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　しかし，秘密保護法４条７項は，「要件を欠くに至
ったとき」「すみやかにその指定を解除する」と定め
ているが，秘密指定を行った行政機関の長の全面
的な裁量に委ねており，市民やその付託を受けた
第三者がイニシアティブを持つような効果的な指定
解除の手続は存在しない。

（e）刑事裁判において，公開法廷で秘密
        の内容を議論できることが保障され
        ていない
　ツワネ原則は秘密に関わる裁判手続について，
次の保障を求めている。　

   刑事訴訟について定める原則29（b）は,「いかな
る場合でも被告人が証拠について精査反論する機
会を持たないまま有罪判決を下したり自由を剥奪
したりするべきではない。」「（c）法的公正さの点か
ら,的機関は被告人と被告人の弁護人に対し，その
個人が問われている容疑と公正な裁判を確実に行
うために必要なその他の情報を，たとえ機密扱いの
情報であっても原則3～6,10,27,28に従い,公共の
利益を考慮した上で,開示するべきである。」「（d）公
正な裁判を保証するために必要な情報の開示を公
的機関が拒んだ場合,裁判所は審理を停止若しく
は起訴を棄却すべきである。」と定める。

　秘密保護法は、刑事裁判と民事裁判に関して裁
判所へ特定秘密の情報を提供するインカメラ手続
を10条1項1号ロ、2号において規定している。しか
し、ツワネ原則の定めるような、公開の法廷において
特定秘密を公開して審理できることを保障するため
の根拠規定が欠けている。実際には、法廷が非公
開とされたり、裁判官だけに秘密が提示されて弁護
人には提供されなかったり、公開の法廷で秘密の
内容に言及したことで弁護士も刑事責任を問われ

（c）秘密指定に実効性のある期限がない
　ツワネ原則16（a）は，「情報は国家安全保障上の
理由によって秘匿され得るが，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
のみである。情報を秘匿する決定は，本原則の遵守
を確保するために，定期的に見直されるべきである
。」「（b）機密指定を決定する者は，機密扱いが失効
する日付、条件、又は出来事について明記するべき
である。」「（c）無期限に機密扱いにしてもよい情報
はない。国家安全保障を理由にした機密扱いの想
定される最大期限は，法によって定められるべきで
ある。」などと定める。

　これに対して，秘密保護法原案には，最長期間に
ついての定めはなかった。修正案４条４項により,原
則60年で公開とされ７項の例外を定めた。しかし，
60年は長すぎるし例外の要件も広範すぎる。

（d）市民が，秘密解除を請求するための
        手続が明確に定められていない
　原則17（d）は，「それぞれのカテゴリーの機密指
定情報について，自動的な機密解除期限を国内法
で定めるべきである。機密解除の負担を最小限に
するために,可能な場合はいつでも記録は再検討な
しに自動的に機密指定解除されるべきである。」「（e
）文書の機密解除請求について，アクセス可能な公
的手続を国内法で定めるべきである。」「(f）裁判所,
法廷,その他の監督機関,オンブズマン,申立機関に
よって機密指定が解除されたものも含め，機密指定
が解除された文書は積極的に公開するか,さもなけ
れば公的にアクセス可能にするべきである（例えば
国の公文書保管所や情報へのアクセスに関する法
律と整合性をとるなど）。」と定める。

 (a）秘密指定の立証責任は国にあること 
       が明記されていない
  ツワネ原則は国家秘密の存在を前提にしている
が,他方で，原則1（a）は「何人も，公権力により，あ
るいは公権力のために保有された情報，又は公権
力が法によりアクセスする権利をもつ情報を求め，
受け取り,使用し，伝達する権利を有する。」とし，原
則4（a）は．「制限の正当性を示す義務は，情報の非
開示を求める公的機関にある。」としている。ここに
示されている考え方の基本は，まさに自由権規約19
条に由来するものである。しかし，このような原則は
秘密保護法には全く示されていない。

（b）何を秘密としてはならないかが法に
        おいて明確になっていない
 ツワネ原則では，先の原則9に続いて，原則10で何
を秘密としてはならないかがA-Fに詳細に示されて
いる。この項目は，原則37によって内部告発によっ
て免責される開示情報のリストともなっている。原
則37は「（a）刑事犯罪/（b）人権侵害/（c）国際人道
法違反/（d）汚職/（e）公衆衛生と公共の安全に対
する危険/（f）環境に対する危険/（g）職権濫用/（h）
誤審/（i）資源の不適切な管理又は浪費/（j)この分
類のいずれかに該当する不正行為の開示に対する
報復措置/（k）この分類のいずれかに該当する事項
の『意図的な隠蔽』の情報を明らかにした者は保護
されなければならない）としている。
 秘密保護法には，どのような種類の情報を秘密指
定してはならないかという観点から定められた規定
は皆無である。

のために必要とされるものに限る」とされている。こ
こにいう規制目的の達成のために必要な限度は厳
格に理解される必要がある。
　すなわち、表現の自由を制限する場合には，制限
を必要とする社会的事実，立法事実の存在を制限
を行なう側が証明しなければならない。また,制限は
必要最小限であり,より制限的でない他の制限手
段が存在しないこと（LRAの原則）が求められる。こ
れらの基準は規約の定めている必要性の判断の基
準を具体化したものとして，この基準をクリアーしな
い規制立法は仮に正当な規制目的に基づくもので
あっても許されない。
　国家の保有する情報はすべて公開することが原
則である。国家秘密は市民の知る権利を制約する
ものであり，秘密を保護する法制度を制定する際に
は，市民の知る権利の保障と両立する制度的保障
が不可欠である。　

　
　この両立のためのバランスを具体的な安全保障
立法のための課題に則して定式化したものがツワ
ネ原則である。
　ツワネ原則の正式名称は、「国家安全保障と情
報への権利に関する国際原則」である。   この原則
は自由権規約19条,ヨーロッパ人権条約10条をふ
まえて,国家安全保障分野において立法を行う際に
,国家安全保障のための合理的な措置と市民によ
る政府の情報へのアクセスの保障を両立するため
の指針を提供するために作成された。前述したよう
に、フランク・ラ・ルー表現の自由問題特別報告者は
,この原則を国連人権理事会が採択するべきである
との意見を述べている。自由権規約19条とこれにも
とづくツワネ原則に照らして，特定秘密保護法は次
の諸点において深刻な懸念がある。

秘密保護法は自由規約とツワネ原則に違反する

§2-2　ツワネ原則

§2-3 秘密保護法がツワ
     ネ原則に違反する点

秘密保護法は自由規約とツワネ原則に違反する
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訴追されるべきではない」としている。ただ　この
条項に付けられた注によれば「情報の入手又は複
写に対する刑事訴追を防止することを目的にして
いる。しかしながら,この原則はその他の犯罪,たと
えば情報を探索又は入手する過程での不法侵入
や恐喝のような犯罪の免責を目的とするものでは
ない」としている。この原則は，ジャーナリストが情
報の入手の過程で犯した犯罪があればこれを処
罰すれば足りると考えているのである。

　秘密保護法では23条において,ジャーナリストと
市民活動家らによる特定秘密取得行為を「秘密の
管理者による管理を害する行為」によって取得す
ることを全面的に処罰の対象としているし,取材源
などの情報源の開示を求められないことの保障も
見あたらない。明らかに原則の保障に違反してい
る。

　

　

（g）内部告発者が刑事処罰から解放され
　　  ることを保障する規定がない

   ツワネ原則37は、「公務関係者による情報開示は
次に掲げる分類のいずれかに該当する不正行為を
示すとき，当該情報の機密指定のいかんに関わら
ず原則38から原則40までに定める条件を満たす
場合において「保護された開示」であるとみなされる
べきである。保護された開示は,過去・現在の及び
予見される不正行為に適用される。」として，（2）で
示した11項目の情報を列挙している。そして，内部
告発者によって明らかにされた情報による公益が
秘密保持による公益を上回る場合には報復を受け
るべきではないとされている。

　ここに示されている考え方は，わが国の公益通報
者保護法の考え方とほぼ同一である。しかし,秘密
保護法は公益通報者保護法による内部告発者の
民事的保護が法律による特定秘密漏えいの刑事
処罰とどのような関係にあるのかについて何も説明
していない。内部告発者を刑事処罰から解放するこ
とを法的に保障する規定が法には欠けている。

（h）ジャーナリストと市民活動家を処罰 
        してはならず，情報源の開示を求め
        てはならないことが明確に定められ
        ていない
　ツワネ原則は公務員については処罰される場合
があり得ることを否定していないが,公務員でない
者（ジャーナリストと市民活動家）は処罰してはなら
ないことを定めている。　
原則47（a）は「公務員以外の者は，機密情報の受
領,保有又は公衆への暴露に関して制裁を受けな
い」「（b）公務員以外の者は，情報を求めたり入手し
たりしたという事実を理由に，共謀その他の容疑で

　内閣府に置かれる独立公文書管理監は,内閣府
に置かれる審議官級の職とされている。国会答弁に
よると「勝手に廃棄されないようにチェックを行う」
「スムーズに国立公文書館に移管させる」ために設
置するとされる。
　情報保全監察室は内閣府に設置され,20人規模
で外務省,防衛省,警察庁などの課長級未満の職員
で構成されるという。上記の管理監を補佐する立場
とされる。
　４党修正で付加された附則9条は「政府は,行政
機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関
する基準等が真に安全保障に資するものであるか
どうかを独立した公正な立場において検証し,及び
監察することのできる新たな機関の設置その他の
特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するた
めに必要な方策について検討し,その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。」とされている。
　国会での答弁によれば,情報保全監察室が秘密
保護法附則第九条に定める「新たな機関」であると
いう。しかし,情報保全監察室を構成する官僚は,　
法律の政府原案を作り秘密を指定する当事者であ
る。秘密指定を行っている防衛,外務,警察から出向
している職員が内閣府に所属しているから「独立し
た公正な立場」等と言うことはあり得ない。この機関
も第三者機関とは到底呼べない。
　さらに,与党は議会内に常設の委員会を設置する
ことを検討している。今後国会法の改正案を提案す
るとされる。法律の成立後に国会議員によるアメリ
カ,イギリス,ドイツの調査が実施されている。国会に
常設機関を作るとしても制度の設計,委員の給源,
情報の提供の範囲とその管理方法など詰めなけれ
ばならない点は多いが,現時点で詳細は明らかにな
っていない。

るような扱いがなされても、これを食い止められる保
障がない。

（f）全ての情報にアクセスし、秘密指定
       を解除できる政府から独立した監視機
       関がない　　　
　ツワネ原則は安全保障部門には独立した監視機
関が設けられるべきであるとする。監視機関は，実
効的な監視を行うために必要な全ての情報に対し
てアクセスできるようにすべきである（原則6，31－
33）としている。
　秘密保護法は，18条1項において，秘密指定，解
除，適性評価の統一的な基準を定めることとし，同
条2項において，この基準の策定と変更について，
我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関
等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関
して優れた識見を有するものの意見を聞くことが定
められた。7人で構成される情報保全諮問会議が
設けられたが、果たして全員がこれらに関して有識
者と言えるかどうか疑問である。これまでの有識者
会議と同じように事務局に強く誘導されるおそれが
ある。いずれにせよ、意見が言えるだけの立場に過
ぎないから、独立した第三者機関として監視機能を
果たせるわけではない。
　政府は国会でさらに3つの「第三者機関」の設置
を表明した。保全監視委員会、独立公文書管理監、
情報保全監察室である。また,法成立後にも,国会に
常設の委員会を設置すると言明している。
　保全監視委員会は,内閣官房に設置され,官房長
官が,外務,防衛,警察などの事務次官クラスの官僚
を集め,各行政機関の秘密指定・解除の妥当性を
相互チェックするとしている。次官クラスの幹部職員
の集まりとは,政府そのものであり,独立性も第三者
性もない。

秘密保護法は自由規約とツワネ原則に違反する 秘密保護法は自由規約とツワネ原則に違反する
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国際人権基準「情報にアクセスする権利」に基づく秘密保護法批判

   従来、人権問題は国内問題であり、他国や国際機
関が干渉すべきではないと考えられていた。しかし第
2次大戦でのナチスによる重大な人権侵害を防げな
かった反省から、人権は国際的関心事であり、国際
社会の監視のもとにおかれるべきものと認識される
ようになった。そして国際連合憲章には国連の目的
の一つとして人権が含まれ、1948年には世界人権
宣言が採択された。そして、その宣言を法的拘束力
のある条約にしたものが国際人権規約であり、国連
総会が1966年に採択した二つの条約、すなわち「経
済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」（社
会権規約）と「市民的および政治的権利に関する国
際規約」（自由権規約）を指す。
　国連は両規約以外にも複数の人権条約を採択し
てきたが、これらの条約にはそれぞれ委員会が設置
され、条約締約国の実施状況を監視する。自由権規
約の履行を監視するのが自由権規約委員会であり、

④市民が秘密解除を請求するための手続を法律に
明確に定めるべきである。

⑤刑事裁判において,公開法廷で秘密の内容を議
論できることを法律において保障しなければならな
い。

⑥すべての情報にアクセスし，秘密指定を解除でき
る政府から独立した監視機関を法律に基づいて設
置するべきである。

⑦内部告発者が刑事処罰から解放されることを法
律上明確に保障しなければならない。

⑧ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず,
情報源の開示を求めてはならないことを法律に明
確に定めるべきである。

　特定秘密保護法は既存の国家公務員法や自衛
隊法,日米安全保障条約に関連する秘密保全法
制度,情報公開制度,公文書管理制度,公益通報
者保護制度を含めて,自由権規約19条によって保
障される表現の自由・知る権利と国際的に承認さ
れたツワネ原則などに基づいて,より情報公開が
図られ市民の知る権利を保障する方向で,以下の
諸点を含む全面的な制度の見直しを行うこと。

①秘密指定の立証責任は国にあることを法律に
明記するべきである。

②何を秘密としてはならないかを法律において明確
にすべきである。

③秘密指定について60年よりも短い期限を法律で
定めるべきである。

§2-4　結論

秘密保護法は自由規約とツワネ原則に違反する

III  国際人権基準
「情報にアクセスする権利」に
基づく秘密保護法批判
                  藤田　早苗　（エセックス大学人権センター）

18人の委員からなる。これらの委員は国家の代表と
してではなく、個人の資格で行動する。
条約の締約国は実施状況を定期的に委員会に提出
する義務があり、委員会はそれを審査して「総括所見
」または「最終見解」といわれる勧告（英文では
concluding observations）を作成する。また、条約
の締約国の義務を具体的に説明した「一般的意見（
General　Comment）」を作成するのも委員会の重
要な役割である。例えば、「表現の自由」や「知る権利
」すなわち「情報にアクセスする権利」を規定する自由
権規約19条については一般的意見34号にこの権利
と締約国の義務の内容が具体的に説明されている。
これらの勧告も一般的意見も法的拘束力を有するも
のではないが、条約の締約国は十分にこれらを検討
し、条約の実施に取り入れるように期待されている。
日本は両規約を1979年に批准しており、実施義務
を負う。規約の締約国として「情報にアクセスする権
利」についても国際人権基準を守らなければならな
い。しかし、その基準から見て日本の秘密保護法案
は明らかに題が多く、そのことを危惧した筆者は

 はじめに

秘密保全法に反対する愛知の会　国際情報部会員二人が
ジュネーブで開催された国連人権委員会の日本審査に立ち
会った。二人は日本から持ってきた「愛知の会」が用意した
英文資料（秘密保護法の成立過程の政府内審議内容と、国
連特別報告者からの質問に対する日本政府回答を情報開
示請求したところ、ほとんど黒塗りでの開示であったことを
示すもの）を委員に渡すタイミングを見計らっていた。
　７月１５日午後。NGOランチタイム・ブリーフィングに出
席した５人の委員達の前に資料を配布するが、発表者の資
料以外は遠慮してくれとの意見に従い、いったん配布した
資料を回収する。ランチタイム・ブリーフィングが終わると、
委員たちはなおも情報提供しようとすがりつくNGOを振り
払ように、日本審査の会場へと急ぐ。そのうちの一人ニュー
マン委員（アメリカ人）に追いすがり、歩きながら資料の内
容を簡単に説明し手渡す。
　日本審査の会場はナシオン２０会議室という大きな会議
場で、正面壇上に、議長、人権委員会事務局、日本政府代表
部が陣取っている。委員は同心円状に配置されたテーブル
の中心に円を作って座り、その周りをNGOや日本政府関係
職員が取り巻いて座っている。会議開始直前に（日本の岩
沢委員をのぞく）１７人の委員全員に資料を配布すること
ができた。大半の委員は関心を持って受け取ってくれた。

黒塗り資料で日本政府の秘密体質を暴露

The Truth of the Special Secret Act
Japanese Government’s nature that 

always chooses secrecy
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するジャーナリストに対してさえも重大な脅威をはら
んでいる」と懸念を表明した。

　特別報告者は法案にある、情報を公開した人に対
する罰則について特に注目し、「違法行為や、公的機
関による不正行為に関する情報を公務員が正当な目
的で公開した場合、法的制裁から守られなければな
らない」と強調した。また「同じように、ジャーナリストや
市民社会の代表などを含むそのほかの個人が、公益
のためと信じて機密情報を受け取りまたは流布しても
、他の個人を重大な危険の差し迫った状況に追いや
ることがない限り、いかなる処罰も受けてはならない」
と指摘した。

　この声明は2012年に福島原発事故の健康への影
響を視察するために来日した、健康への権利に関する
国連特別報告者であるアナンド・グローバー氏との共
同声明であり、彼は「特に災害に関しては、市民が継
続的かつ迅速に情報の提供をうけることは必要不可
欠だ。それによって、市民が健康に関して正確な判断
が下せるからだ」と緊急事態における透明性の完全
な確保の重大性を強調した。

　この特別報告者による声明により、日本の秘密保
護法案の問題は国連人権機関の関係者に広く知ら
れることとなった。そして、12月2日に行われたナビ・ピ
レイ国連人権高等弁務官への記者会見でもこの問題
について質問があがった。人権高等弁務官というのは
連人権機関のトップであるが、彼女はその質問に答え
て「何が秘密を構成するかなど、いくつかの懸念が十
分明確になっていない」、「国内外で懸念があるなか
で、成立を急ぐべきではない」「政府がどんな不都合な
情報も秘密として認定できてしまう」「日本国憲法や
国際人権法で保障されている表現の自由や情報にア
クセスする権利を保護するための適切な措置が必要

と法廷での審査を提供していない。情報公開に
関する刑罰は政府役人にのみ課されるべきで、
一般人や報道機関の者には適用されてはならず
、内部告発者は守られなければならない。法案
はあまりにも急いで、そして十分な公開討論を行
わず成立した。政府は日本の市民社会と国際的
な専門家との十分な話し合いを経たうえで、この
法律の改定に専心するべきである」 。

ここで彼が繰り返すように、日本の秘密保護法
はその内容だけでなく、起草過程がきわめて問
題であった。日本政府は法案を数ヶ月で強行に
成立させてしまったわけだが、例えば南アフリカ
共和国が同様の法律を起草した際には、政府は
国内外の専門家と意見を交わし、成立までに2
年以上をかけているのである。このような重要な
法律を作成する際にはこれが民主国家としてと
るべき過程であると思われるが、日本の秘密保
護法の場合はその作成過程すら極めて問題が
多かったのである。

　2013年11月21日にはラ･ルー国連特別報告
者の声明が発表された。国連特別報告者とは、
国連人権理事会に任命された独立の専門家で
あり、ラ・ルー氏は世界中の表現の自由に関する
問題をあつかう。彼は声明で 「透明性は民主主
義ガバナンスの基本である。情報を秘密と特定
する根拠が、法案は極めて広範囲で曖昧のよう
である。その上、内部告発者、そして秘密を報道

う問題を指摘した。そして、秘密保護法を情報に
アクセスする権利の国際基準に見合うものとす
るには「秘密として特定される情報の範囲は厳
しく制限され、国の正当な安全保障にとって重
大かつ確認可能な危険があるときにのみ、期間
を限って秘密にされるべき」であり「公益に資す
る情報を公表する内部告発者は保護されなけ
ればならない」と指摘した。

　さらに表現の自由の著名な団体であり、ツワ
ネ原則の作成を呼び掛け、そこで中心的な役割
を果たしたオープン・ソサエティ財団からも懸念
が示された。財団の上級法務顧問であるサンド
ラ・コリバー氏は、「秘密保護法案は、国家安全
保障に関する公の知る権利を制限する点におい
て、厳しい制限を設けている国際基準から大き
く逸脱する」と指摘した。また、法案は「日本が後
退していることを示している」とし、「これは、政府
の適切な説明責任を脅かすほどの秘密主義を
企てるようなものだ」と警告した。

　さらに、オープン・ソサエティ財団の上級顧問
であり、アメリカ政府において安全保障に関する
３つの要職を務めるモートン・ハルペリン氏は、「
この法は、二一世紀に民主的な政府によって検
討された秘密保護法の中で最悪なものだ。同様
に懸念すべきは、市民社会や国際的な専門家と
の協議をもたず法案を作成したその急ぎ方であ
る」と述べた。

　また彼は2014年の2月、修正部分を含んだ秘
密保護法について、筆者とのやり取りで次のよう
にコメントした。「最終版の秘密保護法は重要な
修正を含むが、この法はまだ国際的な基準とベ
ストプラクティス（最良の事例）に比べて極めて
水準が低い。特に、この法は効果的な内部審査

2013年10月国際世論を高めるべく秘密保護法案
を友人と英訳し、ロンドンに本部を置く表現の自由
に関する著名な国際NGOのARTICLE19と、表現
の自由に関する国連独立専門家のフランク･ラ･ル
ー特別報告者に紹介した。彼らは国際人権法の定
める「情報にアクセスする権利」の基準に照らして法
案の問題を指摘し、次々に声明を発表した 。

   まず１１月１２日、ARTICLE19が声明を発表し
た。ARTICLE19は表現の自由を専門にする法律家
からなる団体で、国連とも様 な々形で協力しており、
表現の自由に関する国連特別報告者とも密接な関
係をもって活動している。例えば、先述の「一般的意
見34」の起草にも大きな貢献をした。また、「国家安
全保障と情報への権利に関する国際原則」（ツワネ
原則）の作成においても重要な役割を果たした。
彼らは日本の秘密保護法案に対して、「当法案は表
現の自由と情報にアクセスする権利に関する国際
基準に反している」として「日本の国会に対して、現
在審議中の特定秘密保護法案を否決するように強
く要求」した。法案21条の「知る権利の保障に資す
る報道または取材の自由に十分配慮しなければな
らい」（1項）という規定に関しては「報道または取材
の自由に十分に配慮することを求めているだけで、
それが何を意味するのか具体的な定義がない」 と
指摘し、同条２項の取材行動については 「専ら公
益を図る目的を有するものを合法としているが、「公
益」の定義は政府自身が行うものとされている」とい

国際人権基準「情報にアクセスする権利」に基づく秘密保護法批判 国際人権基準「情報にアクセスする権利」に基づく秘密保護法批判

　　両者の声明の和訳は
http://freedexjapan.wordpress.com/　に掲載
１

１

§1 ARTICLE19と
      オープン・ソサエティ
      財団による批判

2

2 オープン・ソサエティのプレスリリース
（2013年12月5日）

§2 国連特別報告者と
　　国連人権高等弁務
　　官による批判

3

3 モートン・ハルペリン氏から筆者への電子メール
（2014年2月7日）
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ラ・ルー声明でも ｢例外的に、情報が機密にされる
必要があると当局が認めた場合でも、独立機関の審
査が不可欠である｣と指摘されている 。　このように
秘密保護法は「情報にアクセスする権利」の国際基
準からみて問題が多いのである。

　人権条約の締約国は定期的に実施状況を条約
委員会に提出し、審査を受けるが、2014年7月には
自由権規約委員会による第6回日本報告書審査が
ジュネーブの欧州国連本部で行われた。本審査に
先だって、政府は報告書を提出しているが、それとは
別に、NGO側からの情報提供としてこれらのNGO
はカウンターレポートといわれる報告書を委員会に
提出している。またジュネーブでも本審査に先立ち
NGOブリーフィングが7月14日と15日に行われ、
NGOによるプレゼンテーションと委員との質疑応答
が行われた。今回の審査には政府代表部以外に、
約70人がNGOや市民団体から参加した。
今回の審査に向けて日本のNGOは表現の自由と秘
密保護法の問題そしてヘイトスピーチを最重要課題
としていた。秘密保護法に関しては日本の19団体が
共同報告書を提出し、日弁連、アムネスティ・インタ
ーナショナル、そしてツワネ原則起草の主導者であ
るオープン・ソサエティ財団も詳細な報告書を提出
していた。
　本会議において、自由権規約19条と一般的意見
３４に基づいてドイツのアンヤ・イバート・フォー委員
から「秘密保護法は権利の制約の適用の範囲が非
常に不明確。秘密情報を開示した場合に課されうる

を前提とすべし」と考える、ということを求めている。こ
れは自由権一般に当てはまる「自由が原則で、制限
を加えることは例外でなければならい」という基本原
則に基づく。この公開前提はツワネ原則10でも提唱
されている。
　自由権規約は１９条３項で情報へのアクセスに制
限を課すことも許している。だがそのためにはいくつ
かの条件を満たさなければならない。まず、アクセス
への制限は法によって規定されなければならず、情
報へのアクセスを制限する理由は明確にかつ狭く定
義されるべきで、国内法はそのように定義され公開
の例外事由のリストか、公開を制限する理由の説明
を含むべきである。また制限は（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 という目的のために
必要とされるものに限る。なお、自由権規約の「公の
秩序」を理由とする表現の自由の制限は、日本国憲
法における「公共の福祉」を理由とする制限より幅の
狭い概念である。

　さらに、制限を加えることができるのは公開によっ
て重大な損害が生じる危険性がある場合のみだが、
その場合も政府にはその情報公開がなぜ、いかに、
どれくらいの損害を生じるのかということと、その制
限が国際人権法に矛盾しないものであることを説明
する責任がある 。　加えて、公開によって生じうる損
害は公開による公共の利益よりも大きくなければな
らない。つまり、ある情報の公開により損害が生じる
危険性があっても、その情報を公開することによる
公共の利益のほうが大きい場合は、公開しなければ
ならないのである。

　そしてその損害か公益のどちらが大きいかは「独
立機関」によって判断されなければならない。その判
断は情報を保有する機関によるものではいけない。

また、2013年12月5日の毎日新聞によれば、このピ
レイ発言に反発した自民党の城内実外交部会長は
「なぜこのような事実誤認の発言をしたのか、調べ
て回答させるべきだ。場合によっては謝罪や罷免（
要求）、分担金の凍結くらいやってもいい」と怒りを
あらわにし、他の自民党議員からも「そもそも内政干
渉」「弁務官という立場は失格だ」などという意見が
飛び出したという。しかし、これら国際社会からの懸
念は国際人権条約が定める基準に基づくものであ
る。国連の勧告に対する政府のこのような態度の背
景には、人権条約の締約国として日本が負う義務内
容についての理解不足があるように思われる。

では、国際人権法が定める「情報にアクセスする権
利」とはどういうものか。本冊子の他の部分でもこの
点に関して触れられているが、国際人権法から見た
秘密保護法の問題を理解する上で非常に重要な
ので、ここでも紹介しておきたい。
国連は設立後間もない1946年の第1回国連総会
の決議で「情報の自由は基本的な人権であり、国連
が擁護するすべての自由の試金石である」とすでに
情報の自由の重要性を明言している。
　自由権規約１９条２項は「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」 と規定する。そしてこの規定は「まずは公開

である」と懸念を述べた。
これらの国連の人権専門家による声明や発言は日
本のマスコミも報道し、国会の質疑でも取り上げら
れたが、特別報告者の声明に関する質問に安倍首
相は「誤解しているようだ。人権理事会の意見では
ない」と答えた。　　またピレイ高等弁務官の発言
に関しては「外務省によると、修正が施され国会が
チェックアンドバランスの役割を果たしていることを
評価すると、事実上修正をしたということについての
評価も頂いている」という返答をしている。後者の答
弁に関しては、本当にピレイ氏がそのように評価し
たのか、という疑問が寄せられたので、筆者がジュ
ネーブの国連本部に問い合わせた。
その返事によると、ピレイ氏の記者会見の翌日、ジュ
ネーブの外務省日本代表部がピレイ氏を訪問した。
外務省は国会で法案に修正が行われていることを
説明し、ピレイ氏もそれは認めたが、彼女の趣旨は
その修正案を含めた法律をもとにこれからも日本政
府と議論を続けたい、ということだという。つまり、人
権高等弁務官としてはまだ秘密保護法には問題を
感じており、今後も修正部分を含んだ最終版を基
に政府と対話を続けるつもりだということであった
のだろう。国会答弁では「修正が施されたことは評
価するが、今後も対話を続けたい・・・」というピレイ
氏の趣旨の前半だけが独り歩きさせられたわけで
ある。このような、都合のいいところだけ強調すると
いうことはよくあることらしいが、ピレイ氏はじめ国連
は、いまだ日本政府と「対話の途中」であるという考
えだった、ということである。日本政府の公式英訳を
まってその対話を続けたい、ということであったが、
その英訳ができたのが2014年の7月で、ピレイ氏の
任期が終わるまで一月ほどしかなく、ピレイ氏との
対話は実現しなかった。
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§3 「情報にアクセス
　　する権利」に関す
　　る締約国の義務

4　国連自由権規約委員会による一般的意見34、（2011年）
国連文書CCPR/C/GC/34、35項。
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