,関連
する国連（人権理事会に対する）特別報告者,情
報を求める権利又は表現の自由にかかわる米州
人権機構とアフリカ人権委員会の特別報告者か
ら支持を受けています。

　ツワネ原則は,政府が機密情報を秘匿するこ
とは正当な国家安全保障上の利益を保護する
ために必要な限りにおいてのみ許されると指摘し
ています。日本政府の法案はこの基準に合致して
いません。　

自由権規約19条は市民の知る権利を明文で保
障し，国家の安全や公の秩序を維持するための
権利の制約は認めているが，その制約は,「目的

教材を発表した教師を，学区内でその信仰に属
する子どもの権利及び自由を守るため非教育職
へ異動させた場合には，締約国は，必要性の基
準に適合したと委員会では考えている。

34. 制限の対象は広範すぎてはならない。委員
会は，一般的意見27において「制限措置は，
比例原則に適合するものでなければならない；
制限は，保護機能を果たすため適切なものでな
ければならない；保護機能を果たす手段のうち
最も非侵害的な手段でなければならない；
保護される利益と比例するものでなければなら
ない。
　比例原則は，制限を規定する法律において尊重
されるだけでなく,行政及び司法が法律を適用する
際にも尊重されなければならない」という見解を示
した。比例原則は，問題となっている表現形式や普
及手段についても考慮しなければならない。
たとえば民主社会における，公的及び政治分野に
属する公人に関する公の議論という状況下におい
ては，禁止されていない表現に対して規約が付与し
た価値は特に高い。

35. 締約国が，表現の自由に対する正当な制限
根拠を行使する場合にはその脅威の性質．及び
講じた特定の措置の必要性及び比例性について
，特に，表現とその脅威との直接的な関係を示
すことによって，具体的かつ個別に示さなけれ
ばならない。

36. 委員会は，所定の場面において，表現の自由を
制限する必要のある状況があったかどうか評価す
る権限を自身に留保する。この点について，委員会
は，この自由の範囲は「裁量の余地」に関連さ
せて評価されるべきではなく，委員会がこの機
能を果たすためには，締約国は,いかなる状況

明確性をもって策定されなければならず，また一般
大衆がアクセスしやすいものでなければならない。
法律は制限の実施にあたる者に対して,表現の
自由の制限のために自由裁量を与えるものであ
ってはならない 。法律は制限の実施にあたる
者が，どのような表現が適切に制限されるの
か,また制限されないのかを確かめられるよう
に，十分な指針を定めていなければならない。

29．2つ目の正当な根拠は，国の安全，公の秩序
又は公衆の健康若しくは道徳の保護を根拠とす
るものである。

30．締約国は，反逆罪法64及び国の安全に関
する類似の規定が．それが公務上の秘密，もし
くは扇動法又は他の類似のもので言い表わされ
ていようといまいとに関わらず,細心の注意を
払って，第3項の厳格な要件に沿うよう策定さ
れ,適用されるようにしなければならない。た
とえば，国の安全を脅かさない正当な公益に関
する情報公開を抑圧もしくは差し控えるために
，又は，そのような情報を発信したことを根拠
に，ジャーナリストや，研究者、環境保全活動
家,人権擁護者その他の者を起訴するために，
当該法律を発動することは，第3項とは両立し
ない。また当該法律の適用範囲に,民間企業，銀
行業務及び科学の進歩等と関係のある情報を含め
ることも，一般的には適切でない。

33.制限は,正当な目的のために「必要」なもの
でなければならない。このため,たとえば特定のコ
ミュニティで用いられている言語を保護するために，
別の言語による商業的宣伝を禁止することは,表現
の自由を制限しない別の方法によりその保護が達
成できる場合には，必要性の基準に違反する 。一
方,ある宗教的コミュニティに対し敵意を示す

9．情報アクセス権を実効あらしめるため,締約
国は，政府が持つ公益情報を，積極的に公開す
べきである。締約国は，当該情報に，容易，迅速
効果的かつ実用的なアクセスを確保するためのあ
らゆる努力をすべきである。締約国は，また，各人が
情報にアクセスする際に必要な手続を，情報公開
法のような方法によって定めるべきである 。その手
続きは、規約と合致する明確な規則に沿い，情報請
求が適時に処理されるよう定められるべきであ
る。

21．第１９条第3項は．表現の自由についての
権利の行使が特別の義務及び責任を伴うことを
明示する。このため，この権利には，二つの限定さ
れた領域の制限が許容されている。それらは，他の
者の権利又は信用を尊重すること，あるいは，国の
安全、公の秩序又は公衆の健康もしくは道徳の
保護のいずれかに関係するものであればよい。
22．第3項は一定の条件を定めており，この条
件を満たす場合に限り制限を課すことができる：
その制限は「法律によって定められる」ものでなけれ
ばならず；第3項（a）号及び（b）号規定のいずれか
の根拠がある場合に限り課すことができ；必要性と
比例性の厳格な基準に適合しなければならな
い。制限は，たとえそれが規約で保護されている別
の権利の制限根拠として正当化されるものであって
も，第3項に規定されていないものを根拠としては認
められない。　制限は,所定の目的のためにのみ
適用されかつ,制限の前提となる具体的な必要
性事由に直接関連するものでなければならな
い 。

25.(自由権規約１９条の)第3項に定められている
目的のため，「法律」とみなされる規範は，各個人が
その内容に従って自らの行動を制御できるよう十分

一般的意見34とツワネ原則

においても，表現の自由を制限する根拠となる第3
項に列挙されている事由のいずれかに対する脅威
の性質につき，具体的な方法において示さなけれ
ばならないことを想起する。

§2 秘密保護法は自
　　由権規約とツワネ
　　原則に違反する

§2-1 自由権規約19条


