
日本弁護士連合会
第60回人権擁護大会シンポジウム第２分科会

びわ湖大津プリンスホテル  プリンスホール（大津市）

第60回人権擁護大会シンポジウム 第2分科会実行委員会

日本弁護士連合会

2017年10月5日（木）

基調報告書

情報は誰のもの？
～監視社会と情報公開を考える～



目次 

 

本基調報告書のテーマと構成 

第１ はじめに ························································ 2 

第２ プライバシー権の危機的状況 ······································ 2 

第３ 知る権利と国民主権原理の危機的状況 ······························ 3 

第４ スノーデン氏の示唆 ·············································· 4 

第５ 本基調報告書の構成 ·············································· 4 

 

第１編 情報は誰のものか 

 

はじめに 本編の問題意識 ···················································· 6 

第１ 私的情報は誰のものか ············································ 6 

第２ 公的情報は誰のものか ············································ 7 

第３ 憲法の三大原則 ·················································· 8 

第４ 創作に登場する監視社会 ·········································· 8 

 

第１章 監視社会におけるプライバシー権保障の意義 

第１ はじめに ························································ 9 

第２ ｢監視社会に抗するプライバシー権｣の本質 ～ 自己情報コントロール権 ··· 9 

第３ プライバシー権保障の憲法上の根拠 ······························· 10 

第４ プライバシー権とは隠すための権利ではない ······················· 12 

第５ プライバシー権関連判例 ········································· 19 

 

第２章 情報公開と民主主義 

第１ はじめに～情報自由基本法の基本理念 ····························· 23 

第２ 国民主権 ······················································· 23 

第３ 代表民主制下における民意の形成 ································· 24 

第４ 市民の知る権利 ················································· 27 

第５ 第４までの総括 ················································· 34 

第６ 情報自由基本法の制定を ········································· 34 

 

第３章 日本国憲法三大原則との関係 

第１ プライバシー権と基本的人権の保障 ······························· 37 

第２ 情報公開及び知る権利と国民主権 ································· 38 

第３ 平和主義との関係 ··············································· 39 

 

第４章 創作に登場する監視社会 

第１ パノプティコン ················································· 40 

第２ 『デスノート』が生み出す監視社会 ······························· 40 



第３ 『１９８４年』における監視社会 ································· 44 

 

第２編 監視 

 

第１章 はじめに――世界における大量監視の現状 ····························· 49 

第１節 スノーデン事件とは ··············································· 49 

第２節 スノーデン事件から判明した大量監視の実態 ························· 50 

第１項 大量監視のための情報収集ルート・収集データの種類 ··············· 50 

第２項 「Collect It All」戦略 ·········································· 51 

第３項 ＮＳＡによる監視活動の法的根拠と限界 ··························· 52 

第４項 スノーデン事件以前の内部告発事件とスノーデン事件の背景 ········· 53 

第３節 スノーデン事件後の米国内の状況 ··································· 54 

第１項 米国政府内の動き ··············································· 54 

第２項 プライバシー保護を巡る動き ····································· 55 

 

第２章 監視カメラ 

第１節 日本における監視カメラ設置・運用状況 ····························· 57 

第１項 はじめに ······················································· 57 

第２項 警察による監視カメラの設置・運用 ······························· 57 

第１ 概要 ··························································· 57 

第２ 公職選挙法違反事件捜査による隠し撮り撮影 ······················· 58 

第３項 民間による監視カメラの設置・運用 ······························· 58 

第２節 監視カメラの高度化 

第１項 顔認証システムとの結合 ········································· 60 

第１ 顔認証システムの民間利用 ······································· 60 

第２ 警察による顔認証システムの利用 ································· 61 

第２項 歩容認証 ······················································· 61 

第３節 監視カメラに関する検討 

第１項 監視を許容・拡大する法制度 ····································· 62 

第１ はじめに ······················································· 62 

第２ 各地方自治体における防犯カメラに関する条例・要綱等の策定状況 ··· 63 

第２項 自由な社会において許される監視の限界（捜査と防犯への規律） ····· 64 

第１ はじめに ······················································· 64 

第２ 判例検討 ······················································· 65 

第３ 学説検討 ······················································· 67 

第３項 提言（自由な社会の確保のための法制度） ························· 68 

第１ 監視カメラの設置・運用に関する基準・要件を定める立法の提言 ····· 68 

第２ 隠し撮り捜査に関する立法の提言 ································· 70 

第３ 顔認証装置を用いた捜査に関する立法の提言 ······················· 71 

 



第３章 ＧＰＳ捜査 

第１節 捜査における被疑者等の位置情報取得の方法 ························· 73 

第１項 はじめに ······················································· 73 

第２項 日本における位置情報捜査 ······································· 73 

第１ 携帯電話基地局からの情報取得 ··································· 73 

第２ 携帯電話機の電波を受信した基地局の情報取得 ····················· 74 

第３ ＧＰＳ監視 ····················································· 74 

第２節 ＧＰＳ捜査に関する検討 ··········································· 74 

第１項 ＧＰＳ捜査（装着型）について ··································· 75 

第１ ＧＰＳ捜査の概要 ··············································· 75 

第２ 警察庁の運用要領の概要 ········································· 75 

第２項 ＧＰＳ捜査（非装着型）について ································· 76 

第３項 ＧＰＳ捜査の法的問題 ··········································· 77 

第１ プライバシー侵害の程度が大きいこと ····························· 77 

第２ 収集された情報の蓄積、目的外利用のおそれ ······················· 78 

第３ 防御の機会や不服申立ての機会がないこと ························· 79 

第４ 運用の不透明性 ················································· 79 

第４項 ＧＰＳ捜査最高裁判決 ··········································· 80 

第１ 事案の概要 ····················································· 80 

第２ 判旨（最高裁判所大法廷2017年３月15日判決） ··················· 81 

第３ 判決の評価 ····················································· 83 

第５項 ＧＰＳ捜査は強制捜査か任意捜査か ······························· 84 

第１ 強制捜査と任意捜査の区別の基準 ································· 84 

第２ ＧＰＳ捜査が強制捜査に当たること ······························· 85 

第３ 小括 ··························································· 86 

第６項 ＧＰＳ捜査の要件・手続の法定の必要性 ··························· 86 

第１ 要件・手続の法定の必要性 ······································· 86 

第２ アメリカ合衆国における運用 ····································· 87 

第３ ドイツにおける法規定 ··········································· 87 

第４ 求められる要件・手続の概要 ····································· 89 

 

第４章 通信傍受・会話傍受 

第１節 通信傍受か盗聴か ················································· 91 

第１項 通信傍受とは ··················································· 91 

第２項 盗聴ではないか ················································· 91 

第２節 通信傍受法制定前の判例及び学説 ··································· 92 

第１項 犯罪捜査のためにする電話傍受の合憲性 ··························· 92 

第１ 学説 ··························································· 92 

第２ 法制定以前の通信傍受に対する最高裁の判断 ······················· 93 

第３節 2016年改正前の通信傍受法の概要 ··································· 95 



第１ 法律の概要 ····················································· 95 

第２ 法制定後の通信傍受の運用状況 ·································· 104 

第４節 通信傍受法の改正（2016年） ······································ 108 

第１ 特別部会における検討 ·········································· 108 

第２ 通信傍受の対象犯罪の拡大 ······································ 109 

第３ 立会い等の手続の合理化・効率化 ································ 111 

第５節 本手続の問題点及び改正提言 ······································ 115 

第１ 通信傍受の対象犯罪拡大について ································ 115 

第２ 通信傍受の手続の合理化・効率化について ························ 115 

第６節 さらなる問題～会話傍受 ·········································· 117 

第１ 特別部会における検討 ·········································· 117 

第２ 会話傍受の問題点 ·············································· 119 

 

第５章 インターネット監視 ················································ 120 

第１節 現在の法制度（法律上認められている捜査権限） ···················· 120 

第１項 サイバー犯罪 ·················································· 120 

第２項 捜査手段としてのインターネット監視 ···························· 120 

第３項 対策 ·························································· 121 

第２節 XKeyscore ······················································· 121 

第１項 スノーデン氏が持ち出した機密文書についての報道 ················ 121 

第２項 XKeyscoreとは ················································· 121 

第１ XKeyscoreの特徴 ··············································· 121 

第２ 日本政府によるXKeyscoreを利用した監視 ························ 122 

第３節 自治体によるネット監視 ·········································· 123 

第４節 対策 ···························································· 123 

 

第６章 監視の現状 

第１節 情報機関による監視の現状 ········································ 126 

第１項 公安警察の現状 ················································ 126 

第１ 自治体警察の組織 ·············································· 126 

第２ 特高警察から公安警察へ ········································ 126 

第３ 公安警察の特性～不透明な活動、不透明な予算 ···················· 126 

第４ 警察庁警備局 ·················································· 127 

第５ 警視庁公安部 ·················································· 127 

第６ 公安警察の捜査能力 ············································ 127 

第７ 目的は家宅捜索 ················································ 128 

第８ 警察官僚の出向先 ·············································· 128 

第２項 その他の情報機関による監視の現状 ······························ 128 

第１ 公安調査庁 ···················································· 128 

第２ 防衛省情報本部 ················································ 129 



第３ 内閣情報調査室 ················································ 129 

第４ 国際情報統括官組織 ············································ 130 

第２節 国内における監視の拡大 ·········································· 130 

第１項 イスラム教徒に対する監視 ······································ 130 

第１ 事件の概要 ···················································· 130 

第２ 裁判所の判断 ·················································· 131 

第２項 大垣警察署警備課による市民監視 ································ 132 

第１ 事実の経過 ···················································· 132 

第２ 議事録の内容 ·················································· 133 

第３ 本件事案の特性 ················································ 134 

第４ 国家賠償請求訴訟 ·············································· 136 

第３項 自衛隊情報保全隊による情報収集活動 ···························· 138 

第１ 事件の概要 ···················································· 138 

第２ 裁判所の判断 ·················································· 138 

第３節 監視を許容・拡大する法制度 ······································ 140 

第１項 公安警察の活動に対する不十分な法規制 ·························· 140 

第２項 その他情報機関に対する不十分な法規制 ·························· 141 

第４節 公安警察等情報機関への規律について ······························ 141 

第１項 国内学説からの提言 ············································ 141 

第１ はじめに ······················································ 141 

第２ 提言 ·························································· 141 

第２項 国際的知見に基づく提言 ········································ 143 

第１ 国連テロ対策特別報告者の報告書 ································ 143 

第２ ドイツにおける情報機関への規律 ································ 149 

第３ 提言 ·························································· 157 

 

第７章 共謀罪 

第１節  共謀罪の問題点 ·················································· 162 

第１項 はじめに ······················································ 162 

第２項 犯罪成立要件が曖昧であることの問題性 ·························· 162 

第３項 共謀罪捜査に名を借りた市民生活の監視強化 ······················ 162 

第４項 法案の修正によって濫用の危険性が除かれていないこと ············ 163 

第５項 共謀罪が適用される可能性がある場合 ···························· 166 

第６項 国連特別報告者ジョセフ・カナタチ氏からの手紙と発言 ············ 167 

第１ カナタチ氏から政府への手紙 ···································· 167 

第２ 日弁連主催の国際シンポジウムでの発言 ·························· 168 

第３ カナタチ氏の具体的な提案 ······································ 169 

第２節 今後の課題 ······················································ 172 

第１ 共謀罪の廃止 ·················································· 172 

第２ 共謀罪を通信傍受の対象とさせないこと ·························· 172 



第３ プライバシー保護のための監視監督 ······························ 172 

 

第８章 監視のインフラとしての共通番号（マイナンバー）制度 

第１節 データ監視のカギを握る共通番号(マイナンバー)制度 ················ 173 

第２節 データマッチングによる現代的プロファイリングの特徴 ·············· 174 

第３節 日本の民間部門における個人情報の収集・利用等の概要 ·············· 176 

第１項 日本における電子的な個人データの収集状況 ······················ 176 

第１ 移動情報 ······················································ 176 

第２ 位置情報 ······················································ 177 

第３ 購入情報 ······················································ 180 

第４ インターネット利用情報 ········································ 182 

第２項 個人データ収集、利用の問題点 ·································· 184 

第４節 米国及びＥＵの民間部門における個人情報の収集・利用等の概要 ······ 185 

第１項 米国とＥＵの違いと対立 ········································ 185 

第１ 米国の状況 ···················································· 185 

第２ 米国と対比されるＥＵにおける規制の状況 ························ 188 

第３ ＥＵデータ保護規則にも取り入れられたプライバシー･バイ･デザイン ··· 192 

第２項 米国、ドイツ及びスウェーデンの番号制度 ························ 194 

第１ 米国の納税者番号制度 ·········································· 194 

第２ ドイツの納税者番号制度 ········································ 196 

第３ スウェーデンの納税者番号制度 ·································· 199 

第４ 小括 ·························································· 202 

第５節  共通番号（マイナンバー）制度の問題点（危険性） ·················· 202 

第１項 制度の概要 ···················································· 202 

第１ マイナンバー制度の創設 ········································ 202 

第２ 制度の特徴 ···················································· 203 

第３ マイナンバー制度に伴う情報環境の変化 ·························· 203 

第２項 問題点  ······················································· 204 

第１  危険性 ························································ 204 

第２ 法的規制の不十分性、制度的安全保護策の不十分性 ················ 204 

第６節 提言 ···························································· 208 

 

第３編 情報公開と権力監視 

 

第１章 本編の問題意識 ···················································· 209 

 

第２章 情報公開と公文書管理    

第1節 情報公開と公文書管理をめぐる最近のエピソード ···················· 211 

第１項 ＰＫＯ部隊の日報の不開示→開示～｢廃棄した｣ものが、後に発見される!? ·· 211 

第１ あるジャーナリストの開示請求 ·································· 211 



第２ わずか数か月前の日報を廃棄！？ ································ 211 

第３ 廃棄したはずの文書が一転、「見つかった」 ······················· 212 

第４ 恣意的な公文書管理、疑われる隠蔽 ······························ 212 

第２項 「消したはず」の電子ファイル～内閣法制局想定問答のケース ······ 213 

第１ 電子ファイルの「廃棄」とは？ ·································· 213 

第２ 「案」の存在することが報道され、「案」の存在が明らかに ········· 214 

第３ かかる事実の語る教訓：情報は「流れる」 ························ 214 

第３項 福島第一原発事故が明らかにした民間事業者の公的情報の公開問題 ·· 214 

第１ 福島第一原発事故時の情報公開の実態 ···························· 214 

第２ 福島第一原発事故の教訓（公的情報の公開の必要性） ·············· 216 

第２節 情報公開制度の現状と課題 ········································ 216 

第１項 情報公開制度の制定経過と課題 ·································· 217 

第１ 制度化の進展と問題点 ·········································· 217 

第２ 情報公開法の制定と問題点 ······································ 218 

第２項 情報公開法の運用上の課題 ······································ 221 

第１ 公的報告書からみた現状と問題点 ································ 221 

第２ 近時の事件等から見た問題点 ···································· 226 

第３項 情報公開の推進のために ········································ 235 

第１ トップのリーダーシップ ········································ 235 

第２ 利用者の在り方とバックアップの必要 ···························· 235 

第３ マスコミの役割 ················································ 235 

第３節 公文書管理制度の現状と課題 ······································ 236 

第１項 公文書管理法 ·················································· 236 

第１ 公文書管理法の概観 ············································ 236 

第２ 公文書管理法制定後に顕在化した問題と改善の方向性 ·············· 238 

第３ 秘密保護法と公文書管理法との関係 ······························ 245 

第２項 公文書管理条例 ················································ 246 

第１ 公文書管理条例の必要性 ········································ 246 

第２ 文書管理条例の制定が進まない現状 ······························ 247 

第３ 地方自治体の公文書管理ルールの実情 ···························· 249 

第４ 実際の公文書管理条例の作られ方 ································ 250 

第５ 公文書管理条例に最小限盛り込むべき要素 ························ 255 

第４節 情報公開制度の抜け道としての「不存在」問題 ······················ 256 

第１項 導入 ·························································· 256 

第２項 作成・取得に関わる問題 ········································ 256 

第１ 国の答申 ······················································ 257 

第２ 地方自治体の答申 ·············································· 258 

第３項 保管に関わる問題 ·············································· 261 

第１ 国の答申 ······················································ 261 

第２ 地方自治体の答申 ·············································· 265 



第４項 廃棄に関わる問題 ·············································· 267 

第１ 国の答申 ······················································ 267 

第２ 地方自治体の答申 ·············································· 270 

第５項 まとめ ························································ 271 

 

第３章 公益通報 

第1節 現行の公益通報者保護法をめぐる動き ······························ 272 

第２節 公益通報者保護法の問題点～情報公開促進の見地から ················ 272 

第３節 秘密保護法と公益通報者保護法 ···································· 278 

 

第４章 特定秘密ほか秘密をめぐる問題 

第１節 秘密保護法は廃止されるべきである ································ 279 

第１項 はじめに ······················································ 279 

第２項 民主主義と国家安全保障 ········································ 280 

第３項 秘密情報の肥大化は民主主義を害し、国家安全保障も害する ········ 281 

第４項 真にやむを得ない国家秘密とは ·································· 282 

第２節 秘密指定の基準の在り方 ·········································· 283 

第１項 秘密指定が許される情報カテゴリー ······························ 283 

第２項 秘密指定が禁止される情報のカテゴリー（ネガティブカテゴリー） ·· 284 

第３項 その他の指定の基準 ············································ 286 

第４項 各国の秘密指定の基準に関する規定 ······························ 286 

第１ アメリカ ······················································ 286 

第２ イギリス ······················································ 287 

第３ ドイツ ························································ 288 

第４ フランス ······················································ 288 

第５項 小括 ·························································· 289 

第３節 秘密指定の在り方 ················································ 290 

第１項 特定秘密の指定手続 ············································ 290 

第２項 特定秘密の解除手続 ············································ 290 

第３項 それ以外の秘密の指定・解除について ···························· 290 

第４項 秘密指定の問題性 ·············································· 291 

第１ 指定の広範性 ·················································· 291 

第２ 特定秘密以外の秘密の取り扱い ·································· 292 

第５項 秘密指定及び解除のチェック ···································· 292 

第１ 情報監視審査会について ········································ 292 

第２ 独立公文書管理監について ······································ 297 

第３ その他秘密指定及び解除の適正確保に当たり考慮すべきこと ········ 300 

第４節 適性評価制度について ············································ 303 

第１項 適性評価制度の必要性 ·········································· 304 

第２項 プライバシー侵害の恐れ ········································ 304 



第３項 適性評価制度のアンバランス ···································· 304 

第４項 流用の禁止と例外、例外の問題点 ································ 304 

第５項 適性評価拒否と不利益取扱い ···································· 306 

第１ 適性評価拒否の実態 ············································ 306 

第２ 拒否と不利益取扱い ············································ 308 

第６項 まとめ ························································ 308 

第５節 秘密保護のための刑罰・刑事手続 ·································· 308 

第１項 身体拘束前の捜査 ·············································· 309 

第１ はじめに ······················································ 309 

第２ 特定秘密暴露型の捜査手法 ······································ 310 

第３ 共謀型の捜査手法 ·············································· 312 

第４ 別件型の捜査手法 ·············································· 312 

第５ 捜索差押の現場における弁護人の役目 ···························· 312 

第２項 身体拘束後の弁護活動 ·········································· 314 

第１ 逮捕段階 ······················································ 314 

第２ 勾留段階 ······················································ 314 

第３項 公判段階における弁護活動 ······································ 316 

第１ 保釈制度の活用 ················································ 316 

第２ 外形立証との攻防 ·············································· 317 

第６節 秘密保護法と公益通報・内部告発 ·································· 321 

第１項 秘密保護法における内部告発の仕組みとその欠陥 ·················· 321 

第１ はじめに ······················································ 321 

第２ 通報窓口の設置 ················································ 321 

第２項 行政機関による違法行為が特定秘密に指定された場合、 

内部告発は保護されるのか ······································ 325 

第１ ツワネ原則 ···················································· 325 

第２ 公益通報者保護法との対比 ······································ 325 

第３ 法令違反の事実の秘密指定の禁止 ································ 326 

第４ 公益通報が処罰対象とならないことの確認規定を明文化すべき ······ 327 

 

第５章 報道の自由との関係 ················································ 329 

第１節 報道の自由と調査報道 ············································ 329 

第１項 はじめに ······················································ 329 

第２項 我が国における調査報道の現状 ·································· 330 

第１ リクルート事件（朝日新聞社） ·································· 330 

第２ 北海道警察裏金事件（北海道新聞社） ···························· 332 

第３ 「別班」報道（共同通信社） ···································· 338 

第４ イラク派遣報道（中日新聞社） ·································· 340 

第５ 加計学園をめぐる報道 ·········································· 342 

第３項 海外の調査報道の実情 ·········································· 347 



第１ スノーデン事件 ················································ 347 

第２ パナマ文書 ···················································· 352 

第４項 日本における調査報道の衰退 ···································· 355 

第２節 「調査報道」を阻害している要因 ·································· 360 

第１項 「発表ジャーナリズム」 ········································ 360 

第１ 記者クラブ ···················································· 360 

第２ 記者会見 ······················································ 360 

第３ 警察担当 ······················································ 360 

第４ 特性～「発表ジャーナリズム」 ·································· 361 

第５ 不毛な速報競争 ················································ 362 

第６ 低い質問力 ···················································· 362 

第７ お先棒担ぎ ···················································· 363 

第８ 社会部と政治部の対立 ·········································· 363 

第９ 遊軍 ·························································· 364 

第２項 記者の育て方 ·················································· 365 

第１ 生涯の就職先としてのメディア ·································· 365 

第２ 新人教育 ······················································ 365 

第３ 記者の心構え ·················································· 366 

第４ テレビ局 ······················································ 366 

第３項 取材の自由を妨げる法律 ········································ 366 

第１ 刑事訴訟法 ···················································· 366 

第２ 刑事確定訴訟記録法 ············································ 367 

第４項 取材源の秘匿 ·················································· 367 

第１ 取材源の秘匿 ·················································· 367 

第２ 最高裁判例 ···················································· 368 

第３ 実名告発 ······················································ 368 

第５項 被取材者のプライバシー ········································ 368 

第６項 フェイクニュース ·············································· 370 

第１ はじめに ······················································ 370 

第２ 日本では ······················································ 371 

第３ 「フェイクニュース」の範囲 ···································· 371 

第４ 「フェイクニュース」の問題提起 ································ 371 

第５ 「フェイクニュース」への対抗 ·································· 371 

第３節 権力による報道の自由に対する介入問題 ···························· 373 

第１項 テレビに対する権力の介入問題 ·································· 373 

第２項 放送法４条１項の法規範性に関する見解 ·························· 373 

第１ 学者の通説的見解 ·············································· 373 

第２ 総務省（郵政省）の見解（態度） ································ 374 

第３ 小括（放送法４条１項に法規範性は認められない） ················ 375 

第３項 1993年以降のテレビ放送への政治的介入の具体例 ·················· 375 



第１ 1993年 椿発言事件に端を発する国会答弁 ························ 375 

第２ 2001年 「女性国際戦犯法廷」番組改変事件 ······················ 375 

第３ 2004年 ＴＶタックル（ア）、ニュースステーション（イ）問題 ····· 375 

第４ 2006年 731部隊安倍顔写真問題 ································ 376 

第５ 2014年11月以降の政権及び与党自民党から放送メディアに対する 

一連の政治介入 ··················································· 376 

第４項 女性国際戦犯法廷 ·············································· 377 

第５項 日弁連の対応 ·················································· 382 

第６項 小括 ·························································· 382 

第４節 報道の自由、ジャーナリズムの意義の再確認 ························ 382 

第１項 改めて報道の自由、取材の自由の意義 ···························· 382 

第２項 今こそ憲法上の表現の自由を強化する必要性が高いこと ············ 383 

第３項 現状を打開していくための課題 ·································· 384 

第１ 刑事裁判記録の閲覧を制限する法律 ······························ 384 

第２ 犯罪報道の在り方について（新たな視点からの検討） ·············· 386 

第３ マスメディアの現状を改善するためには何が必要か ················ 388 

 

第４編 提言 ································································ 395 

 

資料編 

１ ドイツ視察報告 ·························································· 399 

２ ドイツ連邦憲法裁判所判事メッセージ ······································ 416 

３ ドイツ視察事前調査資料 ·················································· 419 

４ ドイツ視察時に受領した資料 ·············································· 428 

５ アメリカ視察報告 ························································ 433 

６ 参考報道記事 ···························································· 452 

７ デビッド・ケイ「表現の自由」国連特別報告書 訪日報告書（未編集版） ······· 470 

 

※本基調報告書は、本実行委員会の意見にとどまり、日弁連の意見ではない点も含まれて

おります。 

 



 

法令索引 

 

本書において、法令名については、正式名称のほか、以下のとおりの略称を使

用している部分があります。 

 

通信傍受法     犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 

 

組織犯罪処罰法     組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 

 
番号法       行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律 

 

情報公開法     行政機関の保有する情報の公開に関する法律 

 

個人情報保護法   個人情報の保護に関する法律 

 

秘密保護法     特定秘密の保護に関する法律 

 

刑訴法       刑事訴訟法 

 

刑事確定記録法   刑事確定訴訟記録法 

 

武力攻撃事態法   武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和

と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 

 

国連平和維持活動法 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 

 

国際平和支援法   国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国

の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 
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本基調報告書のテーマと構成 

第１ はじめに 

日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）の人権擁護大会は、日本国憲法施行

70 周年の本年、滋賀県大津市において第 60 回の大会を迎えることとなった。 

この記念すべき大会で、日弁連は「情報は誰のもの？～監視社会と情報公開を考

える～」と題するシンポジウムを開催するとともに、本基調報告書を作成した。 

本基調報告書が目指すところは、大きく３つある。 

第１は、「情報は誰のもの？」という問題を、憲法理念に基づいて解明することで

ある。ここにいう憲法理念とは、個人が尊重される民主主義社会の実現である。 

第２は、拡大し続ける現代監視社会におけるプライバシー権の危機的状況、並び

に、現代日本における情報公開と権力監視の不十分さがもたらしている国民主権及

び知る権利の危機的状況を直視し、それらの状況の深刻さを明らかにすることであ

る。 

第３は、これらの危機的状況を踏まえつつ、個人が尊重される民主主義社会とい

う憲法理念を実現するためのさまざまな対策等の提言を試みることである。 

第２ プライバシー権の危機的状況 

「情報は誰のもの？」を問う場合の「情報」には、大きく分類して、私的（個人）

情報と公的情報とがある。そして、私的情報を公権力や他人が監視したり、勝手に

収集・利用したりすることを制限するために重要な役割を果たしている人権とは、

いうまでもなくプライバシー権である。 

人は、他人や、とりわけ公権力等から監視されていると感じると、自らの価値観

や信念に基づいて自律的に判断し、自由に行動し、表現することが困難になる。し

たがって、プライバシー権とは、国民が個人として尊重されるために不可欠である

とともに、健全な民主政の過程の実現に不可欠な言論・表現・思想・良心の自由に

も直結する重要な人権である。 

日弁連はこのような考え方を踏まえ、既に今からちょうど 10 年前、静岡県浜松市

で開催された第 50 回の記念すべき人権擁護大会において、「市民の自由と安全を考

える－９.11 以降の時代と監視社会」と題するシンポジウムを開催した。そして、

テロや犯罪予防等を理由に拡大される監視や警察権限の強化が、私たちのプライバ

シー権を過度に制限し、民主主義社会を支える言論・表現の自由を委縮させる危険

性を孕む点について警鐘を鳴らすとともに、憲法及び国際人権法の定める基本的人

権の保障を実現し、立憲主義的憲法を堅持することの重要性を訴える宣言を行った

（「人権保障を通じて自由で安全な社会の実現を求める宣言」）。 

また、７年前に岩手県盛岡市で開催された第 53 回人権擁護大会では、「デジタル

社会における便利さとプライバシー～税・社会保障共通番号制、ライフログ、電子

マネー～」と題するシンポジウムを開催し、市民監視手段ともなり得るデジタル技
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術やインフラ（社会基盤）が急速に発達・普及しつつある「高度情報通信ネットワ

ーク社会」において、国民の自己情報コントロール権保障の実効性を高めるための

原則や仕組みの確立を求める決議を行った（「高度情報通信ネットワーク社会」にお

けるプライバシー権保障システムの実現を求める決議」）。 

しかし、その後もインターネット、監視カメラ、ＧＰＳ装置など、大量の情報を

集積する技術が飛躍的に進歩し、マイナンバー制度も創設されるなど、市民監視手

段ともなりえる各種の技術やインフラが加速度的に発達・普及しつつあるにもかか

わらず、それらに対する適切な法規制は十分になされているとはいえず、監視の濫

用のおそれが放置され、拡大しつつある。すなわち、国民のプライバシー権が侵害

される危険性は、以前よりもむしろ高まっていると言わざるを得ない。 

第３ 知る権利と国民主権原理の危機的状況 

他方、公的情報についていえば、その適切な公開は、憲法 21 条によって保障され

ている知る権利に奉仕するとともに、国民をして真の主権者として自律的な政治的

意思決定を行うことを可能とし、健全な民主政の過程を実現するために重要な役割

を果たすものである。とりわけ代表民主制下においては、一人一人の国民が直接に

国政に参加して公的情報に接することができないため、誰を全国民の代表者に選出

すべきか、どんな政策を選択すべきか等について国民が自律的に判断できるように

するためには、政府の国民に対する説明責任（アカウンタビリティ）の履行でもあ

る情報公開が不可欠である。 

日弁連はこのような考え方を踏まえ、既に 1990 年に北海道旭川市で開催された第

33 回人権擁護大会において、「情報公開と個人情報の保護－情報主権の確立をめざ

して」と題するシンポジウムを開催するとともに、「真の情報公開制度と個人情報保

護制度は、民主主義の存立と基本的人権尊重のために欠くことのできない車の両輪

であり、その実現は、国民自身が主権者としてそれらの情報を実質的に支配するた

めの制度的保障である」との明言を含む宣言を行った（「情報主権の確立に関する宣

言」）。 

しかし、日本の情報公開制度における不開示事由は今もなお広範であり、現在に

おいても、真の国民主権の実現という観点からは満足し得るものとは言えない。 

加えて、最近では、開示基準についての国による恣意的な運用や、重要な公文書

の短期間での廃棄や未作成も、重大な問題として新たに生じてきており、国民主権

原理と知る権利に奉仕すべき日本の情報公開制度とその運用の実態は、まだ多くの

問題を抱えていると言わざるを得ない。 

ところで、政府等による情報公開が促進されたとしても、国民に対して隠蔽され

る公的情報がなくなることはあり得ない。そこで、重要となるのが権力監視である。

内部告発やメディアによる権力批判報道がその代表例であり、それらは公的情報の

公開を、既成の情報公開制度を経由することなく実現することによって、知る権利

と国民主権原理に資するのである。 

しかし内部告発について言えば、内部告発者を保護するための公益通報制度自体
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が国民に十分に周知されておらず、更に現行の公益通報者保護法によると、公益通

報者（内部告発者）を保護するための仕組みも複雑かつ不十分であるため、内部告

発をしたいと思う者の多くが不利益を被ることを恐れてそれを差し控えるのも無理

もないと言えるような状況となっている。 

また、メディアによる権力批判報道について言えば、メディア報道に萎縮効果を

及ぼす秘密保護法の施行に加え、現在の組織メディアの在り方や仕組み自体の中に、

メディアによる積極的な権力批判を困難にする問題点が数多く存在していることが

指摘されている。したがって、メディアがその本来の役割を自覚し、権力に屈しな

いで自律的に多様な報道を行うことができるための新たな仕組みを見いだし、それ

を構築することが今や喫緊の課題とも言うべき状況にある。 

すなわち、現行の不十分な情報公開制度を補充するとともに、国民主権原理と知

る権利に奉仕する重要な役割を担う権力監視の仕組みも、さまざまな問題を抱えて

いる。 

以上のような現状に照らせば、国民主権原理及び知る権利は、今大きな危機にさ

らされていると言わざるを得ない。 

第４ スノーデン氏の示唆 

憲法の理念である「個人が尊重される民主主義社会の実現」のためには、私的情

報は原則として個人のコントロール下におかれなければならず、国家権力等による

自由な収集・利用を許してはならない。また、公的情報は原則として主権者である

国民に対して公開されねばならず、そのためには情報公開制度の充実のみならず、

権力監視の担い手である内部告発者の保護とメディアによる報道の自律性が実現さ

れねばならない。 

このことを、まさに命をかけて世界中に示してくれた人物が、元ＮＳＡ（米国国

家安全保障局）局員エドワード・スノーデン氏（以下「スノーデン氏」という。）で

ある。 

2013 年６月、スノーデン氏は、米国政府がインターネット関連企業の協力を得て、

全世界のインターネット上のデータを監視できる情報環境を作り、秘密裏に活用し

ていた実態を内部告発し、世界を震撼させた。同氏の命がけの内部告発は、デジタ

ル技術が高度に発展した現代社会における私たちのプライバシー権が今まさに危機

的状況にあるという現実を暴露しただけではなく、公的情報の公開の意義とそれに

寄与する内部告発及びメディアによる自律的な報道の重要性を、私たちにありあり

と思い知らせてくれた。 

さらに、内部告発後に発表された同氏のインタビュー記事、講演内容や、それら

に関連する著作等も、プライバシー権の重要性や情報公開の民主主義的意義などに

つき、さまざまな重要な示唆を私たちに与えてくれた。  

第５ 本基調報告書の構成 

本基調報告書は、以上で述べたような課題意識やスノーデン氏の示唆を踏まえ、
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以下のような構成となっている。 

まず、第１編においては、「情報は誰のもの？」という問いについて、個人が尊重

される民主主義社会の実現という憲法理念に基づく解明を試みる。そこでは、プラ

イバシー権、知る権利及び情報公開の重要性に加え、それらと憲法の三大原則（基

本的人権の保障、国民主権及び平和主義）との関連性も明らかにされる。 

第２編では、現代社会において拡大しつつある私的情報の監視及びプライバシー

権の危機的状況の現実を明らかにし、それを踏まえた種々の問題提起や提言を行う。

そこでは、スノーデン氏が暴露した米国における国家ぐるみの監視の現実や、Ｂ・

シュナイアー氏によって「超監視社会」とさえ呼ばれるようになった現代社会にお

けるさまざまな監視技術やインフラの仕組み等が明らかにされるとともに、プライ

バシー権保護のための法規制の不十分さ等についての問題提起がなされ、その解決

策や改善策についての種々の提言等がなされる。 

第３編では、現代社会における公的情報の公開の不十分性と権力監視システムの

危機的状況を明らかにし、知る権利及び情報公開の重要性を踏まえて、種々の問題

提起や提言を行う。そこでは、日本の情報公開制度自体に含まれるさまざまな問題

点、実際に不十分な公的情報公開の現状、最近話題になった公文書の廃棄や未作成

問題、さらに、日本における内部告発や報道の自由という権力監視の制度や仕組み

が今抱えているさまざまな問題点などが明らかにされるとともに、その解決策や改

善策についての種々の提言等がなされる。 
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第１編 情報は誰のものか 

はじめに 本編の問題意識 

第１ 私的情報は誰のものか  

今、この基調報告書を手にされている方には、シンポジウムご参加のために滋賀

県大津市を訪れてくださった方もきっと多いことであろう。そこで、もしよろしけ

れば、以下のことを想像してみていただきたい。 

仮にあなたがシンポジウム参加者のお一人だったとした場合、あなたが自宅を出

てからこのシンポジウム会場に着くまでの間に、いったいどれほどの数のカメラに

映り、その映像データが記録され、それが今もどこかに残っているのかについて。 

たとえば、もしもあなたがここに来る途中でコンビニエンスストアに立ち寄った

とすれば、そこで何時何分ころにどんな商品を選んでいたのかという映像データが

きっと記録され、残っているはずである。新幹線やタクシーを利用して来られた方

であれば、最近ではそれらの車内にもカメラが設置されている。 

あなたの情報やデータを記録して、どこかに残しているのは、カメラだけではな

い。たとえば、ＩＣカードを利用して交通機関を利用された方なら、その移動履歴

が記録に残っている。 

また、今やほとんどの方は携帯電話機をお持ちであろう。もしあなたがそれを使

って通話したとすれば、電波を受信した基地局には通話時刻におけるあなたの位置

情報が記録されて残る。それを使用してメールを送れば、その内容はあなたの携帯

電話機のみならずそれを受信した機器等にも、通信時刻とともに保存される。また、

あなたがお持ちの携帯電話機には位置情報を発信するＧＰＳ機能が付いている可能

性が高い。さらに、あなたの携帯電話から定期的に発せられる微弱な電波から、あ

なたの位置情報が取得される可能性もある。 

さらに、もしもあなたがインターネットを使っていたならば、あなたがどんなサ

イトをご覧になったかといった記録も残っている。もちろん、ネットショッピング

をしていたら、あなたの購入履歴が残っている。 

これらの記録された大量の情報は全てあなたの私的情報であり、言うまでもなく

それは本来あなたのものであって、他人があなたに無断で自由に収集・利用してよ

いものではない。 

とはいえ、こうした監視カメラをはじめとする私的情報の大量集積技術や、収集

した情報の利用や流通に資するインフラ、たとえばビッグデータ活用のためのＩＴ

インフラと呼ばれるようなものやマイナンバー制度などは多くの場合、実際に、国

民生活の利便性の向上や犯人の早期検挙等に一定の効果を発揮してもいる。とすれ

ば、今後も間違いなく進歩・拡大し続けることになるであろう。そのことが意味す

ることは、私たちは現在、そしておそらくはこれから先も、大量の私的情報が無断

で自由に誰かに収集され、利用され、流通させられるおそれのある社会の中で、生
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活をしていかざるをえないということである。つまり、私たちが生きる社会とは、

本来あなたのものであるはずの私的情報が、国家や他人によって収集され、利用さ

れる危険を常に孕んでいるような社会なのである。 

ところで、私的情報を公権力や他人が監視したり、勝手に収集・利用したりする

ことを制限するために重要な役割を果たしている憲法上の人権とはいうまでもなく

プライバシー権である。したがって、私的情報の国家や他人による勝手な収集・利

用は、憲法上、プライバシー権の制限あるいは侵害を意味することになる。 

それでは、憲法はなぜプライバシー権を人権として保障するのであろうか、すな

わち、私たちの私的情報を監視や無断収集・利用から守るプライバシー権とは、ど

のような内容の人権であり、それが人権として保障されるのはどのような憲法上の

理由によるのであろうか。逆にいえば、プライバシー権の侵害が放置されることは、

どのような弊害を生み出すのであろうか、また、国家による市民監視につながりか

ねない大量の私的情報の収集・利用の濫用の危険性はどのような場合に高まり、そ

れが濫用された場合にはどのような弊害を生み出すのであろうか。 

本編第１章ではまず、私的情報をめぐる上記のような問題について、憲法理念に

基づく解明を試みる。 

第２ 公的情報は誰のものか 

日本の情報公開は、以前に比べれば改善されつつあるとはいえ、いまだに広範な

不開示事由が存在しており、現在でも、「のり弁」に例えられるくらいに真っ黒にマ

スキングされた「一部開示」なるものが、しばしばなされている。 

近年ではこうした不開示問題に加え、南スーダンＰＫＯ日報や学校法人森友学園

に対する国有地売却経緯に係る資料の短期間での廃棄、学校法人加計学園の獣医学

部新設の過程文書の不存在扱い、原発事故をめぐる原子力災害対策本部の議事録の

未作成、安全保障政策の大転換のきっかけとなった集団的自衛権の解釈変更をめぐ

って内閣法制局が閣議決定前の内部検討の経緯を記した議事録の未作成など、明ら

かに重要な内容を含む公文書が早期に廃棄されたり、未作成であったりすることが

大きな問題になっている。 

ところで、憲法は国民主権原理を明文で定めている（前文及び１条）。だとすれば、

そのことだけからしても、公的情報は当然に国民のものであると帰結されることが

自然である。しかも、憲法はこの国民主権の実現手段として、代表民主制を採用し

ている（前文及び 43 条）。 

それでは、代表民主制を通じて実現される国民主権あるいは民主主義の仕組みと

はいったいどのようなものなのであろうか、そしてその仕組みの中で、情報公開は

どのような意義をもつのであろうか。逆にいえば、情報公開が不十分にしか行われ

なかったとしたら、国民主権や民主主義はどのようになってしまうのだろうか。 

また、憲法 21 条１項は表現の自由の保障を定めているが、その自由には言論・発

表の自由のみならず、表現の受け手の自由、すなわち、知る権利も当然に含まれる。

したがって、私たちには公的情報を知る権利がある。 
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では、憲法が保障するこの知る権利にはどのような意義があるのか。この知る権

利にとりわけ奉仕することが強く求められる権力監視としての報道の自由や内部告

発とはどのような意義を有するものであるのか。最後に、こうした国民主権原理や

知る権利の趣旨に照らし、国家機密とはどのような範囲で認められるべきなのか。 

本編第２章では、公的情報をめぐる上記のような問題について、憲法理念に基づ

く解明を試みる。 

第３ 憲法の三大原則 

憲法は、国民主権、基本的人権の尊重及び平和主義を三大基本原則としている。

そこで、本編第３章では、この編における憲法論の総まとめとして、本基調報告書

のテーマの全体、すなわち、「プライバシー権及び知る権利の保障の充実と情報公開

の促進」と、この憲法の三大原則との関係について明らかにする。 

第４ 創作に登場する監視社会 

以上のような憲法論は理論的で、難解さも伴わざるを得ない。そこで、本編最後

の章となる第４章では、少し気分を変えて、創作作品に登場するかなり極端な監視

社会あるいは公的情報が隠蔽される社会を紹介し、読者の方々がそれらの社会を疑

似体験できるように試みた。この章は、できるだけ気軽に読んでいただくことがで

きるように、特段の予備知識がなくてもサスペンス・スリラーあるいはＳＦとして

楽しめる有名な作品をとりあげることとしたが、第３章までで述べられた憲法論を

踏まえることにより、新たな視点からの鑑賞や楽しみ方の発見につながれば嬉しい

限りである。 
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第１章 監視社会におけるプライバシー権保障の意義 

第１ はじめに 

既に述べたように、「情報は誰のものか？」という問いにおける「情報」には大き

く分けて、個人情報やプライバシー情報のような「私的情報」と、国政や外交に関

する情報のような「公的情報」がある。この章ではまず私的情報について考察する。 

そして、これもすでに述べたように、私的情報を公権力や他人が監視したり、勝

手に収集・利用したりすることを制限するために重要な役割を果たしている憲法上

の人権とは、いうまでもなくプライバシー権である。 

しかし、「プライバシー権」の定義については学説上も争いがあり、その言葉の意

味は多義的である。多義的な意味をもつ言葉を無前提に用いると、議論が混乱して

しまいかねない。そこで、プライバシー権に関する憲法的考察に入る前に、まず、

この「プライバシー権」の多義性について考察し、私たちが本基調報告書で使用す

る場合の「プライバシー権」という言葉の意味を明らかにしたい。 

第２ 「監視社会に抗するプライバシー権」の本質 ～ 自己情

報コントロール権 

野中俊彦他著『憲法Ⅰ（第５版）』275 頁以下（有斐閣、2012 年）は、プライバシ

ー権について、かつては、主に私人間における私生活上の事実の公開が不法行為に

あたることの法的根拠として、「そっとしておいてもらう権利」、「ひとりでいさせて

もらう権利」、あるいは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」

（東京地判 1964 年 9 月 28 日（判時 385 号 12 頁））というように捉えられるのが一

般的であったが、今日では、「自己に関する情報をコントロールする権利」（以下「自

己情報コントロール権」という。）として積極的にとらえる見解が有力になっている

と説明している。とはいえ、この自己情報コントロール権の定義も抽象的であり、

何が自己コントロール下におかれるべき情報であるのか、公権力に対する自己情報

訂正請求権のような請求権的性格をも認めるべきであるのか、などについては多く

の論者の完全な一致をみておらず、最高裁判例にも、プライバシー権を正面から明

確に定義したものはないとのことである。 

すると、プライバシー権の定義や意味は多義的かつ曖昧であって、これをテーマ

とすることは困難であるかのようにも思われよう。 

たしかに、言い回しの些細な違いや、プライバシー情報の範囲、法的性格につい

ての差異などについてまで着目するなら、プライバシー権の定義や意味は、ほとん

ど論者ごとに異なると言えるかもしれない。しかし、前掲書の説明にあった、不法

行為の法的根拠から自己情報コントロール権へというプライバシー権の本質の変化

とその背景に着目するなら、現代監視社会において問題とされるべきプライバシー

権が後者である点については、多くの論者も一致しているものと思われる。前掲書

276 頁も、「なにが自己コントロールに属すべきかを明らかにしなければ、総論賛

成・各論反対のようなことになりかねない」と指摘しているが、このことは逆に、

－9－



 
 

高度情報化社会においてテーマとすべきプライバシー権が「自己情報コントロール

権」であるという点（総論）については概ね一致をみていることを意味するであろ

う。そこで、上で述べたプライバシー権の本質の変化について、更に敷衍すること

にする。 

前掲書は、現代のプライバシー権の本質を敷衍して、「個人として秘密にしておき

たいという主観的感情の保護を要求するにとどまるものではなく、個人の自律領域

の保護を要求するもの」（前掲書 276 頁）であると指摘する。すなわち、プライバシ

ー権の本質は、かつては、「恥ずかしい」などと感じる秘匿性の高い私的情報が第三

者に公開されることによって被る精神的損害の賠償請求根拠という面が重視され、

その意味で、「個人として秘密にしておきたいという主観的感情の保護」とされてい

た。それが現在では、公権力や第三者の干渉が許されない「個人の自律領域の保護」

に変化したのであり、その結果、プライバシー権は、後に詳論するように憲法の個

人の尊重原理に基礎付けられる人権という意味をより強く備えるに至ったのである。

なお、「個人の自律領域」とは難解な言葉であるが、「個人が何も恐れず、誰からも

干渉されずに自由で主体的に振る舞うことができる領域」とイメージするなら、多

少わかりやすくなるであろう。本報告書では、この領域のことを簡潔に「私的領域」

と換言することもある。 

そして、前掲書は、このようなプライバシー権の本質変化の背景が、「コンピュー

タ技術の急速な発展により『情報化社会』の時代に」なったことであると指摘して

いる。本基調報告書ではまさにコンピュータ技術の発展により、大量の情報集積技

術やインフラを備えるに至った現代監視社会におけるプライバシー権をテーマにす

るものであるから、その場合のプライバシー権の本質は、この「自己情報コントロ

ール権」あるいは「個人の自律領域（私的領域）の保護を目的とする人権」として

のプライバシー権にほかならない。 

そこで、本基調報告書においても、その保障の充実の重要性を指摘する文脈にお

いて「プライバシー権」という言葉が使われる場合には、「秘匿性の高い恥ずかしい

事柄を隠す権利」という意味よりも、「個人の自律領域（私的領域）の保護を目的と

する人権」という意味が重視されている。したがって、その点にだけ注意していた

だければ、本基調報告書におけるプライバシー権をめぐる議論は、明確に理解可能

になると信じる。 

なお、この「個人の自律領域（私的領域）の保護を目的とする人権」としての、

あるいは「自己情報コントロール権」としてのプライバシー権の更なる具体的な意

味については、スノーデン氏の言葉やドイツの判例の分析などを通じて、後に詳論

する。 

第３ プライバシー権保障の憲法上の根拠 

プライバシー権保障の憲法上の根拠条文は 13 条であるという見解が通説である。

しかし、憲法 13 条の文言は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その

－10－



 
 

他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」であり、そこに「プライバシー権」と

いう文言はない。すなわち、プライバシー権保障の根拠条文が 13 条であるとしても、

それは同条から直接に導かれるのではなく、同条の解釈によって導かれるのである。

そこで、その場合の解釈のロジックについて、これから説明する。 

先に引用した憲法 13 条の前段（第１文）は「自由の基礎法」としての憲法の根本

理念である「個人の尊重」を規定したものであって、その具体的内実については後

に詳論する。そしてこれに続く後段（第２文）は、憲法が国民の生命、自由に加え、

幸福追求権を保障していることを定めている。 

ところで、憲法は、その 14 条から 29 条において、参政権、表現の自由、職業選

択の自由、財産権など、さまざまな具体的な人権の保障を明文で規定している。そ

こで問題となるのが、「憲法は、これら明文で規定した人権以外を人権として保障し

ないのか？」ということであるが、判例も通説もそのようには考えていない。その

根拠がまさに 13 条の規定の仕方にある。 

すなわち、13 条後段は「幸福追求権」の保障を規定しているが、14 条以下に規定

されている表現の自由等の多数の具体的な人権も、広い意味では「幸福追求権」に

含まれるはずである。すると、13 条後段の「幸福追求権」とは、あらゆる人権に共

通する本質に着目し、人権を包括的に表現したものであり、14 条以下に規定されて

いる表現の自由等の多数の具体的な人権は、その「幸福追求権」のうちの典型的な

ものを例示的に列挙したカタログのようなもの（「人権カタログ」と呼ばれることも

ある。）であると解釈することが論理的である。ちなみに、以上のような解釈に基づ

き、「幸福追求権」とは、講学上「包括的人権規定」と呼ばれている。 

そして、この包括的人権規定（幸福追求権）を導く前提となる 13 条前段は、「す

べて国民が個人として尊重される」と規定し、「個人の尊重」こそが人権尊重主義の

根本理念あることを明言している。とすれば、明文規定がない権利利益であっても、

それが個人の尊重理念の実現にとって不可欠な権利利益であれば、それは「幸福追

求権」として憲法が保障する人権であると解釈することが論理的である。 

なお、この「個人の尊重理念の実現にとって不可欠」については、講学上は一般

に「人格的生存に不可欠」という表現が用いられる。すなわち、人間が個人として

尊重されるためには、まず肉体的生存（生命）が重要であることは言うまでもない

が、それだけで足りるのではなく、「尊厳」とも呼ぶべき「人格的生存」が保障され

てはじめて、個人の尊重が実現されるというわけである。だから、この「個人の尊

重」のことを、「個人の尊厳」あるいは「人間の尊厳」と表現する論者もいる。 

以上のことから、14 条から 29 条で規定されているさまざまな人権は全て、人格

的生存に不可欠な権利利益の典型例にすぎないということが明らかになった。とは

いえ、明文にない権利利益が全て「幸福追求権」に該当するわけではない。その権

利利益が、人権尊重主義の根本理念であるところの個人あるいは人間の尊厳として

の人格的生存にとって不可欠な権利利益である場合に限って、人権として認められ

るのである。 

したがって、次に問題とすべきことは、先に述べた自己情報コントロール権とし

てのプライバシー権と人間の尊厳との関係である。具体的には、プライバシー権の
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保障が、いかなる意味で、人間の尊厳や人格的生存にとって不可欠なのかという問

題である。この点については、次で述べるように、スノーデン氏が大変すばらしい

示唆を与えてくれた。    

第４ プライバシー権とは隠すための権利ではない 

１ スノーデン氏のプライバシー論 
「政府はよく監視について『隠すことがないなら恐れることはないだろう』と

人々に向かって言います。このフレーズは実はナチスのプロパガンダから来てい

ます。けれどプライバシーはなにかを隠すためにあるのではありません。プライ

バシーはなにかを守るためにある。それは個です。プライバシーは個人が自分の

考えをつくりだすために必要なのです。人は自分の信じるところを決定して表現

するまでに、他人の偏見や決めつけを逃れて、自分自身のために考える自由が必

要です。多くの人がまだそのことに気づいていませんが、だからプライバシーは

個人の権利の源なのです。プライバシーがなければ表現の自由は意味をなさない。

プライバシーがなければ、言いたいことを言い、あるがままの自分ではいられな

い。プライバシーがなければ自分を個人とは主張できない。それは全人格を集団

に吸収されることです。どこかで読んだことを話し、友だちの考えたことを繰り

返すだけなら、オウムと一緒です」 

これは、昨年出版された小笠原みどり著『スノーデン、監視社会の恐怖を語る 

独占インタビュー全記録』173 頁（毎日新聞出版、2016 年）にある言葉である。

スノーデン氏は、周知のとおり、2013 年６月、米国政府がインターネット関連企

業の協力を得て、全世界のインターネット上のデータを監視できる情報環境を作

り、秘密裏に活用していた実態を内部告発し、世界を震撼させた人物である。そ

の命がけの勇気ある行動もさることながら、プライバシー権に関する洞察の深さ

にも驚かざるを得ない。実際、このスノーデン氏の言葉は、すでに紹介した日本

の憲法学におけるプライバシー論や、人権尊重主義を支えてきた近代西洋哲学者

たちがこれまで強調してきた考え方とも、明らかに一致している。 

しかし、スノーデン氏も「多くの人がまだそのことに気づいていませんが」と

述べ、「プライバシーはなにかを隠すためにあるのではありません。」と強調して

いることからも、「プライバシー」という言葉を聞いて、「個人として秘密にして

おきたいという主観的感情」のことしか思い浮かべないような人々が、いまだに

多いのではないかと思われる。すると、そのような多くの人々に対しては、「隠す

ことがないなら監視を恐れることはないだろう」という言葉も一定の説得力を持

ってしまい、監視社会におけるプライバシー権保障の意義の理解が困難になって

しまう。したがって、自己情報コントロール権としてのプライバシー権、「個人の

自律領域（私的領域）の保護を目的とする人権」としてのプライバシー権の解明

はきわめて重要である。 

そこで、以下ではまずこの問題について、その基礎にある哲学にも触れながら

詳論する。 
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なお、こうした理論的考察は難解さを伴わざるを得ない。そこで、監視社会の

問題点を理論よりも具体的なイメージを通じて直感的に理解することを希望され

る方は、本編第４章を、先に読まれることをお勧めする。 

２ 問題の所在 ～ 情報化社会以前のプライバシー権 
プライバシー権が、「隠すための権利」であると理解されやすいのはどうして

であろうか。典型的なプライバシー侵害を例に考えてみよう。 

たとえば、人は自分の裸を隠そうとする。裸の盗撮は明らかに典型的なプライ

バシー侵害である。 

では、あなたはなぜ裸を隠すのか。多くの人々は「他人に裸を見られると恥ず

かしいから」と答えるのではないだろうか。だからこそ、プライバシー権は、「個

人として秘密にしておきたいという主観的感情の保護」の要求と解されがちなの

であって、実際、そのようなプライバシー権理解が、情報化社会以前における「プ

ライバシー権」の中心的意味だったのである。 

人はまた、自分の本音を隠す場合がある。だから、一般に本音が書かれること

が多い日記を他人によって勝手に公開されたりすることは、プライバシー侵害の

典型例であろう。また、実生活では他人に話せない本音であっても、インターネ

ット上で匿名なら話せる場合も多いであろう。するとその匿名者のプライバシー

情報が無断で暴露されることも、プライバシー侵害と言えるであろう。 

では、なぜ、あなたは本音を隠したいと思うのか。これには、その本音の内容

などによって、いろいろな理由を答える人がいるかもしれない。自分の普段の発

言が嘘であったことがばれるからだとか、日記やネット上に書かれている自分の

本音を基礎とした内容が、自分が他者に見せたいと望んでいる自己イメージに反

するという回答などもあるであろう。しかし、これらの場合も結局のところ、そ

の公開によって恥ずかしいと感じるからとか、やましいと感じるからと答える人

が多いのではないだろうか。 

しかし、プライバシー権が、このような意味での「隠すための権利」に尽きる

ものであるとしたら、その「人権としての」価値はどれほどのものであろうか。

たとえば、私たちは医者にならば裸を見せる場合もある。それは、生命や健康の

重要性が、恥ずかしいという理由に優先するからであると説明することも可能で

あろう。するとまして、隠したい理由がやましいと思っているからであるような

場合に、公共の安全等がそのようなプライバシー権に優先することは当然である

と思われよう。 

実際、スノーデン氏が暴露した米国の監視システムは「９.11 同時多発テロ」

をきっかけに「テロとの戦い」のために作られた米国の愛国者法を基盤にしてい

たのであり、日本でも今、東京でのオリンピック開催に向けてテロや犯罪防止策

を強化することなどを理由として、インターネット、監視カメラ、ＧＰＳ装置な

どから大量の情報を集積する技術の飛躍的な進歩を背景とした監視の拡大が進め

られつつある。そのため、監視はテロや犯罪の防止に役立つのに対して、プライ

バシー権はそれらの助長につながるやましい「私事や悪事を隠すための権利」に

－13－



 
 

すぎず、その尊重の必要性は監視の必要性よりも劣後すると誤解されやすい。 

しかし、スノーデン氏が述べるように、プライバシー権とは本当はそのような

「隠すための権利」に尽きるものではない。そこで次に、このスノーデン氏の言

葉の基礎にある人権思想や哲学について考察することにしたい。 

３ 人権尊重主義の理念 

(1) 「個人として尊重」（憲法 13 条） 

先に引用したように、憲法 13 条前段が規定している、「すべて国民は、個人と

して尊重される。」とは、人権尊重主義あるいは自由の基礎法としての憲法の根本

理念を宣言したものである。 

この理念については、日本では、論者の好みなどによって、「個人の尊重」、「個

人の尊厳」などと表現されることがあるが、ドイツでは、『実践理性批判』等の著

者として有名な哲学者カントの「人間の尊厳」思想に由来するものであるとされ

ている。（注１） 

そこで、以下において、カントの思想の概要についての考察を行い、先述した

スノーデン氏のプライバシー権に対する深い洞察の解明を試みたい。 

(2) カントにおける「人間の尊厳」 

カントの「人間の尊厳」思想は、ジョン・ロックやデイヴィッド・ヒュームに

代表されるイギリス経験論哲学者の哲学（認識論）あるいは人間観への批判から

生まれたものである。なお、政治哲学に対する批判ではないので、ロックが主張

した社会契約論や民主主義論はここでの議論と関係がない。 

経験論哲学の認識論とは、大まかに表現するなら、真理とは客観的なものであ

って、人間は経験によってのみ、その客観的真理に接近できるという考え方であ

る。これは、カントに言わせれば、経験を人間の真理認識や判断の「あんよ車」

と考える立場である。 

しかし、そもそもどんな人間も、世界中に歴史的に起こる全てのことを経験す

ることなどできるはずはない。すると、そのような不完全な人間が認識したと称

する普遍的な法や道徳や自然科学の法則などは、全て仮象（確固たる根拠のない

認識）にすぎないものとされてしまう。 

したがって、このような立場が、君主や多数派の専制を否定する根拠もまたこ

うした人間の不完全性に求められることとなり、個人の個性も同様に、一つの同

じ客観的真理（正解）に対するさまざまな見解や感じ方の違いとしてのみ尊重さ

れるべきものとされることとなる。 

つまり、個性は人間の尊厳の根拠というよりは、むしろ人間の不完全性の根拠

とされることになる。逆にいえば、もし人間が全てのことを経験でき、しかも完

全な知性を有していたとすれば、個性は消失し、一つの同じ客観的真理に到達で

きるであろうということを、この立場はひそかに前提としているともいえよう。 

すると、この場合の「個性」とは、主体から独立して存在しているとされる唯

一の正解としての客観的真理からの差異や距離として把握されることとなり、そ

の差異や距離が小さい場合であれば尊重されることになるが、大きくなれば尊重
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ではなく、否定や排除の対象とされやすいこととなる。正解志向を否定しながら

「明らかな不正解」の存在については肯定するような考え方の背景には、このよ

うな発想がある場合が多い。その結果、どんな個人間においても存在せざるを得

ないくらいの小さな差異であれば個性として尊重の対象とされるが、常識や社会

の多数派意見から大きく外れた独自の価値観や宗教等は、尊重されず、否定や排

除の対象にされやすくなるのである。「出る杭は打たれる」という言葉もあるよう

に、小さな個性は尊重されるが、はっきりとわかるくらいの個性は逸脱として、

矯正の対象とされることにもなるのである。 

カント哲学は、上記のような経験論的な認識論あるいは人間観を、以下のよう

な考え方によって批判した。なお、（注２）を見ていただくとわかると思うが、カ

ントの言葉から直接引用すると、大変難解であるので、以下では、できるだけ例

え話などを用いてイメージ的に理解できるように説明することとする。また、カ

ント哲学の解釈については、専門家の間でも立場によっていくつかの見解が存在

する。そのような理由からもここでは細かな点についての議論は避けることとし

た。 

さて、経験論者は、何でもかんでも経験しなければ知ることができないという

が、すると私たちがたとえば「真の民主主義」について何かを語ろうと思っても、

この世のどこかに「真の民主主義」が実際に出現するまでは、それができないと

いうことになってしまう。また、自然科学が成功するためには、普遍的な法則の

存在が経験から導かれねばならないであろうが、全てのことを経験することが不

可能である以上、経験からだけでは決して普遍的法則の存在は導き得ない。それ

ではいつまでたっても自然科学が成功する日は来ないであろう。にもかかわらず、

私たちが今理想を抱いたり、科学を発展させたりすることができるのはなぜか。

カントによれば、人間が、経験という「あんよ車」に常に引きずり回されるだけ

の存在なのではなく、経験から学びつつも、そこから理念等の真理の規準や、因

果関係のような自然認識の尺度を自ら発見し、これに自分自身（道徳）あるいは

経験（科学）を従わせる主体的な存在だからであるとされる。このようにさまざ

まな事柄について自ら規準やルールを作り出し（自己立法）、自分や経験をこれに

従わせるという人間の主体的本質のことを、カントは「自律」と呼んだ。そして、

この人間の自律的な人格としての在り方のことを、カントは「尊厳」と呼んだの

である。（注２） 

したがって、カントによれば、私たち人間が築いてきた科学や道徳や法は、仮

象であるどころか、人間がその「尊厳」と呼ぶべき主体的本質に基づいて自律的

に定立する真理とされることになる。もっとも、カントは、こうした人間の自律

的な法則定立行為のことを「普遍的自己立法」と呼び、普遍性を重視する立場に

対してのみ高い価値を認め、それを道徳哲学の基礎とした。この点については、

現代の文化や価値観の多様性を重視する私たちの立場からみれば、カントの思想

の限界と評価すべきなのかもしれない。（注３）  

ともあれ、私たちがカントのこうした思想から学ぶべきと思われることは、カ

ントが「人間の尊厳」を、人間の自律的な自己立法能力（善悪や真偽を判断する
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ための自分の規準、尺度、ルール等を自ら立てる能力）において認めた点である。

そこで、この考え方に従って「個人の尊厳」の意味を導くなら、それは個人が人

生経験を通じて自分らしい生き方や真理の法則、つまり、自己の信念や価値観あ

るいは思想良心に従った自分だけの真理や幸福の規準を自ら発見し、それらに合

致する真理や幸福を求めて自由に生きようとする主体性のことを意味することと

なるであろう。 

４ 個の確立と公共の福祉 

このように人間一人一人が、尊厳を備え、自己の思想良心に従って真理や幸福

を追求する主体的存在としての個人であるとするならば、各個人の思想良心に従

った様々な行動や表現は、必然的に、国家も含む他者の思想良心の自由と衝突す

る場面が生じる。なぜなら、個人の思想良心は、既に詳しく説明したように、国

家の法や他者の法とは異なる個人が自律的に立法した法に従うものだからである。 

したがって、こうした衝突は、個人の主体性を肯定する以上、むしろ必然的に

生じるものであり、生じた場合には調整が必要とならざるを得ない。だからこそ、

先に引用した憲法 13 条後段は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につ

いては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必

要とする」と規定し、その場合の調整原理が「公共の福祉」であることを明らか

にしているのである。 

しかし、憲法 11 条後段には「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵す

ことのできない永久の権利」との規定があることなどからすれば、そのような調

整を行う場合においても、人権やその中心理念である個人の尊重は最大限に保障

されなければならないということが帰結される。つまり、憲法は、たとえ国家の

法であっても不可侵な「私的領域」が最大限守られなければならないと規定して

いるのである。 

その理由は既に明らかであろう。人間はその私的領域においてこそ、その尊厳

の現れである自由な表現や行動や自己実現及び自己統治をなし得るからである。

スノーデン氏の言葉を借りるなら、その私的領域は、「自分の考えをつくりだすた

めに必要な」領域なのであって、人が「自分の信じるところを決定して表現する

までに、他人の偏見や決めつけを逃れて、自分自身のために考える自由」を行使

できる領域なのである。では、監視はこの私的領域に対してどのような影響を与

えるのか。 

５ 監視が侵害する自由とは何か 

ここでもう一度、最初に掲げた二つの例に戻ってみよう。 

人は一般に裸を他人に見られると恥ずかしい。では、あなたは裸になりたいと

思ったことはないであろうか。たとえば、温泉に入る時には裸になって入りたい

と思う人が多いのではないだろうか。温泉や風呂で裸になってくつろぐことは、

もちろんやましいことでも何でもない。では、その温泉での入浴中の様子や更衣

室が盗撮されていたらどうであろうか。まして、私的領域の典型ともいえる自宅
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のバスルームを盗撮されていたら、あなたは安心して裸になって入浴することが

できるであろうか。 

また、そもそも本音とは、自己の思想良心に従った意見や主張等であって、そ

のような意見や主張等を持つこと自体は何らやましいことではない。むしろ、人

が自分の意見や思想を構築したり、何かについて決断したりしようとする時には、

常識や権威にさえとらわれない自分の本音を基礎に考えることこそが重要であろ

う。また、他人との議論においても、本音をぶつけ合うような議論こそが人格の

発展に大きく寄与するであろう。そして、そのような本音をぶつけ合う議論は、

時には自分の実社会における立場や属性を隠さなければ実現しない場合もある。

したがって、日記に自分の本音を書きとめておくことや、インターネット上にお

ける匿名での議論等は、個人の人格の発展にとって、決して価値の低いものでは

ない。しかし、日記の内容やインターネット上のプライバシー情報が常に監視さ

れ、公表される恐れがあるとすれば、あなたはもはや、どこで本音だけに従って

自由に思考し、表現し、議論等をしたらいいのだろうか。なお、もちろん、ネッ

ト上における匿名での悪意ある誹謗中傷のようなものは保護に値せず、ここでの

議論とは無関係である。 

以上のことから、プライバシー権は「隠すための権利」であるどころか、行動

と表現の自由を保障するための権利だということが理解できるであろう。すなわ

ち、裸の盗撮がプライバシー侵害であるのは、それが公開されることで羞恥心を

生じさせるからだけではなく、温泉等で裸になってくつろぎたいという自由を奪

うからである。すなわち、この場合のプライバシー権とは、裸を隠すための権利

ではなく、個人が本来裸になっていいはずの私的領域において裸になる自由を保

障するための権利でもある。 

本音の無断公開がプライバシー侵害であるのも同様に、プライバシー権が本音

を隠すための権利だからなのではなく、個人が本来本音で自由に議論できるはず

の私的領域において、本音を表現する自由が侵害されるからなのである。だから、

この場合のプライバシー権は、「私的領域において本音を表現する自由」を実現す

るための権利である。 

これらのプライバシー権の本質を一般的に表現すると、「私的領域において自

己決定に従って表現あるいは行動する自由を保障するための権利」となるのであ

る。 

さらに、カントの理論（注２）においてみたように、監視は人間の尊厳をも侵

害する。カントによれば、人間の尊厳は、理念（思想・良心・信条）に基づき自

ら立法し、これに自発的に従う点に認められる。つまり、自分が正しいと信じる

ことに自発的に従う点に認められる。しかし、監視は、その対象となる個人に恐

怖や羞恥を感じさせることにより、社会や常識が正しいとみなす事柄を強要する。

その場合に法に従う個人は、正しいと思うから従うのではなく、監視されている

から従うのであり、そこに尊厳は認められなくなるのである。 

以上のようなことに気付けば、情報化社会における「個人の自律領域（私的領

域）の保護を目的とする人権」としてのプライバシー権（自己情報コントロール
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権）の意味も具体的にイメージ可能となるのではないだろうか。すなわち、その

ようなプライバシー権とは、国家権力といえども不可侵な私的領域、自分自身の

信念や価値観に基づく自己決定に従い、自由に行動したり表現したりできるよう

な私的領域、これを守るための人権なのである。 

６ 「人として」の尊重と「個人として」の尊重 

ところで、最初に引用した憲法 13 条について、自由民主党は、「全て国民は、

人として尊重される」という改正草案（2012 年４月 27 日決定）を提示している。

これは、以上のようなカントの思想を踏まえた場合の「個人」や「個性」の尊重

と同じことを意味しているのであろうか。 

それは、改正草案の言葉である「人」を、先述した「尊厳」を備えた個人、つ

まり「自律的な個」として理解するのか、逆に、個人から個性を捨象した一般人

的側面、すなわち、社会や常識に調和的、迎合的な側面をもって「人」と理解す

るのかによって天と地ぐらいの違いがある。 

自律を尊重する前者の立場であれば、さまざまな価値観や信念に従って生きる

個性的な人々、時には政府を批判したり社会常識をも疑うような個性的な人々、

更にはオタクと呼ばれたりすることもあるような個性的な人々の個性が、全て尊

重の対象となる。しかし、一般人的側面を重視する後者の立場であれば、私もあ

なたも「一般人」と評価し得る範囲に収まる限りで尊重されるということになり、

「同じであること」がこの社会で尊重されるための基礎となってしまう。すると、

個性もある程度までは尊重されるが、「一般人」から大きく逸脱した個性は、むし

ろ矯正や排除の対象とされることとなる。たとえば、オタクや異教徒などは危険

人物とみなされやすく、監視や排除の対象とされやすくなるであろう。このよう

な解釈は結局、「みんなの幸せのためには、特殊な価値観の持ち主の個性が制限さ

れることは仕方がない」というような、本来の「個人の尊重」主義とは全く反対

の、「みんなの幸せ」なる同じ価値基準の全ての個人に対する押し付けにつながる

のである。そして実は、このような思想こそが、後に紹介する『１９８４年』が

描く監視社会の基礎にもあるのである。 

また、最近の憲法改正論では、憲法に「プライバシー権」を明文で規定すべき

との意見もあるようである。 

しかし、既に指摘した憲法 13 条の解釈のロジックが認められる限り、その必

要性は乏しい。しかし、そのロジックを維持するためには、憲法 13 条前段の「個

人として」の尊重、すなわち「個人の尊厳」あるいは「人間の尊厳」という人権

尊重主義の根本理念を失わせるような改正だけは絶対に許してはならない。なぜ

なら、この根本理念さえ憲法の根底に維持されていれば、既にみたように「プラ

イバシー権」という憲法上の文言がなくとも、私たちはこれまで述べてきたよう

な意味におけるプライバシー権が人権であるということを容易かつ明快に導くこ

とができる。しかし、もしも「個人の尊厳」が軽視され、「一般人の立場」ともい

うべき「個性を抑圧する同一性」が人権規定解釈の根底におかれるようなことに

なれば、仮に憲法に「プライバシー権」という文言が規定されたとしても、その

－18－



 
 

内容は、個性的な人々の自律的な生き方を肯定する権利利益とは解釈されず、「公

益及び公の秩序」に反しない範囲での個性だけしか認めるべきではないというよ

うな考え方につながりかねないからである。 

７ 結論 ～ スノーデン氏の言葉の意味 

プライバシーとは、やましい私事や悪事を隠すためのものではない。プライバ

シーとは、他者や国家権力も不可侵な私的領域を守り、その領域において人が個

を確立することを可能にするために必要とされるものである。 

個人とは、自己の思想や信条に基づく自律的な自己決定ができる者、わかりや

すく表現すれば、自分の頭で考えて言いたいことが言え、行うべきことを行える

ような者のことをいうが、人が自分の思想や信条を決定（自己立法）し、表現す

るまでには、国や他者に干渉されずに自分だけで考える自由が存在しなければな

らない。その自由が行使できる領域を守るプライバシーとは、したがって、個人

の権利の源なのである。 

というのも、プライバシーがなければ、自分の思想や信条を形成する（自分の

意見を形成する）場が与えられないのであるから、当然に、自分が言いたいこと

や、あるがままの自分を表現しようとしてもできなくなるのであり、したがって、

表現の自由が保障されていてもその意味がなくなってしまう。つまり、いかに「自

由に意見を述べて下さい」と言われても、そもそも「自分の意見」を形成する機

会を与えてもらえないのであるから意味がない。したがって、プライバシーがな

ければ、人はいつまでたっても自分が自律的な個人であると主張できるレベルに

到達できない（「自分の意見」を持てるレベルに達し得ない）。つまり、個として

集団から独立した存在になることができず、他人から教わったことをオウムのよ

うに返すだけの存在から抜け出すことができない。 

以上が、最初に引用したスノーデン氏の言葉の具体的な意味であろう。 

第５ プライバシー権関連判例 

１ 日本の判例 

既に述べたように、日本の最高裁判例には、プライバシー権を正面から明確に

定義したものはない。しかし、「プライバシー権」という言葉は使わなくとも、実

質的にはプライバシーを問題にした判例はいくつか存在しており、そのような意

味での代表的な判例については、第 53 回人権擁護大会シンポジウム第２分科会基

調報告書 190 頁～200 頁に既に詳しく紹介されているのでご参照いただきたい。 

それらの代表的判例を考察して気付くことは、日本ではこれまで自己情報コン

トロール権としてのプライバシー権を重視した判例がほとんどなく、プライバシ

ー権を特定の「私生活上の自由」の侵害あるいは「名誉・信用に直接に関わる事

項の公開」と位置付けるものが多かったという点である。 

たとえば、京都府学連事件（最判 1969 年 12 月 24 日（刑集 23 巻 12 号 1625 頁））

においては、「憲法 13 条は …… （中略） …… 国民の私生活上の自由が、
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警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものと

いうことができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その

承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するものという

べきである」と述べ、侵害法益を「承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮

影されない自由」という私生活上の自由であると把握している。同判例は、自動

速度監視装置事件（最判 1986 年２月 14 日（刑集 40 巻１号 48 頁））やパチンコ店

ビデオ監視事件（最判 2008 年４月 15 日（刑集 62 巻５号 1398 頁））でも引用され、

指紋押捺拒否事件（最判 1995 年 12 月 15 日（刑集 49 巻 10 号 842 頁））では、「個

人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない

自由を有する」として、やはり同判例が先例的価値をもつものとして引用され、

明らかに自己情報コントロール権を問題にすべきと思われる住基ネット訴訟（最

判 2008 年３月６日（民集 62 巻３号 665 頁））においてまで、「個人の私生活上の

自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表

されない自由を有する」として、同判例が先例的価値を持つものとして引用され

ている。 

また、「名誉・信用に直接に関わる事項の公開」と位置付けたものとしては、

前科照会事件（最判 1981 年４月 14 日（民集 35 巻３号 620 頁））があり、これは

ノンフィクション「逆転」事件（最判 1994 年２月８日（民集 48 巻２号 149 頁））

においても引用されている。 

つまり、これらの判例は、その具体的個別的内容が事案によって異なるとはい

え、プライバシー権侵害を、一定の私生活上の自由の侵害や名誉・信用に直接か

かわる事項の公開として位置付けているのであり、それはプライバシー権の本質

を、「個人として秘密にしておきたいという主観的感情の保護」と把握する立場に

近い。もちろん、このような捉え方がまさに当該事案に即している場合もある。

たとえば、「他人に知られたくない個人の情報は、それがたとえ真実に合致するも

のであつても、その者のプライバシーとして法律上の保護を受け、 …… （中

略） …… 前科等は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくな

いものの一つであ」るという伊藤正巳裁判官の補足意見が付されている前科照会

事件は、まさにそうであろう。 

しかし、住基ネット訴訟をはじめ、継続的な市民監視を可能とするインフラの

仕組みに抗する場合に問題となるプライバシー権侵害を、上記のような私生活上

の自由に対する侵害と構成することは、現実に侵害されている法益を無視するも

のとなるだけではなく、情報の秘匿性の高さ等、本来重視されるべきではない事

情が考慮要素にされてしまうことにつながる。たとえば住基ネット訴訟において

も、「住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報は、氏名、生年月日、

性別及び住所から成る４情報に、住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎ

ない。このうち４情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開

示されることが予定されている個人識別情報であり、変更情報も、転入、転出等

の異動事由、異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので、これらは

いずれも、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。」と述べら
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れており、公開される情報の秘匿性が考慮の対象として重視されている。 

しかし、監視との関係でプライバシー侵害が問題にされる場合には、既に述べ

たように、「公開されたら恥ずかしい」といった主観的感情が重視されるべきでは

ないのであるから、情報の秘匿性の高さは重視されるべきではない。継続的な監

視により私的情報が収集・集積される可能性によって、人々のさまざまな行動や

表現の自由が害される点こそが重視されねばならないのである。 

そのような意味で、本年、最高裁で画期的な判決がなされた。令状なきＧＰＳ

捜査を違法とした最高裁 2017 年３月 15 日判決（判タ 1437 号 78 頁）である。 

この判決は、原審が「取得可能な情報はＧＰＳ端末を取り付けた車両の所在位

置に限られるなどプライバシーの侵害の程度は必ずしも大きいものではなかった」

と、相変わらず情報の秘匿性の高さを重視したのに対し、「ＧＰＳ捜査は、対象車

両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行われるものであるが、その性質

上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や

空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把

握することを可能にする。このような捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的

に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであ

り、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着するこ

とによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影した

りするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものという

べきである。」と、まさに本基調報告書でこれまで説明してきた「個人の自律領域

（私的領域）の保護を目的とする人権」としてのプライバシー権の立場から、原

審の判断を批判している。 

繰り返すが、監視が問題とされる場合のプライバシー権侵害においては、「取

得された情報が公開されたら恥ずかしい情報であるのかどうか」は重視する必要

がない。むしろ、監視が、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間

という「私的領域」を侵害している点、それも肉眼やカメラによる一時的な侵害

ではなく、私的領域を皆無にしてしまいかねないような継続的、網羅的な監視に

よって侵害している点こそが重視されるべきなのである。 

２ ドイツの判例における核心領域論 

第 53 回人権擁護大会シンポジウム第２分科会の基調報告書では、その 223 頁

以下において、ドイツの代表的な判例も紹介している。そこではミクロセンサス

事件判決、国勢調査違憲判決、住居に対する遠隔盗聴違憲判決（大盗聴事件）、自

動車登録番号自動登録装置違憲判決などが紹介されているが、いずれの判例にお

いても、本基調報告書でこれまで説明してきた観点からのプライバシー論、すな

わち、いわゆる「領域理論」が議論されている。ドイツでは日本と異なり、憲法

裁判所による抽象的違憲審査が可能であるため、プライバシー侵害を敢えて不法

行為と構成する必要がなく、既に説明したカントの思想に由来する基本法第１条

の「人間の尊厳」から導かれるようなプライバシー論を正面から問題にすること

ができることが、その背景にあるものと思われる。 
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この領域理論のキーワードともいうべき言葉は、「人生を私的に創造する核心

領域」（Der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung）（注４）あるいは「人

生を私的に創造する不可侵領域」（Der unantastbare Bereich der privaten 

Lebensgestaltung）という言葉であり、高橋和広著『ドイツ連邦裁判所による「私

的生活の核心領域」論の展開』（神戸法学雑誌 64 巻３・４号所収）によればこれ

らの概念は 1957 年に下されたエルフェス判決の一節において既に用いられてい

たとされており、ドイツの判例では現在に至るまで受け継がれ続けている。 

この「核心領域」あるいは「不可侵領域」の内容について具体的に表明したの

が、ミクロセンサス事件判決の次の一節である。 

「国家には、そのような市民の人格的諸関係への包括的な覗き込みなるものに

よる人格領域への侵入は禁じられている。なぜなら、自由で自己責任のある人格

形成のためには、個人に対し、そこで個人が「自分自身を所有」し、「他者との交

流を断つことができ」、「周囲から入れる扉がなく」、「邪魔されずに孤独の権利を

享受できる」ような「内的空間」というものが残されていなければならないから

である。」 

すなわち、この内的空間とは、そこで個人が真の主体、いわば独裁者（もっと

も、その王国においては、被治者もまた「自分」である）になることができるよ

うな領域であって、国家の法といえどもそこには干渉できず、どんな権威や常識

にさえ従う必要はない領域である。そこでは自己立法が全てであり、だからこそ、

そこでは個人が自律的に、自己責任を問い得るような自己立法とそれに基づく自

己決定ができるのであり、その領域においてこそ個人の人格の形成と発展が可能

となるのである。（注５） 
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第２章 情報公開と民主主義 

第１ はじめに ～ 情報自由基本法の基本理念 

日弁連は、秘密保護法について、その法案提出段階から強く反対を表明するとと

もに、2016 年２月 18 日付けで「情報自由基本法の制定を求める意見書」を取りま

とめ、同月 26 日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長及び各政

党代表に提出した。 

そこで法案として示された情報自由基本法とは、どのような法律であろうか。上

記意見書はその制定目的について以下のように述べている。 

「この法律は国民主権の下において、公的情報は本来、国民の情報であるととも

に公的資源であり、この公的情報を適切に公開、保存することが市民の知る権利に

資するとともに民主的な政治過程を健全に機能させることに鑑み、憲法 21 条１項の

保障する市民の知る権利を具体化し、かつ発展させる法律として制定される。」 

つまり、国民主権の下、公的情報の適切な公開、保存を図ることにより、民主的

な政治過程を健全に機能させ、市民の知る権利に資するための法律である。ここで

は、①国民主権、②民主的な政治過程の健全な機能、③市民の知る権利という三要

素が提示されている。 

そこで、本節では、この三要素が、憲法上、どのような関係におかれているのか

について考察し、公的情報の適切な公開、保存の意義について明らかにしたい。 

第２ 国民主権 

周知のとおり、国民主権は、憲法の三大原則の一つである。にもかかわらず、学

術的には「国民主権」概念の意味は必ずしも明確ではなく、さまざまな難しい議論

がなされてきた。「国民」とは誰のことであり、「主権」とは何かといった問題であ

る。 

しかし、こうした議論は、「およそ国民主権とは」という一般的抽象的問題提起か

ら生じるものと思われ、そのような抽象的概念に遡らず、憲法が前文等に規定して

いる言葉と基本理念を手掛かりに理解を試みるなら、憲法が目指す国民主権の在り

方を具体的に理解することは、可能であると思われる。 

そこで憲法の文言をみれば、憲法前文は「主権が国民に存すること」を宣言した

後、ついで「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は

国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを

享受する。」と規定している。これが、憲法の定める具体的な国民主権の在り方であ

る。 

憲法前文のこのくだりは一般に、アメリカ第 16 代大統領リンカーンがゲティスバ

ーグ演説で述べた「人民の、人民による、人民のための政治（統治）」と訳されるこ

とが多い“the government of the people, by the people, for the people”に由

来するものとされている。そこで、その演説の言葉に沿う形で憲法が目指す国民主

権の在り方の解釈を試みる。 
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すると、まず、憲法が定める国民主権の下における国政が「国民の政治（統治）」

であるのは、国政（統治）が国民の厳粛な信託に基づいて行われることによってで

あることがわかる。したがって、次の、「国民による政治（統治）」も、委託者であ

る国民ではなく、受託者である国民の代表者が直接に統治権力を行使することを意

味することになる。すなわち、代表民主制である。そして、最後に、その福利は、

委託者である全ての国民が享受することになるとされており、これが「国民のため

の政治（統治）」を意味することになることがわかる。 

したがって、「国民」や「主権」といった概念については学術的には難解な議論が

あるとしても、憲法が定めている具体的な国民主権のあり方が、上で述べたような

代表民主制であることは明らかである。 

ところで、周知のとおり、憲法の中心理念は、全ての国民が個人として尊重され

る自由主義の実現であり、国民主権及び民主主義はその実現手段である。そこで次

に問題とすべきことは、個人が尊重される自由主義実現に資する代表民主制の在り

方とはどのようなものであるかという国民代表論である。そこで、次にその問題を

考察する。 

第３ 代表民主制下における民意の形成 

１ 民意の反映と形成 

国政への「民意の反映」という言葉は、民主主義の代名詞のように語られるこ

とが多い。そして、この民意の反映こそが、国民の厳粛な信託に基づき、代表者

によって行使される政治権力に対して「権威」あるいは「正当性」を付与する要

素であることも先に述べたとおりである。しかし、この「民意の反映」とはどの

ようなことかという問いに答えることは、なかなか難しい。 

たとえば、国民が 100 万人からなる国において、うち有権者が 70 万人で、う

ちある政策への賛成者が 40 万人、反対者が 30 万人であると仮定する。この場合、

この国の民意を国政に反映させるとはどういうことなのかについて、明快に答え

ることができるであろうか。 

民主主義に関する多くの解説書では、民意と多数者意思とは異なる、あるいは、

民主主義と多数決主義とは異なると指摘している。たしかに、上の例で 40 万人の

多数派の意見を民意とした場合、残りの 60 万人の意見はなぜ民意を構成しないの

かがわからない。あるいは、多数決が民主主義ならば、与党が国会の多数派を占

めていることが普通の日本の国会においては、長々と審議時間を割くこと自体が

無駄であろう。だから、民主主義を多数決というレベルでしか理解していないと、

強行採決の問題点がみえてこなくなる。 

また、多数決が民主主義ではない理由として、多数者が誤ることもあるという

ことが引き合いに出されることも多い。たしかに、難しい試験問題の正答率は 50

パーセントを大きく下回ることがあっても、試験では多数者の解答を正解とした

りはしない。しかし、それを言いだしたら、今度は十分な審議の後であっても、

そもそも多数決で決めること自体がなぜ正しいのかが、分からなくなりそうであ
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る。 

しかし上記のような議論はいずれも、完成した「民意」が最初からどこかに存

在していて、それは決して変化しないということを前提としていることから生じ

ている。すなわち、これらの議論は、そもそも「民意とはいつ、どこで、どのよ

うにして形成されるのか」という問題を看過してしまっているのである。そして

この看過されがちの問題を正面からテーマにした議論が次に紹介する国民代表論

である。  

２ 自由委任原則下における民意の反映 

憲法は、国会議員を「全国民の代表」（43 条）と規定している。 

この「代表」とは、通説によれば「政治的代表」と呼ばれるものであって、選

挙で選ばれた議員は有権者の意思に法的に拘束されることはなく、自由に発言・

票決できるものとされている。これは「自由委任の原則」とも呼ばれる。では、

このような制度によって、いかにして民意は国政に反映されることになるのであ

ろうか。以下、それについて詳しく解説されている南野森編『憲法学の世界』第

３章（執筆者：小泉良幸）（日本評論社、2013 年）に基づいて説明する。 

たしかに、制限選挙制度の時代には、この政治的代表の考え方が貫かれれば、

議員が全国民の意思を国政に反映させる必然性は保障されないであろう。議員は

選挙権を有する身分者の利益だけを考えて行動すれば足りるからである。 

しかし、普通選挙制度や議会の解散制度が一般化すると、事情が変わってくる。

普通選挙制度の下で再選を欲する議員は、全有権者の意思を無視して行動するわ

けにいかなくなるからである。つまり、法的には自由委任が原則とされていても、

事実上、議員は全有権者の意思を無視できなくなるのである。 

以上のような歴史的事情の変化の下、現在の政治的代表説は、国民と代表者あ

るいは政府との関係を、「意見の矛盾対立を前提とした、緊張感に満ちた相互の動

態的コミュニケーション過程」として把握する。分かりやすくいえば、国会議員

や政府は、国会等における公開審議において自由に意見を表明し票決できるが、

その行動に対する国民あるいは世論からの問いかけに対しては、誠実な応答義務

（レスポンスビリティ）と説明義務（アカウンタビリティ）が要請される。その

過程の中で、時には国民の選挙時の意思が、議員や政府から示された資料や説得

力のある説明によって変化する場合もあれば、議員や政府の考え方が、世論に共

感したり、国民の方から新たに提示された事実等によって変わる場合もある。 

つまりこの考え方によると、「民意」とは、選挙の時に最初から完成したもの

として存在していてその後も変化しないものなのではなく、選挙で選ばれた議員

や政府と国民との間における、「選挙 → 議会における公開審議・票決 → 議

会の解散 → 選挙」の全プロセスにおける双方向コミュニケーション（もっと

も、国民には憲法上の精神的自由権に基づく沈黙の自由（応答・説明拒否権）は

保障される）において果たされるべき議員（代表者）の応答責任と説明責任を通

じて、動的に形成されつつ、国政にも反映されるものなのである。 
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３ 説明・応答責任と情報公開 

以上のように、民意とは、国民代表者や政府が上記のような説明責任と応答責

任を誠実に果たす限りにおいて、その双方向コミュニケーションを通じて動態的

に形成あるいは変化していくものであり、国会や政府の意思も、こうした世論と

の対話を通じて動態的に変化する。そして、この動態的プロセスにおける両者の

相互浸透を通じて、民意が形成されるとともに、国政に反映される。これが、憲

法の要請している健全な民主主義の過程の在り方に関する現代の通説的な考え方

とされている。この点は、民主主義といえば「民意の反映」だけが強調されがち

な我が国の一般的な風潮において、重要な観点であり、また、この観点なくして

は情報自由基本法の基本理念は十分に理解されないであろう。 

すなわち、民意の形成プロセスを無視して民意の反映だけを重視しても、未熟

なあるいは曲がった民意が国政に反映されてしまい、衆愚政治につながりかねな

いのである。だからこそ、健全な民主的な政治過程においては、民意の形成と反

映の過程において、国会議員や政府による国民への誠実な説明義務と応答義務の

履行が求められるのである。 

そうであるならば、とりわけ法案を通そうとする多数派による立法検討過程

（意思形成過程）の討議資料などの国民に対する情報公開は不可欠である。なぜ

なら、これはまさに国会議員や政府による主権者に対する説明義務の履行であり、

実際、これらの情報が公開されてこそ、国民は国会の多数派すなわち政府与党の

提案等に対し、適切に評価したり、適切な応答責任を求める質問を出したりする

ことが可能となるのであり、それを通じて、衆愚政治とは異なる真の民主主義の

基盤となる成熟した民意が醸成されることになるからである。情報公開法の１条

が、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めるこ

と等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有する

その諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確

な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的」と定め

ているのも、以上のような考え方が根底にあるからである。 

以上のことから、憲法が目指す国民主権の在り方の実現、すなわち、代表民主

制を通じて国民の自律的な政治的意思決定を国政に忠実に反映させる健全な民主

的政治過程の実現のためには、正当な選挙が行われ、国会で充実した審議が行わ

れるだけでは足りず、国民の自律的意思決定の形成こそが不可欠である。そのた

めに最も重要ともいえるのが、公権力等の国民に対する説明責任（アカウンタビ

リティ）の履行である。そして、そのアカウンタビリティ履行の中心が、公権力

等による情報公開であるということが明らかになった。 

しかし、情報自由基本法の理念には更に「市民の知る権利」が明記されている。

そこで、次に、「知る権利」について考察することにする。 
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第４ 市民の知る権利 

１ 知る権利と個人の尊重 

既に述べたように、個人の尊重が実現されるためには、個人が自分の信念や価

値観に基づく思想良心に従って自由に行動し、表現することがなし得るようにな

るための「私的領域」の確保が重要である。監視社会の発展は、この私的領域を

狭め、場合によっては皆無にしてしまいかねない（パノプティコン）。それを防御

する機能を果たす人権がプライバシー権である。 

しかし、いかにこうした私的領域が確保されたとしても、自らの思想良心をそ

こで形成しうるためには、知識や情報が必要である。言い換えれば、いかに自分

の頭で自由に考える機会や領域を与えられたとしても、自分で考えるための手掛

かりになる知識や情報が全く与えられなければ、結局は何もできない。すなわち、

国民が無知な状態におかれたままでは、いかに行動や表現の自由が与えられてい

ても、国民は自己実現も自己統治もなし得ない。そこで知る権利の保障が重要と

なる。したがって、広い意味での知る権利とは、国民が自由に情報を知ることが

でき、公権力等に情報公開を請求できる権利である。 

日弁連は、1990 年に北海道旭川市で開催された人権擁護大会における「情報主

権の確立に関する宣言」において、「真の情報公開制度と個人情報保護制度は、民

主主義の存立と基本的人権の尊重のために欠くことのできない車の両輪」である

と宣言した。これを個人のレベルでとらえ直すなら、知る権利とプライバシー権

保障の充実は、個人の尊重が実現されるための車の両輪ということができるであ

ろう。 

２ 知る権利の憲法上の位置づけ 

(1) 広義の知る権利  

以上で述べたような知る権利は、まず表現の自由のコロラリーとして、憲法 21

条によって保障される人権である。コロラリーとは「当然の帰結」という意味で

あり、そのロジックは以下のとおりである。すなわち、発表者とは誰かに向けて

発表するからこそ発表者なのである。したがって、発表者の存在は受け手の存在

を当然に前提とする。したがって、発表の自由の保障は受け手の自由の保障を当

然に含む。したがって、言論出版等の表現活動の自由の保障には、当然に受け手

として、それらを知る権利の保障が含まれていることとなる。これは、知る権利

の形式的な根拠である。 

しかし、先述した個人の尊重との関係に照らせば、実質的な根拠とその重要性

も明らかになるであろう。すなわち、表現の自由の保障の趣旨は、自己実現と自

己統治である。しかし、先述したように、いかに表現する自由が保障されたとし

ても、何らの情報も与えられず、無知にされたままであれば自己実現も自己統治

も不可能である。すなわち、知る権利は、プライバシー権と共に、自律した個人

の自己実現と自己統治にとって不可欠な権利である。こうした意味においても、

知る権利の憲法上の根拠は、究極において、表現の自由を規定した憲法 21 条に求
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めることが妥当であろう。 

したがって、この場合の知る権利は、憲法 21 条を根拠として保障されるもの

であるから、後述する政府情報開示請求権（狭義の知る権利）だけに限らず、あ

らゆる思想や情報にアクセスする権利や、学問研究のための知る権利なども含ま

れることとなる。 

なお、本基調報告書は、私的情報の保護と公的情報の公開を中心テーマとして

いるので、公的情報に限らず、学問研究や自己実現に寄与する情報を知る権利を

も含む、この広義の知る権利についての詳論は割愛する。 

(2) 狭義の知る権利（政府情報開示請求権） 

さて、既に引用した「情報自由基本法の制定を求める意見書」における「市民

の知る権利」は、先に引用したように、「国民主権の下において」と「民主的な政

治過程を健全に機能させる」という言葉と共に規定されており、それらとの結び

付きが重視されている。このように知る権利が、国民主権原理と直結する権利を

意味する文脈で使用される場合には、先述した学問研究や自己実現に寄与する情

報に対する知る権利は除かれることとなるため、「狭義の知る権利」とも呼ばれ、

具体的には政府情報開示請求権のことを指す。 

ちなみに、「市民」という言葉は様々なニュアンスで用いられる場合があるが、

ここでは国籍にかかわらず政治参加の主体となる者という意味で使われている。

つまり、政治社会における単なる被治者としての構成員ではなく、その社会の政

治について意見を述べたり、説明を求めたりすることによって主体的に参加する

構成員という意味である。 

この狭義の知る権利が、本基調報告書のテーマである国政に関する情報その他

の公的情報に対する知る権利であり、以下、単に「知る権利」という場合には、

この狭義の知る権利を指す。政府情報開示請求権は、この狭義の知る権利の具体

化である。 

(3) 知る権利の充実 

既に述べたように、知る権利は、表現の自由の保障を定めた憲法 21 条により

保障される権利であり、その本質は自由権である。しかし、政府情報公開請求権

としての知る権利は、政府に対して情報の公開を請求する権利である点で、一般

の自由権とは異なる。すなわち、個々の国民が裁判上情報公開請求権を行使する

ためには、公開の基準や手続等について、法律による具体的な定めが必要であり、

それがない状態であれば抽象的権利にすぎない。したがって、狭義の知る権利の

充実のためには、まず、その行使を可能とする法律や条例の制定によって情報公

開制度が確立される必要がある。 

しかし、もちろんそれだけでは不十分である。実際、日本では国の行政機関に

ついては「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が、独立行政法人等に

ついては「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」が、さらにほと

んどの地方自治体では情報公開条例が存在しているが、これらの法律及び条例が

定めている不開示事由は広範で、行政にとって不都合な情報が十分に開示されず、

行政の恣意的な運用を許してしまっている面が大いにある。したがって、狭義の
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知る権利の保障を充実させるためには、情報公開法等を改正し、本来市民が入手

すべき情報を、公権力等が恣意的に隠匿できない情報公開制度を確立することが

必要である。 

また、いかに立派な情報公開制度が確立されても、公開されるべき重要な公文

書が短期間で廃棄されてしまったり、未作成であったりしては意味がない。した

がって、公文書管理法を整備し、公文書の適切な作成・保管・廃棄が行われる仕

組みを構築することも忘れてはならない。 

(4) 知る権利と報道の自由、内部告発 

報道の自由の憲法上の位置付けについては、先述したプライバシー権の場合と

同じくらいに大きく異なる二つの立場がある。したがって、議論を明確にするた

めにも、本基調報告書でテーマとする「権力監視としての報道の自由」とは、ど

のような意味での「報道の自由」なのかを、ここで明らかにしておくことは重要

であろう。 

さて、報道の自由が、表現の自由の一形態に属していることについては、今や

争いがない。しかしその法的根拠付けについては、芦部信喜教授によれば、以下

の二つの大きく異なる立場があるという（芦部信喜著『現代人権論』370 頁以下

（有斐閣、1974 年））。 

その第１は、表現の自由とは、本来内心の「思想」発表の自由を言うが、単な

る「事実」の報道にも多くの場合報道者の意見が混入しており、思想・意見の発

表との区別は実際上極めて困難であるから、事実の報道も表現の自由に含まれる、

という考え方である。この考え方は、単なる事実の報道は、本来は表現の自由に

属するものとして強く保護する必要はないが、そこに混入している報道者の思

想・意見の発表の自由を十分に保護するために、いわば便宜上、報道の自由にも

憲法 21 条の保障を及ぼすべきであるという考え方である。 

第２は、メディアが飛躍的に発達し、送り手と受け手の分離が顕著になった現

代社会において、表現の自由がその本来の目的とする「思想の自由な流通」ない

し「思想の自由な市場」を確保するためには、表現の自由を、思想発表の自由、

すなわち、話す自由・書く自由として捉えるだけでなく、思想を妨げずに受け取

る自由、すなわち、聞く自由・読む自由・視る自由及び批判する自由（知る権利

ないし知る自由）に重点をおいて、その内容を構成しなければならない、という

考え方に基づき、その知る権利を実現するための必須の条件である報道の自由は、

各種の表現の自由の基礎をなすものだとの考え方である。 

これは、報道の自由の要保護性を思想・意見の発表の自由に劣後させる第１の

ような考え方とは正反対ともいえる考え方であるが、このような差異が生じる理

由は、第２の考え方が、報道の自由の持つ知る権利への奉仕機能に着目している

からにほかならない。 

すなわち、第１の立場は、報道の自由の価値について、「報道者の意見発表の

自由」を中心に考えている。しかし、第２の立場は、報道の自由には知る権利に

奉仕する機能があることに着目し、報道の自由に、国民の各種の表現の自由の基

礎としての高い価値を認めたのである。逆にいえば、報道の自由の侵害は、第１
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の立場によれば、報道者の表現の自由の侵害に留まるが、第２の立場によれば、

報道者のみならず、多くの国民の表現の自由である「知る権利」の侵害を意味す

ることになるのである。本基本報告書は、知る権利の保障の充実のために報道の

自由や内部告発等の権力監視システムの充実を求める立場であるから、報道の自

由を問題にする場合には、もちろん第２の立場の考え方による。 

なお、この第２の立場の考え方に対しては、近年のインターネットの普及によ

り、今や誰もが自由にニュースを発信できる社会が実現しており、情報の送り手

と受け手との分離は存在しなくなっているのではないかとの疑問が生じるかもし

れない。しかし、メディア以外からインターネット上に発信されるさまざまな情

報には、無責任あるいは悪意ある虚偽情報も混在しており、言論の自由や知る権

利を充実させる面が認められる反面、虚偽の情報を氾濫させる危険をも招いてい

る。したがって、現代社会においても、メディアによる報道こそが、行政機関に

よる情報公開とともに、市民にとって公的情報を知るための貴重な手段であるこ

とについては何ら変わっていない。 

では、このようにして報道の自由の重要性を基礎付けるメディアが現代社会に

果たす役割や機能とは、具体的にはどのようなものなのであろうか。 

芦部教授は、ドイツのＰ.シュナイダー教授による以下のような考えを紹介さ

れている（前掲書 349 頁）。なお、この考え方が示された 1960 年代後半における

メディアの代表は新聞であり、そのため、主語はすべて「新聞」となっている。 

「新聞は第一に思想の自由な市場において、社会に関する情報がすべて国民に

開放されている政治的な広場を構成し、国民の参政権行使の前提条件を形づくる。

ことに政治的な新聞は、政党と同じように、有権者がその活動能力を身につける

ことに協力する。第二に新聞は、国家権力の担当者の批判を通じて市民を権力の

抑制に常時関与させることを可能にする機能を果たす。市民は、参政権をただ選

挙ないし投票の時だけでなく、つねに行使することができる状態におかれる。新

聞は第三に、未組織の国民と国家権力の担当者との間に不断の相互関係が存在す

るような効果を生じさせる。すなわち、一方では政府の『伝声管』として、他方

では国民及び種々の階層の住民の『伝声管』として、働く。こうして新聞は、『統

治される者』だけではなく『統治する者』にも、情報を提供し影響を及ぼす。国

民の参政権の行使だけではなく、世論の傾向・状態、国の施策・計画に対する反

響などを解明することによって、国家権力の行使にも奉仕する。この意味で、自

由な新聞には仲裁者としての機能がある。」 

上記の言葉には、本章の「自由委任原則下における民意の反映」（本章第３・

２）で述べた内容が再現されているといえるであろう。そこでは、次のように述

べた。「『民意』とは、選挙の時に最初から完成したものとして存在していてその

後も変化しないものなのではなく、選挙で選ばれた議員や政府と国民との間にお

ける、『選挙 → 議会における公開審議・票決 → 議会の解散 → 選挙』の

全プロセスにおける双方向コミュニケーションにおいて果たされるべき議員（代

表者）の応答責任と説明責任を通じて、動的に形成されつつ、国政にも反映され

るものなのである。」と。 
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シュナイダー氏の言葉の中にある、「市民は、参政権をただ選挙ないし投票の

時だけでなく、つねに行使することができる状態におかれる」や「未組織の国民

と国家権力の担当者との間に不断の相互関係が存在するような効果」とは、まさ

に、代表民主制下における民意の形成と反映における本質的なプロセスのことで

あり、したがって、報道の自由がまさに、情報公開及び知る権利の保障と同じ機

能を果たしていることが分かるであろう。 

以上は、1960 年代に既に指摘されていた議論であるが、現代において、報道の

自由及び内部告発の権力監視機能の意義を世界中の人に強烈に知らしめた行為は

いうまでもなく、スノーデン氏の決死の内部告発である。この内部告発は、フリ

ージャーナリストたちと複数の新聞社が国境を越えて連携し、政府と深刻な対立

を生じることを覚悟した上で世界に向けて報道したことによって実現したのであ

り、その勇気ある報道を実行した者たちの思いの中には、きっと、全世界の人々

の知る権利に奉仕するというメディアの使命の自覚があったにちがいない。 

その結果、超監視社会の問題の深刻さが全世界の人々に暴露され、それが国際

的な批判を呼び起こし、それまで秘密裏かつ無制限に行われていた米国による大

量情報監視に一定の歯止めをかけることができた。このようなスノーデン氏の内

部告発を、私たちも含め世界中の人々が正当なものと評価していることはいうま

でもなく、そのおかげで、スノーデン氏の生命も守られ、スノーデン氏は今もな

お言論活動が継続できているのである。 

権力監視としての報道の自由や内部告発とは、このように、報道者や告発者の

表現の自由を守るとともに、全世界の人々の知る権利と表現の自由の保障に貢献

するのであり、それによって、個人が尊重される民主主義社会の実現も促進され

ることになるのである。    

(5) 知る権利と国家機密 

国民主権原理の下、民主主義が採用され、知る権利の保障が認められている国

家において、国家機密とはいかなる根拠により、そしていかなる範囲で認められ

るべきかについては難しい問題であり、芦部教授による『民主国家における知る

権利と国家機密』（前掲書 395 頁以下）などが参考になるが、学説的に一致をみる

ほどの状況には至っていないようである。 

そこで、ここでは、本基調報告書でこれまで論じてきた全ての内容を踏まえた

考え方の枠組みだけを示しておくことに留めたい。 

まず、国民が主権者であるにもかかわらず、なぜ国家機密が生じるのかについ

ては、既に述べたとおり、憲法が国民主権原理を代表民主制によって実現してい

るからであって、だからこそ、真の国民主権も、政府による情報公開によっては

じめて実質的に実現するのである。 

次に、個人にとって、私的情報を秘密になし得る私的領域が保障される根拠は、

その領域においてこそ人は自由な表現や行動が可能となるからであり、その領域

があってこそ個が確立し、個として尊重されるからであった。すると、国家機密

を認めることは、国家に対してもそのような不可侵領域を認めることになるが、

しかしそもそも国家に人権はない。したがって、国家の意思決定は、国民の干渉
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を排除した不可侵領域で行われる自律的意思決定であってはならず、国民の監督

下で行われるべきである。 

しかし、国際社会には統一政府が存在するわけではなく、独立が認められた主

権国家は、国際社会においては、国内における個人と同じような、すなわち、自

律的な意思決定や行動ができる立場にある。とすれば、独立主権国家である以上、

あらゆる情報を国際社会に公開せねばならないわけではない。そのようなことを

したら、とりわけ国家の安全保障政策と外交政策は破綻してしまいかねないであ

ろう。 

したがって、国家が外国に対する秘密（国防と外交に関する国家機密）を持つ

ことについては許されることになるであろう。しかし、自国民に対してだけ隠し

ておくべき国家機密は、国民主権の見地からは本来存在してはならないものであ

り、原則として許されないであろう。さらに、外国に対する秘密なら許されると

いっても、それはもちろん実質的に秘密とされるにふさわしい「実質秘」に限ら

れよう。そして、そのような秘密を外国には隠しつつ自国民にだけ公開するとい

うことは、実際上不可能である。主権者である国民にも隠すことが許される国家

機密が認められる根拠は、概ねこのような事情によるものであろう。 

では、スノーデン氏が暴露したような「国家機密」は、国防や外交に関する国

家機密と考えるべきであろうか。 

また、ある情報を国家機密と判断する主体は、果たして政府で足りるのであろ

うか。 

以上のような問題意識の下、芦部教授が前掲論文において紹介されているドイ

ツやアメリカの例について紹介しておこう。 

それによれば、ドイツでは当初、国家機密について刑法に「これを外国政府に

対して秘密にしておくことが、ドイツ連邦共和国またはその諸ラントの一つの安

寧のために必要であるところの事実、物件又は知識」と規定していたが、1968 年、

「国家機密とは、ドイツ連邦共和国の外国に対する安全に重大な損失をもたらす

危険を避けるために、限られた範囲の人たちだけが近づくことができ、外国から

秘密にしておかなければならない事件、物件又は知識」と改正したという。 

この改正については、ここまでの議論を踏まえるなら、国家機密は、国際社会

における主権国家としての自律性保持のために外国に対してのみ認められるもの

であり、したがって、自国民に対する情報隠蔽目的では認められないことを当然

のこととした上で、仮に認めるとしても、その範囲を不必要に拡大させないため、

実質秘としてできるだけ具体的に限定する趣旨であると説明することが可能であ

ろう。 

さらに、「自由で民主的な基本秩序」（ドイツの判例によれば、「基本法に具体

化された人権、なかんずく生存と人格の自由な発展に対する権利の尊重、国民主

権、権力分立、政府の責任、行政の法律適合性、裁判所の独立、多数決原理及び

すべての政党に対する機会の均等など」のような憲法の本質的基本価値）に反す

る事実及び「ドイツ連邦共和国の条約相手国に秘匿した、国際間に締結された軍

備縮小に違反する事実」は国家機密ではないとの規定も置いているとのことであ
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る。 

すなわち、憲法違反や国際条約違反などの違法行為に関する事実は国家機密と

してはならず、したがって、その暴露は許されることになる。この規定によれば、

スノーデン氏の暴露は、国家機密の暴露とは評価されないことになるであろう。

また、このような例外規定を設けることは、その国の国内的のみならず国際的な

信頼の確保のためにも有益であるように思われる。 

また、機密の実質秘性を確保するため、ドイツでは「単純な官庁秘密ないし政

府秘密を国家機密に格上げすることはできない。また、軍の情報上の秘密または

外交上の秘密も、その漏えいが同時に連邦共和国の外国に対する安全を害するも

のであってはじめて、国家機密になる」と解されているとのことである。 

では、その実質秘性を誰が判断するべきかが更に問題となるが、これについて、

アメリカでは、裁判所が執行府の利益と情報公開の利益とを比較衡量して決定す

べきであるとの見解が、判例上確立しているとのことである。 

これに対し、日本では、沖縄返還協定に関する外務省文書漏えい事件において、

以下のような見解を述べて、決定権は政府にあるとの主張がされたという。 

「①何が国家機密かの判断は国益に照らして行われるべきで、何が国益かは最

終的に国民が決めることだ。②国会は国民の代表で構成されている。議院内閣制

に基づき議会の第一党である自民党により、内閣が構成されている。③したがっ

て、何が国家機密かの判断は政府が行うのが当然である。しかし、その決定は国

会や世論の厳正な監督の下に行うべきであることはもちろんだ。」 

芦部教授は、これを引用した直後に、当時の官庁組織について「国民の知る権

利の意義がほとんど理解されず」、「情報公開の原則も確立されず、秘密主義」が

極めて強いと評されているが、上のような政府見解が発表されることからだけで

も、それが事実であることがわかる。 

上の見解では、国民の厳粛な信託に基づいて政治を担当しているにすぎないは

ずの国民代表が、しかも、そのうちでも内閣を構成している第一党のメンバーだ

けで、何を国家機密とすべきかについて自由に判断できるとされているのである。

しかも、その機密の内容は、国民主権原理に基づく何らの制約も限定もなく、自

由裁量で決めることが可能な「国益」なるものである。「国会や世論の厳正な監督」

については、芦部教授が以下のように述べられている。「もし本来国民に公開され

るべき公の情報の多くが「秘密」のヴェールに包まれたままの状態であるとすれ

ば、民主的なコントロールは不可能であり、実のない虚名であるにすぎない。」 

このような政府による情報公開の意義や国民主権、知る権利の軽視は、秘密保

護法のような秘密法制に係る極めて重要な法律が、与党が多数を占める国会にお

ける強行採決で成立させられてしまう現代においても、大きく改善しているとは

到底言い難い。 
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第５ 第４までの総括 

以上述べてきた国民主権原理、民主主義及び知る権利に関する説明を踏まえて、

最後にこれら三要素の関係について整理しておくと、以下のようになるであろう。 

既に述べたように、憲法が目指す国民主権の在り方の実現、すなわち、代表民主

制を通じて国民の自律的な政治的意思決定を国政に忠実に反映させることによる健

全な民主的政治過程の実現には、国民の自律的意思決定の形成こそが不可欠である。

そのために最も重要といえるものが、公権力等の国民に対する説明責任（アカウン

タビリティ）の履行としての情報公開である。 

そして、公権力等に対する国民の情報公開請求権は市民の知る権利の具体化であ

り、その市民の知る権利とは、主権者としての国民の実質的な政治参加に資する人

権である。 

すると以下のような円環構造に気付くであろう。代表民主制における健全な民主

主義の実現の要請は情報公開を要請する。情報公開の拡大は、市民の知る権利に資

することによって、主権者としての市民を醸成する。こうして主権者が醸成される

ことによって国民主権の下における民主主義的政治過程は更に健全化され、その本

領を発揮するのである。 

第６ 情報自由基本法の制定を 

１ 情報自由基本法の必要性、立法理由 

(1) 本章第２ないし第５で見てきたとおり、民主制の健全な運用のためには、公

的な情報が市民に十分に提供されることが必要不可欠である。憲法 21 条１項では

表現の自由を保障しているが、情報流通の自由化の観点から、情報の受け手であ

る市民の側からも表現の自由を再構成する必要があり、ゆえに、「知る権利」も、

憲法 21 条１項によって保障されていると解されている。この「知る権利」は、国

家からの自由という古典的自由権でなく、立法の存在で具体化されて初めて権利

化される抽象的権利と解されており、民主制の健全な運用のために、その具体化

が憲法上求められているのである。 

そして、「知る権利」を、自由権のみならず参政権的な側面や請求権的な側面

を含め保障することは、我が国が批准した国際条約（国際人権規約自由権規約（Ｂ

規約））の要請するところである。 

これらに従えば、公的情報は、常に主権者である市民が適切な判断を行えるよ

うに、適切に作成・管理され、保存され、公開される制度が作られ、運用されな

ければならない。 

(2) 日本の情報アクセスの権利に関する法体系の現状 

しかるに、我が国の現状は、全くそのようになっていない。 

具体的には、情報公開法の成立は 1999 年５月であり、都道府県市町村が情報

公開条例を制定するより遅い上に、不開示事由の範囲が極めて広く、行政機関の

運用状況も開示に極めて消極的な傾向がみられる。 

公的情報の作成・管理については、情報公開法制定時から速やかに公文書管理
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法を制定するよう日弁連をはじめ様々な市民団体も求めていたが、2009 年まで法

制化されず、法施行後も、文書の作成や保存期間が恣意的に運用されている。 

2013 年 12 月に成立した秘密保護法では、①特定秘密の定義が曖昧で、②広範

に秘密指定がなされるおそれがある上に、③処罰される者の範囲も処罰される行

為態様も広く、厳罰主義を採用している。他方で、④国会による監視や内部告発

の規定などは設けられておらず、不正運用をチェックすることの必要性について

の問題意識が極めて弱い。これらの問題点は、運用基準が策定され、実際に運用

が開始された現在においても、何ら解消されていない。 

２ 情報自由基本法の具体的内容 

(1) そこで、日弁連は、2016 年２月 18 日、「情報自由基本法の制定を求める意見

書」を発表した。これは、国に対し、「公的情報は国民の情報であるとともに公的

資源であるとの原則に立ち返り、憲法上の知る権利及び国際人権規約に則り、ツ

ワネ原則（国家安全保障と情報への権利に関する国際原則）をも参照して、公的

情報に関する基本法を制定すべきこと」を求めるものである。 

(2) 情報自由基本法の目指すところは、以下のようなものである。すなわち、憲

法の知る権利（21 条）の参政権的な側面や請求権的な側面を具体化させ、民主制

をより十全ならしめるため、情報自由基本法を新設し、この中で知る権利を具体

的権利化する。また「公的情報は、公的資源であるから適切に作成、管理保存し、

原則公開すべきである」との理念を明文化する。 

加えて、公的情報の取扱いに関する各場面を規律する関係法令を、情報自由基

本法の理念に従って全て再構築する。 

情報公開等の促進の面では、情報公開法について、「公的情報は、原則公開」

とし、「行政機関等は、裁判所に対し、判断に必要な情報を全て提供しなければ

ならない」とする。情報の作成・整理・保存の強化の面では、公文書管理法につ

いて、「意思決定の過程の検証等のための文書作成・整理・保存義務を公的機関

職員に課す」とする。 

秘密指定の制限・明確化の面では、秘密保護法について、「公的情報は原則秘

密指定できないこととし、秘密保護の正当性は公的機関に立証責任を負わせる」、

「秘密指定に関し行政から独立した第三者機関（独立監視機関）を設置し、当該

機関に全ての情報にアクセスする権限をもたせ、チェックさせる」こととする。 

情報取得・開示に対する制裁の限定の面では、公益通報者保護法について、「同

法の適用範囲が内部告発を行った労働者を不利益取り扱いから保護するに止まる

状況を拡大し、全ての公的情報の取扱いについての内部通報にまで拡大」し、制

裁の限定の面で「情報取得行為や開示行為に対する制裁は、目的が不正でかつこ

れらによる不利益が利益を著しく上回る場面でない限り、これを科してはならな

い」とする、などである。（情報自由基本法の詳細は、第３編第２章第２節第１

項第２・３参照） 
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３ 情報自由基本法の制定と関係諸法制度の再構築を 

上記意見書を公表した後、森友学園問題や加計学園問題などを通じて、広く市

民は、政府や行政機関において公的情報の取扱いが極めて恣意的であることを現

実問題として知らされた。このような状況下において、行政機関が特定秘密の指

定・管理・利用・廃棄を適正に行っているとは、到底信じ難い。我が国の国内政

治のためにも、我が国が国際社会において信頼される国家になるためにも、この

ような状況を大きく変える必要がある。 

そのためには、公的情報の取扱い等を定めた包括的な基本法である、情報自由

基本法を制定し、先に挙げた公的情報の取扱いに関連する諸法を、情報自由基本

法の理念に即して再構築し、適切に運用していく必要がある。 
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第３章 日本国憲法三大原則との関係 

第１ プライバシー権と基本的人権の保障 

憲法が保障する基本的人権の中でも表現及び思想良心の自由は、個人の尊重理念

との関係で、中心的ともいえる地位を占めているとりわけ重要な人権である。しか

るに、スノーデン氏は、「プライバシーがなければ表現の自由は意味をなさない。」

と言う。ここではその意味についてさらに深く考察することによって、プライバシ

ー権と基本的人権の保障との関係を明らかにしたい。 

既に説明したように、自律的意思決定とは、自己が立てたルールや価値観に従っ

た意思決定のことであり、その保障を定めた規定が、憲法 13 条の「個人の尊重」で

ある。では、自律的意思決定の反対は何か、それは、権威への盲従や、権力に強制

された意思決定である。 

たとえば、多くの人々が幼少の頃に行う意思決定は、親や学校の先生や教科書の

教えのような権威に従う意思決定である。人生経験が少ない以上、それは仕方がな

い。しかし、私たちは、親や先生の教えに対する反抗期などを経て大人になるにつ

れて、親や先生や教科書の教えから独立した、自分の人生経験に基づく独自の判断

基準（信念や価値観）を備えるようになる。これが、個の確立である。もちろん、

これは必ずしも親や先生からの教えの否定を意味するものではない。幼少の頃には

言われるがままに従っていたにすぎない権威を、自らの人生経験に基づいて吟味し、

あらためて「正しい」と判断することによって主体的にこれに従うという決定もま

た、自律的な意思決定である。 

個の確立に不可欠な自律的意思決定が以上のようなものであるならば、私たちが

個として自律するためには、自由な言論・表現・思想良心の自由の保障が不可欠で

ある。しかし、それだけでは不十分であることにも気付くであろう。なぜなら、人

が個を確立するためには、今述べたように、親や先生が教える道徳や、国家権力が

推奨する教科書の教えや法に対してさえ、言われるがままに従うのではなく、それ

らに対し、少なくともいったんは主体的批判的な態度で臨まねばならないからであ

る。したがって、単に表現の自由等が保障されるだけでは足らず、全ての権威や権

力の干渉も受けずに自由に表現したり行動したりできる領域、それが個人にとって

保障されねばならないのであるが、そのような領域が、既に説明したドイツの判例

において今も受け継がれている「人生を私的に創造する核心領域」であり、プライ

バシー権が守ろうとする領域である。 

そのような核心領域の更に中心部分は、心の中である。あなたは心の中でだけで

あれば、あらゆる法や道徳を捨象し、度外視することさえできる。しかし、そうし

た捨象や度外視は、やましいことや法や道徳を否定することを意味するわけではな

い。むしろ、法や道徳を主体的に「自己のもの」にするための営為である。すなわ

ち、当初は他者から与えられ、従うことを強制されたにすぎない法や道徳を、いっ

たん全て相対化し、あらためて自己の立場から主体的に意味付け、自律的に従うべ

き法や道徳を生み出すという、個や正義・道徳観などの確立にとって不可欠な営為
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なのである。（注６） 

このような自律や主体性の確立のためには、モノローグだけでは不十分である。

他者との議論や創作活動なども重要である。一時期テレビでも話題となった「なぜ

人を殺してはいけないのか」というテーマについての哲学・倫理学的な議論や、後

に紹介する『デスノート』や『１９８４年』のような創作活動が保護されるのは、

まさにこうした理由による。哲学・倫理学的な議論や創作の中における法や道徳の

否定は、先述した個人の心の中での法や道徳の相対化と同様の、自律的な人格形成

のための重要な営為である。この点に気付けば、スノーデン氏が述べていた「プラ

イバシーがなければ表現の自由は意味をなさない。」という言葉の意味を改めて深く

理解することができるであろう。すなわち、こうした議論や創作活動のような表現

活動は、私的領域で行われる自律的な人格形成のための営為の発現でもあるのであ

る。 

しかし、議論や創作等の表現物は心の中での出来事とは異なり、データとして記

録することが可能である。そして、これらのデータの解析は、上で述べた自律的な

人格形成のための重要な営為が行われる人々の内心領域を把握することまでも可能

にする。したがって、そうしたデータが公権力によって勝手に収集され、恣意的に

利用されれば、私たちの心の中までもが私的領域ではなくなってしまいかねない。

さらに、このようにして把握された私たちの心の中で行われている自律的な人格形

成のための重要な営為やその発現としての表現行為が、違法な「共謀」に当たる可

能性があるとか、後に紹介する『１９８４年』のオセアニアの社会のように、「ひょ

っとしたら将来どこかの時点で罪を犯すかもしれない」兆候の現れであるなどとし

て監視や取締りの対象とされるなら、表現及び思想良心の自由と個人の尊重は完全

に没却されてしまうことになるであろう。 

第２ 情報公開及び知る権利と国民主権 

プライバシー権は、以上のように、人が本音で自由に活動することによって個の

確立を可能とする領域を守ってくれる。しかし、人が自分の判断基準や価値観を作

り上げたりするためには、それだけでもまだ不十分である。 

例えば、ある会社への就職の可否を決断するに当たっても、その会社の情報や業

界の情報などを教えてもらえなければ、いかに自由な自律的判断に基づいて決めて

よいといわれても、適切な判断の手掛かりが得られない。また、ある政策の当否を

判断するに当たっても、その政策に賛成する人のみならず反対している人の意見が

どうであったのか（意思決定過程）、あるいは、その政策が実施された場合の改善効

果やデメリットなどについての見通しなども知ることができなければ、適切な判断

は不可能である。 

つまり、個人の自律的意思決定を可能とするためには、さらに、知る権利が保障

されねばならないのである。 

憲法のもう一つの基本原則である国民主権の実現のためには、この自律的意思決

定が本質的な要素となる。なぜなら、日本では代表民主制が採用されており、政治
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を直接に担当する者は国民ではなく、国民の代表者である。とすれば、もしも国民

が、国政に関する情報を何も与えられないままで代表者を選ぶことを強いられたり、

権力を批判することを使命とする報道機関が政権与党に迎合したり、政権与党が発

信する情報だけを鵜呑みにして報道したりするなら、国民は自律的な決断ができな

くなり、結果として国民主権も民主主義も機能不全に陥り、国民に福利を与えると

いうその効果を発揮できなくなる。 

国民主権や民主主義の欠点を指摘する論者の多くは、多数者の横暴や多数派の誤

りを例に挙げ、民主主義に含まれる衆愚政治化の危険を指摘する。しかし、衆愚政

治化は、大衆や多数派が愚かだからではなく、情報が開示されないことで大衆や多

数派が愚かにされることによって実現してしまうことを見逃してはならない。アメ

リカ合衆国憲法制定にも携わったアメリカ合衆国第４代大統領ジェームズ・マディ

ソンの有名な次の言葉は、このことを示唆している。 

「人民が情報を持たず、それを取得する手段も有しないなら、人民による政府と

いっても、それは茶番か悲劇の始まりであり、おそらく、その両者であろう。知識

は永遠に無知を支配するであろう。人民が統治者であろうとするならば、知識の与

える力で武装しなければならない。」 

なお、このような実質的な国民主権の実現には、既に説明した知る権利に奉仕す

る報道の自由をはじめとする権力監視も重要な役割を果たすことはいうまでもない。

すなわち、情報公開と知る権利の保障は、プライバシー権の保障とあいまって、真

の国民主権の実現に寄与するのである。 

第３ 平和主義との関係 

本基調報告書のテーマであるプライバシー権、情報公開及び知る権利は、一見し

たところ平和主義との関連性は薄いように思われるかもしれない。しかし、これら

の人権保障が、個人の尊重と表現の自由を中心とする基本的人権の保障及び真の国

民主権あるいは民主主義の実現のための不可欠な前提であることが明らかになった

今、その関連性の深さに気付くことであろう。 

日本国憲法施行前には、個人は尊重されず、表現の自由や報道の自由の保障も極

めて不十分であった。そのため、個人の自由な表現活動は大幅な制限を受け、その

結果、重要な公的情報が国民に知らされず、民主主義もその機能を発揮できなかっ

た。これらのことが、大きな惨禍を生み出すことになった戦争へと当時の日本が突

き進んだ原因の一つであることは、間違いないであろう。 

すなわち、国民が自由と平和を享受できる社会が実現されるためには、個人が尊

重され、表現の自由が十分に保障され、多くのしかも正確な公的情報を知っている

市民の政治参加による、真の民主主義の実現が不可欠である。したがって、プライ

バシー権保障と政府情報公開の促進は、立憲民主主義と平和主義にとって不可欠な

前提なのである。 
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第４章 創作に登場する監視社会 

第１ パノプティコン 

監視社会をテーマにした作品は昔からいくつか存在している。 

その古典とも評すべきものは、ジョージ・オーウェルの『１９８４年』であろう。

これは 1949 年に刊行された小説であるが、映画化もされており、日本では漫画であ

らすじを紹介している作品もある。比較的最近の映画作品では、トム・クルーズが

主演した『マイノリティ・リポート』が、監視社会問題に興味がある人々の間では

有名な作品である。 

哲学の世界では、「パノプティコン」と呼ばれる監視システムを考案したジェレミ

ー・ベンサムが有名である。フランスの現代哲学者であるミッシェル・フーコは『監

獄の誕生』という作品で、これを紹介している。 

パノプティコンとは、円形に配置された監視対象者（受刑者あるいは収容者）の

個室が、その中心に位置する看守塔に面するよう設計されており、監視対象者から

はお互いの姿や監視者（看守）が見えない一方で、監視者はその位置から全ての監

視対象者を監視することができる構造の監視システムである。 

このシステムの特徴は、究極において監視者（看守）がいなくても、その「効果」

を発揮するという点にある。監視対象者には監視者の動向が全く分からないため、

監視対象者は、監視者がいないときでさえ、監視されているかもしれないと感じる

ことになるからである。 

第２ 『デスノート』が生み出す監視社会 

１ はじめに 

以上で述べたようなパノプティコン状況を、フィクションにおいて現代社会に

再現し、「犯罪のない新世界」を築こうとした夜神月（やがみらいと）と天才捜査

官Ｌ（エル）との対決を描いたことで、大人気を博した日本の娯楽作品が『デス

ノート』である。その原作は 2004 年から連載が開始された少年漫画であったが、

その後、テレビアニメ化、映画化、劇場作品化、テレビドラマ化もされ、大変な

ロングセラー作品となっている。 

この作品の基本設定には、監視社会問題の重要論点のほとんどが含まれている

ように思われる。そこで、監視社会とプライバシー問題について具体的イメージ

に基づいて考えるためのヒントを提供するために、このロングセラー作品の基本

設定について以下に紹介するとともに、分析を試みたいと思う。 

２ デスノートが作り出したパノプティコン状況 

デスノートとは、「死神」が落とし、人間に拾わせたノートとされており、こ

れに死神自身が付けた名称である。「このノートに名前を書かれたものは死ぬ」。

これがこの作品のキャッチフレーズであるが、実際には名前を書くだけではダメ

で、名前と顔で対象者を特定することになっている。日本には同姓同名の人物が
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たくさんいるからであり、ここには、マイナンバーカードの発想の原点もみられ

よう。 

このノートの最初の拾い主である夜神月は、世間から「キラ」と呼ばれるよう

になるが、キラはそのノートを私利私欲のためには使用せず、凶悪犯罪者として

報道された者を次々と殺害することに使用する。なお、凶悪犯罪者等は、報道等

を通じて本名と顔さえ知っていれば、その本名をデスノートに書き込むことによ

り、潜伏先が不明の指名手配犯であっても殺すことが可能であるとされている。 

キラの目的は、凶悪犯罪者を処刑できる神のような力を持つ監視者がこの世に

いることを世間に知らしめ、「犯罪のないやさしい心の人たちだけの社会を作る」

という「正義」を実現することである。個人的な私利私欲に基づくのではなく、

「凶悪犯罪の防止」を目的あるいは口実に作り出される強烈な監視社会、これは

特定のイデオロギーに基づく仮想された監視社会であり、これに基づくストーリ

ーの展開は、この監視社会の有様についての原作者による思考実験であり、仮説

である。 

もっとも、このデスノートによる監視システムは、ほどなくキラ自身によって

濫用もされることとなる。キラは、キラの理念を批判したり、キラを発見して刑

に服させようとする捜査官をも、デスノートを使って殺しはじめるからである。

つまり、監視者キラは、自己の正義感にいつも忠実であるとは限らず、時には濫

用し、凶悪犯罪者ではない自分が気に入らない者も、監視を通じて殺害するので

ある。 

ではこのようなキラが存在している社会を、そこで生活している国民の側から

認識するとどうなるであろうか。 

キラがいる社会は、どこに隠れていようが、犯罪者として報道された者を確実

に殺すことができる謎の監視者が潜んでいる社会である。しかし、その能力は時

には濫用され、キラの理念を批判する者さえも殺されてしまう社会である。そし

て、その監視の方法は、監視者が誰で、どこにいるのかということも一般には知

られていない。すると、原作の読者やここでこれまで説明した設定状況を知る者

であれば、キラは実際にはテレビや新聞の報道によってしか監視していないとい

う事実を知っているが、その社会で実際に生活している監視対象の一般国民から

すれば、自分たちの全生活が監視者キラの前では丸裸にされているかもしれない

と感じられているはずであろう。だから、隠れてキラの悪口や批判を口にしただ

けでも、自分の命が奪われるかもしれないと感じているはずである。これが、キ

ラがデスノートを用いて作りだしたパノプティコン状況である。 

３ パノプティコンの効果 

ここから先は原作者による思考実験という仮説を参考に、私たちも想像力をは

たらかせながら考えるべきであろう。 

以上のようなパノプティコン状況を想像した時、仮にキラの出現のおかげで犯

罪が減ったとしても、そしてあなたには何らのやましいところがなく、生活の全

てをキラに見られても何ら気にする必要がないような人だったとしても、このよ
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うな社会で生活したいと思うであろうか。このような社会は果たして自由で活気

のある社会であろうか。人間が主体的に自分の価値観を形成し、それに従って主

体的に意見を述べたり、表現活動をしたり、行動したりすることができる社会と

いえるであろうか。 

報道はどうなるであろうか。キラに不利な情報はもちろん、キラを批判する意

見の紹介や報道ができるであろうか。政治家は自由に発言できるであろうか。教

育はどうなるであろうか。表現の自由はどうなるであろうか。キラの正義感に異

議を唱えるような創作作品を作れるだろうか。凶悪犯罪をテーマとしたような作

品を自由奔放に作って表現することができるであろうか。犯罪論や刑事政策や刑

罰論について、自由に自分の考えを表明する内容の論文を書いたり、講演会やシ

ンポジウムを開催して自由な公開討論をしたりすることができるであろうか。 

キラによる監視方法は不明なのであり、だからこそキラが存在する社会で生活

している者は、ネット上に匿名で意見を書き込むその瞬間も含めて、常に監視さ

れているかもしれないと感じながら生活をせざるを得ないのである。 

４ 凶悪犯罪減少に潜むパラドクス 

原作者によると、それはもちろん原作者の仮説によるとという意味であるが、

キラは一部の人たちからはヒーロー視され、ネット上では救世主として崇拝する

者たちも多数生じたとされている。実際、有頂天になっている頃のキラ自身の独

り言は、「自分に非のない者は心の中でキラがんばれ！と叫び、非のある者は怯え

ている」であり、そのような意味で、「犯罪のない理想社会」という「キラの正義」

は国民の多くから支持されているとキラは確信している。 

こうしたキラの確信は想定可能な仮説のようにも思われる。なぜなら、既に指

摘したように、プライバシー権は一般に「やましい事実を隠す権利」として把握

されがちであるから、犯罪防止の利益はこれに優先させられやすく、また、犯罪

者の個性は「人間」という「一般人」を尺度にすれば、大きな逸脱であるから、

そのような個性の持ち主の人権は大幅に制限されてしかるべきだというような考

え方も、先述した人間の尊厳思想を欠く場合には、十分に成り立ち得る考え方だ

からである。すなわち、ここでは、プライバシー権や個性の本質についてのさま

ざまな考え方が、赤裸々かつ正面から問題とされているのである。 

しかし、実はそこには、以下のような重大なパラドクスもまた認められる。 

原作者の仮説によれば、キラの出現は犯罪を激減させたとしている。映画版で

は、キラのおかげで世界の犯罪の７割が減ったとされているのである。しかし、

ここに見逃せないパラドクスが隠れている。というのは、キラは、自分がキラだ

と見つかれば死刑になる可能性や自分自身が殺される可能性があることを十分に

認識しつつ、にもかかわらず先述したように私利私欲目的ではなく、自分が正義

だと信じるデスノートによる「殺人」を決してやめていないのである。つまり、

一つの理念や信念（正義）に完全にコミットした人間は、自分が殺される危険が

あることを知っても、殺人をやめないということがこの物語ではむしろ前提にさ

れているのである。だとすれば、パノプティコンは、自爆テロを防ぐことができ
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るのであろうか？ 

以上のような問題意識の下、人間にとって正義とは何かについて最後に触れて

おきたい。 

５ 二つの正義 

この作品では、キラに対し、Ｌ（エル）という呼び名しか明らかにしない天才

捜査官が戦いを挑むこととなる。 

この二人の対決の結末は、もちろんネタバレにならないために伏せるが、Ｌも

またある理念（「正義」）にコミットしており、そのためには令状も取らないで私

人宅に隠しカメラを設置する等、手段を選ばない捜査官として描かれている。だ

から、原作者がＬを本当に正義の味方として登場させているのかどうかはわから

ない。 

キラの考え方によれば、「正義」が勝つようにできていないから、キラが生じ

た（凶悪犯罪防止のために監視社会は必要だった）、法で裁けない犯罪者を裁くた

めに、法律には血が通っていないからこそ、キラが生じた（法の支配は理性の原

理であって、血の通った人間感情を排除している。だから、理性が排除したキラ

が生じた）、というものである。 

これに対し、Ｌ側の考え方によれば、キラはただの殺人者。全く理解不能な存

在であり、キラの「正義」はただの独りよがりである、というものである。 

しかし、思想良心の自由の観点からみれば、重要な問題はどちらが正しくて、

どちらが独りよがりなのかではない。既に説明したように、人間の尊厳を基礎づ

ける主体的本質は自己立法能力であるから、どんな人間がコミットする正義も、

それがその人間が主体的に立てた固有の理念である以上、尊厳を有している。す

ると根本的な問題は、一方が他方を完全に理解不能だからといって、排除しては

ならないということなのではないであろうか。すなわち、理解不能なくらいに異

なる個性同士の共存を図るための道を探ろうと努力すること、それが「個の尊重」

思想の核心であり、同思想を基本理念としている憲法が、同様に基本原則として

いる平和主義理念の核心でもあるのではないだろうか。 

そして今私たちが現実社会において直面している監視社会問題とは、デスノー

トほどではないとしても、それに近い代物を政府に与えてしまうことが、妥当な

のかという問題でもあるのではないだろうか。 

以上で述べたさまざまな問いかけについての回答は読者各自で考えていただ

きたい。最初に述べたように、デスノートの基本設定の分析の趣旨は、監視社会

とプライバシー問題について、具体的なイメージの下で考えるためのヒントを提

供することであったからである。 

６ 監視とマイナンバー 

ところで、デスノートには当初から利用上の不便さが一つあった。「このノー

トに名前を書かれたものは死ぬ」がキャッチフレーズであったが、日本には同姓

同名の人たちが存在する。また、字についても外字や異体字が存在し、戸籍に間
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違って書かれた文字がそのまま名前となっている場合もある。 

この問題については原作者も苦労されたようである。その結果、名前だけでは

なく、対象者を名前と顔（の認識）で特定しようとした。しかし、そうすると、

利用者が同姓同名の二人の両方の顔を知っている場合にはどうなるのだろうか。

問題は尽きない。こうした問題を完全に解決するためには、デスノートを、戸籍

上の名前ではなく、マイナンバーで使えるようにすればいいのである。つまり、

マイナンバーの導入趣旨は、行政の円滑化と国民の利便性の向上であるとされて

いるが、国民を監視するためのツールとして使われるなら、極めて大きな力を発

揮することになることも付け加えておきたい。 

第３ 『１９８４年』における監視社会 

最後に、国家権力が市民を支配する手段という観点をあからさまに強調した仮想

の監視社会について紹介する。それが、ジョージ・オーウェルの『１９８４年』が

描く社会である。 

この作品は、典型的な監視社会を扱ったものとして非常に有名なものであるが、

実はこの社会では監視だけではなく、国家ぐるみでの情報隠蔽や歴史の改ざんも行

われている。そのため、これを読めば、公的情報の隠蔽が立憲民主主義に対してど

のような壊滅的打撃を与えるのかについても実感することができるのではないかと

思われる。 

さて、この小説では、オセアニアという名の一党独裁の架空の全体主義国家が想

定されている。また、オセアニアの他に存在している国は、ユーラシアとイースタ

シアの２か国だけである。 

オセアニアの社会においては、「テレスクリーン」と呼ばれる装置（受信と送信が

同時にできるテレビ）を通じて、市民があらゆる私生活を監視されると同時に、党

にとって都合のよい情報だけが流される。市民は、党の教義に反する思想を口にす

るどころか、党への忠誠の低さを示唆する表情やそぶりをテレスクリーンによって

把捉されただけでも死刑にされる危険がある。では、オセアニアの支配階級にとっ

て、この監視社会の存在意義とはどのようなものなのであろうか。『１９８４年』の

中から引用しておこう。なお、以下の引用は全てハヤカワ epi 文庫『一九八四年』

（新訳版）による。また、引用部分は作中に登場する架空の著作『寡頭制集産主義

の理論と実践』からであり、同著作はオセアニアの支配体制を描写したものとされ

ている。 

「中世のカトリック教会ですら、現代の基準に照らし合わせれば、寛大であると

いえた。それはひとつには、過去の時代の政府は、市民を常時監視下に置くだけの

力を持っていなかった為である。しかし、印刷技術の発達によって世論の操作が容

易になり、映画やラジオは、それをさらに推し進めた。テレビが開発され、技術の

進歩によって、一つの機器で受信と発信が同時にできるようになると、私的な生活

といったものは終わりを告げることになった。全市民、少なくとも警戒するに足る

市民は全員、１日 24 時間、警察の監視下に置くことができたし、他のチャンネルを
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すべて閉鎖して、政府による公式の宣伝だけを聞かせることもできた。国家の意志

に完全に従わせるにとどまらず、あらゆる事柄についての意見を完全に画一化する

という可能性が、初めて生まれたのだ。」 

「人として」の尊重と「個人として」の尊重の違いについての記述（本編第１章

第４・６）で既に説明したように、支配階級にとっては個人の尊重よりも、「同じで

あること」の尊重、つまり、個性を「個性を抑圧する同一性」の範囲内に画一化す

ることこそが都合がよいのであって、そのために監視社会が必要となるというわけ

である。 

さて、オセアニアの支配階級の理論によれば、支配グループが権力を失う方法は

４つのみであり、この４つを防げれば、永久に権力を保持できるという。しかし、

「現代の支配者の見地からすれば、真の危険とは、唯一」であるとされ（したがっ

て、他の３つは本稿では重要ではないので省略する）、それは「有能であるがその能

力を十分生かし切れておらず、権力に餓えている人々から成る新しい集団が他から

分離して発生し、彼らの階層集団の中で、自由主義と懐疑主義が育っていくことだ

け」であるとされる。難解な表現であるが、党の外部で生活している一般大衆では

なく、党中枢の統制下にある党のメンバー（小説では、党中枢に属しない党のメン

バーのことを「党外郭」と呼んでいるが、ここでは必ずしも党外郭のメンバーだけ

を指すものではないように思われる）が、現在の党中枢に属している支配階級から

権力を奪うために新しい集団を形成したり、党中枢の教義に対し懐疑の目を向け、

批判勢力となること、これが唯一の真の危険であり、監視社会はその防止のために

作られたものであるという意味であると思われる。その監視社会の現状については、

以下のように語られる。 

「党のメンバーは、生まれてから死ぬまで、思考警察の監視下で生きていく。ひ

とりでいるときでも、本当に自分がひとりきりかどうか、決して確信が持てない。

どこにいて何をしていても、寝ていようと起きていようと、働いていようと休んで

いようと、風呂に入っていようと寝ていようと、何の警告もないまま、また自分が

監視されていることを知らないまま、監視されている可能性がある。彼の行動で、

重要でない物などひとつもない。友人関係、娯楽、妻子に対する態度、ひとりでい

るときの顔の表情、寝言、身体の特徴的な動きに至るまで、全てが疑い深く吟味さ

れるのである。現実に犯した軽微な罪だけではなく、どれほど小さな奇癖であって

も、習慣の変化でも、また内的葛藤の兆候とみなされうる神経症的な独特の癖でも、

当然見つけ出されてしまう。如何なる方面においても、選択の自由は一切ない。そ

の一方で、彼の行動は、法律や、明確に定式化された行動規範によって規定されて

いる訳ではない。オセアニアでは、法律というものは一切存在しない。見つかれば

確実に死を意味する思考や行動も、正規に禁じられてはいない。無限に繰り返され

る粛清、逮捕、拷問、投獄、蒸発は、実際に手を染めた犯罪行為に対する罰として

科せられるのではなく、単にひょっとしたら将来どこかの時点で罪を犯すかもしれ

ない人々を一掃しようとしたに過ぎない。」 

「思考警察」とは、オセアニアで思想犯を取り締まる警察である。先述したよう

にオセアニアの支配階級によれば、党のメンバーの中に自由主義や懐疑主義が育つ
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ことこそ真の危険であるというわけであるから、党のメンバーによる思想犯罪の刑

は非常に重く、しかも、犯罪行為に至る前の兆候が認められるだけでも処罰される

こととなる。なぜなら、処罰の目的は権力の保持であり、国民の安全や法益侵害の

防止ではないからである。 

したがって、オセアニアは公的情報の隠蔽や過去（歴史）の改変も国家ぐるみで

行う。その目的は、市民に「比較の基準」を与えないことであるという。つまり、

外国の事実を国民に知らせなければ、国民は自国の状況に不満を感じていても、そ

れを外国の状況と比較して批判することができない。過去の情報については、現在

よりもひどい状況であったという情報さえ国民に与えておくなら、国民はやはり現

状を批判する根拠を失う。 

「それ故、党のメンバーはちょうど外国と接触が断たれねばならないのと同様に、

過去からも切り離されなければならない。なぜなら、彼は祖先よりも恵まれた生活

を送っており、物質的な快適さの平均水準も絶えず上がり続けていると信じる必要

があるからだ。」 

しかし、もっと重要な理由があるという。 

「しかし、過去の再調整が必要となるもっと重要な理由は、党が決して誤りを犯

さないという説を守らねばならないというものである。それは単に、党の予言はい

つの場合でも正しいということを示すために、あらゆる種類の演説やら統計やら記

録やらを絶え間なく最新の情報に更新し続けなければならないというだけではない。

それはまた、教義や政治的提携に於ける変更は、ひとつも認められないことを意味

する。なぜなら、自分の考えを、あるいは方針程度のものでも、変更するというこ

とは、弱さの告白と同じだからである。例えば、仮にユーラシアかイースタシア（ど

ちらでもいいが）が現在の敵であったとすると、その国はこれまでずっと敵であっ

たということにならなければならない。そしてもし現実がそうでないとすれば、事

実は改変されなければならない。このようにして歴史はひっきりなしに書き換えら

れていくのである。」 

その方法については次のように語られている。 

「過去の出来事は客観的実体を持たず、書かれた記録と人間の記憶の中にのみ存

続していると主張されている。記録と記憶が一致したものであれば何であれ、それ

が即ち過去である。そして党はあらゆる記録を完全に掌握しており、同様に、党の

メンバーの精神も完全に管理しているからには、過去は党が如何ようにでも決めら

れる。」 

オセアニアの支配階級にとっての過去とは客観的事実のことではなく、記録と記

憶の一致である。したがって、記録を改ざんし、改ざん前の記録を廃棄し、更に記

録と異なる記憶の表明を禁じることにより、党は過去を完璧に改変できるというわ

けである。このようなやり方は、政府にとって都合の悪い記録は早急に廃棄し、関

係者には「記憶にない」と答弁させることにより、政権の維持を図ろうとする戦略

として、現在もどこかの国で現実に応用されているかもしれない。 

ちなみに、オセアニアは言葉を廃棄することで、党の教義に反する思考を不能に

することも計画している。これは今の日本で例えるなら、「立憲主義」という言葉を
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辞書から削除し、その使用を禁止し、しかもその言葉にかつて与えられていた意味

も廃棄してしまうなら（もちろん、立憲主義について論じられた過去のあらゆる書

物も廃棄あるいは改ざんされる）、市民はもはや立憲主義という国家権力にとって不

都合な概念について思考することができなくなる。このような発想からオセアニア

で作られつつある言語は「ニュースピーク」と呼ばれている。 

以上のようなオセアニアの恐怖政治は、極めて極端なものであって、理論的に導

かれる最悪状況にすぎないものともいえるであろう。とはいえ、私たちはこの最悪

状況から、無制限な監視社会化と情報の非公開の行きつく先が、国家権力の濫用を

防止する立憲主義の完全な破壊であることを知ることができるであろう。すなわち、

監視の濫用や情報の非公開の放置は、個人のプライバシー権や知る権利の侵害だけ

にとどまらず、人権侵害を回復させる機能を有する民主政の過程までも破壊してし

まうのである。その結果は、更なる人権侵害の加速につながり、ついには回復不可

能な状態にまでなってしまいかねないのである。 

 

 

                                                 
（注１）ドイツ連邦議会（日本の国会に当たる）が設けた専門委員会の一つである第 14

期ドイツ連邦議会「現代医療の法と倫理」審議会会長マルゴット・フォン・レネッセ氏は、

その答申の日本語版への序文で以下のように述べている。 

 「人間の尊厳をけっして侵害してはならないという禁止は、1949 年発効のドイツ憲法の

第一の基本的規範です。その規範はドイツ基本法第 1 条として、個々の基本的な諸権利の

冒頭にあって、これら諸権利を法倫理学的に根拠づけています。 … （中略） … わ

たしたちの憲法の第 1 条はナチズム体制が具現した道徳的ニヒリズムからの方向転換を指

し示す道標です。このことは、人間は誰もが個人として尊重されるという基本的な要請が

尊重されるべきことを教えた哲学者イマヌエル・カントの定式化に立ち返ることによって

生じました。」（松田純監訳『ドイツ連邦議会審議会答申 人間の尊厳と遺伝子情報―現代

医療の法と倫理（上）―』「日本語版への序文」（知泉書館、2004 年）） 
（注２）ここは重要部分であるため、カントの著書から引用しておくこととする。カント

は、『実践理性批判』への橋渡しとして著した『人倫の形而上学の基礎づけ』第２章におい

て、私たちが道徳的義務を果たす人格に対し崇高さや尊厳を覚える根拠について、以下の

ように述べている（「カント全集第７巻」81 頁以下（岩波書店、2000 年））。 
 「そのわけは、その人格が道徳的法則に服従している限りでは、なるほど彼に何の崇高

性もないが、しかし彼が当の道徳的法則に関して同時に立法的に行為しており、またその

ゆえにのみその道徳的法則に服しているのであれば、そのかぎり確かに彼に崇高性がある

からである。また、私たちが先に示したように、恐怖感でも傾向性でもなくて、ただ法則

に対する尊敬だけが、行為に道徳的価値を与えることができる駆動力なのである。」 
すなわち、監視されているから仕方なくという理由や恐怖感などに基づいて既成の道徳

法則に従ったり、何らかの見返りがあるからとか、単にそうするのが好きだからといった

理由（傾向性）に基づき道徳的に振る舞ったりする行為には崇高さはなく、自らの意志に

基づいて主体的に立法した道徳法則に、それが法則であるからという理由だけに基づいて

自ら従う点に、カントは人格の崇高性（尊厳）の根拠を見出している。これに続いてカン

トは以下のように述べる。 
「私たち自身の意志は、みずからの信条を通じて可能な普遍的立法行為という条件の下

でのみ行為するならば、その限りで私たちに可能となる、理念における意志であって、こ
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うした意志が尊敬の本来の対象なのである。そして、人間性の尊厳はまさに、普遍的に法

則を立法するというこの能力にあるのだが、それでいて、ほかならぬこの立法行為に同時

に自ら服従していなければならないという制約を伴う。」 
難解な表現であるが、要するに、恐怖や欲望に強制されるのではなく、まして行き当た

りばったりの行動をするのではなく、自らの信条に基づいて見出した理念に基づき、自己

が従うべき道徳を自ら立法し、しかも先述したように、それがほかならぬ法であるという

理由だけに基づいてそれに自ら服従するという点、そこにカントは人間の尊厳の根拠を見

出すのである。 
（注３）注１で紹介したドイツ連邦審議会答申は、「人間の尊厳」理念の普遍性について、

多元主義的な社会における相互尊重の基盤（die Basis gegenseitiger Achtung）、つまり、

文化的多様性を等しく尊重すべきという意味における普遍的原理と解釈しているが（注１

で紹介した訳書９頁）、このような発想がカント哲学において既に存在したかどうかについ

ては疑問がある。 
（注４）一般的には「私的生活形成の核心領域」と訳されているが、「私的」は「生活」で

はなく「形成」に係っていることを明確にし、加えて、「形成」に当たるドイツ語である

「Gestaltung」には「創造」や「設計」というニュアンスが含まれていることを示す趣旨

で、敢えて本文のように訳してみた。すなわち、「私的生活」を形成するための領域という

よりは、自分の生き方を自分で設計するために、あるいは自分の生き方のルールを自分で

決めるために不可欠な領域という意味と解釈した。 
（注５）この絶対不可侵な「内的空間」の範囲については、その個人への留保が「包括的

な覗き込み」の禁止根拠とされていることや、その後のドイツの判例の展開に照らせば、

ア・プリオリに決定可能な領域としてではなく、社会的関連性の程度を基準に事案ごとに

決定されるものと解するべきであろう。前者の考え方の方が、あらかじめ決まっている絶

対不可侵領域内部での出来事に国家権力が一切干渉できなくなるためプライバシー権保護

に資するかのように思われるかもしれない。しかし、そのような無条件に絶対不可侵な領

域とは類型的に社会的関連性が極度に小さな範囲においてしか設定不可能であるため、そ

の当然の帰結としてプライバシー権が保護されるべき範囲も極めて狭くならざるを得ない。

極論すれば、言葉や文字として外部に発現させただけで、もはや社会的関連性をもつので、

絶対不可侵領域に属さないと評価されることにもつながりかねない。しかし、後者によれ

ば、ある程度の社会的関連性が当然に認められる第三者との会話内容であってもきわめて

個人的（höchstpersönlich）な内容のものであればそれは絶対不可侵領域に含めることが

できる反面、たとえば個人の住居の中といった私的性の高い領域内部における会話であっ

ても、犯罪や事業関連の会話など社会的関連性が強度な会話であればそれは絶対不可侵領

域には属さず、その監視の可否は比例原則に服するというような合理的な帰結が導きえる。

住居に対する遠隔盗聴違憲判決はこの立場に立っているとみることができる。 
（注６）近代哲学者の創始者ともいわれるデカルトが、このような観点から、自分がこれ

までに獲得した全ての知識をまず疑うことによって「我思うゆえに我あり」の境地に到達

し、主体性の本質を発見したことは有名である。また、先に紹介した「人は自分の信じる

ところを決定して表現するまでに、他人の偏見や決めつけを逃れて、自分自身のために考

える自由が必要です。」というスノーデン氏の言葉も、他から得たにすぎない知識を自分の

私的領域内部においていったん全て疑い、否定し、その後、自己が立法した信条や理念の

下で再度体系化することにより、個人としての「自分の意見」を形成するというデカルト

由来の主体性論の痕跡が認められる。 

－48－



 
 

第２編 監視 

第１章 はじめに――世界における大量監視の現状 

第２編では監視の問題を取り扱う。日本における監視をめぐるさまざまな問題（本

編第２章以下）に入る前に、スノーデン事件によって明らかになった米国政府による

世界規模での大量監視の現状をみておきたい。少し前までであればＳＦ映画や小説だ

けの世界と思われていたハイテクを駆使した国家による市民監視が、もはや現実にな

っている。あわせて、関連する米国の法規制とその変化についても簡単に触れる。 

第１節 スノーデン事件とは 

１ スノーデン事件の概要 

エドワード・ジョセフ・スノーデン氏は、2013 年６月、英紙『ガーディア

ン』を通じて世界に衝撃を与える内部告発を行った。 

この告発により明らかになった主な事実は、①ＮＳＡ（米国国家安全保障

局）が、米大手通信会社ベライゾンの国内加入者数千万人分の国内外通話履

歴を無差別かつ大量に収集していたこと、②ＮＳＡが、ＰＲＩＳＭ（プリズ

ム）と呼ばれるプログラムによって、マイクロソフト、ヤフー、グーグル、

フェイスブック、ユーチューブ、スカイプ、アップルといった大手通信社の

サーバーに直接アクセスして個人データを入手していたこと、③オバマ大統

領が、世界規模のサイバー攻撃の準備を国防省などに指示する命令書にサイ

ンしていたこと、④ＮＳＡが、米国内の通信インフラ（海底ケーブルの上陸

地点など）に侵入し、世界中で１日あたり数十億件の電子メールと数十億件

の通話データを収集・分析していたこと等（詳細は第２節参照）などである。 

２ スノーデン氏の紹介 

スノーデン氏は、1983 年米国メリーランド州生まれで、2004 年９月に軍を

除隊後、 2004 年にＣＩＡ（米国中央情報局）のテクニカル・エキスパートと

なった。 

2007 年から 2009 年までの２年間は、外交官の立場でＣＩＡのコンピュー

タ・システム関係の業務を行うためジュネーブに駐在したが、この間に諜報

工作に関与し、その手法に疑問を抱くようになった。 

ジュネーブ駐在後、いったんＮＳＡの請負企業であるデルの従業員となり、

2009 年には日本の横田基地へ派遣された。日本では、上級サイバー工作員と

して集中的な訓練を受け、国防情報局の合同防諜訓練アカデミー中国防諜コ

ースで講師を務めるまでになった。その後、米国本土やハワイ転勤を経て、

アメリカ国内の全通信インフラを監視するＮＳＡ極秘計画に関する情報を入

手するため、防衛分野の民間大手請負企業であるブーズ・アレン・ハミルト

ン社に 2013 年に入社した。 

そして、同年５月中旬、会社に数週間の休暇を申請して香港へ移動し、上
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述の内部告発を行った。現在スノーデン氏はロシアに政治亡命している。 

 

第２節 スノーデン事件から判明した大量監視の実態 

スノーデン事件に関する報道や関連書籍等を通じて明らかにされた大量監視

の実態の概要は、以下のとおりである。 

第１項 大量監視のための情報収集ルート・収集データの種類 

１ 情報収集ルート 

米国政府による大量監視は、いずれも最新のテクノロジーを利用した電子

的監視であり、大別すると、次の三つの情報収集ルートがある。 

① 通信用海底ケーブルからの光ファイバー経由での傍受（アップストリー

ム） 

② インターネット企業サーバーに直接アクセスしての個人データ収集（プ

リズム） 

③ 対象者のコンピュータへのマルウェア混入等 

このうち、①は、「ＦＡＩＲＶＩＥＷ」（フェアビュー）その他のコードネ

ームの付された特殊なプログラムを利用して、米国本土につながれた光ファ

イバーケーブルに捜査官がアクセスし、目当ての通信情報を傍受し、直接入

手する仕組みである。この手法はＮＳＡ用語で「アップストリーム監視」と

呼ばれている。ＮＳＡは、「チョークポイント」と呼ばれる地点から米国内の

通信インフラ（海底ケーブルの上陸地点など）に侵入し、１日に世界中で数

十億件の電子メールと数十億件の通話データを収集・分析する。また、民間

航空機のフライト中の通話やインターネットアクセスに関する監視も対象と

する対策を進めている。これらは「ＳＳＯ（特殊情報源工作部門）」と呼ばれ

るＮＳＡの極秘部署が民間企業と「交渉」し、提携を管轄する。ＮＳＡは「バ

ウンドレス・インフォーマント」（「尽きることのない情報提供者」の意）と

名付けられたデータ追跡プログラムで正確に収集した情報を定量化し、把握

している。 

次に、②は、前出の「プリズム」と呼ばれるプログラムによって、ＮＳＡ

がマイクロソフト、ヤフー、グーグル、フェイスブック、ユーチューブ、ス

カイプ、アップルといった大手通信社のサーバーに直接アクセスし、電子メ

ールやＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）における通信内容などを

入手している。収集した情報は、標的を絞り込むための検索ツールを利用す

ることで検索ができるようになっている。 

最後に③は、対象ユーザーのパーソナル・コンピュータに、ネットワーク

経由でマルウェア（不正・有害に動作させる意図で作成された悪意のあるソ

フトウェアや悪質なコード）を感染させるのが一般的であるが、インターネ

ット接続していない状態でもコンピュータ内に侵入し、データを書き換える
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ことが出来る秘密の技術も徐々に開発しているとのことである（2014 年段階）。

このほか、2010 年６月に作成されたＮＳＡの報告書によれば、ＮＳＡは国外

に輸出されるルーター、サーバーその他のネットワーク機器を定期的に受

領・押収し、これら機器に裏口監視ツール（利用者に気付かれないうちに遠

隔操作で暗号解読ができるソフトウェア。バックドアと呼ばれる。）を埋め込

んだ上で再び梱包し、未開封であることを示すシールを貼って何ごとも無か

ったかのように出荷するといったことも行っているとのことである。 

内部告発が行われた香港におけるスノーデン氏の取材に際し、他人の携帯

電話を遠隔起動させて盗聴を行う手法による監視をスノーデン氏が警戒し、

訪問者の携帯電話をホテル部屋の冷蔵庫にしまう様子が、スノーデン事件の

ドキュメンタリー映画『シチズンフォー』などで描かれている。 

２ 収集データの種類 

このような収集ルートを通じて収集されるデータの種類には、「通信内容

（コンテンツ）」と「メタデータ」がある。 

「メタデータ」とは、「データについてのデータ」と言われるもので、例え

ば電話メタデータの場合であれば、電話での通信がなされた「日時」「通話時

間」「受信者番号」「発信者番号」等である。コンテンツ（電話であれば通話

内容）の収集はもちろん問題であるが、「メタデータ」の収集も個人のプライ

バシーとの関係で問題である。「メタデータ」から、たとえば、誰と誰との間

に交流関係があり、いつ連絡をとりあったかといったことがわかってしまう

ためである。 

 

第２項 「Collect It All」戦略 

前項に記載したＮＳＡによる各種活動は、「Collect It All」（すべてを集める）

という標語の下、2004 年にＮＳＡ長官に就任した陸軍大将キース・Ｂ・アレクサ

ンダーの肝煎りで拡大していったものと言われている。 

諜報活動としては、あらかじめターゲット（諜報活動の対象者）を定め、その

者の情報を収集する場合もある。しかし、「Collect It All」という方策の下では、

そのような限定はせず、テロ等の容疑者による通信等のみならず、情報収集可能

なおよそあらゆる通信情報等（したがって、なんらの容疑もない一般市民による

通信情報等が大部分である）を収集しておく。その上で、後から検索をして必要

な情報に絞り込みがなされる。収集したデータは「XKeyscore」（エックスキー・

スコア）と称する検索ツールなどで自由に検索することが出来る。身近な例にた

とえるならば、数年前から発売されている「全録レコーダー」（指定した複数のチ

ャンネルのテレビ番組を全て録画し、後から見たい番組だけを見る家庭用電気製

品）を使えば、録り忘れや見逃しは防げるというのに近いであろう。データ・ス

トレージ（ハードディスクなどのデータ記録・保存装置）が高性能化し、安価で

入手可能になったことの“恩恵”だ。 
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第３項 ＮＳＡによる監視活動の法的根拠と限界 

ＮＳＡの監視活動に関する法規制の代表的なものとしては次の３つを挙げるこ

とができる（スノーデン事件後の一部見直しについては、本章第３節で後述する）。 

① 外国諜報活動監視法（ＦＡＡ）702 条 

元々ＦＩＳＡ（Foreign Intelligence Surveillance Act、外国諜報活動

監視法）という法律で、外国諜報活動監視裁判所（ＦＩＳＣ）が同法を根拠

に設置されているが、この法律が 2008 年に改正されてＦＡＡ（FISA 

Amendment Act:ＦＩＳＡ改正法）となっている。 

元のＦＩＳＡは、1972年に米国連邦最高裁が出した Keith判決において、

米国内の国家安全保障に関連する捜査については通常の犯罪捜査と同様に

令状無しでの盗聴は許されないとする一方、国外からの国家安全保障を脅か

す活動に対する監視捜査は同判決の射程外で議会がルールを作るべきであ

ると判断したことに基づいて制定された法律である。2008 年の改正で外国

人に対する諜報活動であれば、受け手が国内にいるアメリカ人であっても個

別の令状なしに通話や電子メールの記録を取ることができるようになった。 

② 大統領令 12333 号 

1981 年に出されたもので、米国外にいる外国人の通信について、ＮＳＡ

による国外での監視のルールを定めており、広範な監視活動を許容するもの

になっている。 

監視の目的は、対象となる外国による電子監視に対抗する行為に限定され

るが、監視対象となる情報の種類に限定はなく、メタデータ及び通信内容の

包括的な取得が可能とされている。手続的に裁判所のチェックは不要で、司

法長官の承認があれば監視が認められる。 

③ 米国愛国者法 215 条 

米国愛国者法は、2001 年の米国同時多発テロ事件を受けて制定された法

律である。その 215 条は、米国人の表現の自由を侵害しない限りにおいて、

ＮＳＡが、全ての人について、帳簿、記録、書類、文書その他の「いっさい

の有形物」を収集することを認めている。この条文を根拠として、外国諜報

活動監視裁判所（ＦＩＳＣ）は、次のとおりアメリカ人の電話通話のメタデ

ータ収集を可能と判断した。 

スノーデン事件では、外国諜報活動監視裁判所（ＦＩＳＣ）の許可を受け

て、ＮＳＡが、アメリカと海外の間での通信及び市内通話を含む、少なくと

も数千万のアメリカ人の通話記録を収集していたことが判明した。1978 年

から 2002 年までの 24 年間、無数の許可申請に対し、外国諜報活動監視裁判

所（ＦＩＳＣ）が却下した件数は「ゼロ」であった。また、2002 年から 2012
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年までの間では、２万件以上の承認に対し、却下は 12 件にすぎない。全て

の手続が極秘裏に行われ、令状は事前にも事後にも対象者を含めた第三者に

開示されない。裁判に参加して言い分を述べるのは一方当事者（つまり政府）

というシステムのため、ＦＩＳＣの許可は単なる「自動スタンプ」にすぎな

いとの指摘もある。 

このように、ＮＳＡによる監視活動を規制する法律にはさまざまな限界がある。 

法規制が十分でない場合に特に妥当することかもしれないが、制度が運用され

ている実態を把握し、必要であればそれを是正するために内部告発が重要な意味

を持つ。しかし、「1917 年スパイ活動法」と呼ばれる法律が存在し、自由な内部告

発を阻害している。たとえば、この法律は内部告発者と純粋なスパイを区別して

いない。情報提供の動機、行為によって明らかになった政府の違法行為の有無、

行為の結果もたらされた議論の公共性や制度の改革といった事情は、スパイ活動

法に違反した犯罪の成否には関係がないとされる。その刑事裁判では、そういっ

た事情に関する被告人からの証拠請求が認められず、被告人がこれらの事情を主

張する機会も厳しく制限されている。さらに、同法が定める犯罪のうち、外国政

府を援助する目的で防衛情報を収集又は引渡す罪で有罪となった場合には、終身

刑や死刑が適用される可能性がある。 

 

第４項 スノーデン事件以前の内部告発事件とスノーデン事件の

背景 

スノーデン氏の告発を描いたドキュメンタリー映画は、『シチズンフォー（４番

目の市民）』と題されている。ＮＳＡを内部告発したのはスノーデン氏が最初では

なく、トーマス・ドレーク、ウィリアム・ビニー、Ｊ・カーク・ウィービーの３

名がおり、スノーデン氏は彼らに続く４番目というのが題名の意図と考えられて

いる。 

スノーデン氏以外のこれらの告発者は、盗聴問題、通信傍受プログラムの危険

性などを訴え、ＮＳＡの中で問題を是正しようと努力した。しかし、彼らの内部

告発は潰され、告発者は刑事手続にかけられたり、不本意な退職をしている。「政

府に説明責任を求めるプロジェクト（ＧＡＰ）」の弁護士トーマス・デバインは、

「政府が捜査令状なしに監視を行っていることを法律にのっとって暴露しようと

した内部告発者は、誰一人として成功していない」と語っている（マーク・ハー

ツガード「スノーデン事件と第３の男」Newsweek 2016 年５月 31 日）。 

この点に関し、本シンポジウム準備のために行った海外調査に際し訪問した米

国の人権団体である米国自由人権協会（ＡＣＬＵ）も、同様の指摘をする。すな

わち、米国の内部通報者の保護に関する法律（Whistle Blower Act）が政府職員

に適用されるかとの質問に対し、「政府職員、特に（軍事・外交等の）国家安全保

障（National Security）に関わる職員がこれにより保護されるかは疑問がある。

仮に保護があるにせよ機密ではない（not classified）事項に関する場合ではな
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いか。」との回答があった。 

仮に政府職員が内部告発をした場合、政府側はその職員に認めていた必要な情

報へのアクセス権限を剥奪する形で報復するとのことであり、その場合、その職

員は、業務に必要な情報にアクセスできなくなるため、その後政府機関では働け

なくなってしまう。また、「機密漏えい刑事訴追（Criminal Charge）の問題があ

るので、政府職員が違法な事項を見聞きした場合には、良心と法の狭間で悩まし

い状況に置かれることになるだろう。」との指摘もあった。 

スノーデン氏は、先行する内部告発者と同じ方法では失敗すると考え、証拠を

持ち出す方法で告発を行った。 

 

第３節 スノーデン事件後の米国内の状況 

第１項 米国政府内の動き 

スノーデン事件により、ＮＳＡは立場を失った。事件直後、ＮＳＡ長官である

キース・アレクサンダーは、国内での大量収集プログラムのおかげで 54 件のテロ

計画が阻止できたと主張し、いずれも米国内での計画だとほのめかしたが、後に

副長官のクリス・イングリスは、54 件のうち米国本土と関係があったのは 12 件に

過ぎず、更にアメリカ人に対する大量監視により、阻止できたのと思われるのは

１件であると述べた（更にそれらが本当の「テロ計画」であったかについても明

言を避けている。）。また、スノーデン事件に先立って、国家情報長官ジェームズ・

クラッパーは 2013 年３月の上院公聴会で、「何百万または何億ものアメリカ人に

関するデータをＮＳＡが収集しているか。」と問われ、「意図的な収集はありませ

ん。」と答弁していたが、スノーデン事件は、この答弁が虚偽であることを明らか

にした。 

事件発生直後、保守派であるジェームズ・ウールジー元ＣＩＡ長官は、スノー

デンについて「ただの電気椅子ではなく、絞首刑で息絶えるまで見届けたい。」と

いう発言すらしている。民主党のオバマ大統領やヒラリー・クリントン元国務長

官も、スノーデン氏を批判していた。 

しかしながら、スノーデン事件の市民への反響は大きく、米国内で巻き起こっ

た大量監視への強い非難と猛反発に対し、当時のオバマ大統領は検証グループを

設置し、2013 年に報告を受けた。これによれば、ＮＳＡの米国市民への電話・メ

ールの収集を中止すべき、また、友好国のリーダーを盗聴するのは露呈した外交・

経済上の影響が大きいので厳密に精査すべきとされている。また、2014 年１月に

は、大統領と上院によって選出されたプライバシーと市民的自由に関する独立し

た監督委員会（ＰＣＬＯＢ）が、ＮＳＡによる国内通話収集は違法であり終了す

べきとの見解を示した。 

オバマ大統領は 2014 年１月に、「米政府は今後、米国内の全通話のデータベー

スは保持しない」とし、更に「ＮＳＡは今後、友好国の首脳や政府をスパイしな

いし、盗聴された外国市民に対しても保護を与える」と表明した。 
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その後、2015 年６月に成立した「USA Freedom Act（米国自由法）」により、前

述の米国愛国者法 215 条に基づいてＮＳＡによって 14 年間続けられた国内通話記

録の無差別収集は終了した。これにより、記録は電話会社が保管し、政府の個別

要求に対して提供される方式に改められることになった。 

 

第２項 プライバシー保護を巡る動き 

スノーデン事件については、国家機密のヴェールの裏側で行われていた米国政

府内の濫用的な電子大量監視の実態やＩＴ関連企業をはじめとする監視協力の実

態等が明らかになったことから、これを積極的に評価する声も大きい。 

スノーデン事件で明らかになった情報を基に、米国内では電子大量監視を巡る

訴訟が提起された。「ＡＣＬＵ ｖ. Clapper」事件（アメリカ自由人権協会がクラ

ッパー国家情報長官（当時）等を相手に起こした訴訟）は、スノーデン事件に基

づいて公表された情報から、ＡＣＬＵによる電話通話に関するメタデータが大量

監視システムの中で収集されていたと考えられたことから、ＡＣＬＵが当事者と

なって提起した案件である。 

この種の事案においては、「そもそも原告への監視が行われたことの立証が無い

（当事者適格が無い）」との主張が政府側よりなされる場合が多い。また、「原告

が自ら第三者（上述の事案の場合はベライゾンという電話会社）に提供した情報

の収集にプライバシーの問題は生じない」（第三者提供の法理、Third Party 

Doctrine）との主張が米国最高裁判例を基になされることもある。さらに、多数

の報道機関による報道や外国政府機関等からの発表があるにもかかわらず、未だ

米国政府として該当する情報を公にしていないことを理由として「国家機密」に

関する事柄であると主張し、実質的な審理に入らずに却下することを米国政府が

裁判所に求めることもある。 

「ＡＣＬＵ ｖ. Clapper」事件の１審は、「第三者提供の法理」を理由に原告が

敗訴したが、２審は原告（控訴人）が逆転勝訴した。法で定められた範囲を超え

て大量に情報を収集しているのが違法であると第二巡回区連邦控訴審裁判所が判

断したためである。米国合衆国憲法修正４条との関係での主張も展開されていた

が憲法判断は回避された。 

ちなみに、本シンポジウム準備のために行った米国調査の際、ＡＣＬＵ所属の

弁護士との間で、「第三者提供の法理」について意見交換を行った。ＡＣＬＵの弁

護士は、「現在の携帯電話やインターネットのケースに適用するのは不相当である。

Google からの収集情報などにこれを適用するとプライバシーなど何も保護されな

くなってしまう。プロバイダーなしのインターネットなど考えられるだろうか？

また、電話情報の収集なども令状なしでの対応が許されるとは思えない。電話会

社の収集について、通話者はそのことを誰も知らないのであり、そのような対応

が許されるか、問題がある。」と指摘していた。 

電話情報の収集に関しては、前述のとおり、2015 年に「USA Freedom Act（米国

自由法）」が制定され、米国市民の大量の電話情報収集は禁止されることとなった。 
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このほか、ＡＣＬＵが代理人を務める「Wikimedia ｖ. ＮＳＡ」という事件も

現在係属している。Wikimedia による訴訟は、「インターネットコミュニケーショ

ンに対する大規模な検索と情報取得」を問題とするもので、これは「アップスト

リーム監視（光ファイバーケーブルを通じたトラフィック監視）」とも呼ばれる。

当初１審裁判所は、Wikimedia に当事者適格がないと判断して訴訟を却下したが、

2017 年 5 月に控訴審がその判断を覆したため、現在１審で事件が進行中である。 

ちなみに、「アップストリーム監視」については、ＮＳＡが、2017 年４月下旬に、

監視範囲の一部を縮小すると発表した。それまでは、海外にいる監視対象者がや

りとりをする電子メールのみならず、監視対象者の電子メールアドレスを本文な

どに含む電子メール（したがって、メールの受・送信に監視対象者は関与してい

ない電子メール）も監視範囲にしていたが、監視対象者が電子メールの送・受信

に関与していない電子メールは監視対象から除くという変更である。 

ところで、スノーデン事件において米国政府の監視活動に協力したと名指しさ

れた米国企業は、米国外の市場で大きく売り上げを落とすこととなった。 

米国のクラウドサービス企業にどの程度の損害が生じたかについて、情報技

術・イノベーション財団の 2013 年の推計によれば、その後３年間の売り上げ減は

220 億ドル～350 億ドルに達する見込みとのことで、これは米国のクラウドサービ

ス企業が外国で持っていたシェアの 10～20％に相当するとのことである。調査会

社フォレスター・リサーチは、一部アメリカ企業も外国業者に切り替える可能性

を視野に、３年間の売り上げ減を 1800 億ドルと推計し、さらに事態は深刻だと指

摘する。また、ＩＴシステムを導入する米国の大企業がＩＴ企業に対し、バック

ドアが仕込まれていないと確約する契約書に署名するよう求めるケースも増えて

いるとのことである。 

このような動きを踏まえ、近時ＩＴ関連企業をはじめとして各種会社が暗号化

を進めている。それが進むと電子大量監視は機能しなくなる。 
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第２章 監視カメラ 

第１節 日本における監視カメラ設置・運用状況 

第１項 はじめに 

日本では、現在、監視カメラの設置についての法的規制がなく、警察、事業者、

商店街、個人等多様な設置主体が、思い思いに設置している。民間における監視

カメラ設置急増の背景には、警察や自治体による安全安心社会のための設置の推

奨と、監視カメラの価格の低廉化があると考えられる。 

他方で、監視カメラの性能が目まぐるしく進化しており、監視カメラによって

収集可能な情報の量は増し、必要性が十分吟味されないまま設置運用されている

監視カメラに、罪を犯してもいないのに撮影されることだけでも、現に肖像権や

プライバシー権は侵害されて続けている。また、令状によらず大量の監視カメラ

画像情報が警察に収集されることによっても、肖像権やプライバシー権は侵害さ

れている。しかも、監視カメラの高度化や、利用のされ方によっては、無数の人々

の肖像権やプライバシー権に対して、更に重大な侵害が発生する状況である。 

 

第２項 警察による監視カメラの設置・運用 

第１ 概要 

警視庁は、繁華街等の防犯対策という目的を掲げ、「街頭防犯カメラシステム」

と称して、2002 年２月 27 日以降、順次、新宿区歌舞伎町地区、渋谷区渋谷地区、

豊島区池袋地区、台東区上野２丁目地区、港区六本木地区及び墨田区錦糸町地

区の公共空間に、多数の監視カメラを設置して、撮影した映像を常時モニター

画面に写し出し、これを録画している。愛知県警では 2001 年 10 月１日に、実

験的に「コンビニエンスストア地域安全情報システム」を開始した。これは、

サークルＫ土古店と港警察署とを電話回線で結び、事件時に店員が非常ボタン

を押せば、店内と店外にある計３台の監視カメラで撮影されたビデオ画像を、

港警察署に生中継のように送ることなどができるというシステムである。 

また、全国の主要道路には、自動車ナンバー自動読取装置（Ｎシステム）が

設置され、設置個所を通過した全ての自動車のナンバーが記録されている。さ

らに、運転席と助手席に乗車している者の画像を記録する機能を有しているも

のもある。 

警察が自ら設置する街頭監視カメラの状況は、①街頭監視カメラが 2010 年３

月末現在、神奈川県において 50 台（警察庁設置）、それ以外の 11 都府県におい

て 411 台（都府県警察設置）、②スーパー防犯灯が、16 都道府県 20 地区に計 240

台（警察庁設置。2008 年３月末時点）、18 都府県 70 地区に、529 台（都道府県

警設置。2010 年３月末時点）、③Ｎシステムは、2009 年度末で 1,496 式（1,496
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か所）、撮影の対象となっている車線数は約 6,000 車線である。 

第２ 公職選挙法違反事件捜査による隠し撮り撮影 

第 24 回参議院議員通常選挙の公示日前の 2016 年６月 18 日深夜、大分県別府

警察署の署員２名が、特定の政党の候補を支援する団体が使用していた別府市

内の別府地区労働福祉会館の敷地内に、無許可でビデオカメラを設置（設置は

同月 24 日まで）し、撮影をした。そして、本件で設置された監視カメラは、夜

間でも人の顔を識別しうる機能を持ち、撮影された映像はＳＤカードに記録さ

れていた。継続的・網羅的な監視と評価される撮影であり、施設に出入りする

者の情報を網羅的に取得し、蓄積し、利用し得る状態であった。 

大分県警察本部は、本件ビデオカメラを設置した目的については、公職選挙

法で選挙運動が禁止されている特定の人物が選挙運動をしているとの情報を受

け、証拠を押さえるためであると説明している。 

この事件においては、甚大なプライバシー侵害が生じたのみならず、市民の

政治活動の自由や表現の自由に対する看過できない萎縮効果をもたらした。 

この事件が発覚した直後の 2016 年８月 26 日、警察庁は、監視カメラを用い

た捜査自体は、任意捜査として、必要な範囲において、相当な方法であれば許

されるという内容の「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」と題する通

達を発出した。 

担当捜査官について、他人の敷地に侵入してビデオカメラを設置した点のみ

を建造物侵入罪で立件し、隠し撮り捜査自体の違法性を否定した対応である。 

しかしながら、そもそも令状によらずにカメラ撮影が行われるべきではなく、

それが隠し撮りという方法により、かつ個人の思想・信条を推知し得る宗教施

設や政治団体の施設に向けた方法で行うことは、事前に法律で条件が定められ、

令状主義が及ばない場合には違法としか評価し得ない。日弁連は、同年９月14

日付けで「違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明」を発して、この問題

点を指摘している。 

 

第３項 民間による監視カメラの設置・運用 

警察が、令状によらず任意捜査として現に画像を収集している、監視カメラの

設置者である民間事業者は、無数に存在する。監視カメラの出荷台数からの推計

として、現時点で、全国に 500 万台の監視カメラが設置されていると指摘されて

いる。 

現在、都市部を中心に、設置主体は多様（警察、事業者、商店街、個人等）だ

が、「安心」、「安全」、「防犯」、「テロ対策」という言葉とともに、全国的に監視カ

メラの設置が急速に広がっている。その設置場所も、商店街やマンション、電車、

道路等の公共空間のほか、タクシーのような密室的な空間にも及んでいる。カメ

ラの価格低下に伴って、個人の住宅への監視カメラ設置も広がっており、スマー

トフォンで室内をモニタリングできる遠隔監視機能付きの監視カメラなども普及
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が進んでいる。2016 年４月のプレスリリースによると、株式会社セブン-イレブ

ン・ジャパンは、綜合警備保障株式会社及び日本電気株式会社と連携して、クラ

ウド型の防犯カメラを導入し、店舗オーナーが、外出先や自宅などから、スマー

トフォンやパソコンを用いて、店舗で撮影した映像を閲覧することが可能になっ

た。 

2015 年６月 30 日に東海道新幹線で起きた放火事件をきっかけに、ＪＲ各社の新

幹線の客室内にも監視カメラが設置されるようになった。 

こうした監視カメラ設置の広がりと同時に、監視カメラの性能は、デジタル化、

処理能力・通信能力の高度化などにより、飛躍的に向上している。その画像の鮮

明度は著しく高まり、個人の特定が容易になっている。 

さらに、タクシーやバスの車内にも監視カメラが設置されるようになったが、

最近の監視カメラの多くは画像だけでなく音声も記録しており、タクシー車内で

の会話まで録音されている。例えば、2016 年３月末時点において、全国ハイヤー・

タクシー連合会加盟の全国約 12 万台の車両中、約７割に「防犯カメラ」が設置さ

れている。 

タクシー会社は、「防犯カメラ作動中」などのステッカーを貼付することで、乗

客の同意を得ていると解釈しているものと思われるが、乗客全員が会話録音の実

態を認識しているとは考え難い。今年、共謀罪の対象犯罪が大幅に拡大されたが、

文字どおり会話盗聴のための共謀罪捜査のインフラとして機能する危険性が高い。 

2016 年 11 月 28 日に逮捕された、覚せい剤取締法違反の被疑者が逮捕直前に乗

車していたタクシーの車内映像を、タクシー会社がテレビ各局に提供し、報道さ

れた。動画を見ると、逮捕直前に容疑者がタクシーで自宅へ向かう車中の様子で、

容疑者の発言内容も明瞭に聴き取ることができる。タクシーに乗った場合に、常

時車内での行動や会話が記録され、第三者に提供される可能性があるようでは、

プライバシーの侵害が著しい。 

また、コンビニエンスストアでも、全店舗の店内監視カメラについて会話録音

を目指すところがあったり、導入比率を上げているところもあるなど、利用客が

必ずしも会話録音の状況を十分理解して同意しているとは思われない監視カメラ

が増殖している。 

同意のない会話録音は、盗聴という問題となり得るのであり、早急な法規制が

望まれる。 

特に、任意提供等で警察にデータが緩やかに渡されることには問題がある。2012

年１月 19 日付け日弁連「監視カメラに対する法的規制に関する意見書」で立法の

必要性を示しているところである。 

監視カメラは、今後あらゆる場所にますます設置されて行くであろうし、その

機能もいっそう進化していくものと思われる。 

しかし、民間では、何らの法的規制がないこともあって、監視カメラで撮影し

た映像を意図的にインターネット上で公開する者がいる。また、意図的な公開を

望まずとも、個人情報の安全管理体制に対する意識が希薄なため、非公開設定と

してパスワードを設定するなどの必要最小限度の対応すら行っていないために情
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報が漏れている監視カメラも世界中に散在する。その結果、昨年には、ロシアの

ウェブサイト「Insecam」から、日本を含む世界各国の多数の監視カメラの映像と

位置情報が流出する事件が起きた。現在もなお、設定の甘い多数の監視カメラが

映し出す画像が、世界中の不特定の人から「覗かれ」続けている。 

 

第２節 監視カメラの高度化 

第１項 顔認証システムとの結合 

第１ 顔認証システムの民間利用 

監視カメラで記録される顔画像データが高度化し、この顔認証システムに利

用されることも着実に進むとともに、画像情報によるパターン認識技術が進歩

し、顔認証システムの技術的発展及び実用化が急速に進んでいる。 

顔認証システムとは、静止画や動画の中から人の顔に当たる部分を抽出し、

その部分の中から、目、耳、鼻等の位置関係やパーツの特徴を瞬時に数値化し

て顔認証データを生成し、顔認証データベースに登録された顔認証データと照

合し、コンピュータのアルゴリズムを使用して、類似性を判別するシステムで

ある。 

ユニバーサルスタジオジャパンにおいて、年間パスポート有資格者の確認手

続に、年間パスポートを示さなくても入場できる顔認証システムが利用された

り、商店等における万引き防止目的で、万引き犯人、クレーマー等の顔認証デ

ータを用いて、あらかじめ登録した「ブラックリスト掲載者」が入店すると、

店舗担当者に注意喚起を促す顔認証システムが導入されたりもしている。 

書店での利用例は、2015 年 11 月 20 日付日経新聞電子版によると、以下のと

おりである。 

「ジュンク堂書店池袋本店では、2014 年６月に顔認証システムを本格導入

し、2015 年７月中旬時点で 500 人の万引き犯及び、疑わしい行動をした人な

どの顔データを蓄積している。２か所の出入り口に６台設置したカメラで、

全ての来店客の顔を検知し、照合する。登録された顔データと似ていると、

10 秒ほどで保安員にメールが送信される。機械による類似度の判断は甘めに

設定されており、保安員の目で同一性を確認する。」 

また、2014 年４月には、監視カメラシステムメーカーが、複数店舗間におい

て、万引き犯人等の顔認証データを共有し合えるシステムを販売し、実用化さ

れているとの報道があった。 

近年の顔認証技術の発展や、デジタルデータの通信・記録媒体の高度化・低

廉化は著しい。経済成長を促す技術として、経済界からの注目も高い。 

監視カメラと顔認証システムとを結合すれば、膨大な集積画像情報の中から、

特定人物の検索・照合が可能となっている。各所に保存されているデータや、

稼働している監視カメラを、ネットワークにより結合した上で、「顔認証システ
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ム」を利用すれば、過去、将来にわたった継続的な追跡すら可能であり、既存

の法律が想定していないほどのプライバシー侵害も十分に起こり得る状況にあ

る。 

第２ 警察による顔認証システムの利用 

近年、顔認証システムは、成田国際空港や関西国際空港の税関で利用されて

いるほか、2014 年度に、全国５都県警察（警視庁、茨城県警察、群馬県警察、

岐阜県警察及び福岡県警察）において、顔認証システムを実施する装置が実験

的に導入された。 

東京都は、2008 年、「テロリストや指名手配犯を迅速・確実に検挙するために、

写真等の２次元顔画像を立体画像に変換した３次元顔形状データを警視庁のサ

ーバーに登録し、防犯カメラ等で送信された顔画像と登録データとを自動照合

できるシステムを開発する」ことや、「３次元顔形状データベース自動照合シス

テムを活用した取り組みを試験的に実施する」ことを決めた。 

警視庁から委託を受けた財団法人都市防犯研究センターが行った「テロ対策

へ向けた民間カメラの活用に関する調査研究報告書」（2009 年 12 月）によれば、

「３次元顔形状データベース自動照合システム」は、警視庁において、テロリ

ストや指名手配被疑者等の写真を３次元顔形状データに変換し、そのデータと、

関係機関や商店街、事業所等が設置している防犯カメラにより撮影された顔画

像とを自動照合するシステムであり、民間部門（公共交通機関や大規模集客施

設等）の設置するカメラの映像を、非常時（テロ、重大事故、災害等）に警視

庁に伝送する「非常時映像伝送システム」も含まれている。 

同報告書は、①民間カメラの映像を警察に提供するのは、目的外使用に当た

るのではないか、②民間カメラの映像を警察に提供するのは、プライバシーの

侵害に当たるのではないか、③３次元顔形状データベース自動照合システムは、

テロリストや指名手配被疑者等以外の人物の登録も可能と思われ、それにより

特定の人物について行動監視が行われるのではないか（同報告書１頁）と行っ

た問題点を自ら指摘しておきながら、これを克服できていない。また、「非常時

映像伝送システム」も、警察の恣意によって本来の目的を超えた運用がなされ

る危惧を払拭できていない。 

 

第２項 歩容認証 

2013年７月 24日付け日経新聞電子版において、以下のとおりの報道が行われた。 

「『２歩分の映像があれば高精度で鑑定できます』――。大阪大産業科学研究

所（大阪府茨木市）は 23 日、防犯カメラに映った歩く姿から特定の人物かを鑑

定できるソフトウェアを世界で初めて開発したと発表した。人によって異なる

歩幅や腕の振り方などを解析。「100 メートル先の小さな姿でも可能」といい、

不鮮明な映像で頭を悩ませることも多い犯罪捜査現場でも期待されている。 

歩幅や姿勢、腕の振り方など、無意識のうちに歩き方に違いが出ることを利
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用した生体認証技術は「歩容認証」と呼ばれる。同研究所所長の八木康史教授

らの研究グループは、歩く姿の映像からシルエット（影絵）を抽出し、特徴を

数値化して複数の映像に映った人物が同じかどうか比較する技術を開発した。 

犯行現場の映像と別の場所の映像を照合することで、容疑者として浮上した

人物が現場にいたかや、前後の足取りなどを把握する助けになる。」 

記事によれば、歩容認証は広域監視が可能とされる。 

また、その後の報道でも、顔を捉えない高度からの撮影でも認証可能とするも

のがある。その精度が高ければ、上空からの撮影による個人識別が容易である可

能性もある。 

このような技術の進展および監視カメラ画像との結合は、特定人の行動履歴を、

過去から将来にわたって追跡できる可能性を持つ。したがって、その実用化に当

たっては、あらかじめ、どのような条件において、どの限度で利用できるのかに

ついてのルールが存在しなければ、プライバシー権の侵害が過剰に広範なものと

なるおそれがある。 

 

第３節 監視カメラに関する検討 

第１項 監視を許容・拡大する法制度 

第１ はじめに 

１ 刑事訴訟法 197 条１項は、「捜査については、その目的を達するため必要

な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のあ

る場合でなければ、これをすることができない。」と定めており、捜査におけ

る強制処分は、法律で定められたもの以外は許されていない。さらに、強制

処分を行うに際しては、憲法で定められた令状主義（憲法 33 条及び 35 条）

の要請により、原則として、事前に裁判所の令状発布を受けなければならな

い。 

現行刑事訴訟法上、捜査機関による人を被写体とする写真撮影に直接言及

する規定は、218 条３項の「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足

型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者

を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。」（「第一項の令状」

とあるのは身体検査令状を指す）との定めのみであり、身体の拘束を受けて

いない者の写真撮影に直接言及する規定はない。また、現行刑事訴訟法上、

捜査機関による人を被写体とする動画撮影に直接言及する規定はない。その

ため、捜査機関による人を被写体とする動画撮影が、強制処分に当たるのか、

それとも任意捜査に当たるのかが問題となる。 

そのような中で、捜査機関は、人を被写体とする写真撮影及び動画撮影を、

令状の発布を受けることなく日常的に行っている。しかも、多くの場合、こ

れらの撮影は、被撮影者の承諾を得ずに行われている。つまり、捜査機関は、
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人を被写体とする写真撮影や動画撮影が強制処分には当たらない任意捜査で

あるという前提で、裁判所の審査も、被撮影者の同意も経ずに、行っている

のである。 

2011 年３月 31 日に開かれた、第７回警察が設置する街頭防犯カメラシステ

ムに関する研究会において、「街頭防犯カメラ整備・運用の手引き（案）」が

資料として配付されている。その目的は、「街頭防犯カメラは、被害の未然防

止や犯罪の速やかな認知、被害者の保護など迅速・的確な対応・犯罪の捜査

や客観的な立証などに極めて有効である。」という認識を前提として、「各都

道府県警察においては、犯罪の多発している地域を中心に、防犯や捜査等の

観点から、必要な箇所に効率的、効果的な設置を促進すべきである。」という

判断を行い、「適切な設置・管理の確保」のために作成されたという。 

しかしながら、2012 年１月 19 日付け日弁連「監視カメラに対する法的規制

に関する意見書」でも指摘したとおり、上記研究会の最終とりまとめ（2011

年９月公表）では、川崎駅東口に設置した監視カメラの効果測定結果につい

て、地理的分析として加重転移指数を用いて分析すると、刑法犯認知件数全

体、ひったくり、自転車盗は、地理的転移（犯罪発生件数は変わらず、単に

場所が移るだけ）の可能性が示唆された。また、考察として、車両関連犯罪

や粗暴犯については、統計的に有意な変化を結論付けられなかったとしてお

り、監視カメラによる防犯効果は、警察庁の調査、分析の結果からも不明で

あるといわざるを得ない。したがって、設置を促進すべきという提言の科学

的根拠は、いまだに確認されていない。 

２ 民間の監視カメラについては、個人情報保護法の適用があるほか、各地

方自治体において個別に、条例や要綱・要領・ガイドライン等が制定されつ

つあるという状況であり、未だ、全国統一の立法には至っていない。その上、

条例や要綱等には、収集した画像の第三者提供を必要最小限に限定するとい

う観点からの厳格な規制もなく、防犯カメラの設置・運用についての十分な

法規制は存在していない。 

第２ 各地方自治体における防犯カメラに関する条例・要綱等
の策定状況 

自治体で防犯カメラの在り方を定める条例を作成している例は、東京都杉並

区の他数えるほどしかない。千葉県市川市は条例を策定しているものの、2009

年２月、市内全域に監視カメラを設置して、市役所で一元管理できるネットワ

ークの運用を開始するためのものであって、プライバシー保護が他の自治体よ

り優れているわけではない。 

日弁連が 2008 年に全国の都道府県に対して行った調査では、監視カメラの運

用ガイドラインを定めているのも、回答があった 40 都道府県のうちわずか 10

道府県にすぎず、いずれも、令状主義の観点からの厳格な定めは存在しなかっ

た。むしろ、都道府県や民間事業者が取得した人の顔画像データを警察に任意
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提供することを、適法と公認するための定めであった。そのため、何らかの犯

罪が起こった場合に、令状に基づかず大量の市民データが警察に任意提供され

ているという現状を追認するものであった。 

日弁連が 2017 年に行った同様の調査では、監視カメラのガイドラインを定め

ているのは、回答があった 44 の都道府県のうち、22 都道府県と増えていた。そ

の多くは、設置者が収集した顔画像データを警察に任意提供することを、適法

と公認するための定めであったが、文書照会を求めるもの（「捜査機関から犯罪

捜査の目的で公文書による照会を受けた場合」と定める東京都）や、令状を要

求するもの（「画像を複写して提供する場合は、原則として裁判官が発する令状

によることとします。」と定める京都府）も見られた。 

このような、京都府型のガイドラインが普及し、遵守されるようになれば、

市民の肖像権、プライバシー権保護に資するものと考えられ、その広がりが強

く期待される。 

 

第２項 自由な社会において許される監視の限界（捜査と防犯へ

の規律） 

第１ はじめに 

公共空間において、人が互いに他人の容ぼう等を見たり、見られたりするこ

とは、人が社会的存在として集団的生活を営んでいる関係から不可避であるが、

撮影等による記録化がされない限りにおいては、各個人の知覚・記憶の限界ゆ

えに、他者への正確な伝播による深刻なプライバシー侵害等の問題には発展し

ない。 

これに対して、正確な記録と再現性を備えたデジタル画像・映像としての撮

影等がなされた場合には、画像・映像の２次・３次利用も可能となり、深刻な

プライバシー・肖像権侵害が生じる危険が極めて高い。 

そこで、最高裁判所も、最大判 1969 年 12 月 24 日（刑集 23 巻 12 号 1625 頁）

（京都府学連事件）において、被告人が許可条件に違反する態様のデモ行進の

先頭集団に属しており、警察官が許可条件違反（京都市公安条例違反）の現認

状況を証拠化するために、先頭集団を撮影したことの適法性が問われた事件に

関して、「その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態（以下「容ぼう等」とい

う。）を撮影されない自由」が、個人の私生活上の自由の一つとして、憲法 13

条によって保障されている旨を判示している。 

最近では、前述のとおり、高機能の監視カメラが普及するとともに、これが

顔認証システムと結合することによって、顔認証システムに登録された特定人

の行動履歴の追跡が可能となっており、誰もが、監視カメラ管理者によって行

動を監視されていると感じることで、自由意思による移動を委縮させる効果を

生じさせるという問題が生じている。 

また、撮影対象や期間によっては、表現の自由、思想・良心の自由、政治活
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動の自由や集会・結社の自由といった民主主義の根幹となる権利を侵害する危

険も生じる。 

 

第２ 判例検討 

１ 警察による写真撮影等に関する判例検討 

(1) 強制処分と任意捜査との区別基準に関しては、最三小決1976年３月16日

（刑集30巻２号187頁）において、「（強制捜査は）個人の意思を制圧し、身体、

住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の

根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」であると判示されてい

る。 

しかし、最高裁判所は、捜査における人を被写体とした写真撮影が強制処

分であるか任意捜査であるかという点については、明確な判断を示していな

い。 

(2) 街頭における写真撮影に関する裁判例として、警察が主体となるものに、

上述した京都府学連事件（最大判 1969 年 12 月 24 日（刑集 23 巻 12 号 1625

頁））があり、①犯罪の現在性（現に犯罪が行なわれ、もしくは行なわれた後

間がないと認められること）、②証拠保全の必要性・緊急性、③方法の相当性

を、合憲性の要件として求めた。自動速度監視装置に関する最二小判 1986 年

２月 14 日（判時 1186 号 149 頁）も、速度違反の現行犯場面の撮影を合憲と

したにすぎない。 

山谷地区テレビカメラ監視事件判決（東京高判 1988 年４月１日（判タ 681

号 228 頁））は、犯罪の発生前におけるその予防、鎮圧及び捜査としてのテレ

ビカメラでの撮影・録画について、①犯罪発生の相当高度の蓋然性、②証拠

保全の必要性・緊急性、③方法の相当性を合憲性の要件として求めた。 

これらの基準は、公道などの公共の場所に、公権力が監視カメラを設置す

る場合においては、現行犯場面のみを選択的に撮影する（速度取締違反装置）

か、犯罪多発地帯に設置することしか許容され得ないことを示している。 

また、大阪地判 1994 年４月 27 日（判タ 861 号 160 頁）は、主として犯罪

の予防を目的とした警ら活動や情報収集の一手段としてのテレビカメラ（モ

ニタリングのみ）による監視行為について、性質上任意手段に属するもので

あり、警察法及び警察官職務執行法が当然に予定している行為の範疇に属す

るものであり、特別な根拠規定を要することなく行える旨を判示するととも

に、モニタリングのみの街頭防犯カメラの撮影許容要件について、①目的の

正当性、②客観的具体的な必要性、③設置状況の妥当性、④設置使用の効果

の存在、⑤使用方法の相当性といった要件を示すとともに、その傍論におい

ては、公共の場所に、警察が常時「録画」する監視カメラを設置することを

明確に禁止している。 

(3) 個別撮影型（最判 2008 年４月 15 日）について 

最判 2008 年４月 15 日（刑集 62 巻５号 1398 頁）は、強盗殺人事件の被疑
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者の人定目的で、その公道上の様子をビデオカメラで撮影したり、パチンコ

店の店内において店内の防犯カメラ画像を活用したり、捜査官がビデオ撮影

した事案である。 

最判は、この捜査方法を適法と判断したが、その前提として、①捜査機関

において被告人が犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在していた、②強

盗殺人等事件の捜査に関するものである、③犯人の特定のために必要な限度

において行われた、④人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せ

ざるを得ない場所におけるものである、ことを基に判断している。 

したがって、当該判例の射程は、強盗殺人罪等の具体的な犯罪の捜査を前

提に、犯人である疑いを持つ合理的な理由のある特定の被疑者を対象とした

撮影を行う個別撮影型以外には、及ぶものとは考えられない。 

一般的な監視カメラは、無差別撮影型と言われ、具体的な犯罪発生を前提

とせず、つまり犯罪捜査目的ではなく、将来犯罪が起こることを抑制したり、

将来犯罪が起こった場合には検挙の効果が認められることを期待して、対象

者を特定せず、無差別に常時録画し続けるものであるから、上記判例同様に、

緩やかな要件のもとで撮影が許されることはない。 

２ 私人による写真撮影等に関する判例検討 

(1) 私人による写真撮影について、札幌高判 1977 年２月 23 日（高等裁判所

刑事裁判速報集 107 号）は、「①その写真撮影の目的が、正当な報道のための

取材、正当な労務対策のための証拠保全、訴訟等により法律上の権利を行使

するための証拠保全など、社会通念上是認される正当なものであって、②写

真撮影の必要性及び緊急性があり、③かつその撮影が一般的に許容される限

度を超えない相当な方法をもって行われるとき」に許容されるとして、同様

の基準を採用している。 

この基準は、私人による監視カメラの設置については、正当な目的を求め

るとともに、プライバシー侵害との厳密な比較衡量を求めるものと考えるべ

きである。 

(2) 名古屋高判 2005 年３月 30 日（ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載、ＬＥＸ／Ｄ

ＢインターネットＴＫＣ法律情報データベース登載（平成 16 年（ネ）第 763

号））は、コンビニ経営者がコンビニ店舗で行ったビデオカメラの撮影・録画

の違法性の有無について、目的の相当性、必要性、方法の相当性等を考慮し

て判断するのが相当であると判示するとともに、当該コンビニ外で発生した

犯罪や事故の捜査への協力としての、警察へのビデオテープ提供の違法性の

有無については、これが警察に提供されることになった経緯や当該ビデオテ

ープに録画された客の行動等の具体的事情から個別的に判断されるものと判

示した。 

この判決は、監視カメラ設置に関する十分な法規制がない中で、私人によ

る警察への協力義務を安易に認めた点や、本来のカメラ設置目的を外れた警

察へのビデオテープ提供を安易に許容した点において非常に問題のあるもの

－66－



 
 

であるが、これを受けて、一部のコンビニエンスストアでは、「店舗とは無関

係の事件では任意の警察の要請は断る」旨のガイドラインが作られたようで

ある（法科大学院教授石村修『判例研究 コンビニ店舗内で撮影されたビデ

オ記録の警察への提供とプライバシー』（専修大学ロージャーナル第３号・19

頁、2008 年１月））。 

第３ 学説検討 

１ 肖像権の権利性 

学説上、肖像権とは「人がみだりに他人から写真をとられたり、とられた

写真がみだりに世間に公表、利用されることのないよう対世的に主張しうる

権利」と定義されており、これが人格権として保障されるとの見解が支配的

である。他方で、肖像の保護については、プライバシー権の一内容として位

置付ける見解もみられる。 

２ 捜査目的での写真撮影等に関する学説検討 

(1) 物理的強制力の行使がないことや、捜査官から注視等されるのと同程度

の行為にすぎないことを理由に、写真撮影を任意捜査であるとする見解があ

る。 

この見解に対しては、物理的強制力の有無を基準に強制処分性を判断する

のでは人権保護が十分に図れず、最高裁判所もそのような考え方を否定して

いるという批判や、写真撮影は、ある瞬間における、対象者の容ぼうのほか、

その表情、服装、同行者、所在場所などの情報を固定化して、捜査機関の手

に収め、その将来にわたる利用を可能にする性質の処分であって、直接注視

等に比べて写真撮影による侵害度は一般に高いという点を看過しているとい

う批判が向けられている。 

なお、強制処分と任意捜査との区別基準に関しては、前掲最決 1976 年３月

16 日の判示を受けて、①個人の意思の制圧（あるいは、個人の明示又は黙示

の意思に反すること）、及び②身体、住居、財産等の重要な権利・利益の制約

を伴うものを、強制処分であるとする考え方が有力であるが、この考え方に

おいても、写真撮影を強制処分と見るかどうかは見解が分かれている。 

(2) 住居内の人をひそかに撮影する場合には強制処分であるのに対し、公道

や街頭に居る人の写真撮影については強制処分とまではいえないものの、そ

の場合も利益の侵害を伴うから無制限に許容されるわけではなく、その利益

の重大性と写真撮影の必要性・緊急性とを比較し、相当と認められる限度で

のみ許容されるとの見解（井上正仁「任意捜査と強制捜査の区別」（松尾浩也

他編『刑事訴訟法の争点（第３版）』49 頁（有斐閣、2002 年））、田口守一『刑

事訴訟法第三版』86 頁（弘文堂、2001 年））がある。 

この見解に対しては、公道や街頭と住居内とでは同列の侵害ではないもの

の、公道や街頭においても、実質的な侵害が生じないとはいえず、特に、科

学技術が進展し、動的対象を瞬時に映したり、自動的継続的に一定範囲内の
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人の動向そのものを捕捉したり、コンピュータとの連携により広域移動する

対象を刻々と捕捉識別することも可能となるなど、権利・利益侵害の可能性

が広がっているという観点からの批判が向けられている。 

(3) 写真撮影の強制的色彩を認めた上で、身体拘束中の無令状撮影について

定めた刑事訴訟法 218 条３項の類推適用から、逮捕要件が実質的に備われば、

実際には逮捕しない場合であっても無令状撮影が許容されるとの見解がある。 

この見解に対しては、刑事訴訟法 218 条３項はあくまでも身体拘束の先行

する者についてのみ身元確認等のために付随し得る範囲内での無令状撮影を

認めたものであり、これを拡大する類推適用には解釈上の疑義がある旨の批

判が向けられている。 

(4) 写真撮影を現行法上の強制処分「検証」の一種たる身体検査であると解

し、逮捕に伴いその現場での無令状検証について定めた刑事訴訟法 220 条１

項２号の類推適用から、逮捕要件が実質的に備われば、実際には逮捕しなく

ても無令状撮影を許容し得るとの見解がある。 

この見解に対しては、実際には逮捕を伴わないにもかかわらず、緊急検証

を認める点において解釈上の疑義がある旨の批判が向けられている。 

(5) 写真撮影を古典的強制処分には入らない「新しい強制処分」であるから、

現行法上の許容規程なく行っても強制処分法定主義に反しないとの見解があ

る。 

この見解に対しては、強制処分法定主義の潜脱を許容することになりかね

ないとの批判や、刑事訴訟法 218 条３項(制定当初は２項)の存在から、写真

撮影が立法当初から想定されていたのは明らかであるとの批判が向けられて

いる。 

(6) 強制処分法定主義を厳格に解釈した上で、写真撮影は強制処分であり、

現行法に許容規程が見当たらない以上、認められないとの見解がある（三井

誠『刑事手続法（１）新版』115～116 頁（有斐閣、1997 年）、渡辺修「捜査

と防御」21 頁（三省堂、1995 年））。 

この見解に対しては、立法されるまで一切写真撮影が許容されないのでは、

必要性に即応できないとの批判が向けられている。 

 

第３項 提言（自由な社会の確保のための法制度） 

第１ 監視カメラの設置・運用に関する基準・要件を定める立
法の提言 

監視カメラの設置・運用に関して、日弁連は、2012 年１月 19 日付けで、「監

視カメラに対する法的規制に関する意見書」を公表した。そこで、以下の基準、

要件を定めた法律を制定し、規制することを提言した。  

１ 設置場所に関する基準 

(1) 公共の場所  
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道路や公園など、不特定かつ多数の者が自由に通行したり、滞在したりす

ることが認められている公共の場所において、また、公共の場所に向けて監

視カメラを設置する場合は、以下の要件を必要とする。 

① 犯罪多発地帯であること、または将来犯罪が発生する高度の蓋然性が認

められる場所であること。 

② 監視カメラの設置により、①で想定した犯罪を予防する効果が具体的に

期待できること。 

③ 監視カメラを設置するよりもプライバシー権等の不利益が少ない他の

手段がないこと。 

④ 公権力が設置主体となる場合には、行政機関から独立した第三者機関と

の間で事前に協議を行うこと、それ以外が設置主体となる場合には、設置

後に第三者機関に対し届け出を行うこと。 

(2) 施設・店舗等 

不特定かつ多数の者が自由に通行できる、施設（駅構内を含む。）や店舗

などの敷地内に監視カメラを設置する場合は、以下の要件を必要とする。 

① 犯罪やトラブルが発生する相当程度の蓋然性があるなど、明確な必要性

が認められること。 

② 監視カメラの設置により、①で想定した犯罪やトラブルを予防する効果

が具体的に期待できること。 

(3) マンション等 

マンションなど集合住宅の共用部分に監視カメラを設置する場合は、以下

の要件を必要とする。  

① 犯罪やトラブルが発生する相当程度のおそれがあるなどの必要性が認

められること。 

② 管理組合等の定める手続に従って決定すること。  

２ 設置装置の機能に関する基準 

１により設置が許される監視カメラは、以下の機能を有することを禁止す

る。 

(1) 顔画像など他のデータベースと自動的に照合して特定の個人を識別す

る機能  

(2) 不特定かつ多数の人の音声を収集できる場所において、音声を録音す

る機能 

３ 設置者の運用基準 

設置者において、以下の運用基準が守られるべきである。 

(1) 画像情報の収集について 

監視カメラの設置箇所において、録画していること、録画の目的、設置者、

連絡先等を明示すること。 

(2) 画像情報の利用・第三者提供について 
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① 画像情報を設置目的以外に利用しないこと。特に、個人識別性の高い顔

画像などを他のデータベースと自動的に照合して特定の個人を識別する

機器を用いるなどして二次利用しないこと。  

② 設置目的のために不要となった画像情報は直ちに消去すること。 

③ 設置場所において生じた犯罪に関する画像以外の画像は、令状によらず

任意に捜査機関に提供しないこと。  

(3) 本人によるアクセス権 

情報主体からの開示請求に応じること。  

４ 捜査機関の運用基準 

捜査機関が、適法に収集した監視カメラの映像等については、令状主義の

潜脱を防止し、適正な刑事手続を受ける権利を保障するために、以下の運用

基準がとられるべきである。 

(1) 現実に発生した犯罪に伴う刑事手続に利用する目的以外（治安・公安目

的など）に収集、保存、利用、第三者提供しないこと。 

(2) 刑事訴訟手続において証拠として利用する場合、捜査機関は、当該犯罪

に関連して収集したすべての監視カメラの映像を当該事件の刑事手続が終

了するまで保存し、弁護人側の開示請求に応じること。 

(3) 捜査機関は、(2)において保存が義務付けられる映像等以外は速やかに消

去すること。 

５ 監督機関 

監視カメラが、法で定めた設置・運用基準に反していないかを監督する機

関として、行政機関から独立した第三者機関を設置し、設置者に対する調査

権限及び勧告・是正命令等の権限を付与すべきである。 

第２ 隠し撮り捜査に関する立法の提言 

捜査において、対象者の同意を得ずに密かに動画の撮影を行うことは、科学

技術が進展し、動的対象を瞬時に撮影したり、自動的継続的に一定範囲内の人

の動向そのものを捕捉したり、コンピュータとの連携により広域移動する対象

を刻々と捕捉識別したりすることも可能となるなど、被撮影者の権利・利益侵

害の可能性が拡がっている現状を考慮すれば、強制処分に当たると解すべきで

ある。 

他方で、捜査における人を被写体としたカメラ使用においては、典型的な検

証と異なり、被撮影者には秘密で撮影する必要性から、事前に被撮影者に対し

て令状呈示することを回避すべき場面があること等を踏まえれば、捜査におけ

る人を被写体としたカメラ使用についても、通信傍受法の規制内容に準じて、

事前の令状呈示は求めない代わりに、撮影後には、特定可能な被撮影者に対し

て撮影の事実を告知するとともに、捜査記録の閲覧を認めること、行政機関か

ら独立した第三者機関が捜査機関の情報管理の運用状況を監督することなどを
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義務付ける法律の制定が必要である。 

被撮影者に対する告知がない現状において、捜査機関の裁量で行われた隠し

撮り撮影捜査が適正なものであったか否かを検証することは、著しく困難であ

る。それは、強制処分法定主義を定めた刑事訴訟法に反するのであり、「個人の

基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正

かつ迅速に適用実現することを目的とする」（刑事訴訟法１条）を否定し、捜査

の必要性を人権保障より優先する考え方に他ならないのであるから、適正手続

の保障を定めた憲法 31 条に反する。 

また、国際人権規約（Ｂ規約）17 条は、以下の規定を置き、私生活・名誉及

び信用の保護を保障している。 

① 何人も、その私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしく

は不法に干渉されまたは名誉及び信用を不法に攻撃されない。 

② 全てのものは、①の干渉または攻撃に対する法律の保護を受ける権利を

有する。 

したがって、あらかじめ法定された手続による、犯罪捜査のための必要性が

あり、相当な限度の私生活への監視を超える監視がなされることは、私生活へ

の不法な干渉として違法と言うべきである。 

第３ 顔認証装置を用いた捜査に関する立法の提言 

顔認証装置を利用した捜査手法が既にとられていることから、日弁連は、2016

年９月 15 日付けで「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」を公表

し、以下の法規制を提言した。 

１  警察が犯行現場付近における不特定多数の人の顔画像データを収集し、

個々人を特定するための特徴点を数値化したもの（以下「顔認証データ」

という。）を生成し、これらのデータをあらかじめ生成している特定人の顔

認証データで構成されているデータベース（以下「顔認証データベース」

という。）との一致を検索して被疑者等の同一性を照合する制度（以下「顔

認証システム」という。）について、市民のプライバシー権等の侵害を極力

少なくするために、国は、以下の各項の内容を盛り込んだ法律を制定し、

適切な規制を行うべきである。 

(1) 利用条件の限定 

① 警察が犯罪捜査のために行う、監視カメラ等により記録された顔画像デ

ータの収集は、裁判官が発する令状により行うこと（ただし、設置者が権

限を有する領域に適法に設置している店舗等の施設内で犯罪が行われた

場合の顔画像データを除く。）。 

② 犯行現場付近の画像からの顔認証データ生成は、重大な保護法益を侵害

する組織犯罪（以下「重大組織犯罪」という。）の捜査に必要な場合に限

定し、適法に生成された顔認証データは、捜査のための必要がなくなった

時点で直ちに廃棄すること。 

③ 警察が既に適法に保有している被疑者・前科者等の顔画像データから顔

－71－



 
 

認証データを生成することが許される場合は、重大組織犯罪の前科者に限

定すること。 

④ 顔認証データベースに登録する顔認証データは、重大組織犯罪の前科者

に限定した上、登録期間を設定し、期間経過後には直ちに消去すること。 

⑤ 顔認証データベースの照合は、重大組織犯罪に対する具体的な捜査の必

要性がある場合に限定することし、どのような方法なら許されるのか、

あらかじめ法律によって条件が明示されること。 

(2) 個人情報保護委員会による監督 

個人情報保護委員会が、警察による、顔画像データの収集、顔認証データ

の生成・利用・廃棄、顔認証データベースの構築、顔認証データベースへの

登録、顔認証データベースの利用状況、顔認証データベースからのデータ抹

消等が的確に行われているかをチェックできるよう、関係法令の改正がなさ

れるべきこと。 

(3) 基本情報の公表 

顔認証システムの仕組や検索の精度について定期的に公表すること。 

(4) 被疑者・被告人等の権利 

顔認証システムは、無実の者のアリバイ（現場不在証明）主張の手段とな

り得るから、被疑者・被告人等の請求による顔認証システムによる照合が認

められるべきであること。また、顔認証データシステムに誤登録されている

者に開示請求権及び抹消請求権を認めること。 

２ 上記内容を盛り込んだ法律ができるまでの間、国家公安委員会は、顔認

証データに関する上記内容を含んだ規則を制定し、事前に明示されたルー

ルに則った運用の確保を図るべきである。都道府県警察も、これに則った

運用を行うべきである。 

３ 行政機関は、既に収集済みの顔画像データ等について、顔認証システム

の運用に伴うプライバシー権の侵害を防止する観点から、実際の必要以上

に高精度なデジタルデータの収集・利用を行ったり、必要性なく顔認証デ

ータを生成・利用したりしていないかを検証し、今後、実際の要性以上に

高精度なデジタルデータとしての顔画像データの収集・利用、必要性のな

い顔認証データの生成・利用をしないよう十分留意すべきである。 

特に、都道府県公安委員会が保有している自動車運転免許証作成時の顔画

像データを裁判官が発する令状なく捜査機関に提供したり、自ら顔認証デー

タを生成したりしないようにすべきである。 
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第３章 ＧＰＳ捜査 

第１節 捜査における被疑者等の位置情報取得の方法 

第１項 はじめに 

私たちは、日々携帯して利用しているスマートフォンやタブレット端末等によ

り、知らない間に電子通信事業者等に位置情報を提供している。携帯電話事業者

等が通話やメール等の通信を成立させる前提として取得する基地局にかかる位置

情報（位置登録情報と、個々の通信の際に利用される基地局情報に分かれる）や、

複数のＧＰＳ衛星から発信されている電波を携帯電話等の移動体端末が受信して、

その距離等から移動体端末の詳細な位置を示すＧＰＳ位置情報、Ｗｉ－Ｆｉのア

クセスポイントと移動体端末の通信を位置情報の測位に応用するＷｉ－Ｆｉ位置

情報などが挙げられるが、その具体的な内容、その利用については、第８章第３

節第１項の「第２ 位置情報」にて詳述する。 

捜査における被疑者等の位置情報取得の方法には、現在、捜査官による尾行・

張り込み、追尾監視に伴うビデオカメラ等による撮影、監視カメラの利用、Ｎシ

ステムの利用、携帯電話基地局からの情報取得、ＧＰＳ（グローバル・ポジショ

ニング・システム）の利用等様々なものがある。 

従来、捜査において、被疑者等の動静を探るための位置情報の取得は、捜査官

による尾行や張り込みといった人海戦術による方法がとられてきた。 

しかし、ＧＰＳという対象物の位置を探索するための電子システムが開発され、

また、携帯電話やカーナビゲーション等の普及に伴い、通信事業者やシステム運

営会社等が前記のとおり私たちの位置情報を探知してビッグデータとして記録化

しているため、これが捜査に利用されたり、事前に自動車や人の携行品にＧＰＳ

端末を装着しておくことで、その位置を随時検索できるようになるため、これが

捜査に利用されたりするようになった。 

 

第２項 日本における位置情報捜査 

日本における位置情報捜査の運用状況の詳細は明らかでないものの、以下のよ

うな位置情報捜査が行われているとされる。 

第１ 携帯電話基地局からの情報取得 

携帯電話の通話時刻や相手の電話番号等の記録に、携帯電話が通話時に発信

する電波を受信した基地局の所在地等が付記された位置情報記録を、通信事業

者から差し押さえる捜査方法がある。携帯電話の基地局が担当する通信地域は

都市部でも半径 500 メートル程度で、位置情報の精度もその範囲にとどまるた

め、携帯電話使用者の犯行時等におけるおおよその位置の把握に用いられると
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される。 

第２ 携帯電話機の電波を受信した基地局の情報取得 

所在不明の被疑者を逮捕するなどの目的で、裁判所から検証許可状の発付を

得て、携帯電話会社のシステム端末を操作し、被疑者等の所持する携帯電話機

から常時発せられる微弱電波に基づき、その位置を探索する捜査方法がある。

電波を受信した基地局の情報を１日３回程度定期的に取得するとされる。 

この捜査は、携帯電話所持者の位置情報等に関するプライバシーを侵害する

おそれがあり、携帯電話会社の通信の秘密に関する守秘義務を解除する必要性

があるため、実務では令状の発付を得て実施されている。 

この実施方法については、ＧＰＳ機能を内蔵する携帯電話機やカーナビゲー

ション等の電子システムを用いた位置情報の取得についても、同様の取扱いが

考えられる。 

第３ ＧＰＳ監視 

１ ＧＰＳ監視は、ＧＰＳ装置を自動車等に装着する装着型と、携帯電話機

やカーナビゲーション等に内蔵されているＧＰＳ機能を利用する非装着型の

二つの方法がある。 

ＧＰＳ監視は、対象者に気付かれることもなく、低コストで長期間継続し

て位置情報の取得が可能であり、機種によってはかなりの正確性をもって対

象者の位置を把握することが可能である。 

さらに、取得した位置情報をコンピュータに大量に蓄積させることも容易

であり、取得した情報を、場合によっては他の情報と組み合わせて分析する

ことで、捜査対象者の政治上の関係、宗教上の関係、趣味・嗜好、交友関係、

性的関係等も明らかにすることができるとされる。 

２ これらは、いずれも捜査対象者個人のプライバシーに対する重大な脅威

となる危険性を有する。しかも、ＧＰＳ捜査については、その捜査方法によ

り得られる情報の量と質が異なるため、他の位置情報と比較して、その危険

性も異なる。 

ＧＰＳ監視については、対象者のプライバシーを侵害する程度が極めて高

いにもかかわらず、これまで警察の内規に従うだけで、司法審査を経ること

なく実施されてきたところ、それが許されるのか争われた訴訟において、2017

年３月 15 日、最高裁判所大法廷が、ＧＰＳ捜査は強制処分に当たり、令状を

取得することなく行われたＧＰＳ捜査は違法であり、憲法、刑事訴訟法の諸

原則に適合する立法的措置が必要であるとする画期的判決を言い渡した。 

 

第２節 ＧＰＳ捜査に関する検討 
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第１項 ＧＰＳ捜査（装着型）について 

第１ ＧＰＳ捜査の概要 

ＧＰＳとは、複数の衛星からの電波を受信し、その時間差を計算することに

よって対象の位置を特定できる装置（全地球測位システム装置）であり、カー

ナビゲーションやバスの運行状況管理システム等に広く利用されている。 

ＧＰＳ捜査は、上記のようなＧＰＳの特性を利用して、捜査対象者の位置情

報や移動履歴を把握し、これを追跡して逮捕等に活用するために、捜査対象者

の承諾を得ることなく、ＧＰＳ装置を捜査対象者の車両等に取り付けて、位置

情報を取得・記録するものである。具体的には、警察は、警備会社との間で締

結した契約に基づき、警備会社が提供する位置情報提供及び現場急行サービス

用のＧＰＳ端末の貸与を受け、上記のとおり、当該ＧＰＳ端末を捜査対象者の

車両等に取り付けた上で、インターネットに接続された携帯電話機等から警備

会社のサーバーにアクセスして位置検索をすると、ＧＰＳ端末の所在位置の住

所地（概略）と、測位の誤差及び地図上の位置を携帯電話機等の画面で見るこ

とができるというものである（なお、位置情報を含む検索結果は、警備会社に

おいて保管されており、その情報は警察においても入手可能である。）。また、

別途契約をすれば、所定のソフトを使用することで、自動で定期的に位置検索

を行い、その軌跡を地図上で確認することもできることになっている。 

警察庁は、ＧＰＳ捜査に関し、2006 年６月 30 日に、各都道府県警察宛てに、

警察庁刑事局刑事企画課長発出の「移動追跡装置運用要領の制定について」と

題する通達、及び「移動追跡装置運用要領」（以下「運用要領」という）を発出

した。 

なお、警察庁は、ＧＰＳ捜査を任意捜査と位置付けており、運用要領を公開

しておらず、ＧＰＳ捜査の実態は明らかにされていない。 

しかし、ＧＰＳ捜査の違法性が争われた各地の地裁決定・判決や控訴審判決、

情報公開請求により、運用要領の概要が、次項のとおりであることが明らかに

なっている。 

各地の地裁決定・判決や控訴審判決の概要等については、2017 年１月 19 日付

け日弁連「ＧＰＳ移動追跡装置を用いた位置情報探索捜査に関する意見書」に

添付の別紙２「ＧＰＳ捜査に関する判決・決定要旨一覧表」等を参照されたい。 

第２ 警察庁の運用要領の概要 

運用要領の概要は、以下のとおりである。これまで、警察庁が運用要領に基

づいて実施してきたＧＰＳ捜査は、捜査の開始から終了まで、そしてその捜査

記録の保管・管理に至るまで、全て警察内部で処理されている上、保秘が徹底

されており、裁判所等の第三者機関の関与・チェックを排除するものとなって

いる。 

１ 目的 

移動追跡装置を用いた任意捜査に関し、その使用要件、手続その他必要な
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事項を定めることにより、その適正を確保することを目的とする。 

２ 定義 

移動追跡装置とは、捜査の対象となる物の位置情報を取得する装置をいう。 

３ 使用要件 

任意捜査を行うに当たり、移動追跡装置を用いるについては、次の各号に

定める要件を満たさなければならないものとする。 

(1) 一定の犯罪（７類型）の捜査を行うに当たり、犯罪の嫌疑、危険性の高

さなどに鑑み、速やかに被疑者を検挙することが求められる場合であって、

他の捜査によっては対象の追跡を行うことが困難であるなど捜査上特に必

要があること。 

(2) 犯罪を構成するような行為を伴うことなく、捜査の対象となる物（４類

型）に取り付けること。 

４ 使用手続等 

(1) 警察本部捜査主管課長による事前承認 

所属長は、任意捜査を行うに当たり、移動追跡装置を用いる必要があると

きは、あらかじめ、警察本部捜査主管課長（以下「主管課長」という）に申

請してその承認を得なければならない。 

(2) 運用状況の報告 

ア 捜査主任官は、所属長に対し、毎日の移動追跡装置の運用状況を報告し

なければならない。 

イ 所属長は、主管課長に対し、移動追跡装置の運用状況を１週間に１回以

上報告しなければならない。 

(3) 使用の必要性の検討 

捜査主任官、所属長及び主管課長は、捜査の状況を踏まえ、移動追跡装置

の運用について必要な見直しを行い、使用の継続の必要性がなくなったとき

は、直ちにその使用を終了する措置を採らなければならない。 

５ 保秘の徹底 

移動追跡装置を使用した捜査の具体的な実施状況等については、文書管理

等を含め保秘を徹底するものとし、一定の事項（３類型）に特に留意する。 

 

第２項  ＧＰＳ捜査（非装着型）について 

捜査対象者の位置情報を取得するために行われる、ＧＰＳ捜査（装着型）と類

似する方法として、ＧＰＳ機能付き携帯電話の位置情報を取得する捜査方法があ

る。 

この捜査については、通信の秘密の保護や個人情報の適正な取扱いのために、
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電気通信事業者が遵守すべき基本的事項を定めた総務省告示「電気通信事業にお

ける個人情報保護に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）が存

在しており、同ガイドラインが、「捜査機関からの要請により位置情報の取得を求

められた場合において、事業者がその提供を行うには裁判官発付の令状が必要で

ある」と定めていることから（26 条）、捜査実務上、検証許可状の発付が必要とさ

れている。 

なお、従前は、「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができ

るとき」に限っていたが、2015 年６月のガイドライン改正により限定がなくなっ

たため、捜査機関からの要請に基づく場合には、裁判官の令状の発付がなされれ

ば、利用者に知らせることなく位置情報の取得・提供が認められることとなった。 

ＧＰＳ機能付き携帯電話による位置情報の取得について、日弁連は、2011 年８

月 26 日付け「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説

の改正案に対する意見書」において、「仮に、ＧＰＳによる位置情報の提供を許容

するとしても、国会における国民的議論を経て、その取得につき、一般の検証の

要件と比して、より厳格な要件を定める刑事訴訟法の改正によってなされるべき

である。」との意見を発出している。 

さらに、2015 年５月 22 日付け「電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン及び解説の改正案に対する意見書」において、市民のプライバシーを

侵害するおそれを一層強くするものとして、前記改正により限定がなくなること

に強く反対する意見を発出している。 

 

第３項 ＧＰＳ捜査の法的問題 

ＧＰＳ捜査については、①ＧＰＳ装置の装着又はその取り外しに伴う問題（装

着等のために管理権者の承諾や令状なく私有地に立ち入る等の問題）と、②ＧＰ

Ｓ装置から送られてくる位置情報の取得の問題とがあるが、特に②について、以

下に述べるような法的問題が存在する。 

第１ プライバシー侵害の程度が大きいこと 

ＧＰＳ捜査は、対象者に気付かれない間に、容易かつ低コストで、相当正確

な位置情報を、長期間にわたり常時取得できるという特徴を有しており、本質

的にプライバシー侵害の程度が大きい捜査手法であると言える。 

前述のガイドラインに関する総務省作成解説においても、ＧＰＳ機能付き携

帯電話の位置情報を取得する捜査について「ある人がどこに所在するかという

ことはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に、通信とも密接に関

係する事項であるから、通信の秘密に準じて強く保護することが適当である。」

と説明されており、位置情報がプライバシー権の中でも特に強く保護されるべ

きことが明記されている。 

この点、ＧＰＳ捜査による位置情報の取得について、任意捜査として通常行

われている張り込みや尾行と比較して、プライバシー侵害の程度が大きいもの
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ではないとする考え方もある。 

しかし、張り込みや尾行は原則として私的スペースに立ち入ることができな

いのに対し、ＧＰＳ捜査は、通常捜査員が自由に立ち入ることができない捜査

対象者の自宅や立ち入り先等私的スペースにおける位置情報も取得できる。 

なお、取得される位置情報が正確でない場合あるいは相当程度の誤差が生じ

る場合があることをもって、ＧＰＳ捜査によるプライバシー権侵害の程度が大

きくないことの一事情とする裁判例も見受けられるが、ＧＰＳの位置検索の高

度化及び端末の小型化等が今後も進むことが明らかであることに鑑みれば、Ｇ

ＰＳ捜査に使用される機材の精度が高くないという理由は、ＧＰＳ捜査のプラ

イバシー権侵害の程度が高くないことの根拠としては、もはや説得力を欠くと

言わざるを得ない。 

さらに、ＧＰＳ捜査は、ＧＰＳ装置が装着されて正常に作動している限り、

捜査員が捜査対象者から離れた場所にいても、24 時間常時かつ終期を限定する

ことなく継続的に位置情報や行動を容易に取得することが可能であるという点

においても、張り込みや尾行とは大きく異なる。 

また、仮に公的スペースにおける監視であっても、例えば、「病院や政治団体

や宗教団体など人の属性・生活・活動に係わる特殊な意味合いを持つ場所の状

況をことさら監視したり、相当多数のテレビカメラによって人の生活領域を継

続的かつ子細に監視するなどのことがあれば、監視対象者の行動形態、趣味・

嗜好、精神や肉体の病気、交友関係、思想・信条等を把握できないとも限らず、

監視対象者のプライバシーを侵害するおそれがある」（大阪地判 1994 年４月 27

日（判時 1515 号 116 頁））との指摘が可能である。 

このように、公的スペース及び私的スペースの区別なく、しかも長期間にわ

たる情報取得を可能とするＧＰＳ捜査は、張り込みや尾行以上にプライバシー

侵害のおそれが大きいものと言うべきである。 

第２ 収集された情報の蓄積、目的外利用のおそれ 

また、ＧＰＳ捜査により一旦収集された捜査対象者の位置情報は、継続的か

つ無制限に記録されて蓄積され、永久的に消去されないおそれがある。そして、

当該記録（データ）が別の機会に収集されたデータと結合され、捜査対象者の

行動に関する情報が、過去及び現在の位置・移動情報にとどまらず、将来の行

動予測に利用されるなどの目的外利用のおそれもある。 

しかしながら、運用要領においては、「使用の継続の必要性がなくなったとき

は直ちにその使用を終了する措置をとらなければならない。」と定められている

にとどまり、ＧＰＳ捜査によって得られ、蓄積された情報の利用目的・廃棄等

については全く定められていない。 

このように、ＧＰＳ捜査による情報取得は、情報取得時にとどまらず、取得

後に情報が蓄積され、厳格な定めなしに捜査対象者に対する捜査以外の目的（将

来の犯罪捜査やプロファイリング等）で利用され得る可能性がある点でも、プ

ライバシー侵害の程度が極めて大きいと言うべきである。 
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第３ 防御の機会や不服申立ての機会がないこと 

上記のとおり、現在行われているＧＰＳ捜査において、捜査対象者は自らが

ＧＰＳ捜査の対象となっていることはもちろん、情報取得の事実やその内容に

ついて認識することができない。 

もとより尾行や張り込みにおいても、通常は認識困難ではあるものの、それ

でもＧＰＳ捜査と比較すれば、まだ認識し得る可能性があると言えるから、そ

の点でもプライバシー権に対する侵害の大きさが著しい。 

そのような重大なプライバシー権侵害の危険性がありながら、捜査対象者に

は、ＧＰＳ捜査によってプライバシーを侵害されて情報を取得された場合に、

準抗告等を通じて、違法に取得された情報を抹消させて権利回復を図る機会が

与えられていない。また、捜査対象者が起訴された場合においても、ＧＰＳ捜

査に関する記録や資料が、被告人・弁護人に開示される法的保障はない（例え

ば、下記最高裁大法廷判決の事案においては、弁護人がＧＰＳ捜査の違法性に

ついて予定主張を行い、かつ、主張関連証拠開示請求を行ったことによって初

めて検察官はＧＰＳ捜査に関する内部資料を開示した経過が存する）。 

第４ 運用の不透明性 

ＧＰＳ捜査は運用要領に基づいて行われているとされるが、運用要領は全面

的に開示されているわけではなく、その適否について判断する前提を欠いてい

る。また、個別のＧＰＳ捜査が運用要領に違反し、違法と評価され得る場合で

あっても、それを事前にチェックし、または事後に是正する仕組みも設けられ

ていない。 

他方で、運用要領によれば、保秘については極めて厳格に徹底されており、

その運用実態は秘匿されている（前記大阪地裁決定は、「本件ＧＰＳ捜査の実施

状況は、組織として保秘を徹底すべきとされていた上、秘匿事項として捜査報

告書等に一切記載されず、たまたま被告人らにＧＰＳ端末の取付けが発覚して

いたことを契機として公訴提起後に弁護人から主張がなされるまでは、検察官

にすらその実施が秘匿されていた」旨指摘しており、後述する当該事案の控訴

審判決である大阪高裁判決も、「本件の警察官らは、ＧＰＳ発信器の車両への取

り付けの際などに一再ならず違法の疑いのある行為に出ているほか、保秘を徹

底するその一方で、組織内部で求められていたこの種の捜査の適正確保のため

の決裁、報告等の諸手続ですら、十分には履践していなかった疑いがあり、そ

の点は甚だ遺憾とせざるを得ない。」と判示している）。なお、情報公開請求に

対して公開された情報についても、肝要な部分がマスキング（黒塗り）されて

おり、この点は、裁判所や国会議員に対する開示においても同様である。 

このように、現在、ＧＰＳ捜査は、極めて不透明な形で運用されている点に

おいても問題が存する。 
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第４項 ＧＰＳ捜査最高裁判決 

第１ 事案の概要 

１ 被告人が、複数の共犯者とともに自動車で広域を移動して行ったと疑わ

れる連続窃盗事件につき、捜査を進めていた警察官らは、組織性の有無・程

度や組織内における被告人の役割を含む犯行の全容を解明するため、民間事

業者のＧＰＳ位置情報通知サービス利用者としてＧＰＳ端末を借り受けた上、

被告人、共犯被疑者３名の他、被告人の知人女性も使用する蓋然性のあった

自動車やバイク合計 19 台に、被告人らの承諾なく、かつ令状を取得すること

なく、その端末を取り付け、2013 年５月 23 日頃から同年 12 月４日頃までの

約６か月半の間、上記サービスを利用して、各車両のＧＰＳ位置情報を断続

的に取得しつつ、その追尾等を行った。 

なお、取付期間は、数日から約３か月間であり、ＧＰＳ端末のバッテリー

交換を３日から４日おきに、商業施設の駐車場やコインパーキング、ラブホ

テル駐車場等の私有地へ立ち入って実施した。 

２ 一連の捜査の結果、被告人は、上記ＧＰＳ捜査により犯行が現認される

に至った窃盗事件を含む 10 件の窃盗等の罪で起訴された。 

弁護人からの証拠排除の申立てを受けた第一審大阪地裁は、本件ＧＰＳ捜

査について、対象車両が上記期間中に駐車していたことのあるラブホテル駐

車場内のように、私有地であって、不特定多数の第三者から目視により観察

されることのない、プライバシー保護の合理的期待が高い空間に対象車両が

所在する場合においても、その位置情報を取得することができることや、端

末の取付等のために私有地に立ち入るのは管理権者に対する権利侵害となり

得ることの２点において、対象車両使用者のプライバシー等を大きく侵害す

るものであるため、強制処分に当たるとした。そして、携帯電話機等の画面

上に表示されたＧＰＳ端末の位置情報を、捜査官が五感の作用によって観察

するものであるから、検証としての性質を有するのに、検証許可状によるこ

となく行われた本件ＧＰＳ捜査には重大な違法があるとして、この捜査によ

り直接得られた証拠及びこれと密接に関連する証拠の証拠能力を否定した。 

もっとも、他の証拠は、上記証拠と関連性が薄いとして証拠能力が認めら

れ、被告人は有罪となった。 

３ 被告人は、控訴したが、大阪高裁は、本件ＧＰＳ捜査により取得可能な

情報はＧＰＳ端末を取り付けた車両の所在位置に限られるなど、プライバシ

ー侵害の程度は必ずしも大きいものではなかったことや、本件ＧＰＳ捜査が

強制処分に当たり、無令状でこれを行った点においても違法と解する余地が

ないわけではないとしても、令状発付の実体的要件を満たしていたと考え得

ること、ＧＰＳ捜査が強制処分法定主義に反し、令状の有無を問わず適法に

実施し得ないものと解することも到底できないとして、本件ＧＰＳ捜査に重
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大な違法があったとは言えないとして控訴を棄却した。 

第２ 判旨（最高裁判所大法廷 2017 年３月 15 日判決） 

１ 大法廷判決（最大判 2017 年３月 15 日（判タ 1437 号 78 頁））は、まず、

ＧＰＳ捜査の性質につき、次のように判示する。 

「ＧＰＳ捜査は、対象車両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行

われるものであるが、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライ

バシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及

びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このよう

な捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴う

から、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害

を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点に

おいて、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手

法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきであ

る。」 

２ 次に、ＧＰＳ捜査が強制処分に当たるか否かにつき、次のように判示す

る。 

「憲法35条は、『住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を

受けることのない権利』を規定しているところ、この規定の保障対象には、

『住居、書類及び所持品』に限らずこれらに準ずる私的領域に『侵入』され

ることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると、前

記のとおり、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘

かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私

的領域に侵入する捜査手法であるＧＰＳ捜査は、個人の意思を制圧して憲法

の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規

定がなければ許容されない強制の処分に当たる（最高裁昭和50年（あ）第146

号同51年３月16日第三小法廷決定・刑集30巻２号187頁参照）とともに、一

般的には、現行犯人逮捕等の令状を要しないものとされている処分と同視す

べき事情があると認めるのも困難であるから、令状がなければ行うことので

きない処分と解すべきである。」  

３ さらに、現行の刑事訴訟法等の規定に基づき令状を発付することが可能

か否かにつき、次のように判示する。 

「ＧＰＳ捜査は、情報機器の画面表示を読み取って対象車両の所在と移動

状況を把握する点では刑訴法上の「検証」と同様の性質を有するものの、対

象車両にＧＰＳ端末を取り付けることにより対象車両及びその使用者の所

在の検索を行う点において、「検証」では捉えきれない性質を有することも

否定し難い。 

仮に、検証許可状の発付を受け、あるいはそれと併せて捜索許可状の発付
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を受けて行うとしても、ＧＰＳ捜査は、ＧＰＳ端末を取り付けた対象車両の

所在の検索を通じて対象車両の使用者の行動を継続的、網羅的に把握するこ

とを必然的に伴うものであって、ＧＰＳ端末を取り付けるべき車両及び罪名

を特定しただけでは被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑

制することができず、裁判官による令状請求の審査を要することとされてい

る趣旨を満たすことができないおそれがある。 

さらに、ＧＰＳ捜査は、被疑者らに知られず秘かに行うのでなければ意味

がなく、事前の令状呈示を行うことは想定できない。刑訴法上の各種強制の

処分については、手続の公正の担保の趣旨から原則として事前の令状呈示が

求められており（同法 222 条１項、110 条）、他の手段で同趣旨が図られ得

るのであれば事前の令状呈示が絶対的な要請であるとは解されないとして

も、これに代わる公正の担保の手段が仕組みとして確保されていないのでは、

適正手続の保障という観点から問題が残る。  

これらの問題を解消するための手段として、一般的には、実施可能期間の

限定、 第三者の立会い、事後の通知等様々なものが考えられるところ、捜

査の実効性にも配慮しつつどのような手段を選択するかは、刑訴法 197 条１

項ただし書の趣旨に照らし、第一次的には立法府に委ねられていると解され

る。仮に法解釈により刑訴法上の強制の処分として許容するのであれば、以

上のような問題を解消するため、裁判官が発する令状に様々な条件を付す必

要が生じるが、事案ごとに、令状請求の審査を担当する裁判官の判断により、

多様な選択肢の中から的確な条件の選択が行われない限り是認できないよ

うな強制の処分を認めることは、「強制の処分は、この法律に特別の定のあ

る場合でなければ、これをすることができない」と規定する同項ただし書の

趣旨に沿うものとは言えない。 

以上のとおり、ＧＰＳ捜査について、刑訴法 197 条１項ただし書の「この

法律に特別の定のある場合」に当たるとして同法が規定する令状を発付する

ことには疑義がある。ＧＰＳ捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法

であるとすれば、その特質に着目して憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法

的な措置が講じられることが望ましい。」  

４ 最後に、本件ＧＰＳ捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関

連性を有する証拠の証拠能力を否定する一方で、その余の証拠につき、同

捜査に密接に関連するとまでは認められないとして証拠能力を肯定し、こ

れに基づき被告人を有罪と認定した第１審判決は正当であり、第１審判決

を維持した原判決の結論に誤りはないから、原判決の前記法令の解釈適用

の誤りは判決に影響を及ぼすものではない、として上告を棄却した。  

５ さらに、３名の裁判官が共同の補足意見として、次のように述べる。 

「私たちは、ＧＰＳ捜査の特質に着目した立法的な措置が講じられること

があるべき姿であるとの法廷意見に示された立場に賛同するものであるが、
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今後立法が具体的に検討されることになったとしても、法制化されるまでに

は一定の時間を要することもあると推察されるところ、それまでの間、裁判

官の審査を受けてＧＰＳ捜査を実施することが全く否定されるべきもので

はないと考える。  

もとより、これを認めるとしても、本来的に求められるべきところとは異

なった令状によるものとなる以上、刑訴法１条の精神を踏まえたすぐれて高

度の司法判断として是認できるような場合に限定されよう。したがって、ご

く限られた極めて重大な犯罪の捜査のため、対象車両の使用者の行動の継続

的、網羅的な把握が不可欠であるとの意味で、高度の必要性が要求される。

さらに、この場合においても、令状の請求及び発付は、法廷意見に判示され

た各点について十分配慮した上で行われなければならないことはいうまで

もない。このように、上記のような令状の発付が認められる余地があるとし

ても、そのためには、ごく限られた特別の事情の下での極めて慎重な判断が

求められるといえよう。」 

第３ 判決の評価 

１ 最高裁は、事案自体の解決には不要であるにもかかわらず、事件を大法

廷に回付した上で、全員一致の判断として、ＧＰＳ捜査が強制処分に当たる

とし、ＧＰＳ捜査の可否を現行法の解釈・運用で裁判官が判断することは無

理であり、立法措置が望ましい、という異例ともいえる判示を行った。 

ＧＰＳ捜査の適法性につき、下級審では判断が大きく分かれており、司法

府として統一した明確な判断を速やかに示すことにより、混乱を解消すると

ともに、捜査機関が検証令状を得てＧＰＳ捜査を実施する動きがみられる中

で、その適法性が訴訟上争われ、新たな混乱が生じることを未然に防止しよ

うとする最高裁の意思を示すものと指摘される（井上正仁「ＧＰＳ捜査」（刑

事訴訟法判例百選［第 10 版］66 頁（有斐閣、2017 年））。同旨は、判タ 1437

号 78 頁以下の［解説］81 頁。）。 

２ そして、本判決は、憲法 35 条の保障対象について、「住居、書類及び所

持品」についての財産権的ないし物理的権利の保護にとどまらず、個人のプ

ライバシー保護の観点から理解する見解が主流であり、本判決も、「住居、書

類及び所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利

が含まれると判示したものとされる（前記［解説］80 頁）。 

そして、「私的領域」については、実質的に「プライバシー」を意味すると

され、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わる位置情

報の取得によるプライバシー侵害という点を中核としつつ、事柄の性質上、

取得しようとする時点ではそのような情報か否かを区別することができず、

そうであるおそれが常にある位置情報を逐一取得して、対象者の行動を継続

的、網羅的に把握することをプライバシー侵害として問題とするものと理解

すべきとされる（前記判例百選 67 頁）。 
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３ 本判決は、憲法 35 条を取り上げるが、前記のとおり、プライバシー侵害

として問題とするものと理解されるため、プライバシー保障の根拠条文であ

る憲法 13 条との関係が問題となる。この点、プライバシー権一般は「新しい

権利」として憲法 13 条により保障されるが、プライバシーの中でも、住居な

ど特に要保護性の高い私的領域の不可侵は、従来から重要な実体的権利とし

て位置付けられており、憲法制定当初から憲法 35 条によって明示的な保護が

与えられ、憲法 35 条は憲法 13 条の特別規定として整理される、とされる（山

田哲史「ＧＰＳ捜査と憲法」（法セミ 752 号 28 頁以下））。 

また、公道上における行進の撮影が問題となった京都府学連事件判決（最

大判 1969 年 12 月 24 日（刑集 23 巻 12 号 1625 頁））では、憲法 13 条により

保障される「私生活上の自由」が制約された事案とされ、任意処分として処

理されたが、本判決では、ＧＰＳ捜査を、要保護性の強い私的領域における

活動の監視と構成し、特別規定である憲法 35 条が保障するより重要な権利の

制約に当たるとする。 

そのため、本判決は、京都府学連事件判決との区別のために、憲法 13 条で

はなく憲法 35 条を援用したとされる（前記山田論文 29 頁）。この点、憲法 35

条の保障する実体的権利の内容を曖昧にしてしまったとの批判もある（同 29

頁）。 

４ 本判決が位置情報取得の強制処分性を肯定した実質的根拠は、対象車両

等へのＧＰＳ端末の取付け自体の法益侵害性ではなく、プライバシーが強く

保護されるべき空間に関わるものである可能性が常にある位置情報を、捜査

機関が逐一取得して、そのプライバシーを侵害することが可能な状態にする

点にある。 

そのことからすれば、本判決の射程につき、例えば、元々ＧＰＳ機能が装

備された携帯電話や自動車、あるいは所有者等の承諾を受けてＧＰＳ端末を

仕込んだ物品等を察知されないような形で対象者に渡して、同様の状態にす

る場合も、その時点から強制処分にあたるとするのが論理的な帰結であると

指摘される（前記判例百選 69 頁）。 

また、捜査機関が電気通信事業者等を介し、位置情報を一定期間継続的に

取得する場合にも、プライバシー侵害の質と程度で異なるものではないから、

着手時以降は同様に強制処分として扱われるべきとされる（同頁）。 

 

第５項 ＧＰＳ捜査は強制捜査か任意捜査か 

第１ 強制捜査と任意捜査の区別の基準 

刑事訴訟法 197 条１項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取

調をすることができる。」として、捜査機関に対して一般的な捜査権限を認めた

上で、「但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これ
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をすることができない。」と規定し、捜査上、強制処分は、刑事訴訟法にそれを

許す特別の規定がある場合に限って、用いることができるものとされている（強

制処分法定主義）。このような強制処分を用いた捜査を強制捜査といい、憲法の

令状主義（憲法 33 条及び 35 条）の適用を受け、原則として、あらかじめ裁判

官の発する令状に基づいて行われなければならないものと解されている。 

強制処分の意義については、「強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味

するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて

強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容するこ

とが相当でない手段を意味する」とされてきたが（最決 1976 年３月 16 日（刑

集 30 巻２号 187 頁））、近時は、直接の物理的作用は伴わないものの、プライバ

シーその他の重要な権利・利益に実質的な侵害ないし制約を加えるような新た

な捜査手段については、それが相手方の明示又は黙示の意思に反して行われる

場合、強制処分として捉えるべきとする見解が有力である。 

第２ ＧＰＳ捜査が強制捜査に当たること 

既に述べたとおり、警察庁は、ＧＰＳ捜査は任意捜査であるとの前提に立っ

て、運用要領によってＧＰＳ追尾捜査を実施しているところ、前記の基準によ

って検討すると、ＧＰＳ捜査は、情報取得時において、あらゆる場所において、

しかも継続的に、捜査対象者のプライバシー性の高い情報の取得を行う可能性

があり、また、情報取得後においても、収集された情報が蓄積され、当該捜査

以外の将来の犯罪捜査やプロファイリング等のために目的外利用されるおそれ

すらあることからすれば、憲法 13 条、同 35 条及び国際人権（自由権）規約 17

条が保障するプライバシー権を実質的に大きく侵害する可能性があり、かつ捜

査対象者の意思に反して行われるものであると言えることから、強制捜査に該

当すると言うべきである。 

このことは、ＧＰＳ機能付き携帯電話の位置情報を取得する捜査方法におい

て、前記のとおり裁判官の発付する令状が必要とされていることからも明らか

であるし、通信傍受（電話盗聴）について、「犯罪捜査のための通信傍受に関す

る法律」（以下「通信傍受法」という。なお、後記の 2016 年改正により、条文

数に変更がある場合に限り、改正前の通信傍受法を「改正前法」と表記する。）

が制定され、通信傍受（電話盗聴）がプライバシーを侵害する強制処分である

ことを前提として、捜査機関が通信傍受をする場合には、裁判官の厳格な条件

を付した令状の発付を求めていることからも明らかである（通信傍受法成立前

の事案に関する判例として、最決 1999 年 12 月 16 日（刑集 53 巻９号 1327 頁））。 

そして、ＧＰＳ捜査が強制処分に該当することは、第４項に詳述したとおり、

前記最高裁判所大法廷判決が明示した。 

また、アメリカ合衆国連邦最高裁においても、2012 年、警察が車両に長期間

ＧＰＳ発信装置を装着してＧＰＳ捜査を行っていた事案につき、裁判官の全員

一致で、令状なしにＧＰＳ情報を取得することは（日本国憲法 35 条が由来する）

合衆国憲法修正４条に違反する旨の判断を下している。 

－85－



 
 

第３ 小括 

以上のとおり、ＧＰＳ捜査は強制捜査に該当する。そのことは、最高裁判所

の前記大法廷判決で確認されたところである。 

警察庁は、従前、任意捜査としてＧＰＳ捜査を行っており、このような捜査

手法は、憲法31条の適正手続の要請や憲法35条の令状主義に照らして違憲であ

り、また違法であることも明らかである。 

本判決後、警察庁は、全国の警察に対し、ＧＰＳ捜査の実施を控えるよう指

示した。 

 

第６項 ＧＰＳ捜査の要件・手続の法定の必要性 

第１ 要件・手続の法定の必要性 

ＧＰＳ捜査が強制捜査に該当すると解される以上、憲法 31 条の適正手続の要

請や、プライバシー保護を目的とする憲法 35 条の令状主義の要請に照らし、強

制捜査として、その要件や手続が法定されるべきである。 

前記最高裁判所大法廷判決は、立法的な措置が講じられることが望ましいと

判示する。 

そして、ＧＰＳ捜査においては、典型的な検証とは異なり、秘密裏にＧＰＳ

装置の装着を行う必要があること、その期間が長期間継続する可能性があるこ

と、捜査対象者に対して令状呈示をすることを回避する必要があることに加え、

通信傍受の立法に際しては、検証処分と評価することが可能であったにもかか

わらず、事後の令状呈示方式や不服申立て方法等について厳格な規定を要する

との判断から、刑事訴訟法 222 条の２を根拠として、通信傍受法を制定し、裁

判官の令状審査を前提として、通信傍受の対象者に対する事前の令状呈示は求

めず、通信傍受後の当該通信傍受対象者に対する捜査の告知を義務付け、捜査

記録の閲覧を認めたこと（改正前法 23 条ないし 25 条）等を踏まえれば、ＧＰ

Ｓ捜査についても、刑事訴訟法 222 条の２と同様に、特別法に授権する新たな

項を設けて、特別法を制定すべきである。 

なお、現行法上、警察が行うＧＰＳ捜査について、検証に準じて、刑事訴訟

法 218 条１項の裁判官が発付する検証令状に基づき行うことが可能であるとの

下級審裁判例もある。 

しかし、刑事訴訟法 222 条は捜査機関による検証について、同法 110 条を準

用し、捜査機関に「処分を受ける者」に対する令状の事前呈示を義務付けてい

るところ、その性質上、処分対象者に対する令状の事前呈示ができないことは

やむを得ないとしても、適正手続の保障の見地から、少なくともＧＰＳ捜査終

了後合理的な期間内に、処分対象者に対し処分の内容について告知をすること

が必要である。また、ＧＰＳ捜査は情報の押収という側面を有するから、違法

な捜査が行われたときは、処分対象者に対して原状回復のための不服申立ての

途が保障されていなければならない。ところが、検証については、郵便物等の
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押収に関する処分対象者への事後通知（同法 100 条３項）のような規定はなく、

また、「押収に関する裁判又は処分」として準抗告の対象とすること（同法 429

条１項、430 条１項及び同条２項）も認められていない。このように事後の告知

及び不服申立ての各規定を欠く点で、ＧＰＳ捜査を刑事訴訟法上の検証として

行うことは許されないと言うべきである。 

第２ アメリカ合衆国における運用 

アメリカ合衆国では、2005 年、合衆国連邦刑事訴訟規則に、ＧＰＳの装着を

令状に基づき実施することを許容する条項を追加するための法改正が行われ、

2006 年 12 月１日から施行されている。その概要は以下のとおりである（指宿信

「ハイテク機器を利用した追尾監視型捜査―ビデオ監視とＧＰＳモニタリング

を例に」（鈴木茂嗣先生古稀祝賀論文集〔下巻〕（成文堂、2007 年）））。 

１ 令状主義 

当該管轄において正当な職権を有する治安判事は、追跡装置を当該管轄に

おいて装着するための令状を発付する権限を持つ。 

本令状は、当該管轄内及び管轄外で、あるいはその双方で、移動している

個人あるいは財物の移動を追跡するための装置の使用を許可することができ

る。 

２ 令状記載事項 

(1) 追跡対象となる人物及び車両の特定 

(2) 追跡実施が終了後に報告する治安判事名 

(3) 追跡装置が使用されてよい期間（法律では 45 日以内。ただし、適切な理

由があるとき延長可） 

(4) 追跡装置の装着が行われる時期（令状発付から最大 10 日以内） 

(5) 実施後速やかな報告義務 

追跡実施終了後 10 日以内に、追跡された対象者に告知がなされなければ

ならないとする。ただし、治安判事は捜査機関からの請求に基づき、実施報

告を受けた後に、対象者への告知を遅らせることができるとする。 

第３ ドイツにおける法規定 

１ ドイツでは、ＩＴ基本権として、情報技術システムの機密性と不可侵性

の保障に対する基本権が創設され、データの収集・保存そのものが基本権の

侵害となるものとされており、データ収集と保存を行うためには、必ずそれ

を正当化する法律が作られる必要がありまた「データ保護官」という独立し

た機関による監督が必要とされた。ドイツ視察の際に、ドイツ連邦憲法裁判

所の裁判官と面談し、その他、データ保護コミッショナーなどで担当者と面

談したが、みな共通して、そのＩＴ基本権の重要性、私的生活の中核領域、

絶対的保護領域に関わる情報の保護の重要性を指摘していた。 
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２ 捜査に関し、ドイツ刑事訴訟法は、技術的手段を用いた秘密の監視目的

の捜査として、通信の傍受（同法 100 条ａ及びｂ）、屋内での会話の傍受（同

条ｃからｅ）、屋外での会話の傍受（同条ｆ）、通信データの収集（同条ｇ）、

写真・ビデオ撮影及びその他の技術的手段を用いた監視捜査（同条ｈ）、そし

て携帯電話の位置情報の収集（同条ｉ）を規定する。 

これまで述べてきたＧＰＳ捜査は、100 条ｈ１項２号にいう「その他の技術

的手段」により許容される。その概要は以下のとおりである（斎藤司「ＧＰ

Ｓ監視と法律による規律 ドイツ法のアプローチ」（季刊刑事弁護 89 号 109

頁以下）参照）。 

(1) 補充性の要件 

事案の解明、又は被疑者の居所の探知について、成功する見通しが乏しい、

又は困難である場合に、対象者に知られることなしに、家屋の外で、ＧＰＳ

等を用いた監視捜査が可能 

(2) 目的 

監視のみを目的とする。 

(3) 対象犯罪 

捜査の対象が重大な犯罪である場合に限り許される。 

なお、具体的には規定されておらず、通説によれば、軽微な犯罪は除外さ

れるが、それ以外の犯罪は対象となり得るとされる。 

(4) 対象者 

対象者は、原則被疑者のみであるが、次の場合には対象者以外でも可能で

ある。 

ア 対象者が被疑者と関係を有すること 

イ 事案の解明若しくは被疑者の居所の探知につながり、かつそれがその他

の方法によっては見込みがない若しくは実質的に困難であるという関係

が成り立つこと 

(5) 当該捜査によって得られた情報の取扱い 

当該捜査によって得られた情報については、秘密の捜査に関する記録の保

管（同法 101 条２項）、識別化（同３項）、消去及び利用制限（同８項）、当

該処分の関係者への通知（４項から６項）、事後的な法的保護（同７項）を

規定する。 

処分の関係者への通知としては、「処分の目的とされた者及び処分の対象

に含まれた者であって重要な者」とされ、通知は「直ちになされるもの」と

し、通知が行われない場合には、その理由を記録に記載しなければならない。 

通知が、処分の終了後 12 週間以内に行われないときは、その後の通知の

不履行について裁判所の承認を受けなければならない。裁判所は、通知の不

履行の期間を定めるものとする。 

事後的な法的保護としては、処分の適否、処分の執行の手段及び方法の審

理を、管轄する裁判所に申請することができ、その判断については即時抗告

が可能である。 
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刑事訴追又は裁判所における処分の適否の審理に、もはや必要でないとき

は、処分により得られた個人関連データを遅滞なく消去されなければならず、

消去は記録に記載される。 

(6) 長期間の監視捜査 

監視捜査が 24 時間を超えて継続する、あるいは２日以上の長期にわたり

行われる計画的な監視捜査を行う場合には、技術的手段を用いるか否かを問

わず、原則として裁判官の書面の命令を必要とする（ただし、緊急の場合は、

条件付きで検察官などの命令も可能である）。 

長期監視は３か月に限られ、その後に得られる捜査結果を考慮して、命令

の要件（重大な犯罪であり、補充性の要件を満たすこと）が維持される限り

で３か月ごとの延長が認められる。 

第４ 求められる要件・手続の概要 

以上を踏まえつつ、ＧＰＳ捜査による重大なプライバシーの侵害を防止する

ためには、最低限、下記の点につき法律によって、使用の定めるべきである（2017

年１月 19 日付け日弁連「ＧＰＳ移動追跡装置を用いた位置情報探索捜査に関す

る意見書」）。 

１ 令状主義 

裁判官が法律の規定に基づき、厳格な審査により令状を発付することによ

って、初めてＧＰＳ捜査が可能となるようにすることは不可欠である。なお、

令状は、ＧＰＳ位置情報提供業者に対して呈示しなければならない。 

２ 対象犯罪の限定 

重大な犯罪に限定すべきである。 

３ 被疑事実及び被疑者の特定 

被疑者が当該罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合。 

４ 追跡装置を取り付ける対象の限定と取付方法の適法性 

位置探索の対象車両など取付対象を限定すべきである。また取付けは、私

的スペースの場合であっても管理者の承諾を得て行うなど適法であることを

要する。 

５ 緊急性等 

(1) 緊急性 

現に捜査中の事件で、人の生命又は身体に対する重大な危険が切迫してお

り、かつそ、の者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不

可欠であると認められる場合（誘拐事件や人質事件など。ガイドライン 24

条３項参照）。 

(2) 補充性 
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ＧＰＳ捜査以外の他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若

しくは内容を明らかにするために必要な重要な証拠を得ることが著しく困

難であるとき。 

６ 必要性 

ＧＰＳ捜査により侵害される利益の内容、程度を慎重に考慮した上で、な

おＧＰＳ捜査を行うことが、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められるこ

と。 

７ 取付け及び捜査期間の限定 

令状発付後、追跡装置取付けまでの期間及びＧＰＳ捜査の期間を特定する

こと 

アメリカ合衆国の例では、取付けまでの期間は最大 10 日であり、捜査期間

は原則 45 日以内である。 

８ 提出義務 

ＧＰＳ捜査終了後に、遅滞なく、実施の状況を記載した書面を、裁判官に

対して提出すべきである。 

９ 告知義務 

ＧＰＳ捜査終了後に、捜査対象者に告知がなされるべきである（なお、通

信傍受法 30 条（改正前法 23 条）２項は原則として 30 日以内と定めている。）。 

10 記録の閲覧・複製権、不服申立権の保障 

ＧＰＳ捜査によって取得した記録の閲覧・複製権を保障し、また、裁判の

取消し又は変更（情報の消去を含む）を求める不服申立権を保障すべきであ

る。 

11 情報・記録保管等 

ＧＰＳ捜査によって取得した情報・記録の保管期間を定めるとともに、保

管期間経過等の事由により情報・記録は抹消されるべきである。 

また、捜査機関が保管する位置履歴情報を一定期間経過後に廃棄させる規

定、他目的利用（他の犯罪の証拠にも）を禁止する規定が必要である。 
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第４章 通信傍受・会話傍受 

第１節 通信傍受か盗聴か 

第１項 通信傍受とは 

通信傍受とは、現に行われている他人間の電話その他の電気通信について、そ

の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないでその内容を受け

ることをいう（通信傍受法２条１項、２項（なお、条文数に変更がある場合に限

り、改正前の通信傍受法を「改正前法」と表記する。）。 

その傍受の対象となる「通信」には、固定電話のみならず、携帯電話、ＦＡＸ、

電子メールも含まれる。 

通信傍受の形態としては、従前まで電話回路に盗聴器をセットする電話盗聴が

典型とされてきたが、今日ではコンピュータ通信の傍受もあり得る。 

コンピュータ通信の傍受については、電子メールの傍受が典型であるが、既に

蓄積されている電子メールは通常の捜索差押えで収集され、通信傍受ではリアル

タイムで入ってきた「現に行われている」通信が対象となる。 

それゆえ、通信事業者であるプロバイダーを対象とするときは、傍受令状のほ

か捜索差押許可状も合わせて請求することになる。 

なお、2011 年６月 17 日に成立した「情報処理の高度化等に対処するための刑法

等の一部を改正する法律」（いわゆる「サイバー刑法」又は「コンピュータ監視法」）

により、その差押え等に備え、通信事業者等に対して通信履歴の保全要請が認め

られた。具体的には、検察官等が、差押え又は記録命令差押えをするため必要が

あるときは、通信事業者等に対し、その業務上記録している通信履歴（通信の送

信先、送信元、通信日時など。通信内容は含まない。）の電磁的記録のうち必要な

ものを特定し、30 日を超えない期間（特に必要があり、延長する場合には最長 60

日間）を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この要請

は任意捜査とされ、この通信履歴を入手するためには、別途、裁判官の前記令状

をもとに入手することとなる。 

 

第２項 盗聴ではないか 

「広辞苑」では、「傍受」の語義は「無線通信で、直接の相手でないものが、そ

の通信を偶然又は故意に受信すること」と説明し、「盗聴」とは「ぬすみ聴きする

こと」と説明される。その他の国語辞典でも概ね同様の説明であり、「傍受」とは、

無線通信を無断で聞き取る行為を意味し、「盗聴」は、電話（有線通信）や会話を

無断で聴き取る行為を一般的に意味する。 

これは、無線通信は、周波数を合わせれば、通信当事者以外の第三者が誰でも

通信内容を聴き取ることが可能であるため、第三者が通信内容を聞いている可能
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性を想定して通信することから「傍受」という表現が使われる。他方で、電話や

会話は当事者以外の第三者がその内容を聞いていることは通常はないとの信頼が

あるため、「盗」み「聴」くという表現がそれぞれ使われてきた、とされる。 

しかし、「盗聴」の語感には許されない行為という否定的な意味合いがあるが、

「傍受」にはこれがない。 

以下、詳述する通信傍受法は、電話やメール等の有線通信の内容を当事者に無

断で聴取する行為に「傍受」の語が用いられており、前記日常的な用法と異なる

が、立法者は、否定的評価を含む「盗聴」の語を法律用語として使用することは

妥当でないと考え、「傍受」の語を用いたものと思われる。 

本来「盗聴」とすべきであるが、説明の便宜上、通信傍受法の規定に合わせて

「傍受」の語を使用することとする。 

 

第２節 通信傍受法制定前の判例及び学説 

第１項 犯罪捜査のためにする電話傍受の合憲性 

第１ 学説 

１ 通信傍受を憲法上規制する根拠 

①個人の尊重や「生命、自由及び幸福追求」の権利を保障する憲法 13 条に

よるもの、②通信の秘密を保障する憲法 21 条２項によるもの、③適正手続の

保障を定める憲法 31 条によるもの、④令状主義の保障を定める憲法 35 条に

よるものの４つが解かれる。 

もっとも、これらは実質的に相互に排斥しあうものではなく、各規定に基

づく規制が重畳的に及ぶ。 

日弁連の 1998 年２月３日付け「『組織的な犯罪に対処するための刑事法要

綱骨子』に関する意見書」の 14 頁以下に詳述されるところであるが、通信（郵

便物、電信、電話等）の秘密の不可侵（憲法 21 条２項）は、①個人の生活の

秘密、プライバシー保護（憲法 13 条）、②思想の自由、言論の自由（憲法 21

条１項）等と結び付いてプライバシー保護、思想良心の自由の保障の一つと

いう観点から定められたものである。 

情報産業と国家が情報組織として肥大化している情報化社会において、通

信による表現は、自由な表現形態の重要な構成部分であり、民主社会を形成

する上で重要な権利である。 

通信傍受により、日常生活や活動が監視され、思想の自由、言論の自由、

結社の自由、プライバシー等の基本的人権を侵害される。 

それゆえ、通信傍受は強制処分であり、憲法 31 条から要請される立法化（強

制処分法定主義）と適正な手続、憲法 35 条から求められる令状主義の規制が

必要となる。 
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２ 絶対的に違憲か、現行刑事訴訟法上の各種令状では違憲か 

絶対的に違憲とする見解は、令状における対象特定の困難性、無関係通話

の混入による選別聴取の不可避性等を指摘し、これらによる権利侵害（通信

の秘密、プライバシー侵害）の重大性に鑑みると、そもそも傍受令状に関す

る立法は、憲法の前記１の各規定に違反する。それゆえ、電話傍受を許容す

る立法はおよそなし得ず、法律で裁判官が発する傍受令状により電話傍受を

実施できると規定したとしても、その法律は違憲である、とする。 

他方で、現行刑事訴訟法上の各種令状では違憲とする見解は、通信の秘密

やプライバシー保護も、捜査権の行使等の要請に基づく内在的制約があり、

一定の場合に憲法 35 条、31 条に適合した法律上の手続を経て電話傍受を行う

ことは許される、とする。その上で、現行の刑事訴訟法上の各種令状は、検

証許可状を含め、これにより電話傍受を行うことにつき、憲法に適合したも

のとは言えない、とする。 

第２ 法制定以前の通信傍受に対する最高裁の判断 

最高裁判所は、次のとおり、通信傍受は、通信の秘密を侵害し、ひいては個

人のプライバシーを侵害する強制処分として、例外的に許容される要件を示し

た（最決 1999 年 12 月 16 日（刑集 53 巻 9 号 1327 頁）。以下「本決定」という。）。 

もっとも、本決定が下された 1999 年 12 月 16 日には、同年８月に成立した通

信傍受法に伴い、同年９月に刑事訴訟法の一部を改正する法律が施行され、「通

信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分につい

ては、別に法律で定めるところによる」との規定（刑事訴訟法 222 条の２）が

追加されており、それ以後、電話傍受を検証許可状により行うことは許されな

くなっていた。 

1999 年８月に成立した法律の内容は、第３節で述べる。 

１ 事案の概要 

覚せい剤取締法違反と詐欺、同未遂罪の事件である。詐欺、詐欺未遂事件

は、他人名義のクレジットカードを不正使用した商品購入等の事案であり、

詐欺の故意の有無が争われたが、第１審判決も原判決も、被告人に故意があ

ったと認めた。 

上告趣意では、専ら覚せい剤取締法違反のみが問題とされた。 

覚せい剤の営利目的の譲渡しについては、警察が、暴力団による組織的・

継続的な覚せい剤密売事犯を捜査中、マンション居室内に設置された電話を

傍受していたことにより発覚したところ、その電話の傍受が違憲違法で許さ

れず、覚せい剤譲渡しの関係証拠は違法収集証拠として排除されるべきであ

る、との主張である。 

なお、通信傍受に当たって、警察は、犯行の前月における被疑者不詳によ

る覚せい剤譲渡しの事実に基づき、裁判所から、電話を傍受するための検証

許可状（下記事項が記載される）の発付を受け、電話傍受を実施した。 

① 検証すべき場所、物「旭川市（以下、略）日本電信電話株式会社旭川支
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店…サービス担当試験室及び同支店保守管理にかかる同室内の機器」 

② 検証すべき内容「…局…番及び…局…番に発着信される通話内容及び同

室内の機器の状況（ただし、覚せい剤取引に関する通話内容に限定する）」 

③ 検証の期間「平成６年７月 22 日から同月 23 日までの間（ただし、各日

とも午後５時 00 分から午後 11 時 00 分までの間に限る）」 

④ 検証の方法「地方公務員２名を立ち会わせて通話内容を分配器のスピー

カーで拡声して聴取するとともに録音する。その際、対象外と思料される

通話内容については、スピーカーの音声遮断及び録音中止のため、立会人

をして直ちに分配器の電源スイッチを切断させる。 

２ 判旨 

第三小法廷は、３名の裁判官の多数意見により、違憲の主張は前提を欠く

とし、その余の理由は上告理由に当たらないとした。なお、法令違反により

破棄を免れないとする反対意見も記されている。 

(1) 多数意見 

多数意見は、電話傍受について、通信の秘密を侵害し、ひいては個人のプ

ライバシーを侵害する強制処分であるが、一定の要件の下では、捜査の手法

として憲法上全く許されないものではない、とし、以下の要件を必要とする。 

ア 重大な犯罪にかかる被疑事件について 

イ 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり 

（これは、緊急逮捕の場合（刑事訴訟法 210 条１項）と同旨の文言であり、

通常逮捕の場合より更に高度の嫌疑を意味すると解される緊急逮捕の場合

と同程度の嫌疑を要求した。） 

ウ 当該電話により被疑事実に関連する通話の行われる蓋然性がある 

エ 電話傍受以外の方法によってはその罪に関する重要かつ必要な証拠を得

ることが著しく困難であるなどの事情が存する場合 

オ 電話傍受により侵害される利益の内容、程度を慎重に考慮した上で、な

お電話傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる 

カ 法律の定める手続に従って行うことも憲法上許される 

キ その手続として、適当な条件を付した検証許可状によることも許される

（手続として、傍受対象の特定に資する適切な記載を要求する。） 

本決定が、このような要件の下で電話傍受を許容するに当たって考慮した

事情として、電話傍受が、通話内容の聴覚による認識とその記録という点で、

五感による対象の認識、保全という検証としての性質をも有すると言えるこ

と、検証許可状の記載に当たり、傍受すべき通話や傍受実施の方法、期間な

どを限定することにより、傍受対象の特定の要請を相当程度満たせること、

刑事訴訟法 218 条５項の準用により、第三者を立ち会わせて対象外と思料さ

れる通話の傍受の遮断措置を採らせること等の適当な条件を付すことができ

ることを挙げる（池田修、飯田喜信「平成 11 年法律第 138 号による刑訴法 222

条の２の追加前において検証許可状により電話傍受を行うことの適否」（最高
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裁判例解説刑事篇平成 11 年度 229 頁））。 

そして、令状の記載事項につき、傍受すべき通話、対象となる電話回線、

傍受実施の方法・場所、その期間を記載することができるとした上、これら

を可能な限り限定することを求める（同 230 頁）。 

また、本決定は、傍受すべき通話か無関係通話か選別聴取する点につき、

捜査機関が、傍受すべき通話に該当するかどうか明らかでない通話について

は、その判断に必要な限度で、当該通話の傍受をすることは、刑事訴訟法 129

条所定の「必要な処分」に含まれると解しうる、と判示した。 

(2) 反対意見 

これに対し、反対意見は、電話傍受が、通信の秘密（憲法 21 条２項）、プ

ライバシー権（憲法 13 条）に対する重大な制約となる行為であり、傍受の対

象に犯罪と無関係な通話が混入する可能性は否定できず、傍受の実施中、傍

受すべき通話に該当するか否かを判断するために選別的な聴取を行うことは

避けられないものであるが、犯罪に関係のある通話についてのみ検証が許さ

れるとしながら、前段階の付随的な処分にすぎない刑事訴訟法 129 条所定の

「必要な処分」に、無関係通話の傍受を含めることは不合理であるとする。

この点で、電話傍受を刑訴法上の検証として行うことには無理があるという

ことである。 

さらに、電話傍受は、その性質上令状の事前呈示の要件（刑訴法 222 条１

項、110 条）を満たすことができないが、適正手続の保障の見地から、少なく

とも傍受終了後合理的な期間内に処分対象者に対し処分の内容について告知

をすることが必要であるというべきである。また、電話傍受は、情報の押収

という側面を有するから、違法な傍受が行われたときは、処分対象者に対し

原状回復のための不服申立ての途が保障されていなければならない、とする。 

検証と構成することについては、このような事後の告知及び不服申立ての

各規定を欠く点で、許されないとし、多数意見は、適正手続の保障への配慮

が不十分であり、賛同することができないとする。 

そして、結論として、電話傍受は本件当時捜査の手段として法律上認めら

れていなかったものであり、検証許可状により行われた本件電話傍受は違法

であり、法律上許容されない令状に基づき強制処分を行ったという点におい

て、令状主義の精神を没却するような重大な違法に当たり、本件電話傍受に

より得られた検証調書等の証拠能力は否定されるべきである、とした。 

 

第３節 2016 年改正前の通信傍受法の概要 

第１ 法律の概要 

１ 通信傍受法の制定に当たり、まず、刑事訴訟法 222 条の２に「通信の当

事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、

別の法律で定めるところによる」との条項が設けられ（1999年法律第 138号）、
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その上で、特別法として通信傍受法（1999 年８月 18 日法律 137 号）が定めら

れた。 

新設された通信傍受法の概要は、以下のとおりである。 

(1) 対象犯罪  

薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航に関する罪、組織的な殺人の４罪

種に限定される（改正前法３条１項、別表）。 

当初の法律案要綱骨子では、傍受要件の一つである対象犯罪を、「死刑又は

無期懲役若しくは無期懲役の定めのある罪のほとんど全部を含む別表に掲げ

る罪」として、「組織的に行われ易い犯罪」に限定していなかった。刑法上の

罪としては、外患誘致、強盗致死等 20 を超え、特別法にも当時二十数個あっ

た。そこには、現住建造物放火、汽車転覆、強姦致死傷、強盗致死傷など、

その犯罪の性格から組織的に行われやすい犯罪と言えないものも広く含まれ

ていた。 

国会審議の段階における法案修正の結果、前記４罪種に限定されたが、こ

れは、捜査手段としての通信傍受が持つ強度の権利侵害性と危険性に対する

懸念が広く世論に共有されていた結果であった。 

(2) 傍受令状の要件 

ア 犯罪の嫌疑の要件 

①対象犯罪が犯されたこと、②対象犯罪が犯され、引き続き同一又は同種

の対象犯罪又は当該対象犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づき対象

犯罪が犯されること、③死刑または無期もしくは長期２年以上の懲役・禁錮

にあたる罪が対象犯罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために

犯され、引き続き当該対象犯罪が犯されることが、犯罪の嫌疑として必要で

ある。 

②及び③は未だ発生していない将来犯罪について通信傍受（事前盗聴）を

許容するが（改正前法３条１項２号及び３号）、犯罪の嫌疑とその犯罪が数

人の供応によるものであると疑うに足りる状況があることが必要とされる。 

③につき、具体的には、無差別大量殺人を行う計画・謀議の下で大量の毒

物を違法に製造している場合が挙げられる。 

その犯罪の嫌疑の程度としては、緊急逮捕と同程度の嫌疑が必要となる。 

イ 蓋然性の要件 

それらの犯罪に関する通信（犯罪関連通信）が行われると疑うに足りる状

況がある。 

ウ 補充性の要件 

通信傍受は、通常の捜査方法では真相の解明が困難である場合の特別な捜

査手法であり、通信傍受以外の他の方法によっては、犯人を特定し、犯行状

況等を明らかにすることが著しく困難な場合に、最後の手段として、裁判官

の令状を得て行う、とされる。 

(3) 手続的要件 

ア 傍受令状の発付 
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   (ｱ) 傍受令状の記載事項（通信傍受法６条） 

① 被疑者の氏名 

② 被疑事実の要旨、罪名、罰条 

③ 傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段 

④ 傍受の実施の方法及び場所 

⑤ 傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件 

⑥ 有効期間及びその期間後は傍受の処分に着手することができず傍受

令状はこれを返還しなければならない旨 

⑦ 発付年月日 

⑧ その他最高裁判所規則で定める事項 

  a.請求者の官公職氏名 

  b.有効期間内であっても、その理由又は必要がなくなったときは、

直ちにこれを返還しなければならない旨 

 

     (ｲ) 同一事実に関する傍受令状の発付（通信傍受法８条） 

傍受令状の請求にかかる被疑事実について、前に発布された傍受令状の

被疑事実と同一のものが含まれるときは、同一の通信手段については、

さらに傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限

り、発付される。 

イ 傍受ができる期間 

原則として、傍受ができる期間は 10 日以内である。ただし、10 日以内の

期間を定めて延長することができるが、通じて 30 日を超えることはできな

い（通信傍受法７条１項）。 

(4) 通信傍受の実施  
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ア 傍受令状を呈示し、立会人を置き、立会人は傍受の記録媒体を封印する。 

イ 通信傍受については、令状に傍受すべき通信等が記載されているが、そ

れ以外の通信についても傍受が可能とされる場面が以下のとおりあり、注

意が必要である。 

① 該当性判断のための傍受（通信傍受法 14 条、改正前法 13 条） 

傍受に当たって重要なことは、傍受すべき通信に該当するかどうかを判

断するために、必要最小限度の範囲に限り当該通信を傍受することができ

る、とされることである。 

また、外国語による通信等、傍受の時にその内容を知ることが困難なた

め、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものに

ついては、その全部の傍受をすることができる（同条２項）。  

この該当性判断に資すると認められる場合には、傍受の実施の場所で、

通信の相手方の電話番号等の探知をすることができる。この場合に、別の

令状を必要としない（通信傍受法 17 条、改正前法 16 条１項）。通信事業者

等は、検察官又は司法警察員により必要な協力が求められた場合、正当な

理由がないのに拒んではならない、とされる（同２項）。 

この規定により傍受をした通信も、全て記録媒体に記録される（通信傍

受法 24 条、改正前法 19 条１項）。その記録は立会人により封印され、傍受

令状を発布した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出される。 

もっとも、傍受の実施状況を記載した書面には、傍受の根拠となった条

項、その開始及び終了の日時、通信の当事者の氏名や特定に資する事項が

記載されるが、無関係通話は傍受記録から消去して作成される。 

裁判官による事後的審査（通信傍受法 27 条、改正前法 21 条２項）は、

他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受について行われ、該当性判断のた

めの傍受は対象とならない。 

そのため、必要最小限度の範囲であったか否かの検証は、提出された傍

受の原記録の聴取閲覧（通信傍受法 32 条、改正前法 25 条）した上で、不

服申立て（通信傍受法 33 条、改正前法 26 条）がなされない限り、行われ

ないこととなる。 

② 他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受（通信傍受法 15 条、改正前法 14

条） 

傍受の実施中、他の重大犯罪に関する明白な通信が行われた場合に、そ

の犯罪が傍受の対象犯罪の他、死刑または無期もしくは短期１年以上の懲

役・禁錮に当たる重大な犯罪である場合に限り、傍受ができるとされる。 

この規定により傍受する場合も、①と同様、傍受の実施の場所で、通信

の相手方の電話番号等の探知をすることができる（通信傍受法17条、改正

前法16条１項）。 

この規定により傍受した場合、傍受の実施の状況を記載した書面に、当

該通信にかかる犯罪の罪名及び罰条、当該通信が同条に規定する通信に該

当すると認めた理由が記載される（通信傍受法27条、改正前法21条１項６
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号）。その書面が裁判所に提出され、提出を受けた裁判官は、法の規定す

る通信に該当するかどうか審査し、該当しないと認めるときは、傍受の処

分を取り消すものとされる（同条２項）。 

また、傍受記録には、傍受すべき通信に該当する通信とは別に記録され

る。 

通信の当事者に対する通知においても、改正前法14条に規定する通信で

ある旨、当該通信にかかる犯罪の罪名及び罰条が記載される（通信傍受法

30条、改正前法23条１項６号）。 

ウ 傍受した通信は、記録媒体に記録し（原記録）、封印し、裁判官に提出さ

れる（通信傍受法 25 条、改正前法 20 条）。 

この原記録とは別に、検察官又は司法警察員は、傍受の実施状況を記載し

た書面を作成し、裁判官に提出すること、傍受記録を作成することが義務付

けられている。 

① 傍受の実施状況を記載した書面（通信傍受法 27 条、改正前法 21 条）の

記載事項 

a.傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時 

b.立会人の氏名及び職業 

c.当該傍受の実施に関し立会人が述べた意見（同法12条２項） 

d.傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日

時 

e.傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開

始及び終了の年月日時、通信の当事者の氏名その他特定に資す

る事項 

f.他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受については、通信にか

かる犯罪の罪名及び罰条、並びに、当該通信が改正前法14条２

項に規定する通信に該当すると認めた理由 

g.記録媒体の交換をした年月日時 

h.封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名 

i.その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項 

・傍受令状の発付及び傍受ができる期間の延長の裁判の年月日、

傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所名 

・被疑者の氏名 

・傍受の実施をした者の官公職氏名 

・傍受の実施の対象とされた通信手段 

・傍受の実施の方法及び場所 

・該当性判断のための傍受をした通信について、傍受記録の作成

にあたり無関係通話として通信の記録を消去したときは、消去

した者の官公職氏名、消去した年月日時、消去した部分 

・傍受をした通信について、記録媒体中の記録箇所を特定するに

足りる事項 
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② 傍受記録（通信傍受法 29 条、改正前法 22 条）の作成 

傍受記録とは、検察官又は司法警察員が、傍受の実施を中断し又は終了し

たとき、その都度、速やかに作成される、傍受をした通信の内容を刑事手続

において使用するための記録である。 

傍受の際に同時に同一の方法で他の記録媒体に記録されたもの（通信傍受

法 24 条、改正前法 19 条１項後段）又は原記録の封印前に傍受記録作成のた

めに作成された複製（通信傍受法 25 条 3 項、改正前法 20 条 2 項）から、次

の通信以外の通信記録を消去して作成される。 

a.傍受すべき通信に該当する通信 

b.該当性判断のための通信のうち同法13条２項で全部傍受した通

信であり、なおその内容を復元するための措置を要するもの 

c.他の犯罪の実行を内容とする通信 

d.a乃至cと同一の通話の機会に行われた通信 

        

これにより、原記録には残るが、傍受記録からは無関係通話は消去され

ることとなる。そして、傍受記録を作成した場合、検察官又は司法警察員

は、裁判官に提出した傍受の原記録以外の傍受をした通信の記録をした記

録媒体又はその複製等（複製その他記録の内容の全部または一部をそのま

ま記録した物及び書面）があるときは、その記録の全部を消去しなければ

ならない。 

検察官又は司法警察員は、傍受をした通信であり、傍受記録に記録され

たもの以外のものは、その内容を他人に知らせ、または使用してはならず

（通信傍受法 29 条 7 項前段、改正前法 22 条５項前段）、職を退いた後もそ

の義務が課せられる（同項後段）。 

エ 傍受の実施の中断又は終了すべき時に通信が行われているときは、通話

が終了するまで傍受の実施を継続することができる（通信傍受法 18 条、改

正前法 17 条）。 

「傍受の実施の中断」とは、例えば、傍受令状で許可時間が毎日午後５時

から午後 11 時までと指定されている場合に、午後 10 時 58 分に開始され、

午後 11 時５分に対象犯罪関連通信がなされたケースであり、この場合でも、

午後 11 時５分まで傍受することが可能とされる。 

また、通話が続く限り、前記該当性判断のための傍受も可能である。 

「傍受の実施の終了」とは、例えば、傍受の許可期間が７月１日から同月

10 日と定められていた場合に、７月 10 日午後 11 時 58 分に開始され、同月

11 日午前０時５分に終了した対象犯罪関連通信を、11 日午前０時５分まで

傍受し続けることが可能とされる。同様に、前記該当性判断のための傍受も

可能である。 

(5) 被傍受者の権利保障 

まず、傍受記録に記録された当事者に対する通知がなされる（通信傍受法

30 条、改正前法 23 条）。そして、その通知を受けた通信の当事者は、傍受記
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録等の聴取及び閲覧が可能である（通信傍受法 31 条、改正前法 24 条）。傍受

の原記録の保存期間は、前記(4)ウの提出の日から５年を経過する日、傍受記

録等が証拠として取り調べられた被告事件もしくは傍受に関する刑事事件の

終結の日から６か月を経過する日のうち、最も遅い日まで保管することが義

務付けられている（通信傍受法 34 条、改正前法 27 条）。 

そして、通信傍受に関する裁判については、不服があるものは、その裁判

官が所属する裁判所に裁判の取消し又は変更を請求することができる（通信

傍受法 33 条、改正前法 26 条）。 

２ 法制定に当たっての法務省の説明 

通信傍受法の運用に関し、法務省は、通信傍受法制定時のＱ＆Ａで、以下

のとおり説明していた。 

(1) 通信傍受が認められると、警察が、犯罪に関係のない一般市民の通話を

自由に聞く恐れはないのか、との問いに対する回答 

「通信傍受は、その対象となる犯罪が薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密

航の罪、組織的な殺人の罪に限定されており、そのように限定された具体的

な犯罪があり、他の捜査手段がない場合に最後の捜査手段として行うもので

す。これは、いわゆる情報収集の手段ではありません。 

しかも、この通信傍受は、犯罪にかかわる電話番号等を令状で特定し、そ

の電話等における犯罪の実行に関連する通話等のみが傍受の対象になりま

す。一般の市民がこのような犯罪や電話に関係することはおよそ考えられま

せん。 

また、通信傍受は、厳格な要件の下に、裁判官の令状に基づき、立会人の

常時立会いの下で実施される上、傍受した通信の記録を立会人が封印して、

裁判官に提出するなど、その手続は極めて厳格です。 

ですから、犯罪と関係のない一般市民の通話が広く傍受されることはあり

得ません。」 

その回答に、対象犯罪が限定されていること、立会人の常時立会いの下で

実施されることが重要な要素とされている。 

(2) 裁判官が捜査機関の言いなりに令状を出すおそれはないか、との問いに

対する回答 

「令状請求を受けた裁判官は、独立した立場から、法律に定められた要件に

ついて慎重な令状審査を行いますので、捜査機関の言いなりになることはあ

り得ません。 

なお、逮捕状請求や勾留請求に対する却下率が低いことが指摘されますが、

これは、捜査機関内部においても、逮捕状等の請求に当たって厳しいチェッ

クを行っていることや、令状請求に際して、裁判官から疎明資料が十分でな

いと指摘された場合には、警察官がその請求を維持せず、令状請求を撤回し

て持ち帰る場合も少なくないことなどの結果です。」 

もっとも、後記のとおり、国会に報告された運用状況の統計によれば、2000
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年の施行から 2015 年までの間、令状請求 325 件中請求却下は２件にすぎない。

令状請求を撤回した事案は含まれないと思われるが、このような希なケース

が、特別多いとは考え難い。 

(3) 捜査官は、傍受の対象となる電話等を継続的に聞くのか、との問いに対

する回答 

「捜査機関は、裁判官の発した令状に記載された傍受すべき通信を傍受する

ことが許されるものであり、これに該当するかどうか明らかでない場合には、

これを判断するため、必要最小限度の範囲に限り、断片的に通信の内容を聴

くことが許されます（これをスポット・モニタリングといいます。）。したが

って、傍受すべき通信に該当しない通話を継続的に聴くことはできません。」 

もっとも、必要最小限度の範囲の判断は、傍受を実施する検察官又は司法

警察員に委ねられており、立会人に切断権は認められていない。 

(4) 立会人は、何のために立ち会うか、との問いに対する回答 

「立会人は、傍受が令状に従って行われていることを確認したり、記録の封

印を行うことなどによって、傍受が適正に行われていることをチェックする

役割を果たします。 

そのため、立会人は、傍受の実施に関して、意見を述べることもできます。 

立会人に傍受をしている通信の内容を確認する役割まで負わせるのは適

当ではありません。そこで、この点については、傍受した通信が全て記録さ

れた上、立会人が封印して、裁判官が保管することにより、捜査機関がどの

ような内容を傍受したか、後から確実にチェックできる仕組みになっていま

す。」 

立会人の存在が、通信傍受の適法性・公正性担保の上で重要な役割を担っ

ていることは、法制定時の法務省の説明からも明らかである。 

(5) 傍受された通信の全ての当事者に通知がされないのはどうしてか、との

問いに対する回答 

「犯罪と何らかの関係があり傍受記録に記録された通信の当事者に対して

は通知がされます。 

しかし、そのような通信に当たるかどうかを判断するために聴いたにすぎ

ない犯罪と関係のない通信の当事者には通知をしないこととしています。 

このような該当性判断のための傍受は、通信の一部を断片的に傍受するに

とどまり、その部分の記録は、消去して捜査機関の手元には残りませんし、

通知を行うためにだけ、犯罪と関係のない通信の当事者を特定するための捜

査を行うことは適当ではないと考えられます。 

さらに、犯罪に関係のない通信の当事者、例えば、被疑者の友人や一般の

取引先にまで広く通知をすることは、かえって、被疑者の不利益になると考

えられます。」 

(6) 捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保措置はあるか、との問い

に対する回答 

「通信傍受は、非常に厳格な要件の下で、裁判官の発する令状に基づいて行
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われる上、傍受を実施している間、第三者が常時立会うことになっており、

その立会人は、傍受の実施に関し、意見を述べることができるとされていま

すし、傍受をした通信は全て記録し、立会人が封印をした上、その記録は、

裁判官によって保管されることになっています。そして、不服がある関係者

は、その記録をもとに、裁判官に不服を申し立てることができますし、違法

な手続によって傍受された通信の内容は、裁判で証拠にできないこともあり

ます。 

また、捜査・調査を行う公務員が通信の秘密を侵した場合には、３年以下

の懲役又は 100 万円以下の罰金という重い刑罰が科せられることとされて

おり、これらの罪については、検察官が起訴をしなかった場合でも、告訴・

告発をした人から、裁判所に、審判を開始するように請求することができる

制度も取り入れられています。 

このように、通信傍受制度が捜査機関により濫用されないように、十分な

制度的手当てが尽くされています。」 

この回答においても、第三者が常時立ち会うこと、その意見を述べること

ができるとされること、立会人による封印が、濫用防止の重要な根拠とされ

ている。 

第２ 法制定後の通信傍受の運用状況 

１ 政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付にか

かる罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受

の実施をしている間における通話の回数、このうち傍受すべき通信に該当す

る通信（通信傍受法 29 条 3 項 1 号、改正前法 22 条２項１号）又は他の犯罪

の実行を内容とする通信（同３号）が行われたものの数、傍受が行われた事

件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとされ

る（通信傍受法 36 条、改正前法 29 条）。 

２ 国会に報告された実施状況については、次のとおりである。 

無関係通話及び割合は、執筆者の計算による。 

詳しい内容については、川島英明・三島聡・淵野貴生編著『2016 年改正刑

事訴訟法・通信傍受法条文解析』（日本評論社、2017 年）の 251 頁以下、足立

昌勝著『改悪「盗聴法」その危険な仕組み』（社会評論社、2016 年）の 119 頁

以下を参照されたい。 
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(1) 実施件数、罪名 

年 実施件数 

罪名 

薬物関連犯罪 銃器関連犯罪 集団密航 組織的殺人 
詐

欺 

2002 2 2       

  

2003 2 2       

2004 4 4       

2005 5 4     1 

2006 9 9       

2007 7 7       

2008 11 8 2   1 

2009 7 6 1     

2010 10 8 1   1 

2011 10 5 3   2 

2012 10 6 3   1 

2013 12 8 3   1 

2014 10 7 3     

2015 10 9     1 

2016 11 5 4   1 1 

合計 120 90 20 0 9 1 

  （100％） 75% 17% 0% 8% 1% 
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(2) 令状請求、発付件数、実施期間、通信傍受した通話回数 

年 実施件数 
令状請求件

数 

令状発付件

数 
発付率 

実施期間合

計 

通話回数合

計 

2002 2 4 4 100% 32 256 

2003 2 4 4 100% 32 772 

2004 4 5 5 100% 78 3,446 

2005 5 10 10 100% 85 2,210 

2006 9 21 21 100% 244 7,161 

2007 7 11 11 100% 205 6,126 

2008 11 22 22 100% 233 4,907 

2009 7 33 33 100% 292 4,867 

2010 10 34 34 100% 397 7,475 

2011 10 27 25 93% 435 8,442 

2012 10 32 32 100% 461 9,028 

2013 12 64 64 100% 957 19,351 

2014 10 26 26 100% 538 13,778 

2015 10 42 42 100% 638 14,528 

2016 11 40 40 100% 619 10,451 

合計 120 375 373 99% 5,246 112,798 

 

  

－106－



 
 

(3) 通話回数中、傍受すべき通信に該当する通信、他の犯罪の実行を内容と

する通信、無関係通信の割合、その推移 

年 

実

施

件

数 

通話回

数合計 

傍受すべき通

信に該当する

通信 

他の犯罪の実

行を内容とす

る通信 

無関係通話 備考（※） 

2002 
2 256 61 0 195 

  
    23.8% 0.0% 76.2% 

2003 
2 772 244 0 528 

  
    31.6% 0.0% 68.4% 

2004 
4 3,446 665 0 2,781 

  
    19.3% 0.0% 80.7% 

2005 
5 2,210 330 30 1,850 

  
    14.9% 1.4% 83.7% 

2006 
9 7,161 998 0 6,163 1 件（8 日間 44 回） 

    13.9% 0.0% 86.1% 

2007 
7 6,126 1,183 6 4,937 

  
    19.3% 0.1% 80.6% 

2008 
11 4,907 622 1 4,284 

  
    12.7% 0.0% 87.3% 

2009 
7 4,867 892 0 3,975 1 件（傍受令状発付 3件、

30 日間合計 590 回）     18.3% 0.0% 81.7% 

2010 
10 7,475 1,319 7 6,149 1 件（傍受令状発付 2件、

20 日間合計 455 回）     17.6% 0.1% 82.3% 

2011 

10 8,442 763 0 7,679 5 件（傍受令状発付 13

件、206 日間合計 4314

回） 
    9.0% 0.0% 91.0% 

2012 
10 9,028 934 25 8,069 2 件（傍受令状発付 5件、

78 日間合計 1496 回）     10.3% 0.3% 89.4% 

2013 
12 19,351 3,077 14 16,260 1 件（傍受令状発付 3件、

58 日間合計 1480 回）     15.9% 0.1% 84.0% 

2014 
10 13,778 1,646 683 11,449 1 件（傍受令状発付 1件、

58 日間合計 1174 回）     11.9% 5.0% 83.1% 

2015 
10 14,528 4,871 98 9,559   

    33.5% 0.7% 65.8% 
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年 

実

施

件

数 

通話回

数合計 

傍受すべき通

信に該当する

通信 

他の犯罪の実

行を内容とす

る通信 

無関係通話 備考（※） 

2016 
11 10,451 442 0 10,009 2 件（傍受令状発付 5件、

86 日間合計 1536 回）     4.2% 0.0% 95.8% 

合計 120 112,798 18,047 864 93,887 
  

      16.0% 0.8% 83.2% 

※ 実施件数のうち、傍受した通信に、傍受すべき通信に該当する通信や他の犯

罪の実行を内容とする通信がなく、全て無関係通話であった事案の件数。複数

ある年の具体的な状況については、下記のとおりである。 

 2011年 実施件数10件のうち５件は､次のとおり､全てが無関係通話であった｡ 

① 実施日数20日(傍受令状発付２件)､174回通信傍受 

② 実施日数85日(傍受令状発付５件)､2721回通信傍受 

③ 実施日数30日(傍受令状発付１件)､460回通信傍受 

④ 実施日数７日(傍受令状発付１件)､通信傍受なし 

⑤ 実施日数64日(傍受令状発付４件)､959回通信傍受 

 2012年 実施件数10件のうち２件は､次のとおり､全てが無関係通話であった｡ 

① 実施日数58日(傍受令状発付３件)､931回通信傍受 

② 実施日数20日(傍受令状発付２件)､565回通信傍受 

 2016年 実施件数11件のうち２件は､次のとおり､全てが無関係通話であった｡ 

① 実施日数40日(傍受令状発付３件)､578回通信傍受 

② 実施日数46日(傍受令状発付２件)､958回通信傍受 

 

第４節 通信傍受法の改正（2016 年） 

第１ 特別部会における検討 

2016 年に通信傍受法が改正されたが（刑事訴訟法等の一部を改正する法律。

以下「改正法」という。）、これは刑事司法改革の一内容である。 

この刑事司法改革の直接の契機は、厚労省郵政不正利用事件（村木事件）無

罪判決（大阪地判 2010 年９月 10 日（判タ 1397 号 309 頁））と大阪地検特捜検

事の証拠改ざん事件であるが、その改革の原点には、足利事件や志布志事件等

の数々の冤罪・誤判、誤起訴の事件の教訓から明らかとなった、誤判を生み出

す刑事司法の抜本的改革、すなわち糾問的捜査依存の調書裁判の改革、さらに

は、そのための捜査・訴追過程の可視化・透明化の必要性があった。 

法制審特別部会は、厚労省郵政不正利用事件など、数々の冤罪・誤判事件や

捜査機関による自白強要・証拠改ざんなどの不祥事が発生し、捜査の在り方に

対する抜本的な見直しの必要性が社会的要請となった事態を受け、法務省に設
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置された「検察の在り方検討会議」を前身とする。 

同検討会議が、2011 年３月 31 日に発表した「検察の再生に向けて」と題する

提言の中で、「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方を抜本

的に見直し、制度としての取調べの可視化を含む新たな刑事司法制度を構築す

るため・・・検討を開始するべきである」と結論づけたことを受けて、法務大

臣が、同年５月 18 日、法制審議会に対して「近年の刑事手続をめぐる諸事情に

鑑み、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するため、取調べ及び供述調書

に過度に依存した捜査・公判の在り方の見直しや、被疑者の取調べ状況を録音・

録画の方法により記録する制度の導入など、刑事の実体法及び手続法の整備の

在り方について御意見を承りたい」とする諮問第 92 号を発した結果、同諮問に

ついて調査・審議するために上記特別部会が設置された。 

法制審特別部会は、審議開始から約１年半が経過した 2013 年１月 29 日に「時

代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」を公表した。 

この基本構想において、取調べへの過度の依存を改め、解明困難な組織犯罪

にも的確に対処できるようにするために、客観的証拠をより広範囲に収集でき

るよう、「証拠収集手段の多様化を図る方策」として、「通信傍受の合理化・効

率化」のための通信傍受法の改正と会話傍受の導入が、改革課題として掲げら

れた。 

このうち、通信傍受の合理化・効率化として構想されたのが、①通信傍受の

対象犯罪の拡大、②通信傍受の実施に際しての立会い等の手続の合理化、③該

当性判断のための傍受の合理化であった。 

この改正は、もともと秘密処分性の強い通信傍受について、通信事業者等の

立会いなしに捜査機関の施設において捜査機関だけで傍受を実施することを認

めるとともに、通信傍受の対象犯罪を窃盗や詐欺等の日常的犯罪にまで大きく

拡大している点で、捜査・訴追過程の可視化・透明化に反する改革となってい

る。むしろ、通信傍受によって収集された証拠は、犯罪組織と首謀者の解明の

ため、捜査段階での被疑者取調べにおいて供述確保のために活用されるので、

取調べと供述調書への依存を促進するものである。 

以下、通信傍受に関する各改正につき、概説する。 

第２ 通信傍受の対象犯罪の拡大  

１ 本章第３節第１・１(1)に記載したとおり、改正前の傍受対象犯罪は、別

表として、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航に関する罪、組織的な殺

人の４罪種が列挙されていたが、今回の改正で「別表」は「別表第１」とさ

れ、新たに傍受対象犯罪とされた犯罪類型が「別表第２」に列挙された。 

改正の趣旨は、振り込め詐欺や組織的窃盗を含め、通信傍受が必要かつ有

効な犯罪において通信傍受を活用できるようにすることにある。この改正は、

2016 年 12 月１日に既に施行されている。 

新たに傍受対象犯罪とされたものは、爆発物の使用・使用未遂、児童買春、

児童ポルノ等の不特定多数の者に対する提供等の他、殺人、傷害、逮捕監禁、
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窃盗、詐欺などである。これらについては、「当該罪に当たる行為が、あらか

じめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるもの」

であること（組織性要件）が要件とされる。 

改正前同様、新たに傍受対象犯罪とされた犯罪類型についても、将来犯罪

について通信傍受（事前盗聴）が許容されるが、この場合も組織性要件が必

要である。 

２ 別表第２に列挙された犯罪類型には、詐欺や窃盗のような日常的な財産

犯が含まれているが、例えば窃盗の場合、万引きのような軽微犯も含まれる

ため、仮に万引き集団による通常の万引きも対象になるとすれば、通信傍受

の適用範囲は極度に広がる。 

通信傍受は、これまで述べたとおり、重大な組織的犯罪において事件解明

が著しく困難な場合に限り、例外的に許容される強制処分であり、そのこと

からすれば、別表第２に列挙された犯罪類型も、実質的に重大な犯罪に限定

されると解すべきである。 

この点、国会審議の過程で林真琴政府参考人は、「別表第２」に列挙された

傍受対象犯罪について、いずれも一般市民に重大な脅威を与える犯罪である

と説明し、詐欺や窃盗については特殊詐欺（振り込め詐欺）や組織的窃盗を

例示して背後関係の解明の必要があることを立法事実として指摘した。 

この指摘は、その対象が、単に当該構成要件に該当するだけでなく、実質

的にみて重大な犯罪・犯情の場合に限定されるという趣旨と考えられ、犯行

の結果の他、犯行の態様や方法を考慮して、社会に重大な脅威を与える重大

な犯罪・犯情の場合でなければ、傍受対象犯罪には該当しないと考えるべき

である。 

３ 組織性要件については、組織犯罪処罰法２条１項に規定する「組織」の

定義と比較すると、「指揮命令に基づき」「構成員が一体となって」という部

分が削除されている。 

この点、国会審議の過程で林真琴政府参考人は、通信傍受法の組織性要件

について、水平的な関係で結ばれた人の結合体による犯罪にも適用されるも

のであり、人的関係が臨時的に形成されたものでも足りる、ただし、犯行現

場で偶発的に役割分担される場合には要件を充足しない旨説明する。 

この説明によれば、現場共謀は排除されるが、事前共謀に基づいて実行さ

れる共犯については、ほとんどの場合組織性要件を満たすことになりかねな

い。傍受対象犯罪は極めて広範であり、犯罪の実質的な重大性に加えて、組

織性要件で厳格な絞りをかけなければ、通信傍受の無限定な広がりを抑制で

きない。 

国会審議の過程で、法制審議会特別部会の幹事であった川出敏裕参考人は、

犯罪の組織性は捜査の結果初めて判明するものであり、通信傍受令状請求段

階で、組織的犯罪処罰法同様の組織性要件の疎明まで求めるのは捜査機関に
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無理を強いるものであるから、捜査機関が疎明可能なギリギリの線を規定し

たものであり、規定の文言上は典型的な暴力団とか大規模組織犯罪に限定適

用されることになっていないが、運用で限定されていくだろうと述べた。林

真琴政府参考人や岩城光英法務大臣（当時）も、組織性要件と嫌疑の十分性

や補充性の要件と合わせると、組織的犯罪に限定されると答弁する。 

無限定な広がりを抑制するためにも、組織性要件を充足するためには、「あ

らかじめ定められた」「役割の分担」の存在の疎明に加え、「役割の分担」を

遂行できる「人の結合体」にふさわしい共犯者間の有機的関係の存在（すな

わち指揮命令関係等）の疎明を要すると解すべきである（川崎英明・三島聡・

渕野貴生編著「2016 年改正刑事訴訟法・通信傍受法条文解析」214 頁以下（日

本評論社、2017 年））。 

第３ 立会い等の手続の合理化・効率化 

１ 改正前の通信傍受法では、通信管理者等の常時立会いが要求されていた

結果、捜査機関と通信事業者側との間で立会人確保のための協議が必要とな

り迅速に通信傍受が実施できないこと、通信事業者にとっても立会人を提供

することが大きな負担となっていること、立会人による立会いの必要などか

ら傍受の実施場所が通信事業者の施設に限定されていることが弊害として指

摘され、「暗号等の技術的措置を活用すること」で「傍受の実施の適性を確保

すること」により「立会いや封印等の手続を合理化する」改革が必要である

と、改正の趣旨が説明される。 

２ 改正前は、傍受の実施方法は、捜査機関が通信管理者等の施設で、通信

管理者等の立会いの下で、同時的に通信の内容を視聴する方法（同時傍受型）

のみに限定されていた。 

これに対し、改正法は、その他に次の３つの方法を認める。 

① 捜査機関が、通信管理者等に命じて、通信事業者等の施設で、全ての通

信を暗号化させたうえ、一時的保存させ、その後に通信管理者等に復号さ

せて、その立会いのもとでその内容を視聴する方法（一時保存型。通信傍

受法 20 条乃至 22 条） 

② 捜査機関が、通信管理者等に命じて、全通信を暗号化させ捜査機関の施

設等に設置した特定電子計算機に伝送させたうえ、受信と同時に、通信管

理者等の立会いなしに視聴させる方法（伝送後傍受型。同法 23 条１項１号） 

③ 捜査機関が、通信管理者等に命じて、全通信を暗号化させ捜査機関の施

設等に設置した特定電子計算機に伝送させたうえ、受信と同時に一時的保

存し、その後、通信管理者等の立会いなしに視聴する方法（伝送後一時的

保存型。同法 23 条１項２号） 
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【法制審議会特別部会 第21回会議（2013年11月7日開催）の参考資料

23/205 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00089.html 】 

① 検討中の傍受システムによる傍受のポイント 資料３ 25/205 

 

 

② 検討中の傍受システムにおける傍受実施手続  資料６ 28/205 
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いずれの方法でも、再生に際して、従前の同時傍受型同様、該当性判断の

ためのスポット傍受、外国語通信の場合の例外的取扱い、他の犯罪の実行を

内容とする通信の傍受、通信の相手方の電話番号等の開示・探知が、法改正

前と同様の要件のもとで実施される。 

一時的保存される①及び③は、捜査官による通信内容の視聴が必要となる

が、令状に記載された傍受の期間内に限定されておらず、できる限り速やか

に終了すれば足りるとされる。 

また、いずれの方法でも、捜査機関は、傍受の原記録を作成し、令状裁判

官所属の裁判所の裁判官に提出しなければならず、それとともに、刑事手続

に利用するための傍受記録を作成するため、原記録提出前に、他の記録媒体

に記録する。 

従来の同時傍受型同様、傍受実施状況報告書が裁判官に提出される。 

この改正は、2019 年６月までに施行される予定である。 

３(1) 上記①及び③の方法は、捜査機関による令状執行の過程で、全通信を

一時期包括的に差し押さえることとなる。これは、通信傍受の合憲性を担保

することとなっていたスポット傍受抜きに全通信を通信の当事者に無断で傍

受することとなるため、差し押さえ物の特定を要請する憲法35条に違反する

との見解がある（前記「2016年改正刑事訴訟法・通信傍受法条文解析」220頁）。 

これに対して、国会審議の過程で、川出敏裕参考人は、通信を暗号化した

状態で保存しているにとどまり、通信内容を知り得ない状態だから、いまだ

通信の秘密やプライバシーの侵害はなく、憲法 35 条の令状主義違反には当た

らない、とする。 

しかし、この意見に従えば、差押物の具体的内容を知らない段階では、現

に占有を取得しても差押えに当たらない、ということになり不合理である。

捜査機関の裁量により、いつでも復号して当該通信の内容を視聴することが

可能である以上、新たな傍受・再生の実施手続は、前記最高裁決定（本章第

２節第１項第２参照）に適合せず、憲法 35 条に違反すると解すべきである。 

仮に、合憲と解するとしても、従来からある同時傍受型が原則であり、新

たな傍受・再生手続は例外的な方法と位置付けられ、前記最高裁決定の「そ

のような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録

された情報を損壊される危険があるとき」に匹敵する状況が認められて初め

て、改正法が認めた①及び③の方法によることが許されると解すべきである。 

(2) さらに、②及び③の方法によれば、通信管理者等の立会いなしに、捜査

機関の施設において捜査機関が傍受を実施することとなる。 

そのため、公正性・適正性の保障の点で、前記法制審特別部会の議論の中

で激しい意見対立があったが、暗号化と復号に際して必要となる変換符号や

対応変換符号等の鍵の作成・管理を、裁判官の命を受けた裁判所書記官その

他の裁判所の職員の権限とし、かつ、特定電子計算機として次の８つの機能

を有すべきこととして、立会人による通信傍受の適正性のチェックに実質的
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に代替できると判断され、制度化された。 

ａ．通信管理者等から暗号化された通信が特定電子計算機に送付さ

れ、③ではこれを一時的保存される。 

ｂ．捜査機関が通信の内容を聴取するためには、復号処理が必要にな

る。 

ｃ．立会人の封印に代わる措置として暗号化が必要であり、捜査機関

の視聴と同時にすべて自動的に暗号化の処理をして記録媒体に

記録する。 

ｄ．視聴した通信のみならず、実際の通話の開始・終了の日時、再生

をした通信の開始・終了の日時等の情報を暗号化して記録媒体に

記録する。 

ｅ．傍受の原記録のデータは封印に代わる暗号化をしたうえで裁判所

に提出する必要があるが、他方で、捜査機関は、傍受の原記録か

ら不要な部分を削除した、刑事手続において使用するための傍受

記録を作成する必要があるため、原記録を暗号化処理することな

く、他の記録媒体に記録する必要がある。 

ｆ．一時的保存後の復号に用いられる対応変換符号がそれ以外の用途

に使われないようにする機能 

ｇ．封印に代わる原記録の暗号化に用いられる変換符号がそれ以外の

用途に使われないようにする機能 

ｈ．一時的保存されていた暗号化信号が、一時的保存後の復号によっ

てすべて消去される機能 

もっとも、この８つの機能の検証・確認は基本的に情報処理等の専門業者

に委ねられ、その認証のシステムは整備されていない。 

通信傍受の無限定な拡大を防ぐためには、該当性判断のための傍受の最小

限措置であるスポット傍受の適正な実施が重要となるが、その時間や間隔は

法定されておらず、国会審議において、捜査に支障があるとの理由でその標

準的な時間や間隔すら開示されていない。 

法改正の前後を問わず、スポット傍受が「必要な最小限度の範囲」にとど

まっているか、外部からは全く検証できず、通信管理者等の立会人によるチ

ェックもなく、全て捜査機関の判断に委ねられている。 

政府は事後的検証により不正行為は抑止できるというが、傍受記録に記録

された通信当事者以外の者には傍受が実施されたことの通知はなされず、事

後的検証の実効性には欠落がある。 

本章第３節第２のとおり、改正前の通信傍受法の運用実績によれば、15 年

間で傍受を実施した総通話数 112,798 回のうち、無関係通話が 93,887 回あり、

全体の 83.2％を占める。実施した傍受が全て無関係通話であった事例も多数

発生している。本来、無関係通信の濫用的傍受を抑止するために、立会人の

権限と機能の強化（立会人の回線切断権のような実質的なチェック機能の付

与等）を検討すべきであったにもかかわらず、逆に今回の改正では、捜査機
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関の便宜便益のために「通信傍受の合理化・効率化」が進められたことに根

本的な問題がある。 

 

第５節 本手続の問題点及び改正提言 

第１ 通信傍受の対象犯罪拡大について 

捜査機関による通信傍受の対象となる通話の内容は、事前に確実性をもって

令状が想定していた犯罪に関する会話であるとは限らない。むしろ、過去の統

計が明らかにするように、それ以外の会話がなされるケースの方が大部分であ

る。加えて、傍受されている当事者は傍受されていることを知らない。このよ

うな捜査手法は憲法が保障する通信の秘密やプライバシー権を制限するもので

あることは明らかであるだけに、当然、通信傍受が認められる範囲は、捜査の

必要性に照らし、必要最小限度にとどめる必要がある。 

最高裁決定が指摘する犯罪の重大性を前提とせず、対象犯罪が拡大し、捜査

機関にとっての必要性や有用性を基準とすれば、その拡大には歯止めがない結

果となる。共謀罪や秘密保護法違反などにも、捜査機関にとって犯罪の共謀を

立証するのに「必要かつ有用」として、通信傍受の適用の拡大が企図される危

険も大きい。 

対象犯罪の拡大は、プライバシー権等の侵害の場面を増大させるものである

から、対象犯罪を現行法以上に拡大すべきではなく、しかも、前記のとおり、

各要件について厳格に解釈し運用すべきである。 

第２ 通信傍受の手続の合理化・効率化について 

１ 第三者監督機関による監視の必要性 

プライバシー権等の侵害の問題は、現在の令状の運用でも発生している。

前記のとおり、公表された通信傍受の実施状況によれば、無関係通話が傍受

実施通話の約 83％を占めるとのことである。これらの通話は、本来傍受され

るべきではなく、プライバシー権等が尊重されるべきものである。 

ところで、改正前の通信傍受法では、通信事業者の立会いがあり、その通

信事業者は傍受終了後に意見を述べることができた。要件非該当の通信を中

断させる効力は有していないものの、第三者が立ち会うことによる捜査機関

への抑止効果は一定程度存していた。 

しかし、今回の改正により、第三者である通信事業者の立会いがなくなり、

当該通話の傍受の場に立ち会っているのは捜査機関だけであるがゆえに、捜

査機関が傍受の継続が必要だと判断すれば、無制限に傍受を継続できるよう

になった。このような実態は、通信傍受の濫用を招く危険性が極めて高いと

言わざるを得ない。 

通信内容の聴取による情報の取得という通信傍受の特性に照らすと、事後

的に当該記録を抹消すれば侵害が十分回復されるということにならず、一旦
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知られた情報は、捜査担当者の記憶に残り、いくらでも複製伝達が可能とな

るのであり、裁判所による審査とは別に、その適正な実施を担保するために

は、実施を監視する機関を設置することが不可欠である。 

衆議院法務委員会及び参議院法務委員会の附帯決議でも、該当性判断のた

めの傍受又は再生を行う際に通信の秘密及びプライバシーの保護に十分に留

意して厳正に実施することを求めているが、被侵害利益の重要性と原状回復

の不可能性に鑑みれば、令状主義によるチェックのみならず第三者による監

視が必要不可欠である。 

本章第３節第２・２で述べたとおり、同一事件で繰り返し傍受令状が発付

されたにもかかわらず無関係通話が続いた事案も多数あり、裁判所による審

査が十分機能しているのか、また、対象犯罪の拡大、合理化・効率化により

傍受令状請求件数が増えることが予想される中で、裁判所による審査が十分

可能なのかどうか不透明と言わざるを得ない。 

また、現行法において、不服申立て制度が用意されているが、傍受された

通信の相手方に対しては、その氏名等が判明しなければ、傍受が行われたこ

との通知すらされず、被疑者についても名前や所在が分からない場合には通

知の到達は確保されておらず、不服申立ての機会が十分に保障されていると

は言えない。通知を受けた者にとっても、既に実施された傍受について不服

申立てをする実益は乏しく、不服申立て制度によって通信傍受の不適正な実

施が有効に防止されているということはできない。 

そこで、不服申立制度とは別に、並列して、通信傍受が適正に行われてい

るのか第三者機関を設置して監視等する制度の創設が必要である。 

２ 具体的には、捜査機関から独立し、専門的知識を有し、かつ守秘義務を

負う第三者によって構成される監視機関が、捜査機関による傍受の実施状況、

傍受装置及び傍受した通信の記録等を監視又は検査し、不適正な実施と判断

したときは、傍受の実施の中止や傍受記録の消去を命じるなどの措置を講ず

ることができる仕組みを構築すべきである。 

中立的な役割及び専門性（法律面・技術面）が要求されるため、組織とし

て内閣府や総務省など捜査機関と独立した機関に設置し、都道府県ごとに数

名の委員（法律家、技術者、有識者等）で構成されることが考えられる。 

３ なお、通信傍受法改正の国会審議において、政府側答弁の際、通信傍受

手続の運用の適正性について第三者機関が監視する仕組みを設けるべきとの

意見に対し、林真琴政府参考人が、捜査機関の令状に基づく捜査の適正確保

というのは司法手続によって図られるべきであり、第三者機関を司法権と別

のところで設けることについては、行政権と司法権との間の関係の中で問題

を生ずることが考えられると反論した。 

しかし、通信傍受実施に当たり、令状で許可された範囲を超えた捜査機関

による傍受が許容されないのは当然であり、令状に従った適正実施を担保す
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べく、第三者機関が捜査内容を監視したとしても、裁判所の令状による規制

権限を侵害することにはなりえない。捜査機関が他の公益を踏まえて権限行

使を控えることも、何ら司法の権限を侵害するものではない。 

司法の独立は裁判所において述べられるものであり、司法警察活動につい

て行政機関が一定の抑止を働かせることは三権分立に反するものではない。 

そこで、前記のとおり、通信の秘密及びプライバシーの保護のために厳正

に実施されているか、運用の適正性を担保するため、裁判所による審査とは

別に実施を監視する第三者機関を設置すべきである。 

 

第６節 さらなる問題～会話傍受 

第１ 特別部会における検討 

１ 上述した、法制審議会特別部会の「時代に即した新たな刑事司法制度の

基本構想」において、振り込め詐欺の拠点となっている事務所、対立抗争等

の場合における暴力団事務所や暴力団幹部の使用車両、コントロールド・デ

リバリーが実施される場合における配送物（薬物）に対象を限定し、傍受機

器を設置して会話傍受することが検討された。 

欧州各国等においては、いずれの国でも導入されており、中でも米国及び

イタリアでは、通信傍受と同じ対象犯罪や実施手続により会話傍受が可能と

される。 

法制審議会特別部会において配られた参考資料内の「犯罪組織のアジトに

おける会話傍受フロー」「コントロールド・デリバリーにおける会話傍受フロ

ー」によれば、会話傍受は、次のとおり行うことが想定される。 

(1) 犯罪組織のアジトにおける会話傍受のフロー 

① 傍受令状請求・発付 

② 傍受装置（送信機）の取付け 

夜間早朝等、無人の時間帯に室内に秘匿設置 

立会人：場所の管理者、隣人又は地方公共団体職員 

③ 傍受開始（スポット傍受） 

傍受令状により指定された時間帯（例：午前10時から午後６時までの間）の

み傍受を行う。傍受期間は数日から10日間とする。 

傍受装置（送信機）取り付け時、傍受開始時間に自動的に動作開始するよう

にセットする。捜査機関等において傍受装置（受信機）により傍受を行い、傍

受装置（送信機）からの送信は暗号化措置をとる。 

該当性があれば傍受継続し、該当性がない又は明らかでないときは一定時間

経過後に再度スポット傍受を行う。 

傍受内容は傍受装置（受信機）に接続した記録媒体に自動的に記録し、原記

録は裁判所に提出する。 

④ 傍受装置（送信機）の回収 
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夜間早朝等、無人の時間帯に室内から撤去 

立会人：場所の管理者、隣人又は地方公共団体職員 

⑤ 事後通知 

 

(2) コントロールド・デリバリーにおける会話傍受フロー 

①（税関検査による配送物開披の場合）配送物開披・薬物予試験 

                  傍受令状請求・発付 

 （捜索差押による配送物開披の場合）捜索差押許可状請求・発付 

                  配送物開披・薬物予試験 

                  傍受令状請求・発付 

② 傍受装置（送信機）の取付け 

  立会人：税関職員、配送業者 

③ 配送業者による配送 

  配送直前（配送先直近）でリモコン操作により傍受装置（送信機）の電源

入力 

  立会人：配送業者 

④ 電源入力と同時に傍受開始（スポット傍受） 

  配送直前から受取人が荷物を開披してしばらくの間までの一定期間のみ傍

受 

  該当性があれば傍受継続し、該当性がない又は明らかでないときは一定時

間経過後再度スポット傍受を行う。 

  傍受装置（送信機）取り付け時、傍受開始時間に自動的に動作開始するよ

うにセットする。捜査機関等において傍受装置（受信機）により傍受を行い、

傍受装置（送信機）からの送信は暗号化措置をとる。 

  傍受内容は、傍受装置（受信機）に接続した記録媒体に自動的に記録し、

原記録は裁判所に提出する。 

⑤ 捜索差押え、検挙 

⑥ 傍受装置（送信機）の回収 

⑦ 事後通知 

２ 会話傍受については、特別部会の最終的なとりまとめ「新たな刑事司法

制度の構築についての調査審議の結果【案】」において、要綱（骨子）には挙

げられず、その後の改正立法において、制度化は見送られた。 

しかし、刑事訴訟法等の一部を改正する法律（2016 年法律第 54 号）附則９

条３項に「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審

における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証

人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとす

る。」と定められているところ、この条項に関する政府答弁において、「等」

に会話傍受が含まれることは否定されなかった。 
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３ 改正後の動き 

附則９条３項による検討を進めるため、刑事手続の在り方等に関し、法曹

三者及び警察庁等が協議・意見交換を行う会として、2017 年３月９日に第１

回刑事手続に関する協議会・幹事会が開催され、協議会については必要に応

じて、幹事会については概ね２か月に１回程度開催されている。 

第２ 会話傍受の問題点 

捜査機関が住居や車両などに傍受機器を設置し、会話等を傍受する会話傍受

は、通信傍受と異なり、ひとたび傍受機器が設置されるといつでも傍受できる

状態が長期にわたり継続することになる。しかも、密室で行われるため、内容

的にも時間的にも無制約に傍受がなされる恐れがあり、犯罪と無関係な個人の

会話等を傍受される危険性も高い。会話傍受は、捜査機関による権限濫用の恐

れも大きく、通信傍受以上に個人のプライバシーを侵害する危険性が高い。 

そこで、会話傍受は、ひとたび傍受機器が設置されると、内容的にも時間的

にも無制約に傍受がなされるおそれがあるなど、通信傍受以上にプライバシー

権を侵害するおそれの高い捜査手法であって、これを許容すべきではない。 
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第５章 インターネット監視 

第１節 現在の法制度（法律上認められている捜査権限） 

公権力（ここでは捜査機関について述べる。）の監視が正当化される場合として、

犯罪捜査がある。ここでは、サイバー犯罪に対する捜査手段としてのインターネッ

ト監視を概観する。 

第１項 サイバー犯罪 

サイバー犯罪とは、コンピュータ技術及び電気通信技術を悪用した犯罪を指し、

①コンピュータ、電磁的記録対象犯罪、②ネットワーク利用犯罪、③不正アクセ

ス行為の禁止等に関する法律違反、に大別されている。 

① コンピュータ、電磁的記録対象犯罪には以下のものがある。 

金融機関等のオンライン端末を不正操作し、無断で他人の口座から自分の

口座に預金を移す電子計算機使用詐欺罪（刑法 246 条の２）、いわゆるコンピ

ュータウィルスの作成、提供、供用、取得、保管する行為を処罰する不正指

令電磁的記録作成・供用等罪（刑法 168 条の２、168 条の３）、コンピュータ

を損壊したり、不正な指令を与えるなどして、コンピュータの本来の使用目

的に沿う動作をさせないなどの行為を処罰する電子計算機損壊等業務妨害罪

（刑法 234 条の２）等。 

② ネットワーク利用犯罪には以下のものがある。 

わいせつな画像データの電子メール送信により頒布するわいせつ物頒布等

罪（刑法 175 条）、インターネットオークションで自分が持っていない物を出

品し、落札者から代金を騙し取る詐欺罪（刑法 246 条）等。 

③ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反には以下のものがある。 

他人のＩＤやパスワードを無断で使用して、ネットワーク越しにコンピュ

ータを不正使用すること（なりすまし行為）、不正なプログラムを使用する等

して、コンピュータの安全対策上の不備（セキュリティ・ホール）を突き、

ネットワーク越しにコンピュータを不正使用した場合（セキュリティ・ホー

ル攻撃）等。 

 

第２項 捜査手段としてのインターネット監視 

１ 刑事訴訟法上の監視権限 

刑事訴訟法上、サイバー犯罪捜査のために捜査機関に付与されているイン

ターネット監視に関する権限には以下のものがある。 

① 接続サーバ保管の自己作成データ等の差押え（99 条２項、218 条２項） 

② 記録命令付差押え（99 条の２、218 条１項） 

③ 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法（99 条２項、218 条２項） 
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④ 通信履歴の電磁的記録の保全要請（197 条３項） 

保全措置の期間は原則 30 日以内とされているが、他方で、電気通信事

業における個人情報保護ガイドラインでは、接続認証ログは６か月間程度

の保存は認められるとされている。 

２ 通信傍受法上の監視権限 

第４章で述べたとおりである。 

 

第３項 対策 

サイバー犯罪を摘発していくためには上記の監視権限は有益性を持つ。もっと

も、電磁的記録や通信内容には犯罪とは無関係な市民のプライバシー情報も含ま

れている可能性がある。そこで、このような市民のプライバシーを保護できる仕

組みの構築が必要である。 

具体的には、捜査機関から独立し、専門的知識を有し、かつ守秘義務を負う第

三者によって構成される監視機関が、捜査機関による差し押さえた電磁的記録の

利用状況、通信傍受の実施状況、傍受装置及び傍受した通信の記録等監視又は検

査し、不適正な実施と判断したときは、傍受の実施の中止や傍受記録の消去を命

じるなどの措置を講じることができる仕組みを構築すべきである。 

 

第２節 XKeyscore 

第１項 スノーデン氏が持ち出した機密文書についての報道 

2017 年４月 24 日、米ネットメディア「インターセプト」とＮＨＫは、米国国家

安全保障局（ＮＳＡ）・米国中央情報局（ＣＩＡ）の元職員エドワード・スノーデ

ン氏が持ち出して提供した機密文書として、ＮＳＡが日本に提供した「XKeyscore」

（エックスキースコア）を使って、ＮＳＡ要員が日本での訓練実施を上層部に求

めたとの 2013 年４月８日付け文書を公開した。 

 

第２項 XKeyscore とは 

第１ XKeyscore の特徴 

１ XKeyscore は、データの検索プログラムであるが、『暴露－スノーデンが

私に託したファイル』（グレン・グリーンウォルド著、田口俊樹・濱野大道・

武藤陽生訳（新潮社、2014 年））によると、その特徴は以下のとおりである。 

① Ｅメール、ウェブサイトの閲覧履歴、グーグルの検索履歴、チャット、

オンライン・ソーシャル・ネットワーク（フェイスブック、ツイッター等）

上の活動など、“一般的なユーザーがインターネット上で行うほとんど全
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ての活動”を収集・管理・検索するためのプログラムである。 

② Ｅメールの作成やサイトの閲覧といった個人のオンライン上の活動を

“リアルタイム”で監視することすら可能である。 

③ ＮＳＡの分析官は、XKeyscore により、ある人物が訪問したウェブサイ

トを突き止めることができるばかりか、特定のウェブサイトを訪問した者

全員のリストを作成することもできる。 

④ 分析官は、どんな情報であれ、誰からの監督も受けることなく、いとも

容易に検索ができる。 

⑤ XKeyscore は、完全な状態のコンテンツを３日から５日間保管できる。 

２ スノーデン氏は、XKeyscore を「スパイのグーグル」と呼んでおり（小笠

原みどり「スノーデン、監視社会の恐怖を語る」（毎日新聞出版、2016 年））、

共同通信のインタビューにおいて、「（XKeyscore を）私も使っていた。あらゆ

る人物の私生活の完璧な記録を作ることができる。通話でもメールでもクレ

ジットカード情報でも、監視対象の過去の記録まで引き出すことができる『タ

イムマシン』のようなものだ」と述べている（2017 年６月２日東京新聞）。 

第２ 日本政府による XKeyscore を利用した監視 

１ 2017 年４月に公表された米国国家安全保障局（ＮＳＡ）の機密文書（い

わゆるスノーデン・ファイル）の中に、XKeyscore がＤＦＳ（防衛省情報本部

電波部、Directorate for SIGINT）に提供された旨の記載があった。 

この機密文書について、スノーデン氏は、共同通信のインタビューにおい

て、「エックスキースコアを国家安全保障局（ＮＳＡ）と日本は共有した。（供

与を示す）機密文書は本物だ。米政府も（漏えい文書は）本物と認めている。

日本政府だけが認めていないのは、ばかげている」と述べており（2017 年６

月２日東京新聞）、XKeyscore が日本にも提供されたことを認めている。 

２ ＮＳＡは、「プリズム（ＰＲＩＳＭ）」と呼ばれる、マイクロソフト、ヤ

フー、グーグル、フェイスブック、パルトーク、ＡＯＬ、スカイプ、ユーチ

ューブ、アップルといった米インターネット最大手９社のサーバーに命じて、

電子メールやＳＮＳによる通信内容などを秘密裏に提出させるプログラムと、

「アップストリーム（Upstream）」と呼ばれる、米本土につながる海底光ファ

イバーケーブルなどにアクセスして目当ての通信情報を直接入手するプログ

ラムにより、インターネット上の情報を収集し、それらを XKeyscore を使っ

て検索・分析を行っている。 

日本の通信回線のほとんどは米国内を通過するため、ＮＳＡは、上記プロ

グラムにより日本国内の通信内容を収集・分析できる。 

日本もまた、XKeyscore の提供を受けたことにより、ＮＳＡと同様にインタ

ーネット上の情報を検索・分析できるようになったと考えられる。また、2017

年５月 17 日、衆議院外務委員会において、防衛省は、「防衛省におきまして
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は、我が国の防衛に必要な情報を得るため、電波情報も含めまして、数々の

情報を収集、整理、分析しております。この結果につきましては、関係省庁

と共有されているところでございます。」と答弁し（廣瀬政府参考人答弁）、

情報を関係省庁と共有していることを認めており、警察も関係省庁の一つと

して、XKeyscore により得られた情報を共有している可能性が高い（なお、防

衛省情報本部電波部の歴代部長はいずれも警察庁出身者である。）。 

そうだとすると、私たちの日常のインターネット上のやりとりが、日本政

府の監視下にあることになる。 

 

第３節 自治体によるネット監視 

自治体が、インターネット上での市民の発言を監視しているとして問題になった

事例もある。 

例えば、佐賀県庁が、民間業者に委託し、個人のホームページや「２ちゃんねる」

などの掲示板、メールマガジン、ニュースサイトなどインターネット上のあらゆる

場所から「佐賀」という言葉が含まれる情報を検索し、収集していることが報道さ

れた（2006 年 10 月 19 日朝日新聞ウェブサイト）。佐賀県庁危機管理・広報課は、Ｊ

－ＣＡＳＴニュースの取材に対して、「決してネットを『監視』ということではなく

て、ネット上での声を県政に吸い上げたい、という狙いだった」と説明している（同

月 23 日Ｊ－ＣＡＳＴニュース）。 

また、北九州市が、東日本大震災で発生した宮城県石巻市からの瓦礫受入れを契

機に、約 1,200 万円の予算で民間業者に委託して、ツイッターなどの投稿を集計し、

北九州の農作物や海産物が汚染されるなどといった風評被害を招く投稿の有無を調

べていることが報道された（2012 年７月 18 日小倉タイムス、2013 年１月６日朝日

新聞）。 

確かに、ネット上の声を吸い上げるという目的自体は正当である。 

しかし、発言者が特定されるようなかたちで収集されているとすれば、目的達成

のための必要以上の個人情報の収集となり、プライバシー侵害になり得る。 

 

第４節 対策 

インターネット上のあらゆる個人のデータを網羅的に収集・検索する情報監視は、

不必要にプライバシーを侵害するものであるから、禁止されるべきである。 

もっとも、個別のケースにおいて、インターネット監視が真に必要性があり、か

つ、手段としての相当性が認められるのであれば、それを否定することはできない

であろう。しかし、その場合であっても、プライバシー保護措置が十分に講じられ

ていることが条件とされるべきである。その点で、2014 年に、世界の 500 の団体、

専門家、政府機関関係者によって作成された「通信監視への人権適用に関する国際

原則」が参考になるので、以下に紹介する（ブルース・シュナイアー著、池村千秋

訳「超監視社会」第 13 章の注釈（草思社 2016 年）参照）。 
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「通信監視への人権適用に関する国際原則」は、以下の 13 の原則を示している。

日本においても、監視の必要性とプライバシー保護の調整を図る見地から、この原

則に従った法規制を導入すべきである。 

① 法定主義－プライバシーの制限は、明確に、そして細部にわたるまで具体的に

法律で定めるべきである。そして、テクノロジーの急速な進歩にプライバシー保

護の仕組みが追いつくように、法律を頻繁に見直さなくてはならない。 

② 目的の正当性－通信監視が許されるのは、国の最も重要な目的を追求するため

に必要な場合に限られるべきである。 

 ③ 必要性－通信監視が正当な目的を達成するために必要であると立証するのは、

国家の責任である。 

 ④ 妥当性－通信監視のメカニズムは、正当な目的を達成するために有効なもので

なくてはならない。 

 ⑤ 相当性－通信監視は、プライバシーの権利と意見の自由、表現の自由に干渉し、

民主主義社会の土台を脅かす、極めて重大な権利侵害行為とみなすべきである。

通信監視を相当な範囲にとどめるためには、一般的には、しかるべき権限をもつ

司法機関による事前の承認が必要とされる。 

 ⑥ しかるべき権限をもつ司法機関－通信監視に関わる決定は、公正で独立した、

しかるべき権限をもつ司法機関によってなされなくてはならない。 

 ⑦ 適正手続－人権への干渉はいかなる場合も、法律に基づく手続に従って決定さ

れなくてはならない。その手続は、誰でも利用できる公平で公開の聴聞の場で、

全ての人に同一の基準で行われるべきである。 

 ⑧ 本人への通知－通信監視の許可がくだされる場合は、対象者に通知されるべき

である。通知すれば捜査が妨げられると、しかるべき権限をもつ司法機関が判断

した場合を除いて、監視が実行される前に、誰もが異議申立ての機会を与えられ

なくてはならない。 

 ⑨ 透明性－政府は十分な情報を公開し、国民が監視活動の規模と性質を理解でき

るようにする義務を負っている。また、政府は、監視に関わる国家との取引の規

模と性質についてサービス提供企業が詳細に開示することを全面的に禁じてはな

らない。 

 ⑩ 国民による監督－通信監視の透明性を確保し、権限濫用の責任を問えるように

するために、国家は独立した監督メカニズムを設けるべきである。その監督メカ

ニズムには、国家の行動に関連がある可能性のある情報全てを入手する権限を持

たさなくてはならない。 

 ⑪ 通信とシステムの保全－サービス提供者や、ハードウェア及びソフトウェアの

メーカーは、システムに監視機能やバックドアを組み込んだり、国家による監視

のためだけに特定の情報を収集もしくは保持したりすることを強制されてはなら

ない。 

 ⑫ 国際協力に関する保護措置－国家は、監視を実行するために他国の協力を求め

る場合がある。その際は、公開の明確な合意を結び、適用される可能性のある基

準の中で最も厳重にプライバシーを保護するものに準拠するようにしなくてはな
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らない。 

 ⑬ 違法な情報収集に対する保護措置－違法な電子的監視を行った者は全て、民事

と刑事の制裁を受けるべきである。また、そのような監視により影響を受けた人

物には、是正のために必要な法的メカニズムを利用する機会が認められなくては

ならない。人権を脅かすような監視活動を暴露した内部告発者は、強力な保護を

与えられるべきである。 
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第６章 監視の現状 

第１節 情報機関による監視の現状 

第１項 公安警察の現状 

第１ 自治体警察の組織 

日本の警察は、戦前の国家警察から現行憲法に即して自治体警察に組織換え

し、市町村警察として出発したが、すぐに市町村の予算逼迫を理由に都道府県

警察に変わった。が、その人事構成をみると、警察官の階級は下から巡査、巡

査部長、警部補、警部、警視、警視正、警視長、警視監、警視総監となってお

り（警察法 62 条）、警視以下が地方公務員、警視正以上が国家公務員となって

いる（同法 56 条）。警視総監は、都公安委員会の同意を得た上で内閣総理大臣

の承認を得て国会公安委員会が任免し（同法 49 条１項）、警察本部長は、道府

県公安委員会の同意を得て、国家公安委員会が任免する（同法 50 条１項）。人

事構成からすれば、国家公務員が地方公務員を部下として使っている関係にな

っており、国家警察として機能することが予定されている。 

公安部門はそのような警察組織のなかにある。 

第２ 特高警察から公安警察へ 

1945 年８月 15 日、昭和天皇がポツダム宣言を受け入れることを表明して、事

実上、太平洋戦争は終わり、同年９月２日、降伏文書に調印した。このときは、

まだ治安維持法も特高警察も廃止されていなかったが、同年 10 月４日、ＧＨＱ

が「政治的、公民的および宗教的自由に対する制限の除去の件」（「人権命令」）

を発し、治安維持法をはじめとする弾圧諸法令の廃止、「政治犯」の即時釈放、

特高警察の廃止と全特高警察官の罷免などを指令したため、内務省が翌５日に

各府県に特高警察機能の停止を通牒し、６日に特高課・外事課・検閲課の廃止

を通牒した。 

しかし、わずか２か月後の同年 12 月 19 日、「民主化」達成という占領目的の

ためと称して、ＧＨＱの了解を得て、特高警察に代わるべき組織として、警保

局に公安課が設置され、各府県にも警備課が設置されていく。公安警察の始ま

りである（荻野富士夫「特高警察」（岩波新書、2012 年））。 

第３ 公安警察の特性～不透明な活動、不透明な予算 

公安警察とは、公共の安全と秩序、すなわち「公安」を維持することを目的

とする警察の捜査部門の総称である。公安警察は、警察庁警備局が一元的に指

揮・管理を行い、地方の警察本部に属する警備部の公安課・公安係、外事課・

外事係が末端部分を担う。 

元北海道警察釧路方面本部長を務めた原田宏二氏によると、警察署長時代も
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方面本部長時代も警備公安部門の警察官の活動の内容の報告を受けておらず、

予算も国から直接警備部にわたるため、どれほどの予算がどのように使われて

いるか分からなかったとのことである。 

警備公安活動は、職場のトップである警察署長や、警察署を統括するトップ

である警視総監、道府県警察本部長の指揮権によるコントロールを受けていな

い。逸脱行動があっても、警察署でさえ気付かず、勝手な活動が行われ続ける

という事態が起こる。 

他課の警察官の活動が基本的に所属する警察署のある都道府県内に限られる

のに対して、公安警察は国直轄で都道府県警察のコントロール下にないから、

県境を越えた活動であっても当然のように行う。東京都町田市在住の日本共産

党の国会議員宅を盗聴していたが、実は神奈川県警の警察官グループだったと

いう事態が生じるのは、公安警察の特性によるものである。 

しかも、警備公安は他課の警察官と共同で仕事をすることはないから、他課

同士の相互牽制はなく、現場からの報告内容の正確性を担保する仕組みもない。

警備公安活動において正確な情報の収集伝達が行われているのか大いに疑問が

ある。後述する大垣署事件は、警備課が起こした事件であるが、企業が作成し

た議事録によると、警察官が企業に提供した個人情報は企業の危機感を煽るよ

うな誇大な表現になっていた。まるで市民間の対立を煽っているかのようであ

り、特高警察が住民に恐怖を煽ったのと同じパターンである。 

第４ 警察庁警備局 

警備局は警備局長を筆頭に、警備企画課、公安第一課、公安第二課、公安第

三課、警備課、外事課がある。警備企画課は、警備警察に関する制度及び警備

警察の運営に関する企画及び調査に関すること、局の事務の総合調整に関する

ことなどを行い、公安第一課は、共産党、労働組合など大衆団体の情報収集を

担当し、公安第二課は、主に右翼団体に関する公安情報の収集、犯罪の取締り

を行い、公安第三課は、中核派や革マル派など「極左暴力集団」と呼ばれる新

左翼セクトを担当し、警備課は、主に機動隊などの警察部隊活動の配備計画な

どを統括し、外事課は、スパイ事件や海外に本拠を置く日本人のテロ組織動向、

朝鮮半島情勢、旧共産圏諸国を対象にした情報収集活動を担当している。 

第５ 警視庁公安部 

公安部の筆頭である公安総務課は、日本共産党などの情報収集活動を行う一

方で、部内調整や法令解釈まで幅広く行う。公安第一課は、新左翼の各セクト

（「極左暴力集団」）を担当し、公安第二課は、革マル派や労働団体を担当し、

公安第三課は右翼団体を担当し、公安第四課は、各団体の機関紙雑誌、ビラ、

個人データなどの資料を管理する。 

道府県警察には警備部が置かれ、公安警察を含んでいる。 

第６ 公安警察の捜査能力 
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公安捜査は、扱う事件の特殊性と情報保持の観点から、公安部門限定で行わ

れ、他部門とは情報交換をしないと言われるが、刑事部門の警察官に比べると、

犯罪捜査能力にはかなり疑問がある。すなわち、彼らの活動は、ふだん、警察

組織内での検証、地検による検証、弁護人による批判、公開法廷における批判

を受けることを想定しないで行われているので、手堅く証拠を収集することに

不慣れである。 

國松孝次警察庁長官狙撃事件（1995 年）について被疑者を検挙することがで

きなかったのは、犯罪捜査に不慣れな公安部が捜査を担当したからだとも言わ

れている。それでいて、公訴時効満了時に、犯人としてオウム真理教の信者が

疑わしいという公表をしたことも、刑事部門の警察官では考えられない対応で

ある。 

第７ 目的は家宅捜索 

公安警察は、対象となっている団体の所属者を「転び公妨」などと揶揄され

る軽微な罪で逮捕したり、刑事・交通の管轄で「厳重注意」がせいぜいのはず

の事案にかこつけて、対象となっている団体への家宅捜索などを行うことがあ

る。逮捕された者には不起訴になる者もいるが、公安警察の目的はむしろ逮捕

を足がかりとした、事情聴取や押収資料からの情報収集であるとされる。 

改正組織犯罪処罰法（いわゆる共謀罪法）の成立によって市民生活の様々な

場面で事件とは思えないようなことが捜査対象になることは、刑事警察活動が

公安警察活動に変質していく危険性を孕んでいる。 

第８ 警察官僚の出向先 

内閣情報調査室や防衛省情報本部（特に電波部）などの幹部の多くは、警察

（キャリア職員）からの出向者である。 

 

第２項 その他の情報機関による監視の現状 

第１ 公安調査庁 

公安調査庁とは、破壊活動防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制

に関する法律に基づき、日本に対する治安・安全保障上の脅威に関する情報収

集（諜報活動）を行う、法務省の外局としての組織である。 

オウム真理教（現アーレフ）に対し、破壊活動防止法の解散処分請求が行わ

れたものの、1997 年 1 月、公安審査委員会が同法の要件を満たさないと判断し

て適用は見送られた。1999 年 12 月、破壊活動防止法の適用要件を柔軟にした「無

差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」が施行された。公安調査

庁は、同法に基づき、アーレフ施設への立入検査を継続している。 

1999 年 11 月、近畿公安調査局の内部文書によって、公安調査庁が幅広い市民

運動、市民団体を調査活動の対象としている実態が明らかになった。1996 年度

－128－



 
 

の近畿公安調査局の内部文書によると、公安調査庁は、沖縄米軍基地反対運動、

自衛隊海外派遣反対運動、原発反対運動、消費税率引き上げ反対運動、市民オ

ンブズマンの運動、部落・婦人等の人権擁護運動、弁護士会の司法改革、諸団

体による死刑廃止や人権擁護の取組、日本ジャーナリスト会議による言論・出

版の自由などを求める活動、日教組・全教など教職員団体の活動、いじめ・不

登校問題、日の丸・君が代反対などに対する諸団体の活動、その他さまざまな

市民運動についての動向を調査対象としていた。 

そもそも公安調査庁の調査権限は破壊活動防止法に基づくものであるから、

「規制及び規制のための調査は・・・目的を達成するために必要な最小限度に

おいてのみ行うべきであって、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、

結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利そ

の他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限するようなことがあ

ってはならない」（同法３条）。上記の調査内容は、この明文に正面から抵触す

るものである。 

2007 年６月８日、公安調査庁関東公安調査局新潟公安調査事務所長ら３名が、

新潟県佐渡市の佐渡グランドホテルを訪れ、同ホテルに対し、同年６月 23 日、

24 日に開催される青年法律家協会（略称「青法協」）弁護士学者合同部会第 38

回定時総会に参加するため、６月 23 日に同ホテルに宿泊する参加者の宿泊予定

者名簿を提供するよう求めた。 

しかしながら、青法協は、憲法擁護を掲げる法律家の団体であり、破壊活動

防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく調査を

適法に行うための前提要件が全く欠落している。破壊活動防止法３条に違反し

ていることは明らかである。 

なお、これらの法律には、第三者機関による監督の定めはない。 

第２ 防衛省情報本部 

1997 年、当時の防衛庁において、防衛計画大綱に基づき、外国の軍事情報の

収集・分析を行う庁内の各部門（防衛局調査第１・２課、陸上・海上・航空各

幕僚監部調査部等）の情報組織の一部を統合し設置された。 

その活動範囲を画する定めや、これを監督する機関は存在しない。 

第３ 内閣情報調査室 

内閣法 16 条２項、17 条、内閣官房組織令４条により、内閣官房に内閣情報調

査室が置かれている。 

内閣に設置されている国家安全保障会議（ＮＳＣ）に対して政策を提言・立

案するための情報を提供する機関と言われ、組織のトップである内閣情報官は、

週１回程度、国内外の特異情報についての分析を内閣総理大臣に直接報告して

いる。 

事務に関する定めとしては、内閣官房組織令４条１号「内閣の重要政策に関

する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務（各行政機関の行う情報の
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収集及び分析その他の調査であって内閣の重要政策にかかるものの連絡調整に

関する事務を含む。）」しかない。 

その活動範囲を画する定めや、これを監督する機関は存在しない。 

第４ 国際情報統括官組織 

外務省内の局長級分掌官であり、内閣情報調査室、警察庁警備局、防衛省情

報本部、公安調査庁とともに内閣情報会議・合同情報会議を構成するとされる。 

外務省では、地域局が在外公館からの公電を集約し政策判断に当たるところ、

政策判断から距離を置いて情報分析に専念している組織であるとされる。 

 

第２節 国内における監視の拡大 

第１項 イスラム教徒に対する監視 

第１ 事件の概要 

１ 2010 年 10 月 28 日頃、インターネット上に 114 点のデータ（以下「本件

データ」という）が、ファイル交換ソフトであるウィニー（Ｗｉｎｎｙ）を

通じて掲出された（以下「本件流出事件」という）。本件データは、同年 11

月 25 日時点で、20 を超える国と地域の 1 万台以上のパソコンにダウンロード

された。 

本件データの中には、2007 年９月 10 日付け「実態把握強化推進上の要点」

と記載された文書をはじめ、国際テロ対策に関して記載されたデータが多数

含まれていた。 

また、特定の人物について、Ａ４・１枚のサイズの履歴書様の書面のデー

タに、国籍、出生地、氏名、性別、生年月日（年齢）、現住所、勤務先及び使

用車両が記載され、「入国在留関係」として、上陸年月日、旅券番号、旅券発

行年月日、在留資格、本国住所、在留期間、登録年月日、登録市区町村及び

登録番号が、「住所歴学歴職歴」として、日本における住所歴及び通学・勤務

先歴が、「身体特徴」として、身長、体格、髪、ひげ、眼鏡の有無等が、それ

ぞれ記載されている上、「家族交友関係」として、家族の氏名、生年月日、勤

務先及び住所が記載され、また、一部の者については「免許関係」として、

保有する免許の種別、取得年月日及び免許番号が、「犯罪情報」として、検挙

年月日、罪名、検挙署及び処分結果が記載されていたほか、「容疑」、「対応状

況及び方針」、「所属団体」、「地位・役職・役割等」、「モスクへの立入状況」、

「立入徘徊先」、「行動パターン概要」という項目についての記載欄も設けら

れていた。 

２ 2010 年 10 月 29 日、警察庁及び警視庁は、本件流出事件を認知し、調査

を開始した。警察庁は、同年 12 月、本件流出事件に関する中間的見解等をま
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とめ「国際テロ対策に係るデータのインターネットへの掲出事案について」

と題する書面を公開した。上記書面には、本件データの中に、警察職員が取

り扱った蓋然性が高い情報が含まれていると認められたことが記載されてい

たが、本件データがいかに持ち出されたのかは具体的に明らかにされなかっ

た。その後も本件データが掲出された経緯についての警察による調査は続け

られたが、その詳細は解明されていない。 

本件データに記載されていたイスラム教徒である原告らは、警視庁、警察

庁及び国家公安委員会が、①モスクの監視など、原告らの信教の自由等の憲

法上の人権を侵害し、また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律や東京都個人情報の保護に関する条例に違反する態様で個人情報を収集、

保管及び利用し、②その後、情報管理上の注意義務違反等により個人情報を

インターネット上に流出させた上、適切な損害拡大防止措置を採らなかった

もので、これらは国家賠償法上違法であるとして、警視庁の責任主体である

被告東京都、並びに警察庁及び国家公安委員会の責任主体である被告国に対

し、損害賠償を求めて提訴した。 

第２ 裁判所の判断 

１ 第１審（東京地判 2004 年１月 15 日（判時 2215 号 30 頁））は、本件デー

タについて、警察が作成したもので、警視庁公安部外事第三課が保有してい

たものであると認められるとし、ほとんどの原告らについては、捜査員が直

接に把握活動をすることによって、モスクへの出入状況や宗教的儀式又は教

育活動への参加の有無についての情報が収集され、又、その余の情報は、法

務省入国管理局等の関係機関等から提供を受け、又は原告らに対して接触や

捜索等を行う過程で収集されたものであると認められるとした。 

情報収集の適法性については、①日本国内において国際テロが発生する危

険が十分に存在するという状況、ひとたび国際テロが発生した場合の被害の

重大さ、その秘匿性に伴う早期発見ひいては発生防止の困難さに照らせば、

本件モスク把握活動を含む本件の情報収集活動によってモスクに通う者の実

態を把握することは、警察法２条１項により犯罪の予防をはじめとする公共

の安全と秩序の維持を責務とされている警察にとって、国際テロの発生を未

然に防止するために必要な活動であるというべきであること、②また、本件

の情報収集活動が、主としてイスラム教徒を対象とし、収集情報の中にモス

クの出入状況という宗教的側面にわたる事柄が含まれていることは、イスラ

ム教における信仰内容それ自体の当否を問題視していることに由来するもの

ではなく、イスラム教徒のうちごく一部に存在するイスラム過激派によって

国際テロが行われてきたことや、宗教施設においてイスラム過激派による勧

誘等が行われたことがあったことといった歴史的事実に着眼して、イスラム

過激派による国際テロを事前に察知してこれを未然に防ぐことにより、一般

市民に被害が発生することを防止するという目的によるものであり、イスラ

ム教徒の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないこと、③
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本件モスク把握活動は、捜査員が自らモスクへ赴いて、原告らのモスクへの

出入状況という外部から容易に認識することができる外形的行為を記録した

にとどまり、強制にわたるような行為がなされておらず、これによる信教の

自由に対する影響は、それが存在するとしても、せいぜい警察官がモスク付

近ないしその内部に立ち入ることに伴い嫌悪感を抱くこととなったというこ

とにとどまることを総合し、本件の情報収集活動は、仮にこれらによって原

告らの一部の信仰活動に影響を及ぼしたとしても、国際テロの防止のために

やむを得ない措置であるとした。 

ただし、情報が流出した点については、警視総監に情報管理上の注意義務

を怠った過失があったとし、被告東京都には原告らが被った損害を賠償する

責任があるとした。 

２ 控訴審（東京高裁 2015 年４月 14 日（ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書搭載））も、

本件の情報収集活動は国際テロ防止のためにやむを得ない措置であるとした

第１審の判断を追認し、情報が流出した点について被告東京都の賠償責任を

認めた。 

３ 最高裁判所は 2016 年５月 31 日、１審及び２審同様、東京都に計 9,020

万円の損害賠償の支払いを命じたが、情報収集自体は「信教の自由」を侵害

していないとし、原告の上告を棄却する決定を下した。 

 

第２項 大垣警察署警備課による市民監視 

第１ 事実の経過 

2012 年４月、Ａは、中部電力の子会社『シーテック』（名古屋市）が、岐阜県

大垣市に風力発電施設 16 基を建設することを計画していることを、自治会の配

布資料で知った。計画では、Ａ、Ｂが居住する上鍛冶屋地区から約 2.3 キロメ

ートルと近接する位置に、風力発電施設が建設されることになっていた。 

同年 11 月３日、シーテック社が上鍛治屋地区で事業の説明会を開催した。住

民から、低周波音による健康被害や土砂災害、獣害に関する質問が出たが、シ

ーテック社は具体的な回答をしなかった。 

Ａ、Ｂは、風力発電事業の勉強会を企画し、2013 年６月 30 日、同年７月 28

日、2014 年１月 26 日、同年６月 20 日に、勉強会を開催した。Ａ、Ｂは、シー

テック社の計画を詳しく知ろうと思い、2013 年 12 月８日、シーテック社主催の

現地説明会に参加した。 

2014 年７月 24 日、朝日新聞名古屋版は、朝刊１面トップに「岐阜県警が個人

情報漏洩」の見出しで、「岐阜県大垣市での風力発電施設建設をめぐり、同県警

大垣署が事業者の中部電力子会社『シーテック社』（名古屋市）に、反対住民の

過去の活動や関係のない市民運動家、法律事務所の実名を挙げ、連携を警戒す
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るよう助言した上、学歴または病歴、年齢など計６人の個人情報を漏らしてい

た」などとする記事を掲載していた。 

上記記事に掲載されたＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、Ｅ法律事務所を中心に弁護団を結

成し、シーテック社に対する証拠保全の申立てをし、大垣警察署警備課とシー

テック社の情報交換に関する議事録（2013 年８月７日、2014 年３月４日、同年

５月 26 日、同年６月 30 日）を入手した（議事録は全て実名）。 

第２ 議事録の内容 

１ 第１回議事録 

「中電大垣営業所経由で中電岐阜支店広報●●課長より、大垣警察署警備

課が『南伊吹風力の事業概要情報を必要としている』旨の連絡が当Ｇに入っ

たので訪問した。」とあり、大垣警察警備課が中部電力を介してシーテック社

を呼び出したことが、情報交換の行われたきっかけになっていることが分か

る。 

第１回の情報交換は、2013 年８月７日午後１時 30 分から２時 30 分まで、

大垣警察署別館３階において、「大垣市上石津町風力発電反対派による勉強会

の実施について」という会議名のもと、大垣警察からＳ警部、Ｍ巡査長、シ

ーテック社から●●Ｇ長、●●氏が出席して行われた。 

この情報交換においては、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ法律事務所についての情報のや

り取りがなされている。 

① 「岐阜新聞７月 31 日（水）版に『大垣市上石津町で風力発電について

学ぶ勉強会が行われた』ことが掲載されたことを知っているか。」 

「同勉強会の主催者であるＡ氏やＢ氏が風力発電にかかわらず、自然に手を

入れる行為自体に反対する人物であることを御存じか。」 

② ＡとＢは「同じ岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護運動にも

参画しており、Ｅ法律事務所ともつながりを持っている。」 

③ 「また、大垣市内に自然破壊につながることは敏感に反対する『Ｃ氏』

という人物がいるが、御存じか。本人は、60 歳を過ぎているが東京大学

を中退しており、頭もいいし、喋りも上手であるから、このような人物と

繋がると、やっかいになると思われる。」 

④ 「このような人物とＥ法律事務所との連携により、大々的な市民運動へ

と展開すると御社の事業も進まないことになりかねない。大垣警察署とし

ても回避したい行為であり、今後情報をやり取りすることにより、平穏な

大垣市を維持したいので協力をお願いする。」 

２ 第２回議事録 

第２回の情報交換は、2014 年３月４日午後３時から３時 45 分まで、大垣警

察署別館３階において、「南伊吹風力発電事業の用地交渉進捗について」とい

う会議名のもと、大垣警察からＳ警部、Ｍ巡査長、シーテック社から●●Ｇ

長、●●氏の出席で行われた。 
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この情報交換は、同年２月２日に上鍛治屋自治会が、シーテック社による

測量に伴う自治会の管理地への立入りに反対する総会決議をしたことを受け

て、本件事業用地交渉の進み具合の報告と、上鍛治屋地区からの反対運動を

発生させないための相談をするために行われた。 

この情報交換においては、Ａ、Ｂについての情報がやり取りされている。 

① 「Ｂが、平成 26 年度『Ｅ法律事務所友の会』の役員になった。また、

Ａと交代で友の会役員を行っているようである。風車事業に関して一部法

律事務所に相談を行った気配がある。」 

② 「上石津町役場と相談しながら、具体的な進め方を相談されたらいかが

でしょうか。」 

３ 第３回議事録 

第３回の情報交換は、2014 年５月 26 日午後４時から５時まで、大垣警察署

別館３階において、「南伊吹風力発電事業の用地交渉進捗について」という会

議名のもと、大垣警察からＹ警部（警備課長）、Ｍ巡査長、シーテック社から

●●氏の出席で行われた。 

この情報交換は、2014 年５月に上鍛治屋自治会から大垣市長宛てに風力発

電中止の嘆願書が出されたことから、それへの対処のために持たれた。 

この情報交換においては、Ａ、Ｄについての情報がやり取りされている。 

「Ａは、Ｅ法律事務所の事務局長であるＤと強くつながっており、そこから

全国に広がってゆくことを懸念している。現在、Ｄは気を病んでおり入院中

であるので、即、次の行動に移りにくいと考えられる。今後、過激なメンバ

ーが岐阜に応援に入ることが考えられる。身に危険を感じた場合はすぐに

110 番して下さい。」 

４ 第４回議事録 

第４回の情報交換は、2014 年６月 30 日午後１時 30 分から２時 30 分まで、

大垣警察署別館３階において、「上鍛治屋と（Ｃ）の新たな動きについて」と

いう会議名のもと、大垣警察からＭ巡査長、シーテック社から●●氏の出席

で行われた。 

この情報交換は、同年６月 24 日にＭ巡査長からシーテック社に対し、「（Ｃ）

が風車事業に対して動き出す気配がある」旨の電話があったことから、一之

瀬地区での「風力発電の勉強会」の状況や「（Ｃ）」の動向を確認するために

持たれた。 

① 「Ｅ法律事務所が毎年５月３日（憲法の日）に主催する『西濃憲法集会』

が一息ついたので、風車事業反対活動に本腰を入れそうである。」 

② 「Ｃは、徳山ダム建設中止訴訟を起こした張本人である。反原発・自然

破壊禁止のメンバーを全国から呼び寄せることを懸念している。」 

第３ 本件事案の特性 
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１ 警備公安 

シーテック社と意見交換をしていたのは、大垣署の警備課の警察官であっ

た。 

警備課は公安である。公安は、専ら特定の人や団体の日常行動を監視する

ことを業務としており、犯罪捜査を担当していない。一般市民が認識してい

る警察の活動は、交番、地域の巡回、犯罪捜査など、いずれも一般市民が視

覚的に業務内容を認識し、少なくともある程度は想像できるのに対して、公

安の活動については視覚的に認識することはほとんどなく、想像することす

らできない。警察署や都道府県警察のホームページにも活動内容の広報はな

い。それどころか、警察署員でさえ、公安担当以外の警察官は公安の活動内

容を知らない。警察署の公安担当警察官が収集した情報は、警視庁・道府県

警察本部の警備公安へ、さらに警察庁の警備公安へ報告されるため、県警本

部長ですら公安の活動内容を把握していない。そのため、その仕事ぶりは警

察署組織、都道府県警察組織でチェックを受けることはない。また、起訴す

ることを想定する犯罪を扱うわけではないので、検察官、裁判官、弁護人に

よるチェックが入ることもない。外部からの批判を一切受けない業務は、常

に逸脱の危険を孕んでいる。 

２ 警察からの働きかけ 

通常、市民と警察が接触を持つきっかけは、事件の被害届出や保護を求め

るなど、市民の側から警察に対しての働きかけである。警察は、いつどこで

どのような犯罪が起こるか知らないのであるから、事件の関係者や目撃者な

ど、市民から警察に事案が持ち込まれるのは当然のことである。 

ところが、本件事案はこの点からして異なる。議事録によると、大垣署（警

備課）とシーテック社の意見交換は、シーテック社側から大垣署に依頼して

実現したものではなく、大垣署（警備課）が中部電力に事業情報の提供を求

めるために、大垣署に呼び出す形で始まっている。大垣署（警備課）に呼び

出される前の時点で、シーテック社は大垣署（警備課）に助けを求めていた

わけではなかった。大掛かりな施設を作って新たな事業を始めようとする場

合、周辺の地域住民が生活環境の変化に不安を抱くのは当然であり、これに

対して、新たな事業を始めようとする者が誠意を持って説明し、地域住民に

納得してもらう努力をすべきは必要不可欠の工程である。このようなことは

全国どこでも行われていることであって、警察が関与すべき“事件”ではな

い。しかるに、本件では公安警察が介入してきた。市民生活への警察の過剰

な介入である。 

３ 警備課の情報収集 

大垣署（警備課）がシーテック社に話したＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの経歴等は、そ

の多くが自ら公表している内容であり、ネット上で容易に検索できる内容で

あることからすると、様々な人々がそれらの情報を収集することは、Ａら４
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人が了解していることであり、通常、違法というべきことではない。自分の

経歴や市民活動歴をネット上に公表するのは、自分たちの活動を広く社会に

知ってもらい、その成果を社会で共有し役立ててもらうためである。そして、

一般市民が関心を持ってＡらの活動内容を読んで、賛同したり批判したり疑

問を感じたりすることは、個人の内心形成に関わることである。 

これに対して、公権力が特定の人の個人情報を収集し管理するのは、これ

を分析し、特定の人を評価し、評価にしたがって対応することになる。この

ことは、どのような行政事務においても同様である。自らの職務権限に関係

のない個人情報は、それが公になっているか否かを問わず、収集する必要が

ない以前に、収集する権限がない（個人情報収集の目的制限）。 

公安警察が業務として特定の人々の個人情報を収集することは、個人の内

心形成とは全く異質である。ネット上にある情報であることから、公安担当

の警察官がこれを入手することは簡単にできるが、内心形成のために行って

いるのではない。公安業務に必要という判断に基づいて収集しているのであ

る。そうだとすると、公安担当の警察官が行い得ることは、職務権限によっ

て制約される。公安という職務権限を行使する上で必要な範囲に限られる。

それを越えることは、一般市民には許されていることであっても、公安には

許されない。 

公安担当の警察官が職務として、様々な社会生活を送っている無数の人々

の中から特定の人々を選び出し、その人々の個人情報を収集しているのであ

るから、それは警察（内の公安部門）という公的存在として何らかの意味合

いにおいて社会的に危険な存在として監視対象にしているということであり、

公権力による差別的な扱いを行っているということである。これは法の下の

平等（憲法 14 条）に反する。したがって、Ａらの個人情報を収集、保管、利

用するという差別的な扱いをする合理的根拠の有無が問題になる。 

４ 警察活動の公正中立 

風力発電が新たな電力事業として意義を持っている一方で、自然災害や人

体への悪影響などが懸念されることも事実であることからすれば、公的な立

場は、最初から特定の立場に与するのではなく、様々な意見が十分に交わさ

れ、感情的な対立や誤解が解かれ、よりよい選択肢に向かうよう助力すべき

である。様々な人々の様々な利害を考えなければならないことからすると、

自治体が率先してそのような場を作るべきではないだろうか。少なくとも、

このような役割は、警察（公安）活動ではないし、ましてや、警察（公安）

が最初から一当事者（事業者）の経営方針を進めるために暗に協力するとい

う関わり方は、警察活動の公正中立（警察法第３条）を著しく損なう、極め

て異常な対応である。 

第４ 国家賠償請求訴訟 

2016 年 12 月、Ａら４人は、警備課の活動がプライバシー侵害、表現の自由の
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侵害であるなどとして、岐阜県を被告とする国家賠償請求訴訟を、岐阜地方裁

判所に提起した。被告岐阜県は、Ａらの請求棄却を求めている。 

１ 公安の特性 

通常の裁判では、原告の訴状の請求原因事実に対して被告が明確な認否を

して争点を明確にし、争点の立証責任を負う側が立証できるかできないかに

よって裁判の帰趨は決まる。これは実質警察相手の国賠訴訟であっても同じ

である。ただ、警察の捜査費裏金会計帳簿のように警察の組織的不正が問題

になる事案では、当該会計帳簿（の写し）について認否をしない。 

これに対して、公安警察が実質的に被告になっている場合には、様相が全

く異なる。自分たちの活動を知られてしまうことになる事実については、訴

訟追行上有利不利を問わず、認否をしないのである。目の前の裁判の勝ち負

けより、自分たちの日常活動を知られることだけは何としても回避しなけれ

ばならないという、明確な価値判断が働いている。 

全イスラム教徒監視事件国賠訴訟（本節第１項）では、ネット上に漏えい

したデータが警視庁（公安）で管理していたものかどうかが争点になってい

たが、東京都（警視庁）は裁判上終始明確な認否を回避し続けた。 

２ 本件の場合 

本件の場合も、被告県（岐阜県警）は公安の活動内容に関する事実につい

ては、認否を回避している。 

３ 共謀罪“捜査”に対する国賠訴訟 

共謀罪被疑事件に関する任意捜査は、共謀が実際に行われる以前に開始さ

れる可能性が高い。準備行為も開始していない場合もあるであろう。そのよ

うな時点での捜査は、通常の捜査と異なり、まだ具体的に特定できる犯罪は

存在しないから、犯罪でない行為をしている人々を捜査対象にすることにな

る。それはまさに本件におけるＡらと同じ立場である。 

共謀罪の大量制定は、これらが警察実務において積極的に活用されるかど

うかによって、従来の刑事警察の活動の在り方を一変させるか、あるいは徐々

に公安警察化させてゆく可能性がある。 

そうだとすると、その人々が国賠訴訟を起こした場合も、被告都道府県（実

質は都道府県警察）は、捜査活動の事実について具体的に主張しないどころ

か、認否さえしない可能性が高い。しかも、従来、実質的に警察を被告とす

る国賠訴訟では、ほとんどの場合、警察側が勝訴して来ている実情があるこ

とからすると、裁判所が被告の訴訟対応に理解を示し、被告側を勝訴させる

可能性が大いにある。そうなると、せめて法廷で事実経過を明らかにして警

察活動の在り方を批判し牽制しようすることさえできず、国賠訴訟を起こす

意味がほとんどなくなる可能性がある。 
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第３項 自衛隊情報保全隊による情報収集活動 

第１ 事件の概要 

１ 2007 年６月６日、日本共産党は、陸上自衛隊情報保全隊（現在、自衛隊

情報保全隊に組織改定されている）作成の内部文書の写しとして、「情報資料」

と題する文書５件（以下「文書１」という）と「イラク自衛隊派遣に対する

国内勢力の反対動向」と題する文書６件（以下「文書２」という）を公表し

た。 

文書１は、東北地方における自衛隊のイラク派遣に反対する活動、マスコ

ミ動向等に関し、発生年月日、発生場所、関係団体、関係者、内容、勢力等

をまとめ、一部活動については「反自衛隊活動」等と題してまとめたもので

あり、作成者として東北方面情報保全隊長が記載されていた。 

文書２は、日本国内における自衛隊のイラク派遣に反対する活動等に関し、

名称、行動形態、年月日、時間、場所、動員数、行動の概要、備考等をまと

め、一部活動については写真等を掲載したものであり、作成者として、情報

保全隊が記載されていた。 

２ 防衛省は、自衛隊を管理及び運営等し、また、その所掌事務として、自

衛隊の行動、組織及び装備等に関する事務に必要な情報の収集整理に加え、

所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこととされるところ、自衛隊内

に設置される情報保全隊は、情報保全隊本部のほか、本部付情報保全隊及び

東北方面情報保全隊を含む５つの方面情報保全隊により構成され、自衛隊の

施設等の情報保全業務（秘密保全、隊員保全、組織・行動等の保全及び施設・

装備品等の保全並びにこれらに関する業務）のために必要な資料及び情報の

収集整理及び配布を行うこととされている（自衛隊法 23 条、同法施行令 32

条、陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令２条１号、３条、４条、17 条、別表）。 

３ 文書１及び文書２に記載された活動等に参加した原告ら 107 名は、自衛

隊のイラク派遣に反対する活動等を監視され、情報を収集されたことにより、

精神的苦痛を受けたとして、被告の国に対し、人格権に基づく今後の一切の

表現活動に対する情報保全隊による監視等の差止めと、慰謝料の支払いを求

めて提訴した。 

第２ 裁判所の判断 

１ 第１審（仙台地判 2012 年３月 26 日（判時 2149 号 99 頁）最高裁判所ホ

ームページ、http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=82156）

は、原告のうち５名について、自衛隊情報保全隊によって、表現活動の監視

による情報収集等が行われていたことを認めた。 

情報収集の適法性については、自己の個人情報を正当な目的や必要性によ

らず収集あるいは保存されないという意味での自己の個人情報をコントロー
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ルする権利は、法的に保護に値する利益として確立し、これが行政機関によ

って違法に侵害された場合には、国は、そのことにより個人に生じた損害を

賠償すべきであるとした上、原告５名については、氏名、職業に加え、所属

政党等の思想信条に直結する個人情報を収集しているのであって、これら各

原告は、情報保全隊により、人格権を侵害されたということができるとした。 

そして、行政機関がする情報収集等につき一律に個々の法律上の明文規定

が必要とまでは解されないが、組織規範は、情報収集等が可能な範囲を画す

るものにすぎず、積極的に情報収集等の目的、必要性等を基礎付けるもので

はないから、情報収集等の目的、必要性等に関して被告の国から何ら具体的

主張のない本件においては、原告らが適法性を否定する事情として主張する

事実の存否について判断するまでもなく、情報保全隊がした情報収集等は違

法と見るほかないとした。 

２ これに対し、控訴審（仙台高判 2016 年２月２日（判時 2293 号 18 頁））

は、一般的に公になっていなかった本名及び職業などの情報が収集された１

名について、プライバシーにかかる情報の収集・保有は違法と認めたが、そ

の余の原告についての情報収集は適法であるとの判断を下した。 

まず、行政機関が行う情報収集活動について、常に個々の法律上の明文規

定が必要とまでは解されず、自衛隊の施設等の情報保全業務のために必要な

資料及び情報の収集整理および配布を行うこととされている情報保全隊にお

いて、収集の対象となる情報に個人に関する情報が含まれるとしても、その

ゆえをもって直ちに個人の人格に関する権利利益が侵害されたということは

できず、その法令上の根拠が明らかでないことから、直ちに、その収集行為

が当該個人に対する関係で違法であるということはできないとした。 

そして、情報の収集行為が原告らとの関係において違法性を有するかどう

かの判断に当たっては、情報収集行為の目的、必要性、態様、情報の管理方

法、情報の私事性、秘匿性の程度、個人の属性、被侵害利益の性質、その他

の事情を総合考慮する必要があるとし、①イラク派遣の遂行、その他の責務

を与えられていた自衛隊が、その施設、隊員等を保全するという目的で、そ

の業務の遂行に影響を与える可能性のある行為として派遣反対活動全般につ

いて情報を収集する必要性があると判断したことは相当の理由があったとい

うべきであり、その目的からすれば、派遣反対活動そのものの情報収集が主

眼であり、特定の個人に関する情報をことさら収集することを目的としてい

たものとは考え難いこと、②情報収集に当たり、何らかの有形力や強制力を

行使するような態様で情報収集はせず、個人に関する情報については公開さ

れているものから収集し、外部からの働きかけ等を行う人物を特定し、自衛

隊への影響を判断した上で必要最小限度の個人情報を収集していること、③

収集した情報は、目的達成に必要な短期間の保有が予定され、その間目的外

使用や漏えいがされないように管理されていること、④被侵害利益等につい

て、プライバシー権は人格権の一つとして、不法行為上、法的保護に値する
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ということができるが、自ら公開の場所で行った活動、それ自体の情報につ

いては秘匿性に乏しく、特別の事情のない限り法的保護の対象とはならない

というべきである、などとして、情報保全隊による情報収集は、その情報の

中に個人に関する情報が存在するとしても、そのことだけから直ちに違法性

を有するものとはいえないとした。 

もっとも、氏名、職業、住所、生年月日、本籍、学歴、所属団体、所属政

党、個人の交友関係などプライバシーにかかる情報については、収集に当然

一定の限度があるべきであり、必要性が認められても、その程度も考慮の上

で、収集態様等によっては違法性を有する場合があり得るとし、一般的に公

になっていなかった本名及び職業などの情報が収集された１名について、プ

ライバシーにかかる情報の収集・保有は違法とした。 

３ 高裁判決のうち、国の敗訴部分については、国が上告しなかったため、

上記高裁判決が確定した。 

また、最高裁判所第二小法廷（鬼丸かおる裁判長）は、2016 年 10 月 26 日、

原告 75 名の上告棄却・不受理の決定を言い渡し、高裁判決が確定した。 

 

第３節 監視を許容・拡大する法制度 

第１項 公安警察の活動に対する不十分な法規制 

前記のイスラム教徒監視事件及び大垣警察署による市民監視事件によって、公

安警察が広範に国民を監視し、様々な個人情報を収集していたことが明らかとな

った。しかし、現在、公安警察が、どのような場合に、いかなる情報を収集する

ことができるかを、明確に規定した法律は存在しない。 

イスラム教徒監視事件において、裁判所は、公安警察による国際テロ防止を目

的とした情報収集は、警察法２条１項において犯罪の予防をはじめとする公共の

安全と秩序の維持を責務とされている警察にとって必要な活動であるとしている。

警察法２条１項は、警察の責務として、「警察は、個人の生命、身体及び財産の

保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共

の安全と秩序の維持に当たることを持ってその責務とする。」と定めるが、この

規定は、「公共の安全と秩序の維持」の行政事務を警察機関に委ねるという組織規

範にすぎず、許容される監視や情報収集の範囲・方法が定められておらず、警察

機関に対して監視や情報収集の権限を与える根拠規定とは認められない。犯罪捜

査の端緒としての職務質問が、当該条項ではなく、警察官職務執行法を根拠とし

て正当化されるのと同様である。 

また、「公共の安全と秩序の維持」という目的概念自体、そのままでは漠然とし

すぎており、適法な情報機関の活動範囲を画する機能がない。 

現状においては、適法に活動している政治団体、市民団体、果ては政党に対し

てまでも、膨大な税金と多数の人材を投下して、監視活動が日々行われている。 
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公安警察のこのような監視行為は、対象者のプライバシーを侵害するとともに、

直接対象となっていない市民の思想良心の自由、表現の自由に対してさえ萎縮効

果を及ぼすものであり、民主主義社会に対する脅威と言うべきものであって、絶

対に許容されないと言うべきである。 

 

第２項 その他情報機関に対する不十分な法規制 

前記の自衛隊情報保全隊の事件によって、情報機関が行政目的で国民を監視し、

様々な個人情報を収集していたことが明らかとなった。 

しかし、現在、情報機関が、どのような場合にいかなる情報を収集することが

できるかを明確に規定した法律は存在しない。 

陸上自衛隊情報保全隊による情報収集活動について、裁判所は、行政機関が行

う情報収集活動について、常に個々の法律上の明文規定が必要とまでは解されな

いとし、情報収集の適法性を総合的に判断している。 

しかしながら、民主主義社会において、適法な表現活動を行っている主権者の

行動を、正当な理由なしに監視することは、あってはならない事態である。した

がって、公安警察以外の情報機関においても、法律により、どのような目的にお

いてどのような監視活動が許されるかを明確に限定し、それを超えた活動がなさ

れていないかを、行政機関から独立した第三者機関によって監督すべきである。 

 

第４節 公安警察等情報機関への規律について 

第１項 国内学説からの提言 

第１ はじめに 

行政機関が行う情報収集活動が、プライバシーなどの憲法上の権利との関係

で正当化されるのかは、①法律上の根拠の有無や規範の明確性などの形式的側

面と、②比例原則の遵守などの実質的側面の両面で問題となる。 

学説では、①と②の両面で正当化条件が満たされることを要求し、とりわけ

①が満たされない場合には直ちに違憲となるとする立場が有力である（小山剛

『「憲法上の権利」の作法（第３版）』102 頁以下（尚学社、2016 年））。 

この考え方から、少なくとも以下の提言が可能である。 

 

第２ 提言 

１ 法律上の根拠の必要性 

行政法では、ある種の行政活動を行う場合には、事前に法律でその根拠が

規定されていなければならないとされている。これを「法律の留保」の原則

という。この原則は、国会を唯一の立法機関と定めた日本国憲法 41 条を具体
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化したものとみることができ、国会のみが規律することのできる事項を画定

し、国会と行政府との機能分担を明確にしようとするもので、権力分立の原

則を基礎としている。また、この原則は、一定の行政活動について、国民代

表からなる議会の事前承認を義務付けることによって、国民の権利自由を保

護するという自由主義の思想に基づいている（宇賀克也「行政法概説Ⅰ（第

４版）」28 頁（有斐閣、2011 年））。 

どのような行政活動に法律上の根拠が必要となるのかに関しては、多くの

学説があるが、国民に義務を課したり、国民の権利を制限する侵害的な行政

作用について、法律の根拠が必要であることに争いはない（侵害留保説）。現

在は、侵害留保説を拡張し、権利を制限したり義務を課したりするわけでは

ないが、国民に重大な不利益を及ぼしうるものについても、法律の根拠を要

請し、また、民主主義や国会審議の公開性の観点から、行政組織の基本的枠

組みや、基本的な政策・計画、重要な補助金等について法律の留保が必要で

あるとする考え方（重要事項留保説）が有力となっている。 

行政組織による監視及び情報収集は、国民のプライバシー権や自己情報コ

ントロール権等を侵害するおそれのある行為である。また、収集した個人情

報が目的外で利用されると、国民の基本的人権に対する重大な侵害が生じる

おそれがある。したがって、行政組織による監視及び情報収集は、「法律の留

保」の原則についていかなる考え方をとったとしても法律の根拠が要求され

る行為であり、行政機関に対して監視及び情報収集の権限を付与する法律の

存在を厳格に要求すべきである。 

２ 規範の明確性・特定性（規律密度） 

１で述べたとおり、行政機関が監視及び情報収集を行うためには、法律の

根拠が必要である。もっとも、監視及び情報収集を行うことを認める法律が、

形式的に存在すれば足りるというわけではない。 

すなわち、「法律の留保」は、行政活動について国民に予測可能性を与える

とともに、国民代表議会の統制により国民の権利利益を保護する機能を果た

すことを意図したものであり、その目的を達するのに必要な詳細さ（規律密

度）で規律することが求められる（前掲宇賀 35 頁）。また、事後的な権利救

済を実現するためにも、規範の明確性・特定性が必要である。 

行政機関による監視及び情報収集については、どのような目的で、いかな

る場合に、どのような方法で監視や情報収集を行うのかについて、法律で詳

細に規定し、国民の予測可能性を確保し、後述の第三者機関や裁判所による

救済を可能とする必要がある。 

３ 第三者機関による監督と知る機会の制度的保障 

行政機関による監視及び情報収集について、法律の根拠が存在し、規範の

明確性・特定性が確保されたとしても、違法な監視や情報収集が行われる可

能性がある。しかし、監視や情報収集は、国民に気付かれずに行われること
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が多く、違法な行為が行われたとしても内部告発や行政情報の流出などがな

ければ、明るみに出ることはほとんどない。 

国民の基本的人権を保障するためには、恒常的に行政機関による監視及び

情報収集を監督し、違法行為を抑制するとともに、簡易迅速に救済を図る第

三者機関の存在が必要不可欠である。 

また、個々の国民が、いつ、どのような方法で、どのような自己の個人情

報が収集されたのかを知る機会がなければ、違法な行政行為によって基本的

人権を侵害された国民が救済を求めることはできない。したがって、第三者

機関による恒常的な監督とともに、国民が事後的救済を求めることを容易に

するために、行政機関による監視及び情報収集の状況を知る機会を制度的に

保障する必要がある。 

４ 結語 

以上述べてきたとおり、日々拡大する行政機関による監視及び情報収集に

歯止めをかけ、プライバシー権や自己情報コントロール権などの国民の基本

的人権を保護するためには、どのような目的で、いかなる場合に、どのよう

な監視又は情報収集が可能かを明確に規定した法律を制定するとともに、行

政活動を日々監督する第三者機関を設置し、行政機関による監視及び情報収

集の状況を国民が知る機会を制度的に保障することが必要である。 

 

第２項 国際的知見に基づく提言 

情報機関に対する監督は、我が国においては極めて乏しいものしか存在しない。 

したがって、国際的知見を紹介するとともに、これらの考え方を基にした提言

を検討する。 

第１ 国連テロ対策特別報告者の報告書 

マーチン・シャイニン氏（Martin Scheinin）は、欧州大学院大学学長であり、

1997 年から 2004 年まで国連自由権規約人権委員会委員、2005 年から 2011 年ま

で国連テロ対策と人権及び基本的自由の促進・保護特別報告者として活動して

きた。 

その中で、国家機関による監視と市民のプライバシー保護との適切な調整に

関する調査報告が公表されている。 

同氏による、国連の特別報告者として公表された報告書（2010 年５月 17 日付

け「諜報機関がテロ対策を実施しつつ人権を尊重するための法的・組織的枠組

み及び対策に関するグッド・プラクティスのまとめ－諜報機関に対する監督を

含む」国連文書記号：Ａ/ＨＲＣ/14/46）は、以下のように 35 のグッド･プラク

ティスを列記している。 

 
Ａ． 使命及び法的根拠 
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１．諜報機関の提供する役務は、国家安全保障及び法の支配の維持に重要な

役割を果たしている。その主要な目的は、政策判断者や他の公的機関によ

る国家安全保障目的の措置を補助するための情報収集、分析、頒布にある。

国家安全保障は、人々とその人権を保護することを含む。 

２．諜報機関が負う使命は、公の（誰でも見られる）法律によって、必要な

範囲内で正確に定義されていなければならない。使命は、公の立法又は国

家安全保障の政策に概要の定められた正当な国家安全保障の利益を保護

することに厳格に限定されており、諜報機関が対応すべき課題となる安全

保障に対する脅威が特定されている。その脅威にテロリズムが含まれてい

る場合、テロリズムの用語は必要な範囲内で正確に定義されている。 

３．諜報機関の能力と権限は、国内法によって明確かつ網羅的に定義されて

いる。諜報機関は、自らに与えられた目的のためだけに能力を行使するこ

とが求められる。特に、テロリズムに対抗する目的で諜報機関に与えられ

た能力は、そのためだけに用いられなければならない。 

４．すべての諜報機関は、憲法及び国際人権法に準拠し、公の法律を通じて

設置され運営される。諜報機関は、国内法に規定された活動のみを、同法

にしたがって開始し、あるいは開始するよう指示される。公にされない下

位規則の利用は厳格に限定され、そのような規則は、公の法律の授権によ

るものであって、法律の範囲内のものでなければならない。公にされてい

ない規則は、人権を制約する活動の根拠とはならない。 

５．諜報機関は、憲法又は国際人権法に違反する行動をとることを明示的に

禁止される。これらの禁止は、国内だけでなく海外での活動にも及ぶ。 

Ｂ． 監督機関 

６．諜報機関は、公の法律によって指名と権限が定められる内部、行政府、

立法府、司法府及び特別の監督機関の組合せによって監督されている。諜

報機関監督の効果的なシステムには、諜報機関及び行政府のいずれからも

独立した少なくとも一つの民間組織が存在することが含まれる。 

７．監督機関は、その使命を達成するために、完全に制限なく情報及び職員、

施設にアクセスができ、自ら調査を開始し実施する能力、資源及び専門性

を有している。監督機関は、証人からのヒアリング、文書その他の証拠を

入手するにあたり、諜報機関と法執行機関から完全な協力を受けることが

できる。 

８．監督機関は、業務遂行中にアクセスする機密情報と個人情報を保護する

ために、すべての必要な措置を採ることができる。監督機関のメンバーが

そのような措置に違反した場合については、罰則が規定されている。 

Ｃ． 不服申立て及び効果的救済 

９．諜報機関によって自己の権利を侵害されたと考える個人は、裁判所又は

監督機関、あるいはオンブズマン、人権委員若しくは国内人権保障機関な

どに不服申立てができる。諜報機関の違法な行為によって影響を受けた個

人は、被った損害の完全な賠償を含む、効果的な救済を提供できる機関に
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頼ることができる。 

１０．諜報機関の活動に起因する不服申立てや請求の効果的救済処理に責任

を有する機関は、諜報機関や政治的行政機関から独立している。そのよう

な機関は、すべての関連する情報への完全で制限のないアクセス権を有し、

調査を行うために必要な資源及び専門性を有し、拘束力のある命令を出す

権限を有する。 

Ｄ． 公平性及び無差別 

１１．諜報機関は国家の管轄内にいるすべての個人の人権及び基本的自由の

促進及び保護に貢献する方法で職務を遂行する。諜報機関は、性別、人種、

皮膚の色、言語、宗教、政治その他の意見、国又は社会的出自その他の地

位に基づいて個人又は団体を差別しない。 

１２．国内法は、諜報機関が、政治的活動又は特定の政治団体、宗教団体、

言語集団、人種、社会及び経済グループの利益を促進若しくは保護する活

動に携わることを禁止している。 

１３．諜報機関は、合法的な政治活動その他合法的な結社の自由、平和的集

会や表現の表明をターゲットとして、その能力を利用することを禁止され

る。 

Ｅ． 諜報機関に対する国家の責任 

１４．国家は、その国の諜報機関、諜報部員、雇用した民間事業者の活動に

ついて、その活動の場所がどこであれ、国際的に誤った行為による被害者

が誰であれ、国際的に責任を負う。それゆえ、行政府が、行政機関の統括

的な指揮及び責任を行使できるように手段を講ずる。 

Ｆ． 個人の責任及び説明責任 

１５．憲法、立法及び国際犯罪法が、他の公務員に適用されるのと同様に、

諜報機関のメンバーにも適用される。通常であれば国内法違反になる行動

を諜報機関が許容される例外は、厳格に制限され、法律に明確に規定され

ている。これらの例外は、国際法又は国家の人権上の義務における確定的

な規範違反を許容してはならない。 

１６．国内法又は国際人権法に違反し又は違反するであろう行為を命じた諜

報機関のメンバーあるいは諜報機関のために行動した個人に対する刑事

上、民事上その他の制裁については、国内法が規定している。 

１７．諜報機関のメンバーは、国内法又は国際人権法に違反する上司からの

命令を拒否する法的義務を負う。そのような状況で命令を拒否した諜報機

関のメンバーには適切な保護が与えられる。 

１８．諜報機関のメンバーが不正行為の報告をするための内部手続が存在す

る。内部手続が不適切と判明した場合には、不正行為を完全に調査して取

り組むために必要な情報にアクセスできる独立機関が補完的に存在する。

誠実に行動して不正行為を報告した諜報機関のメンバーは、いかなる形式

の報復措置からも法的に保護される。メディアや公衆に広く開示する場合

でも、それが最後の手段で重要な公衆の関心事にかかわる場合には、それ
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らの保護は及ぶものとする。 

Ｇ． 専門性 

１９．諜報機関及びその監督機関は、法の支配及び人権の尊重に基礎を置い

た専門的な組織文化を促進する。特に、諜報機関は、そのメンバーに対し、

国際人権法を含む国内及び国際法の関連条項について訓練する責任を負

う。 

Ｈ． 人権の保障措置 

２０．人権及び基本的自由を制限する諜報機関による措置は、以下の基準を

遵守している 

(a) 国際人権の標準に準拠しており、公の法律に定められている 

(b) それらのすべての措置が、諜報機関の法的に規定されている使命を達

成するために真に必要である 

(c) とられる措置は目的と比例していなければならない。それゆえ、諜報

機関は、人権を最も制約しない方法を選択する必要があり、すべての手

段につき、個人、特に不正行為の嫌疑がない個人の権利に与えるマイナ

スの影響を最少にするよう特別の注意を払う必要がある 

(d) 諜報機関がとる措置が、国際人権法において確定的な規範又は人権の

本質に違反しない 

(e) 人権を制約する手段の利用を許諾し、モニターし、監督する明確で包

括的な仕組みがある 

(f) 諜報機関によって権利を制限された個人は、独立機関に不服申立てを

し、効果的な救済を受けられる 

Ｉ． 諜報活動における情報収集 

２１．国内法が、次の各項目の概要を規定している：諜報機関の利用できる

情報収集手段の種類；諜報活動による情報収集が認められる目的；諜報に

よる情報収集の対象となる人と活動のカテゴリー；収集手段の利用を正当

化するために必要な嫌疑の基準；収集手段の利用が認められる期間の制

限；及び収集手段の利用の許諾、監督及びレビュー手続。 

２２．諜報活動による情報収集が人権に重大な制約を課す場合、それは、少

なくとも一つの諜報機関外部で独立した組織によって許可され監督され

なければならない。この組織は、そのような収集方法の見直し、停止又は

中止を命じる権限を有する。人権に重大な制約を課す諜報活動による情報

収集は、複数の許可手続を経て行われる必要があり、それは、諜報機関内

における承認のほか、政府高官及び諜報機関と行政府から独立した組織を

含んでいる。 

Ｊ． 個人データの管理及び利用 

２３．公の法律が、諜報機関の保有できる個人データの種類並びに個人デー

タの利用、保有、消去及び開示に適用される基準の概要を示している。諜

報機関は、その使命を達成する目的のために真に必要な個人データを保有

することが許される。 
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２４．諜報機関は、保有している個人データの関連性及び正確性につき定期

的なアセスメントを実施する。諜報機関は、不正確、又は諜報機関の使命、

監督機関の業務若しくは生じうる法的手続にもはや関連しないと評価さ

れた情報を、消去するかアップデートすることを法律上要求される。 

２５．独立した機関が諜報機関による個人データの利用を監督するために存

在する。この機関は、諜報機関が保有するすべてのファイルにアクセスす

ることができ、関連する個人に情報を開示すること及びファイルやそこに

含まれる情報を廃棄することを命じる権限を有する。 

２６．個人は、諜報機関が保有する自己の個人データへのアクセスを求める

可能性を有する。個人は、この権利を、関連する機関又は独立したデータ

保護機関若しくは監督機関を通じて要求することによって行使できる。個

人は、自己のパーソナルデータに含まれる誤謬を訂正する権利を有する。

この一般的ルールに対する例外は、法律に明記され、諜報機関が使命を達

成するために厳格に限定され、比例し、必要なものでなければならない。

個人データを開示しない判断については、独立した監督機関に対し正当の

理由を示すことが諜報機関の義務である。 

Ｋ． 逮捕及び身柄拘束する権限の利用 

２７．諜報機関は、法執行機関としての機能を果たす使命を課されていない

場合には逮捕及び身柄拘束をする権限を認められない。逮捕及び身柄拘束

の使命を有する法執行機関が有する権限と重複する場合には、諜報機関は

逮捕及び身柄拘束の権限を付与されない。 

２８．諜報機関が逮捕及び身柄拘束の権限を有する場合、それは公の法律に

基づいている。これらの権限の行使は、個人が特定の犯罪を行ったか、行

おうとしている合理的疑いがある場合に制限される。諜報機関は、単に諜

報活動による情報収集目的で人の自由を奪うことは認められない。諜報機

関による権限の利用並びに逮捕及び身体拘束は、法執行機関によるそれら

の利用に適用される監督と同じ程度の監督に服するものとし、それは、自

由を奪う場合における合法性の司法審査を含む。 

２９．諜報機関が逮捕と身柄拘束の権限を有する場合、自由及び公正な裁判

を受ける権利並びに拷問及び非人間的及び品位を落とす取扱いの禁止に

関する国際人権の標準を遵守しなければならない。これらの権限を行使す

る際、諜報機関は、国際的な標準、とりわけ、「あらゆる形態の抑留また

は拘禁のもとにあるすべての者の保護のための諸原則」、「法執行官のため

の行動綱領」、「法執行官による力および火器の使用に関する基本原則」に

規定された標準を遵守する。 

３０．諜報機関は、自己の身柄拘束施設を運営することや、第三者が運営す

る非認可の拘束施設を利用することは認められない。 

Ｌ． 諜報機関間における情報共有及び協力 

３１．同一国又は外国の諜報機関相互における機密情報の共有は、共有する

情報、共有する機関、機密情報の交換に適用される保障措置を含む情報交
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換の限界について概要を定めた国内法に基づいている。 

３２．国内法は、情報共有の根拠となる契約や都度の情報共有の権限を与え

る過程について概要を定めている。海外との情報共有契約と人権に重要な

影響を与えかねない情報共有には、行政の承認が必要とされる。 

３３．情報共有のための契約締結や都度の情報共有に先立って、諜報機関は、

相手方の人権やデータ保護に関する履歴のほか、相手方を統制している法

的保障措置や組織的コントロールについて調査する。情報を交付する前に

は、共有する機密情報が受領者の使命に関連していること、あわせて、交

付する条件に合致した方法で利用され、人権を侵害する目的で利用されな

いことを確認する。 

３４．独立した監督機関が、情報共有の取り決め及び海外の諜報機関に送ら

れた情報を精査することができる。 

３５．諜報機関は、海外の諜報機関の援助を受けることで、国内の法的基準

や自己の活動に対する組織的コントロールを迂回することを、明確に禁じ

られている。海外の諜報機関による活動を国により要求された場合、自己

に適用されるのと同一の法的基準をその機関に遵守させることが求めら

れている。 

また、マーティン・シャイニン氏は、諜報機関の役割と諜報機関に対する監

督という問題に焦点を当てた 2009 年２月４日付け報告書（国連文書記号：Ａ/

ＨＲＣ/10/3）を出しており、同報告書では、各国の立法機関に対して、次のよ

うに勧告をしている（以下の「Ｂ」、「65」以下の数字は、それぞれ同報告書中

の記号をそのまま移記している）。 

 

Ｂ 勧 告 

 

立法議会に対し 

６５．特別報告者は、プライバシーの権利、家族、住居又は通信に対する諜

報機関による干渉は、特に明確で、安全に対する脅威と比例がとれ、濫用

に対する効果的な歯止めを伴った法律の条文によって権限を付与されて

いなければならない旨勧告する。 

６６．諜報及び保安活動に伴うデータの保存及び利用は、国内の法的基礎を

持つものでなければならず、その効果に関して予見可能であり、公共の利

益に照らして精査されるものでなければならない。その法律は、また、ど

のくらいの期間情報を保有できるか、どのような目的に利用できるか、誰

がその情報にアクセスできるか、を有効にコントロールできる規定を置い

ていなければならず、情報処理における国際的データ保護の原則を遵守し

たものでなければならない。そのようなルールの遵守を確保するため、外

部の独立した者を含んだ監査の手続がなければならない。 

６７．また、特別報告者は、私企業が政府機関にデータを提供するにあたっ

ての権利及び責任を明確にした法制を取り入れることを勧告する。 
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６８．議会の監視委員会、特設の議会の調査委員会、王立委員会等は、国内

における監視機能を全うできるよう、広汎な調査権限を持ち、行政部や機

関の公文書、記録、敷地及び施設へのアクセスが可能であるべきである。

これらの委員会は、国内の機関と特定の州や部局との関係、特定の事案に

関する外国の協力部局との全ての情報交換を予防的に調査することもで

きなければならない。調査の後、これらの委員会は、行政部に対する秘密

の報告書と公に公開できる別の報告書とを同時に作成しなければならな

い。 

６９．特別報告者は、諜報機関は法執行機関の機能を果たすべきではないと

する「テロ対策、テロリズム及び人権に関する高名な法律家達」の勧告を

支持する。濫用の潜在的可能性にもかかわらず、もし、諜報機関に逮捕、

勾留及び尋問の権限が付与される場合、厳密で効果的な文民統制を受け、

国際人権法を完全に尊重するよう運用されなければならない旨特別報告

者は主張する。 

７０．インテリジェンスによる協力は、人権保障を含む法律及び透明性のあ

る規則によって明確に統制され、厳格に定められた慣例（適切な「出来事

の記録」を伴うこと）によって権限が付与され、議会又は専門家の機関に

よって管理又は監督されていなければならない。 

第２ ドイツにおける情報機関への規律 

１ ９．11 テロ後の監視と自由に関する法制 

(1)  はじめに 

2007 年に行われた第 50 回人権擁護大会シンポジウム「市民の自由と安全を

考える－９．11 以降の時代と監視社会－」において、監視が進む世界の中で

自由を確保するために努力しているドイツの制度について調査が行われた。

その結果が、更にまとめられた 2008 年の状況までを振り返る。 

ドイツには、首相府に属し、外国情報を中心とした安全保障上重要な情報

の収集を任務とする連邦情報局（ＢＮＤ）、内務省の下部組織であり、自由で

民主主義的な憲法秩序に反する組織の監視を任務とし、ドイツ国内の過激組

織に関する情報収集を行う憲法擁護庁（連邦及び州に存在）、連邦軍の一部局

で、軍隊内での諜報活動に従事する軍事諜報局（ＭＡＤ）という３つの情報

機関が存在する。 

また、ドイツでは 1976 年にテロリズム団体結成の罪（刑法典 129ａ条）が

定められ、その目的または活動が、謀殺、故殺、民族謀殺、自由の剥奪、人

身奪取等を行うことに向けられた団体を設立したり、これに構成員として参

加したり支援したりしたものを処罰することとされていた（「テロリズム」を

事前に積極的に定義付けることにより、明確な限定を試みようとするもので

ある）。 

９．11 テロ以後、テロ対策法制は大幅に拡大した。例えば、９．11 テロの

直後に提出され成立したものとして、航空当局がテロリスト審査のため、警
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察・刑事訴追官庁・情報機関から情報収集できるようにされた航空交通信頼

性審査令がある。 

テロ対策法制は、テロリズム団体の関係者が、長期にわたりドイツで合法

的な生活を送っている場合があるため、テロリズムを未然に防止するために

は、具体的危険が発生する前の段階から不審者情報を収集し、対処する必要

があるという考え方に立脚している。 

(2)  テロ対策法 

2002 年１月１日に発効したテロ対策法は、テロ対策のための総合法で、主

な内容は、以下のとおりである。なお、３つの情報機関と連邦刑事局に関す

る規定、基本法 10 条関係法及び安全性審査法に関する規定は、緑の党の強い

要求により５年間の時限法とされた。 

憲法擁護機関と軍事諜報局の任務に、「国際協調の思想に反する活動」につ

いての情報の収集及び評価が加えられた。連邦憲法擁護庁は、金融機関、航

空交通サービス、電気通信事業に関するデータ（電話やメールの日時、携帯

電話の発信位置情報などであり、通信内容は含まれない）の入手が可能とな

り、軍事諜報局と連邦情報局には、これらの一部の活動が認められた。なお、

これらの権限行使には、基本法 10 条審査会の審査を要する。 

外国人の庇護手続に際しての情報収集が強化された。外国人に関し、宗教

上の所属に関するデータの蓄積、その具体的危険がない場合での伝達、すべ

ての外国人登録簿データの検索、査証データファイルの伝達などが認められ

た。 

パスポートや身分証明書に記載される個人情報の範囲が拡充され、指紋・

虹彩等を取り入れることが可能になった。 

実際に、2005 年 11 月１日から、パスポートに生体認証が導入された。これ

はＥＵ法の国内施行だが、ドイツでは、行政当局が指紋情報を保存しないこ

ととしている。 

(3)  テロ対策補充法 

2005 年５月 11 日、テロ対策法の時限法部分に関する評価報告書が閣議決定

された。その内容は、「総じて効果を上げており、また、適切なものであった。

恒久化すべきである。」というものであった。しかし、人権ＮＧＯである

Humanistishe Union は、「時限法の有効性評価は、連邦内務省の単なる事例集

にすぎず、第三者評価が欠落していた。」と批判している。 

2007 年１月 11 日に発効したテロ対策補充法は、主に以下の内容である。 

①テロ対策法の中で、期限付の規定は、さらに５年間延長される。②連邦

憲法擁護庁の持つ、金融機関、航空交通サービス、電気通信事業に関する情

報収集権限が、民族的煽動や軍事行動などに関する国内の憲法敵対活動に対

する任務においても許容される。③連邦情報局と軍事諜報局の情報収集権限

は、連邦憲法擁護庁の情報収集権限と同種となる。④情報機関は、中央車両

登録簿から車両及び保有者の情報を自動的に呼び出すことができる。⑤情報

機関は、シェンゲン協定による通告の可能性を有する。 
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(4)  反テロデータファイル法 

反テロデータファイル法が、2006 年 12 月１日に成立した。 

連邦刑事局に国際的テロリズムの探索及び撲滅のために、反テロデータフ

ァイルが作成され、そこに関連治安当局の包括的なデータ資料が集積される

こととなった。そして、一定の要件を満たせば、警察がこのデータファイル

にアクセスできることになった。 

(5) テロ対策法制の問題点 

ア 予防国家（監視国家）の形成 

テロ対策法制が進む現状につき、連邦・州データ保護監察官第 72 回会議で

は、以下の批判がなされている。 

「国は、2001 年９月 11 日以降、予防国家へ向かっている。治安当局は、

まだ計画されていない行為の抽象的な可能性を追いかけている。データが

ますます貯蔵され、それによって、嫌疑のない人物が把握されている。テ

ロ対策補充法では、権限はますます拡大され、もはや、テロ容疑者だけに

限定されていない。監視を多くすれば自動的に安全が多くなるというもの

ではなく、常に自由は少なくなる。」 

また、テロ対策補充法が提携を明言しているシェンゲン情報システム（24

か国による国境審査廃止のための「好ましからざる外国人」データベース）

は、ドイツの研究者によって、「どこからでも見ることのできる監視機械」と

厳しく批判されている。 

イ 情報自己決定権等の軽視 

① スクリーニング捜査違憲判決 

大量に個人情報を収集し、データマッチングをして犯人を絞り込むスク

リーニング捜査を、潜伏するテロリストを調べるために、犯罪の具体的嫌

疑がある前の段階で行ったという事件で、2006 年４月４日、連邦憲法裁判

所は違憲判決を出している。 

ノルトライン・ヴェストファーレン州警察が、州法に基づき令状を得て、

ドイツの大学に在籍したことがある、アラブ系男性の、氏名、誕生日、国

籍、宗教、専攻科、閲覧本、集会参加歴などのデータ提供を、官民のさま

ざまな機関に請求した。しかし、要件である連邦又は州の存続や安全に対

する危険は具体的なものでなければならないという要件に鑑みて、具体的

危険がない場合でのスクリーニング捜査を、狭義の比例性に反し、情報自

己決定権違反とした。 

② インターネット秘密監視違憲判決 

連邦憲法裁判所は、2008 年２月 27 日、州憲法擁護庁に対し、技術的手

段を用いた貯蔵メディアに対する内密のアクセスなどのインターネットの

内密の監視等を認めたノルトライン・ヴェストファーレン州憲法擁護法５

条２項 11 号を、基本法２条１項、合わせて１条１項、10 条１項及び 19 条

１項２文に違反し無効とする判決を下した。 

その理由として、一般的人格権には、情報技術システムの信頼と不可侵
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性を求める基本権（ＩＴ基本権）が含まれることを前提とし、情報技術シ

ステム利用の監視や貯蔵メディアの探索が可能な内密へのアクセスが憲法

上許容されるのは、極めて重大な法益に対する具体的危険の現実的根拠が

存在する場合だけであり、その場合も原則として裁判官の令状の留保の下

に置かれるべきであり、中核領域を守る予防措置がとられていなければな

らない等としている。 

③ 自動車ナンバーの自動読み取り違憲判決 

連邦憲法裁判所は、2008 年３月 11 日、ドイツ版Ｎシステムともいうべ

き自動車ナンバーの自動読み取りを違憲とした。 

その理由として、以下の点などが挙げられている。捜査記録と照合する

ことを目的として自動車登録ナンバーを自動的に認識することは、その比

較が即座に行われず、そしてナンバーがその他に利用されないにもかかわ

らず、すぐに痕跡を残さずに削除されない場合には、情報自己決定の基本

権（基本法１条１項と結び付いた２条１項）の保護領域を侵害する。自動

車登録ナンバーを照合する捜査記録について法律上詳しく定義することな

く、単に目的を挙げるだけでは、規範の特定性の要請を満たさない。自動

車登録ナンバーを自動的に認識することは、手がかりもなく行われてはな

らず、網羅的に実行されてはならない。 

ウ 警察と情報機関の分離原則違反 

適正手続の要請が及ぶはずの警察等の捜査機関と、活動の性質上、収集手

続の適法性が厳格に求められていない情報機関の境界が曖昧になっている。

Humanistishe Union の Sven Lüders 氏は、「ケースによっては、秘密情報機

関がグアンタナモで収集した情報による刑事訴追も可能になった。従来なら

公訴提起自体が違法であることから公訴棄却の主張ができたが、今後は、情

報機関から収集したと回答されれば、それ以上の証拠収集過程の違法性の追

及は不可能である。」と指摘する。 

エ 警察と軍隊の分離原則違反 

国家防衛を主たる任務とする軍隊が、テロ防止の名目で警察の権限に接近

し重なり合う傾向がある。2005 年には、航空安全法が改正され、ハイジャッ

クされた航空機が武器として使用されるおそれがあるとみなされた場合には、

連邦軍が撃墜することを認めた。しかし、2006 年２月 15 日、連邦憲法裁判

所により、「ハイジャック機の撃墜によって乗客の生命を奪うことは人間の尊

厳を侵害する行為であり、また、軍をこのような任務に用いることは基本法

の規定に抵触し認められない。」旨の違憲判決が出された。 

オ 国会の機能不全と法の支配 

既に指摘したもののほか、次のように連邦憲法裁判所による違憲判決が複

数出されており、十分な人権配慮なしに進められる立法に対して、法の支配

が機能しているものと考えられる。なお、ＥＵ法とドイツ連邦憲法の規範の

衝突も問題となりつつある。 

① 大盗聴違憲判決（連邦憲法裁判所 2004 年３月３日判決） 

－152－



 
 

1998 年の基本法 13条３項改正は、改正の限界を超えるものではないが、

法律の授権は、人間の尊厳の不可侵性の確保を含むものでなければならな

いとして、絶対的保護領域からの情報収集は許容されないとした。 

② 予防的遠隔通信監視違憲判決（連邦憲法裁判所 2005 年７月 27 日判決） 

「特別に重要な犯罪行為を犯すであろうという想定を正当化する事実が

あるもの」に対する予防的遠隔通信監視を許容したニーダーザクセン州警

察法は、規範特定性及び規範明白性という法治国原則に違反し、違憲とさ

れた（以上につき、武藤糾明「ドイツのテロ対策法制について」（法と民主

主義 2008 年 6 月号）参照）。 

２ 2008 年以後の監視法制とその規律 

(1)  概観 

ドイツでは、1983 年の国勢調査事件判決により、情報自己決定権が憲法で

保障されている。したがって、そもそも個人情報を行政権が収集するに際し

ては、あらかじめそれを許容する法律が存在していなければならない。 

さらに、その法律は、積み重ねられた憲法判例によって、①比例原則及び

明確性の原則によらなければならないこと、②私的生活の中核領域を絶対的

に保護しなければならないこと、③基本権を侵害する措置は、裁判所の命令

や記録の義務、当事者への通知等の手続を必要とすることなどの原則がある。 

テロ対策の必要性を重視して行き過ぎた監視を行う立法がなされた後、連

邦憲法裁判所が違憲判決を下し、修正立法がなされるという動きが現在も積

み重ねられている。 

(2)  通信履歴の保存義務を巡る法制 

2006 年ＥＵデータ保存指令の実施のために、2008 年、テロ防止を目的とし

て通信事業者に対する通信履歴保存義務が最初に導入された。 

ＥＵデータ保存指令は、重大な犯罪の捜査、確認及び訴追のために、一般

国民の通信データ（通信日時、通信開始時の場所、利用者識別番号等）を６

～24 月の間保存することを民間の通信事業者に対して課すための法整備を、

加盟国に義務付けるものであった（ただし、その後の 2014 年の欧州司法裁判

所の違法判断により、当該指令自体が無効とされている）。 

ドイツの法制化は、通信法に 113ａ条（データの保存義務、６か月）及び

113ｂ条（保存したデータの利用）が、刑事訴訟法に 100ｇ条（通信データの

入手）を新設するものであった。保存される通信履歴は、通信の内容ではな

く、主に固定電話、携帯電話、電子メール及びインターネットを利用した際

に把握される端末機の識別番号及び通信が行われた日時である。 

テロ等の犯罪の疑いのない一般市民の通信履歴が国家の監視対象になり、

通信の秘密や情報自己決定権に反すること、保存された通信履歴を組み合わ

せると個人の性格や行動のプロフィールを再構成することが可能となること

などが問題とされ、多くの市民が連邦憲法裁判所に憲法異議を申し立てた。 

2010年３月２日、連邦憲法裁判所は、通信法 113ａ条及び 113ｂ条について、
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データ利用の制限及びデータ保全に関する規定がないことなどから、基本法

10 条１項（信書及び通信の秘密）に抵触し、無効と判示した。また、刑事訴

訟法 100ｇ条１項１文の一部も、対象の犯罪が十分限定的でないとして無効と

された。また、保存された通信履歴の利用は、裁判所による命令及び当事者

への通知を要件としなければならないとした。 

その結果、通信事業者による通信履歴の保存義務は一旦なくなったが、2015

年には、連立与党のキリスト教民主・社会同盟と社会民主党が通信履歴の保

存義務を再導入する法律案を連邦議会に提出し、同年中に制定、施行された。 

改良点として、①電子メールを対象となる通信から外し、保存期間を４週

間又は 10 週間とする、②検察庁への提供が許される重大犯罪が限定列挙され、

警察への提供は人の身体、生命もしくは自由または連邦もしくは州の存立に

とって具体的な危険があることが要件とされ、弁護士、医師等の証言拒否権

を有するもののデータは刑事訴追のために提供されないこと、③刑事訴追の

ための入手には裁判所による命令が必要であり、当事者への通知または代替

措置が必要であるなどの点が挙げられる（以上につき、渡辺富久子「ドイツ

におけるテロ防止のための情報収集－テロ対策データベースと通信履歴の保

存を中心に－」（外国の立法 269 号 24 頁以下（国立国会図書館、2016 年９月））

を参照）。 

３ 情報機関に対する統制 

(1)  はじめに 

ドイツでは、情報機関に対し、上級官庁、会計検査院による行政統制、予

算審議を通じた議会統制、権利を侵害された者の訴えによる司法統制のほか、

連邦議会の元に設置された組織による直接的な監督が採用されている。 

そこでは、情報機関の活動が情報の収集・分析というデリケートな性質を

持ち、情報源の秘匿の要請があるなどの特殊性に基づく機密性の保持の要請

と、国家機関であることから求められる民主主義的統制の実効性の担保を同

時に実現するよう、監督機関を連邦議会に付与し、かつ監督に携わるものを

ごく少数に限定している。 

(2)  議会監督委員会 

1978 年に法制化された、連邦議会に設置された機関であり、各被選期間ご

とに連邦議会議員の中から選出される。選出には、連邦議会議員の過半数の

支持が必要とされる。第 16 立法期（2005 年 10 月～）における委員の数は、

連立与党のキリスト教民主・社会同盟と社会民主党から各３名、自由民主党、

左翼党、90 年連合／緑の党から各１名の合計９名であった。 

審議は秘密とされ、委員は退任後も秘密保持義務を負う。 

情報機関の年次予算執行計画を審議し、予算審議へも関与する。 

連邦政府は、情報機関の活動一般について及び特に重要な事項について、

議会監督委員会に報告を行わなければならない。やむを得ない事由により拒

否する場合は、当該情報機関を所管する連邦大臣等は、議会監督委員会に対
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し、拒否の理由を述べなければならない。 

連邦政府は、議会監督委員会の求めがあった場合には、情報を開示し、情

報機関職員からの事情聴取及び情報機関への訪問を認めなければならない。 

議会監督委員会は、委員の３分の２以上の同意により、専門家に調査を委

嘱することができる。委嘱を受けた専門家は、調査結果を議会監督委員会に

報告しなければならず、また、秘密保持の義務を負う。 

議会監督委員会は、各被選機関の中間と終了時に、連邦議会に対し報告を

行う。 

議会監督委員会は、少なくとも４半期に１回開催される。 

(3)  基本法第 10 条審査会 

ドイツでは、通信の秘密は、基本法（憲法）10 条により、法律の規定に基

づいて制限が加えられる場合を除き、不可侵とされている。そのため、情報

機関がその活動の一環として行う通信傍受や郵便の開封等は、通信の秘密の

過度な侵害につながらないよう、特に厳重な監視の下に置かれている。 

1968 年に制定された基本法 10 条に関する法律に基づき、基本法第 10 条委

員会(G10-Gremium)と基本法第 10 条審査会(G10-Kommission)が設置されてい

た。 

基本法第 10 条委員会の委員は、連邦議会議員の中から選出されていた。基

本法第 10 条審査会の委員は、裁判官資格を有するもの（議員である必要はな

い）の中から基本法第 10 条委員会によって任命されていた。 

情報機関が安全保障上の理由から通信の秘密を制限する活動（通信傍受等）

を行おうとする場合には、基本法第 10 条委員会の同意を得ることが求められ

ていた。 

1999 年の組織改編により、この同意権は、基本法第 10 条審査会が持つもの

とされた。なお、基本法第 10 条委員会は廃止された。 

基本法第 10 条審査会委員（審査会長以下４名及び代理委員４名の合計８名）

は、裁判官職に就くための資格を有するものに限られ、議会監督委員会によ

って任命される。 

審査会の役割は、情報機関の活動全般を監視することではなく、通信の秘

密に制限を加える措置（信書・郵便の開封や通信の傍受等）の妥当性につい

て判断を下すことである。そのため、各情報機関を所管する連邦省に、毎月、

当該の省が命じた通信の秘密を制限する措置について、原則としてその執行

前に審査会に報告を行わせ、審査会がその可否を決定するという手順がとら

れている。審査会が措置の実施を認めなかった場合には、その命令は失効す

る。 

このような任務を遂行することができるよう、審査会の委員には、情報機

関の全ての資料を閲覧する権限、及び情報機関に立ち入る権限が与えられて

いる。その帰結として、委員は秘密の保持を義務付けられており、また、審

査会の審議も秘密とされている（以上につき、渡辺斉志「ドイツにおける議

会による情報機関の統制」（外国の立法 230 号（国立国会図書館、2006 年 11
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月）））。 

(4)  特別法に内在する第三者機関による監督 

警察機関及び情報機関が、ドイツ連邦共和国に関わりを有する国際テロの

解明又は対策のために法律で定められた各々の任務の遂行を目的として、連

邦刑事庁において標準化された中央のテロ対策データベースを共同で運用す

ることを定めたのがテロ対策データベース法である。 

データベースへの登録（２条～４条）、データへのアクセス（５条）、デー

タの利用（６条～７条）、データ保護法上の責任（８条）、記録並びに技術的

及び組織的な措置（９条）、データ保護法に基づく統制及び当事者に対する通

知（10 条）、データの訂正、削除及び遮断（11 条）、設置命令（12 条）、基本

法の制限（13 条）の定めがある。 

中でも、10 条は以下のとおり定めている。 

１ 連邦データ保護監察官は、連邦データ保護法第 24 条１項の規定により、

データ保護の実施の統制の義務を負う。州の官庁がテロ対策データベース

に入力したデータについては、第８条第１項の規定により当該州が責任を

負う限りにおいて、州のデータ保護監察官が州におけるデータ保護の統制

の実施と併せて、その統制を行うことができる。この場合、連邦データ保

護監察官は州のデータ保護監察官と協力する。 

２ 第１項に規定する機関は、その所管の範囲において、少なくとも２年ご

とにデータ保護の実施を統制する義務を負う。 

３ 連邦刑事庁は、８条１項第１文の規定によりデータ保護法上の責任を負

い、（当事者に対する）通知の是非を当該官庁に適用される法規に基づい

て審査する官庁と協議して、匿名化されずに登録されたデータについて、

連邦データ保護法 19 条の規定に基づき、（当事者に対する）通知を行う。

匿名化されて登録されたデータについての（当事者に対する）通知は、デ

ータを入力した官庁に適用される法規に基づいて行う（以上につき、前掲

渡辺富久子「ドイツにおけるテロ防止のための情報収集－テロ対策データ

ベースと通信履歴の保存を中心に－」を参照）。 

(5)  ドイツ調査の結果 

当シンポジウム実行委員会のドイツ調査により、連邦データ保護コミッシ

ョナー（連邦データ保護監察官を長とする官庁）およびＮＧＯ（ヒューマニ

ストユニオン）より、以下の事実を聞き取っている。 

ア 連邦データコミッショナー 

（ガブリエル・ルブナウ 22 課課長＜警察・情報機関担当課＞） 

2013～14 年の活動報告で公表しているが、当時、連邦憲法擁護庁の「暴力

的かつ過激派」のデータベースをチェックした。 

すると、このカテゴリーには登録される必要がない人が登録されていた。 

核、原子力に反対をしてデモに参加した人、すなわち言論・集会の自由を

行使した人であった。 

このような市民を登録することは問題であると指摘して、データベースか
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ら削除した。 

連邦憲法裁判所は、ある事象に反対することを表明することは、政治的主

張であって法治国家を破壊する行為ではないと判断している。 

データを監督するときに注目するのは、直接の当事者との接触者である。

例えば過激派に接触した人は、その属性を知らないで接触している場合もあ

る。警察は、初期の段階では、その接触者をマークするが、知らずに接触し

ていたことが判明すれば削除する。思想的なつながりが確認できればデータ

ベースに登録してよいことになっている。 

憲法擁護庁は警察より早い段階から動き出す。秘密裏に動き、市民は自分

が監視の対象になっているかわからない。 

独立した監督機関によるチェックが重要であるゆえんである。 

警察は、訴追により情報収集過程がオープンになり、司法による統制の対

象となるが、情報機関はそれと異なるので、独自に情報収集過程に対する統

制が不可欠である。 

秘密裏の監視により収集されたデータで形成されるデータベースなので、

市民はアクセスすることができない。そのため、連邦憲法裁判所により、市

民の立場でデータベースをチェックすることを義務付けられた。 

ドイツ連邦憲法裁判所による通信履歴保存判決（2010 年 3 月 2 日）、テロ対

策データベース判決（2013 年 4 月 24 日)、連邦刑事庁の国際テロ防止のため

の調査権限判決（2016 年 4 月 20 日)は、いずれもデータ保護の立場で素晴ら

しい判断をしている。私たちの立場が確固たるものになっている。立法者側

とやっと対等になってきたと受け止めている。 

イ ヒューマニストユニオン（サラ・トーメ理事） 

私はＮＧＯの理事だが、ベルリン州データ保護コミッショナーの職員でも

ある。そこでの担当は、憲法擁護庁、内務省、スポーツである。 

私が職務上審査していることについては、まだ終了していないので明らか

にすることができない。 

過去に他の分野で改善点を求めた事例については聞いている。 

例えば、右翼過激派対策データベースに対しては、何千人ものデータが消

去された。関係のない人が登録されていたためである。 

他にも、スポーツイベントにおける暴力活動をしている人（フーリガンな

ど）というデータベースについては、ハンブルク州の事例で、スポーツイベ

ントと全く関係のない人が登録されていたために、何千人ものデータが消去

された。 

第３ 提言 

１ 法律の留保 

情報機関による監視は、憲法 13 条で保護されているプライバシー権を制限

する公権力の活動である。また、その態様・程度の如何によっては、表現の

自由に対する萎縮効果をもたらしかねないのであって、その濫用による弊害
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は著しい。 

したがって、どのような公共目的のために、どの情報機関が、どのような

活動をすることが許されるのか、あらかじめ法律により事前に明確化されて

いる必要がある。 

現憲法下において、主権者は国民であり、全ての市民に人権が保障されて

いる以上、主権者が全くあずかりしらない方法で、公権力が自由自在に監視

活動を行えるということはあってはならない。 

これは、全ての情報機関に求められる原則である。なぜなら、国民が全く

その存在すら知らない情報機関がフリーハンドの監視活動を行うという体制

は、民主主義国家とはいえないからである。 

２ 法内容で求められること 

(1)  明確性の原則 

制限される人権の程度を必要最小限度にするためには、公権力が担う目的

及び活動範囲は客観的に明確でなければならない。 

漠然として広範であったり、曖昧で不明確である場合、必要な限度を超え

た監視活動を抑制することができないからである。 

前述した国連特別報告書においても、２、３項で以下のとおり指摘されて

いる。 

「２．諜報機関が負う使命は、公の（誰でも見られる）法律によって、必要

な範囲内で正確に定義されていなければならない。使命は、公の立法又は国

家安全保障の政策に概要の定められた正当な国家安全保障の利益を保護す

ることに厳格に限定されており、諜報機関が対応すべき課題となる安全保障

に対する脅威が特定されている。その脅威にテロリズムが含まれている場合、

テロリズムの用語は必要な範囲内で正確に定義されている。 

３．諜報機関の能力と権限は、国内法によって明確かつ網羅的に定義され

ている。諜報機関は、自らに与えられた目的のためだけに能力を行使するこ

とが求められる。特に、テロリズムに対抗する目的で諜報機関に与えられた

能力は、そのためだけに用いられなければならない。」 

公安調査庁の活動範囲を画するものとされる、破壊活動防止法や無差別大

量殺人行為を行った団体の規制に関する法律は、それぞれ不十分ながら一応

の限定があり、目的に合致しない活動は違法と判断され得る。このような規

定が存在するかどうかが問われる。 

この点、例えば公安警察の活動根拠として示されるのは、警察法２条１項

である。同項は、警察の責務として、「警察は、個人の生命、身体及び財産

の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その

他公共の安全と秩序の維持に当たることを持ってその責務とする。」と定め

るが、この規定は、「公共の安全と秩序の維持」の行政事務を警察機関に委ね

るという組織規範にすぎず、許容される監視や情報収集の範囲・方法が定め

られておらず、警察機関に対して監視や情報収集の権限を与える根拠規定と
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は認められない。犯罪捜査の端緒としての職務質問が、当該条項ではなく、

警察官職務執行法を根拠として正当化されるのと同様である。 

また、「公共の安全と秩序の維持」という目的概念自体、そのままでは漠然

としすぎており、適法な情報機関の活動範囲を画する機能がない。 

現状、公安警察の活動目的に明確性が欠けていることが、適法に活動して

いる政治団体、市民団体、果ては政党に対してまでも、膨大な税金と多数の

人材を投下して監視活動が日々行われているという濫用を招いている一因と

思料される。 

(2)  憲法及び法令の遵守と人権の尊重 

情報機関といえど、主権者よりも高い権力と自由を有するわけではない。

そうでなければ、憲法や人権など、いつでも画餅に帰してしまう。 

したがって、当然のことながら、情報機関が憲法及び法令を遵守し、人権

を尊重する規定が不可欠である。 

前述した国連特別報告書においても、４、11、13、20 項で以下のとおり指

摘されている。 

「４．すべての諜報機関は、憲法及び国際人権法に準拠し、公の法律を通じ

て設置され運営される。諜報機関は、国内法に規定された活動のみを、同法

にしたがって開始し、あるいは開始するよう指示される。公にされない下位

規則の利用は厳格に限定され、そのような規則は、公の法律の授権によるも

のであって、法律の範囲内のものでなければならない。公にされていない規

則は、人権を制約する活動の根拠とはならない。 

１１．諜報機関は国家の管轄内にいるすべての個人の人権及び基本的自由

の促進及び保護に貢献する方法で職務を遂行する。諜報機関は、性別、人種、

皮膚の色、言語、宗教、政治その他の意見、国又は社会的出自その他の地位

に基づいて個人又は団体を差別しない。 

１３．諜報機関は、合法的な政治活動その他合法的な結社の自由、平和的

集会や表現の表明をターゲットとして、その能力を利用することを禁止され

る。 

２０．人権及び基本的自由を制限する諜報機関による措置は、以下の基準

を遵守している： 

(a) 国際人権の標準に準拠しており、公の法律に定められている 

(b) それらのすべての措置が、諜報機関の法的に規定されている使命

を達成するために真に必要である 

(c) とられる措置は目的と比例していなければならない。それゆえ、

諜報機関は、人権を最も制約しない方法を選択する必要があり、す

べての手段につき、個人、特に不正行為の嫌疑がない個人の権利に

与えるマイナスの影響を最少にするよう特別の注意を払う必要があ

る 

(d) 諜報機関がとる措置が、国際人権法において確定的な規範又は人

権の本質に違反しない 
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(e) 人権を制約する手段の利用を許諾し、モニターし、監督する明確

で包括的な仕組みがある 

(f) 諜報機関によって権利を制限された個人は、独立機関に不服申立

てをし、効果的な救済を受けられる。」 

 

(3) 第三者監督機関の設置 

情報機関が、憲法及び法令を遵守しているかどうかを監督する、行政機関

から独立した第三者機関を設置し、調査、改善命令等の権限を付与すること

が必要である。また、その機関に対し、自らの権利を侵害された疑いを有す

る個人が不服申立てを行えることが保障されるべきである。さらに、自らの

権利が侵害されているか否かが判然としない場合が多いため、個人から情報

機関に対するアクセス権を保障すべきである。 

前述した国連特別報告書においても、６～10、25、26 項で以下のとおり指

摘されている。 

「６．諜報機関は、公の法律によって使命と権限が定められる内部、行政府、

立法府、司法府及び特別の監督機関の組合せによって監督されている。諜報

機関監督の効果的なシステムには、諜報機関及び行政府のいずれからも独立

した少なくとも一つの民間組織が存在することが含まれる。 

７．監督機関は、その使命を達成するために、完全に制限なく情報及び職

員、施設にアクセスができ、自ら調査を開始し実施する能力、資源及び専門

性を有している。監督機関は、証人からのヒアリング、文書その他の証拠を

入手するにあたり、諜報機関と法執行機関から完全な協力を受けることがで

きる。 

８．監督機関は、業務遂行中にアクセスする機密情報と個人情報を保護す

るためにすべての必要な措置をとることができる。監督機関のメンバーがそ

のような措置に違反した場合については、罰則が規定されている。 

９．諜報機関によって自己の権利を侵害されたと考える個人は、裁判所又

は監督機関、あるいはオンブズマン、人権委員若しくは国内人権保障機関な

どに不服申立てができる。諜報機関の違法な行為によって影響を受けた個人

は、被った損害の完全な賠償を含む、効果的な救済を提供できる機関に頼る

ことができる。 

１０．諜報機関の活動に起因する不服申立てや請求の効果的救済処理に責

任を有する機関は、諜報機関や政治的行政機関から独立している。そのよう

な機関は、すべての関連する情報への完全で制限のないアクセス権を有し、

調査を行うために必要な資源及び専門性を有し、拘束力のある命令を出す権

限を有する。 

２５．独立した機関が諜報機関による個人データの利用を監督するために

存在する。この機関は、諜報機関が保有するすべてのファイルにアクセスす

ることができ、関連する個人に情報を開示すること及びファイルやそこに含

まれる情報を廃棄することを命じる権限を有する。 
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２６．個人は、諜報機関が保有する自己の個人データへのアクセスを求め

る可能性を有する。個人は、この権利を、関連する機関又は独立したデータ

保護機関若しくは監督機関を通じて要求することによって行使できる。個人

は、自己のパーソナルデータに含まれる誤謬を訂正する権利を有する。この

一般的ルールに対する例外は、法律に明記され、諜報機関が使命を達成する

ために厳格に限定され、比例し、必要なものでなければならない。個人デー

タを開示しない判断については、独立した監督機関に対し正当の理由を示す

ことが諜報機関の義務である。」 

ドイツ視察の結果を踏まえると、情報機関の活動が許される範囲が法律に

より事前に明確化された上で、①当該法律の中に、個人情報保護委員会のよ

うなプライバシー保護のための第三者機関による監督を受けることを明記す

る方法（テロ対策データベース法など）や、②議会の中に委員会を設置し、

その中で情報機関の活動に対し監督を行うことを明記する方法（盗聴等に対

する監督としての基本法 10 条審査会、及び一般的監督としての議会監督委員

会）があり、これらを重畳的に機能させる方法が考えられる。 

３ 公安警察に対する規律の特則－捜査機関と情報機関の分離－ 

公安警察の活動について、警察法２条１項では、法律の留保として不十分

である。 

すなわち、公安警察に対しては、ドイツで保障されているような、捜査機

関と情報機関の分離が徹底されていないという問題がある。 

前述した国連特別報告書においても、27 項で以下のとおり指摘されている。 

「２７．諜報機関は、法執行機関としての機能を果たす使命を課されてい

ない場合には逮捕及び身柄拘束をする権限を認められない。逮捕及び身柄拘

束の使命を有する法執行機関が有する権限と重複する場合には、諜報機関は

逮捕及び身柄拘束の権限を付与されない」 

令状審査によるチェック機能が期待されている刑事司法警察の活動と、そ

のような活動が本来的には期待することの困難な情報機関たる公安警察の活

動は完全に分離されるべきである。後者に逮捕権限を付与することは望まし

いものとはいえない。 

なお、公安警察及び刑事司法警察に対しては、形式上は国家公安委員会に

よる監督を受ける建前となっている。 

しかしながら、例えば最高裁判所大法廷において裁判官全員一致の判断と

して違憲違法としたＧＰＳ捜査について、これを自ら任意捜査と位置付け、

事前に令状を取得して実施するよう指示することもない警察の運用、しかも

このような技術的に高度化した捜査手法を採用していることを極力秘密裏に

運用し続けている警察の活動に対して、およそいかなる意味においても監督

の実効性を欠いていると言えよう。 

真に有効で実質的な監督機関の設置及び活動が必要不可欠と言わざるを得

ない。  
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第７章 共謀罪 

第１節  共謀罪の問題点 

第１項 はじめに 

「テロ等準備罪」という名称で報道されていた、いわゆる「共謀罪」法（「組織

的犯罪処罰法改正法」）が、本年６月 15 日、成立し、その後間もない７月 11 日に

施行された。一刻を争う緊急事態が生じているかのような急ぎぶりだ。これによ

り我が国の警察は、新たに 277 の共謀罪の被疑事実について捜査対象とすること

になった。現場の警察官はすぐに的確に対応できるのだろうか。 

共謀罪については様々な角度から功罪が論じられているが、本稿では、情報問

題の観点から、共謀罪によってもたらされる市民生活の過剰監視について論じる

ことにする。 

 

第２項 犯罪成立要件が曖昧であることの問題性 

刑罰法規の基本は罪刑法定主義である。犯罪構成要件を法律で明確に規定し、

犯罪を明確に枠付けることによって、一般市民が犯罪行為とそうでない行為を区

分けできるようにすることが目的である。そうすることによって、一般市民が日

常生活を送るなかで、予想外の形で捜査されたり、逮捕されたり、起訴されたり、

有罪判決を受けたりすることがないようにするのである。この点は、個人が様々

な活動や言論などをする自由を実質的に保護するために、欠くことのできない大

原則である。 

この大原則から刑罰法規の在り方を考えると、客観的に結果が発生していると

きに処罰するという考え方が最も明確であるし、犯罪を行った者に対して最も説

得的である。そのため、我が国の現行刑法では、結果が発生した場合だけ処罰す

ることを原則とし、犯罪に着手しても結果が発生していない未遂の段階では、法

律に未遂犯処罰を規定している場合だけ処罰することとしている。未遂犯は、実

行の着手という客観的事実があるから、恣意的な処罰を抑制することが可能であ

る。 

これに対して、共謀罪の「共謀」は、実行の着手以前の段階である。そのため、

それぞれの事案で、どの時点から「共謀」があるかという客観的判断は難しく、「共

謀」を行ったとされる当の本人にとってさえ分かりにくい。弁護士であっても、「共

謀」と「共謀でない行為」を明確に区別することは難しい。 

 

第３項 共謀罪捜査に名を借りた市民生活の監視強化 

277＋１（秘密保護法 25 条）の「共謀」が、どのようなときに誰と誰との間で
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生じたかが不明確であったとしても、これらが処罰の対象である以上、捜査機関

はこれらに該当する事実があるのではないかと考えれば、「共謀」開始以前の段階

から捜査を開始することになる。実際に組織的に捜査するときのことを考えれば、

「共謀」が始まった瞬間以降に捜査を開始するということは不可能である。 

「共謀」の具体的な方法は、複数の人の間で、直接会って行う会話だけでなく、

メールやＬＩＮＥのやりとり、態度や仕草など、人のあらゆるコミュニケーショ

ン方法が当てはまるとされる。その合意の内容が、実際犯罪に向けられたものな

のか、そうでないのかの判断は、その瞬間に判断できるものではないから、それ

以前の時点から捜査対象にするほかない。 

任意捜査として行われる場合、捜査対象になった本人やその周辺の人々は、い

つから誰が捜査対象になっているかを知りようがないから、自分が「共謀」をし

ていないことや「共謀」に関係ないことを説明して、自分に対する捜査を止めて

もらうこともできない。 

しかも、捜査として収集された個人情報が、いつどのように使われ、いつまで

保管されるかもわからない。 

 

第４項 法案の修正によって濫用の危険性が除かれていないこと 

１ 組織犯罪集団の関与は法適用を限定できない 

政府は、「今回の法案は 2003 年の法案と比べて、大きく修正し、濫用の危

険のないものとした」と説明した。その根拠は、組織犯罪集団の関与、準備

行為を要件とした、適用対象犯罪を 676 から 277（衆議院事務局の調査によれ

ば、以前の政府のカウント方法では 316）に減らしたというものである。 

ところで、組織犯罪集団の定義を見ると、「その結合関係の基礎としての共

同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」となっている。

政府は、結合関係の基礎としての共同の目的によって、対象団体は絞り込め

ると説明した。しかし、条約５条が明確に認めていた「金銭的利益その他の

物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的」を欠落させている。

ある団体が目的犯罪を実行することを共同の目的とした場合、その目的が「結

合関係の基礎」としてのものであるか否かの議論は一応できるとしても、結

局、犯罪を合意したのだから、それまでの団体の目的は「隠れ蓑」であり、

犯罪の実行が結合関係の基礎としての目的とされ、組織犯罪集団として認定

される可能性がある。 

金田法務大臣（当時）も、当初は、「普通の会社や市民団体には適用しない」

と述べていたのに、途中から「過去に一度も犯罪履歴がなくても、団体の性

格が一変すれば、組織犯罪集団となり得る」、「人権団体や環境団体も、掲げ

られた目的が隠れ蓑なら、組織犯罪集団と認定できる」と説明を変えた。そ

して、審議の終盤では、「組織犯罪集団の組織メンバーでなくても、その周辺

者も捜査の対象となる」などと答弁するようになった。法の制定後、発出さ

れた法務省刑事局長依命通知では、「結合関係の基礎としての共同の目的」は、
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「共同の目的」と同義だと説明している。法が成立してしまった現段階では、

政府が国会答弁において明らかにした見解などを根拠に、適用対象をできる

限り限定させるための努力が必要であるが、このような定義規定の下で、法

の適用対象がどこまで限定できるかは疑問である。 

２ 準備行為の内容と位置付けは不明確 

準備行為が共謀罪の成立要件であると政府は説明したが、従来は、合意の

あったことの証拠が必要なのであって、準備行為は、予備罪と異なり、準備

行為自体が危険な行為であることは必要ないと説明してきた。そして、準備

行為と言っても、ＡＴＭからの出金や第三者に声を掛けるような極ありふれ

た日常的行為でよいとされている。 

政府は、今年２月の予算委員会の審議では、「準備行為がなければ、逮捕勾

留できない」と説明していた。そして、４月 21 日の法案審議では、「準備行

為がなくても、任意捜査は可能である」と答弁した。法成立後に示された法

務省刑事局長依命通知では、改めて準備行為は構成要件であるとされた。し

かし、法条の構造から、この要件は処罰条件とみるしかないという意見が刑

事法学者の見解の中では今も多い（高山佳奈子京都大学教授や松宮孝明立命

館大学教授ら）。果たして、準備行為は犯罪の構成要件なのか、それとも処罰

条件なのか。この点は、法成立後の現時点においても、なお曖昧なままであ

り、やはり、この犯罪の本質は計画＝共謀の処罰であると言わざるを得ない。 

準備行為を法の適用範囲を限定するために有効な概念とすることは容易で

はない。日本では未然に防ぐ必要のある重大な犯罪については、予備罪での

対応を基本としてきたのであり、共謀罪方式をやめ、予備罪による法の抜本

的な修正提案を含めて、対象行為をできる限り限定させる努力を今後も続け

ていく必要がある。 

３ 密告の必要的減免規定の復活など 

今回提案された修正点は、実は、2006、2007 年に与党自民党が作っていた

修正案には、全て盛り込まれていた。そして、2006 年の与党修正案で任意的

減免規定に修正されていた「自首の必要的減免規定」が、国会提出時の法案

では完全に復活し、そのまま成立してしまった。 

また、与党修正案の「準備行為が逮捕勾留のために必要である」との修正

規定も、今回の法案から削除され、そのまま成立してしまった。 

４ 本犯と共謀罪の二重処罰禁止規定の消滅 

アメリカの共謀罪制度は、本犯と共謀罪を二重に処罰できる仕組みになっ

ている。2006 年６月１日に法務委員会石原伸晃委員長（当時）がまとめた、

「組織的な犯罪の共謀罪に関する修正について」（参考資料５）では「共謀の

後、共謀の目的とする対象犯罪が成立するに至ったときは、共謀罪は対象犯

罪に吸収されることを法律上明確にすること」が合意された。これも今回成
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立した法律では対応がなされていない（平岡秀夫ほか「新共謀罪の恐怖」134

頁（緑風出版、2017 年））。 

法成立後に示された法務省刑事局長依命通知では、共謀の後、共謀の目的

とする対象犯罪が成立するに至ったときは、共謀罪は対象犯罪に吸収される

と説明された。法文上明確でないだけに、法律の運用を監視して行く必要が

ある。 

５ 自民党小委員会案では対象犯罪は 128 まで限定されていた 

2006 年の与党案は、対象犯罪が 300 であったが、その後、2007 年の自民党

小委員会案では、対象犯罪が 128 にまで絞られた案が示されていた。政府与

党の姿勢は、この当時よりもはるかに慎重さを欠いている。 

沖縄では既に、弾圧の道具として、威力業務妨害罪が使われている。1999

年に制定された組織犯罪処罰法によって、組織的威力業務妨害罪、組織的強

要罪、組織的信用毀損罪が作られ、法定刑が３年から５年に引き上げられた。

そのために、これらの犯罪は、政府案によって共謀罪の対象犯罪とされた。

これらの犯罪は、もともと構成要件が曖昧で、弾圧法規として使われてきた

犯罪である。これらの罪の共謀罪は、労働運動や市民運動に対する一網打尽

的な弾圧を可能にする点で、これだけで治安維持法に匹敵する危険性を持っ

ている。自民党の小委員会案で、これらの犯罪を共謀罪の対象から外してい

たのは、極めて妥当であった。ところが、今回の法案では最後まで削除され

なかった。これは、政府において、市民活動や労働組合活動を弾圧する意図

があったのではないかとさえ、疑わざるを得ない。これらの広範な犯罪化は、

過度に広範な捜査活動によるプライバシーの権利（市民的及び政治的権利に

関する国際規約 17 条）の侵害、市民活動（同規約 21 条等）に対する萎縮効

果を生じさせる危険性が高いといえる。 

過去に与党が認めていたレベルにまで、適用対象犯罪を限定することは、

法が成立した現時点においても、現実的な法修正の獲得目標であるといえる。 

６ 別の選択肢があり得た 

第 193 回通常国会において、民進党は、組織的詐欺罪と人身売買の罪の二

つの予備罪をつくるという別法案を５月に国会に提案した。この案は、民主

党政権時に、平岡元法務大臣が法務大臣として法務省に指示した内容をベー

スにしたものである。 

日弁連として、このような対案をまとめたことはないが、2017 年２月 17 日

に公表した意見書（「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに

反対する意見書」）では、 

「仮に我が国におけるテロ等対策について，上記(2)及び(3)で挙げた現行の

立法では不十分である場合であっても，「未遂」の前段階の「予備」の段階

で処罰する必要性のある犯罪行為，さらにその前の「陰謀」の段階，あるい

は「準備」の段階での処罰が必要とされる犯罪行為をそれぞれ抽出した上で，
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処罰の対象行為を特定し，個別・具体的に立法を検討することが可能である

（その立法の過程において，立法の必要性，構成要件の明確性等について，

審議される。）。 

もとより，この場合であっても，現行刑法の体系を大きく損なうことがない

よう，「未遂」の処罰規定がない犯罪について，共謀罪を創設すべきではな

いし，共謀罪が処罰される犯罪の個数は，「未遂」が処罰される犯罪の個数

を大幅に下回る必要があるであろう。共謀罪法案のように，長期４年以上の

刑が定められた犯罪について，一律に，犯罪とする必要性はない。」 

との意見をまとめている。民進党の提案も、このような日弁連の考えと同

じ方向性のものといえる。今後、日弁連として共謀罪の廃止を求めていくこ

とを、本年６月 15 日付けの会長声明で宣言しているが、法廃止後の方向性と

して、このような提案も選択肢として検討していく必要があろう。 

 

第５項 共謀罪が適用される可能性がある場合 

共謀罪法が適用される可能性がある場合として、森林法違反（きのこ狩り）や

著作権法違反（ヤマハの音楽教室）などの例が国会で取り上げられたが、ほかに

も、以下のような場合が考えられる。 

１ 組織的威力業務妨害 

基地建設に抵抗する市民団体が、工事阻止のために道路に座り込みを計画

し、現地の地理を調べただけで組織的威力業務妨害の共謀罪に問われかねな

い 。 

沖縄では、基地建設反対の闘いに威力業務妨害罪が発動され、リーダーの

山城博治氏が５か月も勾留された。異常な長さである。山城氏は東京新聞の

インタビューの中で、「リーダーと呼ばれる人間を屈服させ、同時に全ての関

係者の連絡先を押さえる。沖縄の大衆運動そのものを取り締まっていく国策

捜査だと思う」と述べている。家宅捜査で関係者の住所と電話番号は全て把

握され、警察は、山城氏の演説に拍手したことを「賛同」、説明を受けたこと

が「協議」として事件を立件している。 

２ 組織的強要、組織的逮捕・監禁罪 

労働組合に適用される可能性のある条項としては、組織的強要、組織的逮

捕・監禁の共謀罪の規定がある。例えば、会社が倒産必至の状況で、退職金

の確保のために、社長の個人保証を得ようとする団交は激しいものとならざ

るを得ない。譲歩が得られるまで徹夜団交も辞さない手厳しい団交をやると

決めただけで、組織的強要・組織的逮捕監禁の共謀罪になりかねない。  

３ テロ資金供与 

市民団体に適用される可能性のある条項としては、テロ資金供与の共謀罪

がある。イスラエル軍の爆撃で破壊されたパレスチナの病院の復興資金を支
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援しようとするような活動も、政府機関から見れば、背後にはテロ組織が存

在しているとして、寄付金を集め始めただけでテロ資金供与の共謀罪に問わ

れる可能性がある。  

４ 組織的建造物損壊罪 

戦争に反対する市民団体が、自衛隊の官舎に「殺すな」と書かれたステッ

カーを貼り付けることを計画し、そのステッカーを買うためにＡＴＭから出

金した場合、組織的建造物損壊の共謀罪に問われかねない。  

５ 組織的信用毀損罪 

時間外賃金も支払わないブラック企業について批判のビラを撒こうとした

り、また、原発の再稼働を計画している電力会社について、事故を起こして

倒産する可能性があると指摘しても、組織的信用毀損罪の共謀罪などと言わ

れかねない。  

６ 組織的強要罪 

現在、シリアや北朝鮮をめぐり軍事的な緊張が高まっているが、新聞社が、

国際紛争に対して平和安全法制の発動を準備していると疑われる国家安全保

障会議を構成する大臣の自宅に記者を張り付かせ、取材拒否にあっても、事

実関係についての確認を必ず求めることを編集会議で決定し、記者がその大

臣の自宅の割り出し作業を始めた場合、組織的強要の共謀罪あるいは既設の

特定秘密取得の共謀罪が成立する可能性がある。  

７ 偽証罪 

冤罪の救済のために救援する市民活動には、偽証の共謀罪が適用される可

能性がある。冤罪を訴える裁判で、有罪とされた事件において一度証言して

いる関係者に対し、真実を話して欲しいと働きかける行為は、検察官からみ

て、「偽証」を持ちかけていると見なされ、前の証言を撤回すると約束しても

らうと、偽証の共謀罪で、弁護士も証人候補もともに逮捕され、冤罪を晴ら

すことはできなくなる可能性がある。 

 

第６項 国連特別報告者ジョセフ・カナタチ氏からの手紙と発言 

第１ カナタチ氏から政府への手紙 

本年５月、国連の特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏が、日本政府に対

し、いわゆる「共謀罪」法案について懸念を示し、修正に向けた協力を申し出

た。国連の特別報告者は、国連人権理事会から任命され、世界中のどこの国・

地域についても、担当分野の人権侵害の状況を調査し、監視する任務を行う。

カナタチ氏は、プライバシーの権利を担当している。 
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カナタチ氏は、政府への手紙の中で、「共謀罪」法案の内容について、①「計

画」や「準備行為」の定義が曖昧であること、②対象犯罪が幅広く、テロに無

関係のものも含まれていること、③当局の監視からプライバシーを守る適切な

仕組みがないこと、④法案の内容について十分な議論がされていないことなど

を指摘し、その上で、法案について早まった判断をするつもりはなく、自身の

主張が正確かどうか政府に伺い、求めがあれば法案の改善のために専門的知識

と助言を提供すると申し出た。 

これに対し、外務省は「我が国の説明も聞かずに一方的に発出した」として

返信せず、強く抗議した。 

菅官房長官は「特別報告者は独立した個人の資格で調査報告を行う立場であ

り、国連の立場を反映するものではない」と、まるで国連の特別報告者の立場

と仕事内容を知らないことを自白するかのような、全く的外れな非難をした。 

第２ 日弁連主催の国際シンポジウムでの発言 

本年６月、カナタチ氏は、日弁連主催の国際シンポジウムにインターネット

を使って映像中継を通じて参加し、「共謀罪」法案について、以下のとおり意見

を述べた。 

ＴＯＣ条約（国連越境組織犯罪防止条約）は 17 年前にでき、10 年前に多くの

国が批准した。ほとんどの国ではその間に議論されている。当時、プライバシ

ー権に関する特別報告者の役職は 2015 年７月に初めて設置され、私が初代の担

当である。 

今までの経験では、ドラフトの段階で国に招いてもらって（中には滞在費を

出す国もある。）、法案の文言について協議することもある。しかし、共謀罪法

案については、３月最終週から審議が始まり、当初から 90 日もかけずに成立す

ることが決まっていた。これでは通常のプロセスをとる時間は無い。非公開で

政府とやりとりすることもある。政府とのやりとりには１年ほどかかることも

あるのに、本件ではそれができない。 

日本の人々の利益を守るためにできるのは公開の書簡を送ることだと考えた。

そして、国会議員も私の懸念を議論できるようにした。日本政府に対しても友

好的に呼びかけようと思った。批判の中身について政府が関与したいと言うこ

とであれば、私からも支援する用意があることを伝えようと思った。 

33 年にわたり各国政府とプライバシーと監視について交渉してきた。欧州評

議会の議長を務めたこともある。今回、この法案を読んだときに、私の友人（＝

日本政府、日本の人々）が手綱も鞍も付けずに馬に乗ろうとしていると思った。

友人に対して、馬から落ちる危険があると伝える義務があると考えた。私自身、

自分の専門性から危険なことはわかるから、それを伝えたいと思った。 

通常のプロセスでは、まず、非公開の書簡を送る（半年、１年後あるいは 14

か月後くらいに公開する）。60 日間おいて政府から回答を待つ。新たな立法をす

る場合は、このような手続で協議・相談するのがプロセスである。シンプルに

メールで質問されることもある。 
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日本政府は、2020 年オリンピックのために必要と言うが、おかしい。東京オ

リンピックと関連付けて、テロを防ぐという感情や、人々の不安に訴えるのは

おかしい。テロに対する条約ならまだ分かるが、ＴＯＣ条約は越境組織犯罪防

止の条約であり、テロとは関係が無い。日本政府が、オリンピックを攻撃する

人々として、どのような人を想定しているのか。 

フランス、イギリス、ドイツ、アメリカに力を入れて見ていこうと思ってお

り、アメリカには近々公式訪問する。これらの国に対して詳しく問うのは、プ

ライバシー保護のための保障措置をどのように設けているのかについてである。

これらの国では、日本よりも多くの保障措置を講じている。 

ＴＯＣ条約を遵守したいというのであれば、私が提案する保障措置を取り入

れても十分可能である。共謀罪法案が成立すると監視活動に法的根拠を与える

ことになるので、監視活動に対する監督が必要である。 

政府がマス・サーベイランスを行ってはいけない。合理的な嫌疑のみに基づ

いた、ターゲット・サーベイランスであるべきだ。捜査機関から独立した外部

機関（少なくとも裁判官と同じ立場の人）が事前に審査した上で、具体的に目

的を示した令状を発することとすべきだ。事後の監督も重要だ。警察や諜報機

関の活動をきちんと監視できるようにすべきだ。これも独立した機関が、誰が

監視活動を行っているのかを含めてチェックできるようにすべきだ。この独立

機関のスタッフとしても十分な人数が確保され、身分保障もされているべきだ。 

第３ カナタチ氏の具体的な提案 

６月９日に開催された上記シンポジウムにおいて、主催者である日弁連から、

カナタチ氏に「プライバシー保護のために、どのような措置が必要でしょうか。

あなたのレターの最大のポイントは、日本の法制度において、プライバシー権

の保護措置が欠如しているという点だと思います。この勧告に焦点を当て、日

本において、このような法案を起草する際に、必要と考えられるプライバシー

の保護措置の具体的な内容を説明していただけますか。」と質問した。この質問

に対してカナタチ氏から寄せられた回答は次のような包括的なものであった。 

－169－



 
 

 

（６月９日 カナタチ氏が映像中継により参加した日弁連シンポにて 撮影 杉原浩司） 

 

「世界を牽引する民主国家の政府は、以下の義務を課す国際条約を批准で

きるような立法、制度、その他の措置を整備しているべきです。 

(1) 国内外や民間・軍事の別を問わず、あらゆる監視は法執行当局（ＬＥＡ）、

安全・情報機関（ＳＩＳ）、その他具体的な法令によって重大犯罪の覚知・予

防・捜査・訴追及び／又は国家の安全及び／又は経済的利益のために権限を

与えられた機関（ＰＭＥ）以外は行ってはならない。ＬＥＡ及びＰＭＥには、

税務・歳入・税関・汚職防止当局が含まれる。ＳＩＳは、民間・軍事・海外・

国内を問わずあらゆる情報・安全機関を含む。 

(2) ＬＥＡ、ＳＩＳ、ＰＭＥの下で活動する外国軍人を除き、その存在が秘

密である機関による監視は認められない。ＬＥＡ、ＳＩＳ、その他監視活動

を行うことが法令により認められるＰＭＥは、権限の濫用、とりわけ監視活

動からの適切な保護機構を備えた法令のもとで設立され、規定されなければ

ならない。これらの保護機構には、以下から成る抑制及び均衡のシステムが

含まれるが、それらに限られるものではない。 

a.  法令で国内・海外における監視活動を行う権限を与えられた全てのＬＥＡ、

ＳＩＳ、ＰＭＥの予算及び活動を司る地域又は国家の立法機関の委員会で、あら

ゆる監視プログラムまたは監視活動への予算提供の一時的または永久的な保留、

停止、認可、取消を行う権限のある委員会による定期的、少なくとも四半期毎に

実施される監督 

b.  監視活動を行う機関、行政府及び立法府から完全に独立しており、その構成

員の１名またはそれ以上が生涯任期の判事と同様または同等の身分保障を与え
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られた事前許可機関で、法令によりＬＥＡ、ＳＩＳ、ＰＭＥの法令に基づく監視

活動にかかる事前の申請を審査し、許可をする権限を与えられた機関 

c.  監視活動を行う期間、事前許可機関、行政府及び立法府から完全に独立し、

その構成員の１名またはそれ以上が生涯任期の判事と同様または同等の身分保

障を与えられた活動監督機関で、法令によりＬＥＡ、ＳＩＳ、ＰＭＥの法令に基

づく監視活動の実施を事後的に監督し、説明責任を果たさせる権限を与えられた

機関 

d.  内部告発者の匿名性を確保し、救済措置を執ることを含め内部告発手続の外

部審査機構を備えた組織間の内部告発メカニズム 

e.  立法機関、事前許可機関及び活動監督機関による少なくとも年１度の報告の

実施及び報告書の発表 

(3) 監視活動を実施するＬＥＡ、ＳＩＳ、ＰＭＥは明示的にその権限を与え

られ、以下を定義した具体的法令により規制されていなければならない。 

a. 目的 

b. 職務 

c. 目標 

d. 活動内容 

e. 基本的な管理機能及び体制 

(4) どんな監視活動も、具体的に定義された特定の目的のために、かつ具体

的な必要性を受けて実施されなければならない。外国軍人その他ＬＥＡ、Ｓ

ＩＳ、ＰＭＥのもとで活動を行う外国職員に関係する場合を除き、全ての国

内・海外の監視活動は、地域または国家の管轄区域内にある人物またはデー

タを対象とする場合にあっては、事前に地域または国家の事前許可機関の発

行する令状が事前に得られていない限り、または本書第 15 条に基づき設立さ

れた国際データアクセス委員会（ＩＤＡＣ）から国際データアクセス令状（Ｉ

ＤＡＷ）を得られない限り、これを行ってはならない。 

(5) 監視活動にかかる令状請求がされた場合に、合理的疑い以外の基準が考

慮されてはならない。容疑者の市民権、居住者区分、種族的出身、性的指向、

宗教的・政治的・哲学的思想のみでは、監視活動にかかる令状の発布の十分

な根拠として示され、または認められてはならない。 

(6) 監視活動の権限を与える法令は、関係する個人がアクセスできる有効な

手続的救済方法を備えなければならない。 

(7) 監視活動を実施する機関の予算は明確に定義され、行政・立法・司法に

よる審査の対象とされなければならない。ただし、必要かつ相当な場合、こ

の審査はインカメラにて行うことは認められる。 

全体主義社会の進化の歴史や、監視技術の発展、とりわけスノーデン氏の

暴露を受けてのそれを見ると、上に挙げた機構は、民主社会においてプライ

バシー権、表現の自由、結社の自由、信教の自由その他基本的人権が生き長

らえ、繁栄するために必要であると私が考える最低基準であり、最低限必要

な保護機構です。」 
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ここでカナタチ氏によって示されている保障措置の最低条件は極めて具体的

で、日本でも実施可能なものである。日本においても実現すべきである。 

 

第２節 今後の課題 

第１ 共謀罪の廃止 

９．11 後、世界各国で導入されているテロ対策は、極端な過剰監視ないし規

制に陥り、多くの人権侵害を引き起こした。  

同時多発テロ事件が起こった翌月（2001 年 10 月）、アメリカ議会は愛国者法

を可決成立させた。同法は、それまでインターネット世界のプライバシー保護

の牽引役を果たしていたアメリカを、一挙に、世界中の人々を監視する国に激

変させてしまった。そこでは、アメリカ国民も危険な存在として全員が監視対

象となり、それまで大らかに認められていた多様で自由な活動が監視されるよ

うになった。大量データ収集システムは、国民総監視の手段に利用された。し

かし、スノーデン氏の内部告発後、アメリカでは国民全員を監視対象とするこ

とを止めた。 

これに対し、日本の共謀罪は、共謀罪の規定が多過ぎることと構成要件が極

めて曖昧であることから、日本国内に生活する全ての人々の日常生活を捜査対

象とし、監視対象とするおそれがある。これはアメリカの愛国者法に基づく国

民総監視と同じである。アメリカでは政府が「行き過ぎだった」と反省して止

めたにもかかわらず、それと同じことを、アメリカが止めた後に始めるもので

あり、プライバシー保護についての国際情勢を余りにも知らなさ過ぎる。仮に

知っていて無視する場合は、世界のプライバシー保護秩序を破壊するものであ

る。 

共謀罪は速やかに廃止すべきである。 

第２ 共謀罪を通信傍受の対象とさせないこと 

共謀罪の捜査に、通信傍受や会話傍受が利用されるなら、市民生活にプライ

バシー権はなくなる。したがって、共謀罪を通信傍受の対象とする法改正は認

めるべきでない。また、会話傍受については、制度そのものの導入に反対し、

共謀罪の捜査に利用されることのないようにする必要がある。  

第３ プライバシー保護のための監視監督 

ＧＰＳデータや通信履歴の収集などの捜査手法についても、裁判官による令

状を必要とするなどのほか、独立した第三者機関によるチェックが必要である。

また、カナタチ氏が強く示唆する警察や情報機関に対する独立した監督機関を

作るべきである。その際の留意点は、前節でカナタチ氏から指摘されていると

おりである。 
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第８章 監視のインフラとしての共通番号（マイナンバー）制度  

第１節 データ監視のカギを握る共通番号(マイナンバー)制度 

１ 国による監視と民間による監視 

国による監視活動については前章までで見てきた。いわば、ビッグブラザ

ーによる監視である。ところで、現代社会は、民間による監視、いわばリト

ルブラザーによる監視が進んでいる。むしろ、民間による監視は国による監

視よりも先行しており、その成果を国が監視に利用しているという関係にあ

る。 

２ 民間による監視とは 

コンピュータ社会である現代社会は、生活の全てがデジタルデータで記録

されていると言っても過言ではない。生活に伴い、日々大量に生成されて排

出される個人のデータは、デジタル化されているがゆえに、容易に集積し、

分析することが可能となっている。 

これらの個人データは、民間企業においては、「契約」に基づき、便利なサ

ービス提供のために、もしくはマーケティングのために活用されている。し

かし、個人の移動履歴（携帯電話の基地局情報やＧＰＳ情報、スイカ・パス

モなどの利用情報など）、買物履歴（ポイントカード利用情報、電子マネー利

用情報など）、インターネットの利用履歴（インターネットの検索履歴、電子

メールの利用履歴など）などが大量に収集され、名寄せ突合せ（以下「デー

タマッチング」という）されて分析されている（以下「プロファイリング」

ともいう）。これにより、利用者の趣味・嗜好に至る人物像やプライバシー情

報の全てが丸裸にされている状態にもなっている。これは、よりよいサービ

ス提供やマーケティングのための監視と言ってもよい状態である。 

ところで、民間の場合は、個人情報の収集目的による縛り（主には、提供

するサービスの提供目的という縛り）が存する。しかし、前章までに見たよ

うに、国が例えば「テロ対策」の名の下に行う場合には、そのような縛りす

らない。言い方を変えれば、民間で集めた上述のようなデータは監視対象を

分析するために有用であるから、もしくは、監視対象を洗い出すために有用

であるから、国がそのデータを、まさに監視（大量監視や個別監視）のため

に利用しようとしている危険性のある現状にあるということができる。 

３ 監視社会のインフラ〜共通番号制度 

民間企業においては、大量の個人データを迅速・確実にデータマッチング

することが有用であり、利益を生む。 

そのための手段が、例えば会員番号であり、ポイントカード番号である。

番号がない場合、氏名、住所、生年月日、性別の本人確認４情報でデータマ

ッチングすることになるが、それは非常に面倒であるし、住所や氏名、特殊
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な場合には性別までも変更することがあるので、確実ではない。 

しかし、特定人に、重複しない、唯一無二の個人識別番号を割り振って、

いろいろな分野の個人データをこの番号で整理するならば、つまり、分野別

番号ではなく、いろいろな分野に共通の唯一の個人識別番号（共通番号）を

用いるならば、多くの分野にある個人のデータは、他人のデータと間違える

ことなく、かつ、本人のデータを漏らすことなく、迅速確実にデータマッチ

ングできることになる（さらに、あらかじめ、全国民、全住民にこのような

個人識別番号を割り振っておけば、データの整理効率は飛躍的に向上するこ

とになる。）。 

その意味で、共通番号制度は、データマッチングによる監視のための核心

的なインフラとなるものである。 

４  共通番号制度を利用したデータマッチングの問題点 

以上述べてきたように、確かに、共通番号を利用したデータマッチングは、

非常に機能的であって、データを用いる側にとって、便利であり有用である。 

しかし、共通番号を利用して、いろいろな分野の個人データが本人の同意

なくデータマッチングされ、プロファイリングされた場合は、当人のプライ

バシーは丸裸にされてしまう。すると、個人は、常にデータを用いる側によ

って監視されているのと同様の状況に置かれることになる。 

データを用いる側が巨大な民間企業であってもそのおそれはあるが、特に

国によってこのようなことがなされるならば、人々は監視されていると感じ、

萎縮効果により、個人の言論の自由や人格の自律は著しく困難とならざるを

得ない（第１編参照）。 

したがって、共通番号制度の一種である我が国のマイナンバー制度に、そ

のような恐れがないかが検討されなければならない。 

 

第２節 データマッチングによる現代的プロファイリングの特徴    

山本龍彦「ビッグデータ社会とプロファイリング」（論究『ジュリスト』2016 年夏

号）では、以下のように現代的なプロファイリングの特徴がまとめられている。 

１ 「プロファイリング」とは 

ＥＵデータ保護指令(1995 年）を大幅に改訂するものとして、2016 年 4 月

14 日に欧州議会本会議で可決された「ＥＵデータ保護規則（General Data 

Protection Regulation）」（以下「ＧＤＰＲ」ともいう。2018 年５月 25 日施

行予定。)は、｢プロファイリング」を、「自然人に関する特定の個人的側面を

評価するために、特に、当該自然人の職務遂行能力、経済状況、健康、個人

的選好、関心、信頼性、行動、位置、もしくは動向を分析または予測するた

めに、個人データを用いて行うあらゆる形式の自動化された個人データ処理」

（４条(4)）と定義し、この処理形式に異議を唱える権利などを組み込んだ。 

現在のビッグデータ社会において、プロファイリングは中心的論点となる。 
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２ 現代的プロファイリングの特徴 

ＧＤＰＲが定義するような現代的プロファイリングの最も身近な例は、

Amazon.com のレコメンド機能である。簡単にいえば、そこではコンピュータ

のアルゴリズム（自動処理する際の計算方法）を用いて、ユーザーの過去の

閲覧・購買履歴から当該ユーザーの選好を分析、予測し、その者の選好に合

致した商品を勧めている。特定個人を標的化したターゲティング広告は、現

在のネット社会において既に一般化しつつあるが、その前提として、閲覧履

歴等に基づき当該個人の選好等を分析・予測するプロファイリングが行われ

ている。 

ところで、「プロファイリング」を、いくつかの個人情報から、ある人物の

個人的側面を予測するものとして単純に捉えるならば、それはビッグデータ

社会以前にも存在していた。例えば、図書館の貸出記録から、利用者の政治

的信条等を「予測」することはありえた（例えば、貸出記録に「資本論」や

「共産党宣言」などの名があれば、その者の政治的信条はある程度予測でき

た)。 

しかし、ＧＤＰＲなどが念頭に置く現代的なプロファイリングは、従前よ

り存在してきた古典的なプロファイリングと以下の点で決定的に異なる。 

(1) データ量  

ビッグデータ社会における現代的プロファイリングは、そこで使用される

データの量において古典的なそれと大きく異なる。 

(2) 手続の自動性 

古典的プロファイリングでは、複数のデータから、人間が経験則や自らの

勘を頼りに対象者の個人的側面を予測することも多かったのに対し、現代的

プロファイリングでは、アルゴリズムがコンピュータ上で自動的に対象者の

個人的側面を予測することが一般的である。もちろん、プロファイリング項

目の決定やアルゴリズムの構築場面などでは人間の一定の関与が要求される

が、対象者の個人的側面の予測・評価場面では、基本的に人間の関与は必要

とされない。 

(3) 科学的信憑性 

現代的プロファイリングは、豊富なデータ量と人間の直感を排した自動処

理によって行われるため、その結果に対する科学的信憑性(及び外見的客観性）

が一般に高くなる。また、科学的信憑性の高さゆえに、確率的判断に過ぎな

いプロファイリング結果（対象者の虚像）と、対象者そのもの（実像）との

ギャップ（余剰）を縮減させることがある。それにより、当該個人は、自ら

のプロファイリング結果を否定し、その評価を覆すことが困難となる。 

(4) 使用データの意外性（予見困難性） 

ビッグデータ社会では、世界的規模で収集され、プールされるデータの海

から、我々人間が想像できないような事物の相関関係（correlation）が明ら

かになることがある。例えば、１人当たりのチーズの消費量と、ベッドシー

ツに絡まって死亡する者の数とが相関関係にあるといったことは誰も想像で
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きない。こうした発見によって、現代的なプロファイリングでは、人間が予

見し難い意外性の高いデータが広く用いられる傾向がある。例えば、妊娠の

有無を予測しようとする場合、以前は、産婦人科の受診記録や妊娠検査薬の

購入履歴など、妊娠と直接関連したデータが用いられたであろうが、現在は、

無香料性ローションの購入履歴、特定サプリメントの購入履歴、大きめのバ

ッグの購入履歴など、一見妊娠との関連性が明らかではないデータが広く使

われている。実際、アメリカの小売業者であるターゲット社は、こうした購

入履歴から、顧客の妊娠をプロファイリングしていた。また、現代的なプロ

ファイリングは、使用データの意外性から、対象者に対して、いかなる行動

がプロファイリングに用いられているのかについての予見を与えず（何が評

価対象になるかわからず)、その行動を萎縮させるといった傾向をもつ。 

(5) プロファイリング項目の広範性・細目性 

古典的なプロファイリングでは、スモールデータに基づき、せいぜい妊娠

の有無を予測できるにとどまったところ、現代的なそれは、そのデータ量と

高度なアルゴリズムによって、その出産予定日まで予測することが可能にな

る。要するに、現代的なプロファイリングでは、上記(1)・(2)から、その対

象項目が拡張し、相当に細かい個人的事項までをも予測・評価できるように

なってきていると言える。 

以上のように、ビッグデータ社会においてプロファイリングは、使用され

るデータ量の増加や人工知能の発達等による自動処理の高度化などによって

科学的信憑性を高め、その利用範囲を急速に拡大させてきているといえる。

それにより経済的合理性や効率性が向上することはもちろんだが、他方でプ

ライバシー等の観点から憂慮すべき問題も生じ得る。 

 

第３節 日本の民間部門における個人情報の収集・利用等の概要 

共通番号制度（マイナンバー制度）を検討する前提として、現在の日本における

個人情報の収集利用の状況と、その法的規制の現状の概要について述べる。 

第１項 日本における電子的な個人データの収集状況  

第１ 移動情報 

2001 年 11 月、ＪＲ東日本がいわゆる交通系ＩＣカードであるＳｕｉｃａ（ス

イカ）のサービスを開始した。 

その後、主に関東地方の鉄道・路線バスで利用できるＰＡＳＭＯ（パスモ）、

ＪＲ西日本のＩＣＯＣＡ（イコカ）のように、全国各地で様々な事業者が特色

のある機能やサービスを搭載して交通系ＩＣカードを導入した。 

このような交通系ＩＣカードの発行枚数は、累計で優に１億枚を超えている。 

さらに、2013 年３月には、交通系ＩＣカード相互利用サービスが始まった。

これは、全国 10 種類の交通系ＩＣカードを相互に利用することができるように
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するもので、10 種類の交通系ＩＣカードのうちどれか１枚を持っていれば、他

の事業者の路線を利用することができるようになった。 

私たちはＩＣカードの登場により新たな便利さを享受することができるよう

になった反面、ＩＣカードの利用を通じて事業者に自分の個人データを提供す

ることとなり、その結果、事業者は獲得した個人データの活用を考えるように

なった。    

例えば、ＪＲ東日本は、2013 年７月１日より、Ｓｕｉｃａの鉄道利用データ

のうち、乗降駅、利用日時、鉄道利用額、生年月（日は除く）及び性別を、Ｓ

ｕｉｃａＩＤ番号を他の形式に変換した識別番号とともに、株式会社日立製作

所に提供しようとした。このときは、多くの消費者から個人情報やプライバシ

ーの保護に欠けるのではないかという不安の声や批判が相次ぎ、社会問題にも

なった。 

私たちは、普段、何も考えずにＳｕｉｃａなどのＩＣカードを使って、バス

や電車を利用している。しかし、ＩＣカードが記名式である場合、多くの事業

者は、ＩＣカードの発行時に氏名、住所、生年月日、性別、電話番号等の個人

情報を収集し、これら個人情報に結びつけてＩＣカードを管理している。その

ため、私たちは、ＩＣカードを利用して移動するたびに、その移動履歴がＩＣ

カードで特定される個人毎に記録され、今も集積され続けている。 

第２ 位置情報 

１ 位置情報の種類 

私たちは、日々スマートフォンやタブレット端末を携帯して利用している

が、これら高機能な移動体端末は、私たちの知らない間に電気通信事業者に

位置情報を提供している。 

電気通信事業者が取得する位置情報は、大別して以下の３つである。 

(1) 基地局に係る位置情報 

基地局に係る位置情報は、携帯電話事業者等の電気通信事業者が通話やメ

ール等の通信を成立させる前提として取得している情報であり、位置登録情

報と個々の通信の際に利用される基地局情報に分けられる。 

位置登録情報とは、移動体端末が着信等を行うにあたり、その所在する基

地局エリアを明らかにするため、定期的に、あるいはエリアを移動するごと

に基地局に送られる情報である。具体的には、基地局の識別番号、端末の識

別番号、取得日時等の情報により構成される。つまり、この携帯端末は、今、

どこの基地局管内にいるかが常に登録されている。 

他方、基地局情報は、通信時に取得される情報であり、基地局の識別番号、

通信の発信元の識別番号、通信の発信先の識別番号、通信日時等によって構

成される。つまり、携帯電話会社は、発信元携帯と受信携帯が、それぞれ、

いつ、どこの基地局管内から、どれ位の時間通話していたかの情報を保有し

ている。 

これら情報の精度は、基地局単位であるため、概ね数百メートル単位であ
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る。 

(2) ＧＰＳ位置情報 

ＧＰＳ位置情報とは、複数のＧＰＳ衛星から発信されている電波を携帯電

話等の移動体端末が受信して、衛星と移動体端末との距離等から当該移動体

端末の詳細な位置を示す位置情報である。具体的には、緯度経度情報、端末

の識別情報、取得日時等で構成される。 

ＧＰＳ位置情報の精度は、緯度経度単位（数メートル～数十メートル単位）

であるため、基地局に係る位置情報と比べて詳細な位置を示すことが可能で

ある。なお、2017 年６月１日に打ち上げられた日本のＧＰＳ衛星の運用が開

始されれば、近い将来、この精度は６センチメートルまで上がると報道され

ている。 

(3) Ｗｉ－Ｆｉ位置情報 

Ｗｉ－Ｆｉ位置情報とは、Ｗｉ－Ｆｉのアクセスポイントと移動体端末間

の通信を、位置情報の測位に応用することによって、利用者によるインター

ネット接続の前後を問わず取得される位置情報である。具体的には、アクセ

スポイントのエリア内の相対的な端末の位置、端末のＭＡＣアドレス、取得

日時等で構成される。 

Ｗｉ－Ｆｉ位置情報は、屋内での測位が難しいＧＰＳ位置情報と異なり、

屋内外を問わず利用することが可能である。また、位置情報の精度はアクセ

スポイント単位（数メートル単位～数十メートル単位）であるため、大型店

舗等で活用される事例が見受けられる。 

２ 利用状況 

電気通信事業者は、スマートフォン等の電源が入っている限り、これら位

置情報を取得して、私たちの位置を常に正確に把握することが可能となった。

そして、これら位置情報を、以下のような方法で利用している。 

(1) 基地局に係る位置情報の利用 

株式会社ＮＴＴドコモは、2013 年 10 月、基地局に係る位置情報のうち位置

登録情報を利用して、「モバイル空間統計」を実用化させた。これは、基地局

エリアごとの携帯電話台数を利用者の属性別（年齢、性別、住所）に集計す

ることによって、人口の地理的分布を推計するものである。 

株式会社ドコモ・インサイトマーケティングのホームページでは、モバイ

ル空間統計の活用事例として、商圏分析（時間帯毎や属性毎に人口を分析し

ていくことで、効率的な店舗運営や販促施策を検討する。）、イベント分析（イ

ベント来訪者の性別、年代別、居住地別の情報を把握する。）、まちづくり（例

えば、バス等の公共交通路線を整備する際に最新の需要を予測する。）などが

公表されている。 

なお、株式会社ＮＴＴドコモは、契約者のプライバシーを保護するため、

モバイル空間統計を作成するにあたり、①非識別処理（氏名、電話番号、生

年月日などの識別情報について削除、数値の丸め込み、不可逆符合への変換
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などを行う処理）、②集計処理（非識別化情報から統計的な「集団に関する情

報」を導出する処理）、③秘匿処理（集計結果に少人数エリアの数値が含まれ

ないようにする処理）を行うこととしている。 

また、ＫＤＤＩ株式会社と位置情報ゲームのプラットフォームを運営する

株式会社コロプラは、2013 年 10 月、個々の通信の際に利用される基地局情報

を利用して観光客の動きを把握する調査サービスである「観光動態調査レポ

ート」を実用化させた。 

このレポートを作成するにあたり、ＫＤＤＩ株式会社は、誰の情報である

かわからないように、①生活圏（自宅及び職場等の日常行動範囲）を排除し

た旅程抽出、②点でなくエリアで捉えることにより個人特定を防止するため

の位置情報のメッシュ化（500 メートル～数キロメートルメッシュ）、③個人

識別子の秘匿化（非識別化処理）を行った上で、株式会社コロプラへ分析を

委託している。また株式会社コロプラは、非識別化処理されたデータを統計

的に分析し、レポート化して協力自治体へ提供するが、少数サンプルのエリ

アは利用しないこととしている。 

(2) ＧＰＳ位置情報の利用 

株式会社ＮＴＴドコモのいわゆる地図アプリである「ドコモ地図ナビ」で

は、利用に際して、位置情報、位置情報取得時刻、ユーザーＩＤ（同社が付

する符合であり、利用者の氏名・住所等個人を直接特定できるものではない）、

プロフィール登録された性別・年代等が送信されることとなっている。 

さらに、契約者がオートＧＰＳ機能を利用している場合、当該アプリを起

動させているか否かにかかわらず、定期的かつ自動的に位置情報が測位され、

上記位置情報等が送信されるようになっている。 

オートＧＰＳ機能により送信された位置情報等は、取得後７年以内のもの

であれば、個人を特定できる情報を含まない、総体的かつ統計的なデータに

加工した上で、調査研究目的等のために利用され、また株式会社ゼンリンデ

ータコムその他の第三者へ提供されることとなっている。 

(3) Ｗｉ－Ｆｉ位置情報 

2017 年２月 16 日、17 日の２日間、ＮＴＴ武蔵野研究開発センターにて、「Ｎ

ＴＴ Ｒ＆Ｄフォーラム 2017」が開催された。これはＮＴＴグループで進めら

れている研究開発の成果を紹介する年に１度のイベントであるが、この会場

内では混雑状況の測定や一定時間後の混雑状況の予測に活用するため、また

Ｗｉ－Ｆｉ位置情報を用いたサービスの研究開発に活用するため、来場者の

Ｗｉ－Ｆｉ位置情報が取得された。具体的には、①通信機器の識別情報（Ｍ

ＡＣアドレス）、②受信日時、③受信電波強度、④受信したＷｉ－Ｆｉアクセ

スポイントの識別番号が取得されたようである。 

なお、取得日から最長３年以内にＷｉ－Ｆｉ位置情報を抹消するとともに、

十分な匿名化をしていない情報は第三者へ提供しないとされるが、逆に言え

ば、十分な匿名化をした上であれば第三者提供を行うようである。 

(以上につき、http://www.soumu.go.jp/main_content/000434727.pdf 
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緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会 報告書「位置情報プ

ライバシーレポート～位置情報に関するプライバシーの適切な保障と社会

的利活用の両立に向けて～」参照） 

３ Ｇｏｏｇｌｅ 

また、電気通信事業者ではないが、私たちが普段よく利用するＧｏｏｇｌ

ｅもユーザーの情報を収集しており、私たちの位置情報も取得し記録してい

る。 

Ｇｏｏｇｌｅには「ロケーション履歴」という機能があり、自分がいつど

こへ行ったかを記録に残すサービスを提供している。自分の移動履歴を自動

的に残したいユーザーにとっては、とても便利な機能である。もちろん、こ

の機能を使うか否かはユーザーの自由であり、自分で設定することができる

が、この機能を知らずに利用しているユーザーも多い。特にＡｎｄｒｏｉｄ

端末を使用している人はＧｏｏｇｌｅアカウントを使用していることが多く、

当初の設定ではこの機能がＯＮになっているようなので、設定を変更してお

かないと位置情報が送信され続けるようである。 

第３ 購入情報 

１ 電子マネー 

(1) 楽天Ｅｄｙ株式会社の楽天Ｅｄｙ（エディ）、株式会社セブン・カードサ

ービスのｎａｎａｃｏ（ナナコ）、イオンリテール株式会社のＷＡＯＮ（ワオ

ン）などは、買い物に利用することを目的に開発された電子マネーである。

また、第１で説明した交通系ＩＣカードの多くは、現在、乗車券としての利

用だけでなく、商品の購入にも利用することが可能である。 

(2) 月刊消費者信用 2016 年９月号によると、これら電子マネーの主要なカー

ドの発行枚数は次のとおりであり、これらを合計すると３億 2,293 万枚に及

ぶ。 

楽天Ｅｄｙ    ９，７１０万枚 

ＷＡＯＮ     ５，９５０万枚 

Ｓｕｉｃａ    ５，８５９万枚 

ｎａｎａｃｏ   ４，９１２万枚 

ｉＤ       ２，２５９万枚 

ＩＣＯＣＡ    １，３１６万枚 

ＱＵＩＣＰａｙ    ４６７万枚 

Ｍａｎａｃａ     ４６６万枚 

ＰｉＴａＰａ     ２９６万枚 

ｎｉｍｏｃａ     ２９５万枚 

ＴＯＩＣＡ      ２１４万枚 

ＳＵＧＯＣＡ     １９０万枚 

ｕｎｉｋｏ      １７０万枚 
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Ｋｉｔａｃａ     １０１万枚 

はやかけん       ８８万枚 

日本で電子マネーが実用化されて僅か 15 年ほどで、これだけ多くの種類の

電子マネーが利用されており、また主要な電子マネーだけでも、発行枚数が

３億枚を突破している。 

(3) 日弁連は、2013 年、交通系ＩＣカードを含む電子マネーの運営会社 17 社

に対しアンケート調査を実施し、そのうち 11 社から回答を得た。そのアンケ

ートでは、消費者が商品を購入した際に電子マネーの運営会社がどのような

情報を取得するかについても質問を行った。その回答結果によると、ほとん

どの運営会社が取引日時と取引金額は取得するものの、取引内容については

取得していないとのことであった。 

この回答結果からすると、多くの電子マネー運営会社は、消費者の購入情

報を取得していないものと思われる。 

(4) もっとも、2016 年９月 28 日、楽天株式会社の穂坂雅之副会長は、クレジ

ットカードのみならず電子マネーによる決済業務ができる事業者向け新端末

（楽天ペイ）を 2017 年から導入することを発表した際、この端末で「楽天グ

ループの総合的な支払いが今後進み、消費データが絶えず集まるようになる」

と強調するとともに、こうしたビッグデータを活用し、「他社が売っている商

品だけでなく、楽天オリジナルの商品をビッグデータで予測して検討したい」

と述べたことがニュースで流れた。 

（http://www.sankeibiz.jp/business/news/160929/bsj1609290500001-n1.htm 参照） 

この楽天ペイは、2017 年夏から楽天Ｅｄｙ、ｎａｎａｃｏ、Ｓｕｉｃａ、

ＰＡＳＭＯ、ＩＣＯＣＡなど主要電子マネー14 ブランドと「Android Pay™」

に対応したサービスを開始することが予定されている。そのため、今後、楽

天株式会社は、クレジットカードの利用情報だけでなく、電子マネーによる

購入履歴についても取得することになる可能性がある。 

(5) 個人データの中でも購入情報は、移動情報以上にビジネスにつながりや

すい情報である。そのため、事業者にとって購入情報は非常に価値が高く、

事業者が購入情報の収集・利用について強い欲求を持つことは自然のことで

ある。購入情報が電子化され簡単に集約できることになったため、広く網羅

的に購入情報を収集することが技術的にも可能となっている。 

２ ポイントサービス 

(1) 電子マネー以外にも、消費者が商品購入時にポイントサービスを利用す

る場合、事業者は消費者の購入情報を取得している。例えば、カルチュア・

コンビニエンス・クラブ株式会社が運営するＴ－ＰＯＩＮＴ（Ｔ－ＣＡＲＤ）

や、株式会社ロイヤリティマーケティング（三菱商事株式会社、株式会社ロ

ーソン、株式会社リクルートホールディングスなどが主要株主）が運営する

Ｐｏｎｔａポイント（Ｐｏｎｔａカード）などである。 

(2) ポイントサービスとは、当該サービスの提携先で商品購入時にカードを
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提示すると、一定の還元率によりポイントを貯めることができ、次回以降の

買い物をするときに１ポイントを１円として利用することができるものであ

る。 

ポイントサービスを利用する消費者は、ポイントをもらう代わりに運営会

社に自分の購入情報を提供し、運営会社はその情報を提携先に販売している

ことになる。 

例えば、Ｔ－ＰＯＩＮＴの会員規約（Ｔ会員規約）４条４項によれば、カ

ルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、会員がＴ－ＰＯＩＮＴサー

ビスの提携先にＴ－ＣＡＲＤを提示等した場合、その提携先からその会員の

利用履歴（購入商品名、利用したサービス名称、金額及び購入・利用した日

時・場所を含む）を取得することができることとなっている。そして、Ｔ会

員規約４条５項により、同社は、会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話

番号、電子メールアドレス等ともに、入手した膨大な利用履歴を提携先に提

供することが可能となっている（なお、個人情報の提供を停止することは可

能。）。なお、同社が個人情報を提供する提携先は、2017 年５月 28 日現在、129

社に及んでいる。 

同社のホームページによれば、Ｔ－ＰＯＩＮＴを利用している会員数（名

寄せ）は 6,132 万人以上であり、またＴ－ＰＯＩＮＴを利用できる提携店は

59 万 4484 店舗に及んでいるとのことである。まさに日本人のおよそ２人に１

人の購入情報が日々、提携先を通じてカルチュア・コンビニエンス・クラブ

株式会社に集約され、提携先への提供を含めて利用されていることになる。 

第４ インターネット利用情報 

１ 検索情報 

インターネットで商品、交通手段、天気予報など何らかの情報を知りたい

とき、先ずはＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮなど無料で利用できる

検索エンジンを使って調べる人が多いと思われる。 

これら検索エンジンを利用した場合、Ｇｏｏｇｌｅ等の運営会社は、その

入力したキーワードを収集し利用しているが、収集している情報は検索キー

ワードに限られない。 

例えば、Ｇｏｏｇｌｅのプライバシー・ポリシーには次のように記載され

ている。 

「Ｇｏｏｇｌｅは、全てのユーザーによりよいサービスを提供するために情

報を収集しています。よりよいサービスの提供のために行うことには、お客

様の使用言語などの基本的な事項を理解することや、お客様にとって最も役

に立つ広告はどの広告か、オンラインで大切な人々は誰か、おすすめのＹｏ

ｕＴｕｂｅ動画はどれか、などの複雑な事項を推定することが含まれます。」 

そして、Ｇｏｏｇｌｅはサービス利用時に次のような情報を収集すると表

明している。 

・端末情報（ハードウェアモデル、オペレーティングシステムのバーション、

－182－



 
 

端末固有のＩＤ、電話番号などのモバイルネットワーク情報） 

・ログ情報（Ｇｏｏｇｌｅサービスの使用状況の詳細（検索キーワードなど）

／電話のログ情報（電話番号、通話相手の電話番号、転送先の電話番号、

通話の日時、通話時間、ＳＭＳルーティング情報、通話の種類など）／イ

ンターネット プロトコル アドレス／端末のイベント情報（クラッシュ、

システム アクティビティ、ハードウェアの設定、ブラウザの種類、ブラ

ウザの言語、リクエスト日時、参照ＵＲＬなど／ブラウザまたはＧｏｏｇ

ｌｅアカウントを特定できるＣｏｏｋｉｅ） 

・現在地情報（ＩＰアドレスやＧＰＳの他、各種センサーからＧｏｏｇｌｅ

に提供される近くの端末やＷｉ－Ｆｉアクセスポイント、基地局に関する

情報など、様々な技術を使用して現在地を判定する） 

・固有のアプリケーション番号 

・ローカルストレージ 

・Ｃｏｏｋｉｅ及び同様の技術 

Ｇｏｏｇｌｅは検索サービス以外にも様々なサービスを無料で提供し、私

たちの日常を非常に便利なものにしているが、他方で、Ｇｏｏｇｌｅは私た

ちの知らない間に、このように多くの個人情報を取得している。 

２ インターネットショッピング情報 

また、今ではインターネットで商品を購入するのが当たり前の時代になり、

Ａｍａｚｏｎや楽天などのショッピングサイトを利用することも多い。 

このようなショッピングサイトを利用した場合にも、一定の情報が収集さ

れている。 

例えば、Ａｍａｚｏｎでは、プライバシー規約において、注文の処理や商

品配送などに利用するほか、情報検索等のサービスの利用に役立てたり、客

が興味を持つと思われる商品・サービスを案内するなどの目的のため、次の

ような情報を収集するとしている。 

・客から提供される情報（氏名、住所、電話番号、クレジットカードに関す

る情報、購入された商品の配送先（住所と電話番号を含む）、1-Click 設定

に掲載された情報（氏名、住所、電話番号も含む）、レビューとＡｍａｚｏ

ｎへのＥメールの内容、プロフィールに掲載する写真や自己紹介、財務情

報など。なお、医薬品や医療機器などの購入に際して Amazon.co.jp の薬剤

師または登録販売者などに相談される場合、使用者の身体的状態に関する

情報（年齢、性別、健康状態、病状・病歴、併用薬の状況、医師の診断等）

を取得することがある。） 

・自動的に受け取る情報（インターネットプロトコルアドレス、サインイン

情報、Ｅメールアドレス、パスワード、コンピュータに関する情報と接続

情報（ブラウザの種類とバージョン、タイムゾーンの設定、ブラウザのプ

ラグインの種類とバージョン、オペレーティングシステム、プラットフォ

ームなど）、商品の購入履歴、デジタルコンテンツの購入時におけるユーザ
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ーＩＤ情報。Ａｍａｚｏｎの Web サイトへのアクセス、そこからのアクセ

ス、及びそこを介したアクセスに関する、完全なＵＲＬの日付と時間を含

む記録、Ｃｏｏｋｉｅの番号、表示または検索した商品、カスタマーサー

ビスを利用した際に使った電話の電話番号） 

・モバイル端末に関する情報（客の位置情報及び端末固有の識別情報を含む）

ただし、Ａｍａｚｏｎが作成したアプリをダウンロードして使用する場合 

・Ｅメール（ＡｍａｚｏｎからのＥメールを開封したことの確認） 

・その他の情報（他から入手する情報） 

３ アルゴリズムによる分析 

ＧｏｏｇｌｅはＩＴ企業であるが、その主な収入源は広告関連事業である。

当初、インターネット上では広告主に広告枠を売るだけであったが、そこに

は様々な地域、様々な年代、様々な属性、様々な嗜好のユーザーがいるため、

適時的確な広告を出すことが困難であった。      

ところが、Ｇｏｏｇｌｅはユーザーの情報を吸い上げ、独自のアルゴリズ

ムによる分析により、個々のユーザーの興味・関心を推測し、それに基づい

て掲載する広告を選択することで広告効率の高めることに成功した。 

また、Ａｍａｚｏｎは、「おすすめ商品」や「その商品をチェックした人は

こんな商品もチェックしています」など、ユーザーが興味ありそうな関連商

品を積極的に薦める手法でユーザーの潜在的なニーズを引き出している（レ

コメンド機能）。Ａｍａｚｏｎは、アクセス履歴などを収集して当該ユーザー

の興味・関心を推測するとともに、多くのユーザーの情報を収集することで

ユーザーをグループ化し、当該ユーザーと類似したユーザーがよくチェック

し、購入している商品を表示させることで、レコメンド機能の精度を高めて

いる。 

Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎのいずれも、私たち一人一人がどのようなも

のに興味・関心を持っているかをできるだけ正確に把握するため、日々、ユ

ーザーの情報を収集し続けている。 

 

第２項 個人データ収集、利用の問題点 

以上のように、大量の個人データが“ビッグデータ”として収集され、分析（プ

ロファイリング）された上で、ターゲットを絞った効率的な広告等に利用されて

いる。そして、行政機関が集めた個人データも、同じく“ビッグデータ”として

の利活用が、国家戦略として進められつつある。 

しかし、本章第４節で述べるように、日本のプライバシー保護のための法規制

は、ＥＵ等と比べて緩やかであるし、独立の第三者機関による監督も、未だ緒に

ついたばかりである。 
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第４節 米国及びＥＵの民間部門における個人情報の収集・利用等

の概要 

共通番号制度（マイナンバー制度）を検討する前提として、諸外国における個人

情報の収集利用の状況と、その法的規制の現状の概要・特色について述べる。 

第１項 米国とＥＵの違いと対立 

第１ 米国の状況 

テクノロジーが進歩し、個人情報の収集・分析のコストは、目を見張るほど

下がっている。そのため、私たちが日々排出する多くのデータを収集・管理・

分析することはたやすくなり、またそれが大きな利益を生むことにつながり、

いわゆる監視ビジネスは隆盛を極めている。 

以下、ブルース・シュナイアー『超監視社会』（草思社、2016年）を参照し、

その実態について述べる。 

１ データの分析 

あらゆるデータをごっそり集めて保存し、そこから、価値のある情報を引

き出す取組を「データマイニング」という。そのために用いられる膨大な量

のデータの集積が「ビッグデータ」である。 

例えば、自動車メーカーは、自動車のデータを分析して製品を改良し、地

方自治体は、道路沿いに設置したセンサーから得られるデータを基に道路の

状態を把握している。フェイスブックやツイッターなどの企業も、個人のデ

ータをデータマイニングし、広告にいかしたり、社会科学研究のために提供

している。 

ビッグデータの価値は、そこから推測を導き出せる点にある。直接的な推

測としては、ある人の１年間の詳細な所在地データを入手し、お気に入りの

レストランを導き出す、というものである。間接的な推測としては、購入し

た食品リストから、民族や年齢、性別さらには宗教まで推測できる可能性が

ある。 

また、データマイニングにより、過去のデータの緻密な分析が可能となっ

ている。例えば、近年、クレディ・スイスやスタンダード・チャータード・

バンク、ＢＮＰパリバなどの大手金融機関が相次いで、アメリカの法律に違

反して、金融制裁対象国に送金していたことを認めたが、これらの企業は、

財務省外国資産管理室（ＯＦＡＣ）による監視と探知（アルゴリズムを用い

て行う）をくぐり抜けるために、取引データを意図的に改変していたという。

こうした摘発も、過去の膨大な量の取引データと従業員の通信記録を分析す

ることによって、初めて可能になった。 

国家安全保障局（ＮＳＡ）の「XKeyscore」プログラムは、人々のやりとり

する電子メールの内容を３日間、インターネット上のあらゆる活動に関する

メタデータを１か月間、日常的に保管していた。「ＭＡＲＩＮＡ」プログラム
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では、インターネットの閲覧履歴を１年間記録しており、「ＭＹＳＴＩＣ」プ

ログラムでは、バハマなどの国で全ての音声通話を記録することができた。

ＮＳＡは、アメリカの音声通話全てのメタデータも５年間保存している。 

大量データ監視があれば、人間関係を明らかにできる。例えば、ＮＳＡが

アリスという女性に関心を持っているとしたら、ＮＳＡは、アリスのデータ

を収集し、それに続いてアリスが連絡を取っている人物全てのデータを収集

し、更にその人たちが連絡を取っている人物の全てのデータも収集する。こ

のサーチの目的は、人間関係を明らかにし、陰謀をあぶりだすことにある。 

別々のデータをつなぎ合わせれば、より強力な監視システムができる。自

動車ナンバープレートの読み取りデータを集めているビジラント・ソルーシ

ョンズ社は、そのほかの自動車特定のためのアルゴリズム、顔認識システム、

ほかのデータベースの情報と組み合わせることで、自社が収集したデータの

増強を計画している。データ収集の側面ばかりでなく、複数のデータの関連

付けにより、網羅的監視が実現される。 

さらに、強力な組織が、電子通信インフラの多くの部分で通信傍受を行い、

様々な監視データを照らし合わせれば、素性を隠そうとしている人物を突き

止められる場合も多い。例えば、多くのアメリカ政府機関とアメリカ企業へ

のサイバー攻撃に関与した中国軍のハッカーたちの素性が特定されたが、こ

れはサイバー攻撃の際、同じ機器を用いてフェイスブックにアクセスしたこ

とから判明したのである。 

２ インターネットで行われる監視ビジネス 

企業がインターネット上で監視を行う目的は、データを広告に利用するこ

とである。市場調査や顧客サービスの側面は、あくまでも副次的な目的にす

ぎない。 

インターネット上の監視はｃｏｏｋｉｅ（クッキー）を用いて実行されて

きた。クッキーは「永続的識別端子」である。クッキーはウェブサイトから

ユーザーのコンピュータに送信されるデータで、それぞれに固有の番号が割

り振られている。ウェブサイトは、その番号で個々のユーザーを特定する。

例えば、自分がアクセスしたオンラインショッピングサイトがクッキーを用

いていれば、２度目以降のアクセス時にその都度「私は０２９３８５８３９

番の顧客です」などと名乗っていることになる。ウェブサイトはその番号を

手がかりに、アカウントを参照して購入候補商品リストを保存し、次回のア

クセス時に過去の購入内容を覚えておける。クッキーは、もともとは、ネッ

ト閲覧を円滑するために考案されたものであった。 

このクッキーを、企業が自社以外のウェブサイトページ上に、ウェブサイ

ト所有者の承諾を得て、料金を支払うことによってセットするようになった。

「サードパーティ（第三者）クッキー」である。これを用いて企業は、ユー

ザーがあちこちのウェブサイトでとる行動を追跡し始めた。これにより、一

人一人のユーザーを狙い撃ちにした広告がウェブ上で表示されるようになっ
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た（個人が、特定の車、観光地、病気をインターネット上で調べると、その

後しばらく様々なウェブサイトにアクセスするたびに、それらの情報に関係

した広告を見せられる。）。 

この仕組みにより、強力で網羅的な監視環境ができあがった。 

３ データブローカービジネス 

インターネットが出現する以前、監視データを生み出す源は、①企業の顧

客データ、②ダイレクトマーケティング、③信用調査機関、④政府であった。

信用調査機関とダイレクトマーケティング企業が４種類のデータを集約する

ことにより、現代的なデータブローカーが出現した。データブローカーは、

個人が取引をした企業から個人データを購入し、これをほかのデータと組み

合わせて、当該個人のことを詳しく知りたい企業に販売する。コンピュータ

化により、個人が生み出すデータが多ければ多いほど、大量のデータが収集

され、より正確なプロファイルを把握されることになる。 

データブローカーは、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、

年齢、配偶者の有無、子どもの有無と年齢、教育水準、職業、所得水準、支

持政党、所有している自動車の車種、自宅やその他の資産に関する情報など

を蓄えている。いつ、何を購入し、どのような方法で支払いをしたのかとい

う情報、家族の離婚や死亡、病気に関する情報その他インターネット上でと

る全ての行動のデータも集めている。データブローカーは、こうしたデータ

に基づいて、様々なカテゴリーに分類する。そして「遺産を相続しそうな人」、

「高齢の親がいる人」のリストがほしい企業に売却する。病気を患っている

高齢者や詐欺にだまされやすい高齢者リストを販売してきた会社や、無担保

の短期小口融資など非従来型のローンに申し込んだ事がある人のリストを、

そうした人たちに悪質な金融取引を売り込もうとする業者に販売した会社も

あった。 

４ アメリカの法規制 

アメリカでは、日本の個人情報保護法のような法規制はなく、自主規制を

基本とし、規制の必要性が高い分野ごとに個別法を定めて規制を行っている。

1973 年ごろに携帯電話や電子メールの技術が確立し、1989 年にはインターネ

ットの商用化が開始されたことから、それまではＩＴ技術に対応した個人情

報保護政策が取られてきた。その後はインターネットの普及とともに 1990 年

代には電子データの取扱いに関する法律が導入され、同時多発テロの発生以

降の 2000 年代は、国家安全保障のための個人識別と、個人識別が可能な情報

の保護を目的とした法律が制定された（ジェトロ「ニューヨークだより」2015

年９月号参照）。 

上記のように、基本的に自主規制となっているが、具体的には、企業自ら、

個人情報をどのように取り扱うのかを、プライバシー・ポリシーなどとして

各社の判断において（各社の自由な判断で）公表し、その内容に反する取扱
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いをした場合、連邦取引委員会（ＦＴＣ）法５条にいう「不公正・欺瞞的行

為または慣行」に当たるとして、ＦＴＣによる制裁が課される、という仕組

みとなっている。 

第２ 米国と対比されるＥＵにおける規制の状況 

１ ＥＵ・米国のプライバシー権の考え方 

ヨーロッパとアメリカでは「プライバシー権」の考え方に違いがある。す

なわちヨーロッパでは、「プライバシー権」は人間の「尊厳」保護に資するも

のであって、政府は積極的に保護する義務があると考えられてきたのに対し、

アメリカでは、「プライバシー権」の核心は政府からの「自由」にあると考え

られてきた。 

「プライバシー権」に対するこのような考え方の違いは、データ規制の在

り方でもヨーロッパ（ＥＵ）とアメリカで違いをもたらしている。 

２ ＥＵ基本権憲章 

ＥＵ基本権憲章とは、ＥＵ市民や域内住民の政治的、社会的、経済的権利

を法的に定めた文書であり、リスボン条約の発効によりＥＵ基本条約と同様

に法的拘束力をもち、加盟国は憲章に沿った法令を制定する義務を負うこと

になる。 

同憲章では、私生活の尊重の権利とは別に、個人データの保護が権利（８

条１項）として保障されることが宣言され、個人データを権利として保障す

るため、独立した監督機関による監視がなされることが規定（８条３項）さ

れている。 

(1) ＥＵデータ保護法制の特徴 

ＥＵデータ保護法制の特徴としては、官民に共通するあらゆる分野を対象

とした包括的法制度であること、センシティブ・データを特別列挙しつつ、

広範な保護の対象を定めた個人データ概念を規定していること、個人データ

の開示・訂正・消去等を権利として強固に保障していること、十分な保護措

置を施していない第三国へのデータ移転を規制していること、個人データ保

護のために完全独立のデータ保護監督機関の設置を求めていることなどが挙

げられる。 

(2) 法執行の特徴 

ＥＵ基本権憲章８条３項は、個人データ保護に関する規定を履行するため、

独立した機関による監督が行われるべきことを定めている。 

独立した機関による法執行は、司法手続によっている米国と異なる点であ

るが、そのときどきの情報コミッショナーの政治的判断や財源に左右されや

すいといった欠点もある。例えば、アイルランドには優遇税制により多くの

グローバルＩＴ企業の事業拠点が設置されているが、アイルランドの情報コ

ミッショナーは、人員・予算の不足から十分な調査権限を行使できていなか

ったといわれている。 
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(3) 法執行の例 

グーグル社のプライバシー・ポリシーの変更（2012 年３月１日付変更）に

ついて、ＥＵ加盟国のデータ保護監督機関は共同で調査し、データ処理の利

用目的等の通知が不十分であること、情報蓄積がユーザーの同意原則に反す

ることを理由に 15 万ユーロの制裁金を科している。 

プレイステーション個人情報漏えい事件では、イギリスの情報コミッショ

ナーがソニーに対して、ハッキング防止措置が不十分であるとして 25 万ポン

ドの制裁金を科している。 

３ ＥＵデータ保護規則の制定と２つの指令の採択 

(1) ＥＵデータ保護規則（ＧＤＰＲ） 

ＥＵデータ保護規則は、2016 年４月 14 日に成立した。2018 年５月 25 日に

施行される予定である。 

ア 個人データ取扱いに関する原則 

規則５条では、①適法性・公正性・透明性が求められ、②利用目的が制限

され、データの③正確性・最小化が求められ、④保存が制限される等の個人

データ取扱いに関する原則が定められている。 

イ プロファイリング 

規則 22 条では、プロファイリング(個人データの自動処理)によってデータ

主体に不利益な決定を下すことは、データ主体の権利侵害であると定められ

ている(本章第２節参照)。 

(2) ２つの指令 

ＥＵデータ保護規則の成立した 2016 年４月には、安全・プライバシーに関

わる２つの指令が採択されている。①「犯罪の予防、捜査、探知及び訴追又

は刑罰の執行を目的とする所管機関による個人データの取扱いに関する個人

の保護並びに当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の

2016/680 指令」(以下「捜査等データ保護指令」という。)と、②「テロリズ

ム犯罪及び重大犯罪の予防、探知、捜査及び訴追のための旅客機搭乗者記録

(ＰＮＲ)の利用に関する欧州議会及び理事会の 2016/681 指令」(以下「ＰＮ

Ｒ指令」という。)である。 

これら２つの指令は、刑法分野、国家安全保障分野における国家の活動に

関する個人データの取扱いが「ＥＵデータ保護指令」においてその対象から

外されていたため、「ＥＵデータ保護規則」の制定と同時に検討され、採択さ

れたものである。 

(3) 捜査等データ保護指令 

ア 捜査等データ保護指令は、ＥＵデータ保護規則(２条２項(d))が明文で除

外した「公共の安全の脅威に対する予防及び防止を含む、犯罪の予防、捜査、

探知及び訴追又は刑罰の執行を目的とする所管機関による個人データの取扱

い」に関する個人の保護に関するルールを定めたものである（指令１条１項）。 

イ データ保護「規則」との対比でみると、同指令では、データ主体への「透
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明性」には言及がなく、「規則」で「必要な限度」に限られるのと異なり「相

当な限度」を許容し、必要性・比例性が認められれば「異なる目的での取扱

い」を許容し、「長期間の保存」も許容している。 

一方で、「プロファイリング」の点では一歩進められ、不利益決定の原則禁

止を加盟国に義務付けている（指令 11 条）。 

(4) ＰＮＲ指令 

ＰＮＲ指令は、ＥＵ域外へのＰＮＲデータの移転や、加盟国による収集・

利用・保存、加盟国間の交換といったＰＮＲデータの取扱いについて定める

ものである。 

その目的は「安全を確保し、人の生命と安全を保護し、所管機関によるＰ

ＮＲデータの取扱いに関する当該データの保護のための法的枠組みを創出す

ること」(指令前文５項)である。 

４  ＥＵデータ保護指令(1995 年 10 月 24 日指令) 

ＥＵデータ保護規則が施行される 2018 年５月 25 日までは、ＥＵデータ保

護指令が適用されるため、同指令の概要につき触れておく。 

(1) 指令の概要 

ＥＵデータ保護指令とは、個人データの取扱いに係る個人の保護及び当該

データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令をいい、個人データ

の取扱いに関する自然人の基本的権利及び自由、特にプライバシーの保護を

目的とし、ＥＵ構成国はこの指令を国内法化する義務を負うことになる。も

っとも、ＥＵ構成国以外の国へ個人データ移転する場合には、移転先国にて

「十分な保護の水準」（十分性の要件）が確保されていることを求めているた

め、ＥＵ構成国以外の国にも影響は及ぶ。 

(2) 十分な保護の水準 

「十分な保護の水準」を満たしているか否かは、29 条作業部会（後述）が

1998 年７月 24 日に公表した「第三国への個人データ移転に関する作業文書」

に基づき審査が行われる。 

その「作業文書」では、内容面で、データの利用目的制限、比例原則、透

明性原則、アクセス・異議申立の権利、移転制限などが求められ、手続面で、

法令遵守、データの本人の適切救済・支援などが求められている。 

「十分な保護の水準」を満たすとされる国・地域は、アンドラ、アルゼン

チン、カナダ（民間部門のみ）、スイス、フェロー諸島、ガーンジー島、イス

ラエル、マン島、ジャージー島、ニュージーランド、ウルグアイの 11 か国・

地域であり、日本やアメリカは含まれていない（2016 年 10 月時点）。 

５ セーフハーバー協定 

(1) 協定の概要 

米国国内では、ＥＵとの法制度との違いから「十分性の要件」を満たすの

は難しいと考えられ、政治交渉による「セーフハーバー協定」によって決着
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が図られた。 

同協定は、米国国務省が示したプライバシー原則を満たしていると自己認

証した企業のリストを公表し、その企業には、ＥＵとの間での個人データの

移転を許すとする政治協定である。 

この協定により、約 4000 社の企業が米国国務省のリストに掲載され、ＥＵ

から個人データの移転を自由に行えるという恩恵を受けてきた。 

(2) セーフハーバー協定無効判決 

ＥＵ司法裁判所は、2015 年 10 月６日、セーフハーバー協定を認めた欧州委

員会の決定を無効とする判決を下した。 

この事件は、フェイスブックを利用していたオーストリア在住の学生が、

スノーデン氏の告発を挙げながら、セーフハーバー（協定）はもはや十分な

保護の水準を確保していないとして、アイルランド（フェイスブックのデー

タベースセンター所在地）の裁判所に判断を求め、その事案がＥＵ司法裁判

所で争われたものである。 

判決は「協定は無効である」とした。その理由では、スノーデン氏の告発

で明らかにされた監視活動を、大量かつ無差別な個人情報収集であると指摘

し、このような監視活動は、ＥＵ基本権憲章で保障された私生活尊重の権利

と個人データ保護の権利を侵害するものであるとしている。フェイスブック

についても、米国政府の監視活動の対象とされ、その結果、ＥＵ市民のフェ

イスブック利用者の個人情報が大量かつ無差別に監視の対象となり、それに

対する救済措置がないことを批判している。 

(3) 協定無効判決のその後～プライバシー・シールド 

セーフハーバー協定無効判決により対応を迫られた米国政府は、国土の安

全を理由にＥＵ市民の個人情報を無差別に監視しないこと、不当な個人情報

の取扱いに対する救済措置をＥＵ市民に認めること等を条件に、「プライバシ

ー・シールド」という新たなデータ移転の枠組みを欧州委員会との間で合意

した（2016 年２月２日）。 

プライバシー・シールドの内容としては大きく４つあり、①ＥＵから個人

情報を受領する米国企業に対してデータ保護義務を課すこと、②データに対

する米国政府のアクセスに対する制御措置、③実効的な保護・救済措置、④

履行監視のための年次共同レビューの実施が盛込まれている。 

６  29 条作業部会の意見表明 

プライバシー・シールドに対して、ＥＵの 29 条作業部会が意見を表明して

いる（2016 年４月 13 日）。 

29 条作業部会とは、ＥＵ指令 29 条に基づいて欧州委員会に設置されている

作業部会であり、ＥＵ各加盟国の指名する監督機関の代表者等から構成され、

その意見はＥＵデータ保護指令の解釈指針としての性格をもつ。 

同部会の意見の内容は、プライバシー・シールドの内容について、ＥＵ基

本権憲章で定めているデータ保護の基本原則が反映されていない、自動処理
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による個人に係る決定の適用が不明確である、目的制限の原則も不明確であ

る、第三国への提供の際の保護の枠組みが不十分である、国家情報長官によ

る大規模かつ無差別な個人情報の収集を許している、オンブズパーソンの独

立性・権限が不十分である等を指摘し、ＥＵ規則制定後速やかに再審査がな

されるべきである、等というものである。 

（以上について、宮下紘「プライバシー権の復権－自由と尊厳の衝突－」（中

央大学出版部、2015 年）、藤原静雄「個人情報保護に関する国際的ハーモナイ

ゼーション」（論究『ジュリスト』2016 年夏号）、宍戸常寿「安全・安心とプ

ライバシー」（同書）参照） 

第３ ＥＵデータ保護規則にも取り入れられたプライバシー・
バイ・デザイン 

１ プライバシー・バイ・デザイン（Privacy by Design： Design（設計）

段階から取り入れるプライバシー、以下「ＰｂＤ」と略す。）とは、カナダ、

ＥＵ等において、実質的な救済が困難である事後救済のみに依拠するのでは

なく、プライバシー侵害の可能性を低減するための取組を事前に講じようと

する仕組み・考え方である。ＰｂＤについて、その提唱者であるカナダ・オ

ンタリオ州情報・プライバシー・コミッショナーであるアン・カブキアンは

以下の様に説明している。 

ＰｂＤは、大規模にネットワーク化された情報システムにおいて、適切に

プライバシー保護を実現していくための概念である。情報通信技術が広く浸

透し、刻々と進歩する現在、もはやプライバシー情報の安全は、単に規制の

枠組みを順守するだけでは保障できない。組織の活動のあらゆる場面で、標

準的に保障される必要がある。 

プライバシー保護に関し、従来はプライバシー強化技術（ＰＥＴｓ）を利

用することが解決策と考えられてきたが、今日では、もっと実質的なアプロ

ーチが必要だと認識されている。例えばＰＥＴｓを採用することにより利便

性が犠牲になる（二者択一型のゼロサムモデル）といったことのない、必要

な条件を同時に満たせるポジティブサムモデルを目指すことである。それが

ＰＥＴｓに代わるＰＥＴｓプラスの基本的な考え方になる。 

ＰｂＤの目的は、プライバシーを確保することと自己の情報に対する個人

のコントロールを獲得すること、組織のために持続可能な競争的利点を獲得

することである。そして、それは七つの基本原則を実践することで達成でき

る。これらの原則は、あらゆる種類の個人情報に適用され得る。特に、医療

情報や財務データといった機微なデータには強力に適用されなければならな

い（堀部政男、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）、ア

ン・カブキアン編著「プライバシー・バイ・デザイン プライバシー情報を

守るための世界的新潮流」（日経 BP 社、2012 年））。 

２ 2010 年 10 月に開催された第 32 回データ保護・プライバシー・情報コミ
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ッショナー国際会議において、ＰｂＤに関する決議が採択されている。 

決議の概要は、以下のとおりである。 

① ＰｂＤを、基本的なプライバシー保護の不可欠な構成要素であると認識

する。 

② ＰｂＤの採用が、組織の初期機能形態としてプライバシーを確立するよ

うに推奨する。 

③ データ保護・プライバシー・情報コミッショナー・機関が、次のことを

行うように要請する。 

ａ 資料の配付、啓発及び個人的唱道を通じて、できるだけ広くＰｂＤを

促進すること 

ｂ それぞれの法域内におけるプライバシー・ポリシー及び立法の立案に

おいて、ＰｂＤの基本原則を組み込むように助長すること（以下略） 

上記「ＰｂＤの基本原則」とは、以下の７原則を指す。 

① 事後的でなく事前的、救済策的でなく予防的であること 

ＰｂＤのアプローチは、受け身ではなく先見的に対応することが特徴で

ある。プライバシー侵害が発生する前に、それを予想し予防することを目

的としている。このため、事後ではなく事前に作用する。 

② プライバシー保護は初期設定（デフォルト）で有効化されること 

プライバシー保護の仕組みはシステムに最初から組み込まれる。個人デ

ータは、個人が何もしなくても、そのまま保護される。個別の措置は不要

である。 

③ プライバシー保護の仕組みがシステムの構造に組み込まれること 

プライバシー保護の仕組みは、ＩＴシステム及びビジネス慣行のデザイ

ン及び構造に組み込まれるものである。事後的に、付加機能として追加す

るものではない。つまり、プライバシー保護の仕組みは、ＩＴシステム及

びビジネス慣行に不可欠な、中心的な機能になる。 

④ 全機能的であること。ゼロサムではなくポジティブサム 

ＰｂＤでは、プライバシー保護の仕組みを設けることによって、利便性

を損なうなどトレードオフの関係を作ってしまうゼロサムアプローチで

はなく、全ての正当な利益及び目標を収めるポジティブサムアプローチを

目指す。 

⑤ データはライフサイクル全般にわたって保護されること 

プライバシー情報は、生成される段階から、廃棄される段階まで、常に

強固なセキュリティで守られなければならない。全てのデータは、データ

ライフサイクル管理の下に安全に保持され、プロセスの終了時には確実に

破棄される。 

⑥ プライバシー保護の仕組みと運用は可視化され透明性が確保されること 

どのようなビジネス慣行または技術が関係しようとも、プライバシー保

護の仕組みが機能することを、全ての関係者に保証する。この際、システ

ムの構成及び機能は、利用者及び提供者に一様に、可視化され、検証でき
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るようにする。 

⑦ 利用者のプライバシーを最大限に尊重すること 

設計者及び管理者に対し、プライバシー保護を実現するための強力かつ

標準的な手段と、適切な通知及び権限付与を簡単に実現できるオプション

手段を提供し、利用者個人の利益を最大限に維持する。 

３ このＰｂＤは、ＧＤＰＲ（ＥＵデータ保護規則）等の中にも、例えば「デ

ータ保護・バイ・デザイン及びバイ・デフォルト」などの形で取り入れられ

ている（25 条）。 

４ なお、日本においても、2013 年６月に、総務省の下に設置された研究会

がとりまとめた「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会報告書～パ

ーソナルデータの適正な利用・流通の促進に向けた方策」において、「パーソ

ナルデータの利活用の基本理念を具体化するものとして、次の７項目をパー

ソナルデータ利活用の原則として提示する。 

   「・透明性の確保 

    ・本人の関与の機会の確保 

    ・取得の際の経緯（コンテキスト）の尊重 

    ・必要最小限の取得 

    ・適正な手段による取得 

    ・適切な安全管理措置 

    ・プライバシー・バイ・デザイン」 

上記のとおり、「基本理念を具体化する原則」として導入されている。 

５ 以上のような情勢を踏まえて、日本の個人情報保護委員会委員長でもあ

る堀部政男一橋大名誉教授は、「ＰｂＤが今や新しいグローバル・スタンダー

ドになってきている」と紹介している（堀部他前掲書 56 頁）。 

 

第２項 米国、ドイツ及びスウェーデンの番号制度 

以上の状況を踏まえて、共通番号制度（マイナンバー制度）を検討する前提と

して、各国の番号制度（納税者番号制度）の概要と、その規制状況について、金

子宏ほか「納税環境の整備」（日税研論集 67 号（公益財団法人日本税務研究セン

ター発行･2016 年））を参考にしながら、概観する。 

第１ 米国の納税者番号制度 

１ 概要 

米国における納税者番号（Taxpayer Identification Number：以下「ＴＩ

Ｎ」という）は、連邦法である内国歳入法典 6109 条に基づき割り振られ、連

邦行政機関である内国歳入庁（ＩＲＳ）との関係で個人・法人等の納税者を
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識別、同定するための番号である。但し、ＴＩＮという単一番号があるので

はなく、各種の公的番号（社会保障番号（ＳＮＮ）、個人納税者番号（ＩＴＩ

Ｎ）、雇用者番号（ＥＩＮ）、養子縁組手続中の養子のための番号（ＡＴＩＮ）、

代行業者番号（ＰＩＮ））の総称である。ここでは、その中でも中心的役割を

果たしている社会保障番号（ＳＳＮ）について述べる。     

２ 社会保障番号制度（ＳＳＮ）について 

(1) 社会保障番号（ＳＳＮ）とは 

ＳＳＮは社会保障局が発行・管理する９桁の個人番号である。その目的は、

もともと老齢年金、障がい者年金、遺族年金の給付額の算定のために、社会

保障税の対象となる給与所得者・自営業者ごとに給与履歴を記録管理するこ

とにあったが、連邦税務行政目的のために転用された。社会保障給付上の目

的で米国民、永住者、米国において就労が許可されている外国人に対しての

み社会保障局から発行される番号であるため、連邦税制に関係を持つそれ以

外の納税義務者は、別途ＩＴＩＮ（職を持たない非永住外国人などが納税申

告等を行う必要がある場合に発行される番号）の取得が必要となる 

(2) 付番手続 

出生時に、州に出生証明書の登録を申請するのと同時に、ＳＳＮを申請取

得する方法により付番がなされる。申請には、①氏名、②以前にＳＳＮを発

行されていた場合にはその番号、③出生地、④生年月日、⑤国籍、米国滞在

上の地位、⑥ヒスパニックか否か、⑦人種、⑧性別、⑨母親の氏名（出生時

＝旧姓の）とＳＳＮ、⑩父親の氏名とＳＳＮ、⑪過去の申請情報、⑫連絡先、

⑬署名が必要である。ただし⑥⑦は任意である。 

12 歳以上で新規に付番申請する者は、本人が出頭して面接する義務が課さ

れる。 

３ ＳＳＮの税務上の位置付け  

個人の番号確認は、当該個人のＳＳＮであるとされ、財務省規則で別段の

定めに該当しない限り、個人のＳＳＮが内国歳入法典上の個人番号として求

められる。自らの納税申告時以外にも、情報申告制度との関係で納税者が様々

な経済取引や納税以外の公的手続に際し、相手方の私人・企業・行政機関に

対して自らのＴＩＮを提示することが要求される場面が非常に多い。例えば、

給与支払いに係る所得税・社会保障税等の源泉徴収のため、被用者が雇用主

に提示する、30 万ドルを超える価格の不動産の取引に当たり、売主から買主

に提示する（売主が買主にＴＩＮを提示しない場合、買主は購入代金の 10％

を源泉徴収し、ＩＲＳに納付する義務を負う）などである。 

４ 社会保障番号（ＳＳＮ）の利用範囲の広がり  

(1) 行政目的での利用 

「ＳＳＮを持たずに米国で働いたり様々な活動に従事することは困難であ
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る。」とさえ言われている。納税の局面、連邦政府の各種授益プログラムの受

給申請時にもＳＳＮの提示が要求され、州政府の行政目的でもＳＳＮが用い

られるべきことを定めている。各州が発行する運転免許証はＳＳＮなしには

取得できない。 

(2) 民間での利用 

本人確認手段として、ＳＳＮの利用を法令が義務付ける場面がある（例え

ば、金融機関は全顧客のＳＳＮを取得することを義務付けられている）。その

ほか、医療機関の受診、不動産取引、就職時や、場合によっては入学時の生

徒にも要求されることがある。但し個人情報保護の観点から、2014 年、司法

省、教育省の連名で、ＳＳＮの提示は任意である（拒絶したことを理由とし

て学校は入学を拒否してはならない）ことを確認する文書が出された。 

(3) 利用範囲が広がる理由と規制 

ＳＳＮは、①全国民が保有している、②人に一つの番号が付されている、

③個人の一生涯にわたって保持される、という特徴があるがゆえに、信用履

歴を正確に把握する上で極めて好都合である。個人信用調査機関はＳＳＮに

紐付けられた情報に依存している。また、普通預金、投資信託等一人の顧客

と複数の契約を結ぶ際の顧客情報としても利便性が高い。さらに民間業者は、

ＳＳＮを顧客から直接入手するだけでなく、公の記録（破産、タックスリー

エン、民事判決、不動産取引規則、選挙人登録等）や取引関係にある企業（医

療機関であれば保険会社など）からも入手することがある、との指摘がなさ

れている。事業者は、自らが入手した様々な情報をＳＳＮごとにデータベー

ス化し、あるいは他のデータベースにアクセスし、顧客の本人確認を行うの

に用いている。特にインターネット販売業者の場合、顧客のＳＳＮは重要な

本人確認手段であり、また既存顧客情報の管理等にも用いられる。そのため、

ＳＳＮを盗まれ、悪用されると被害が甚大となる。そのため、2008 年 11 月

18 日、ブッシュ大統領は、全ての連邦機関にＳＳＮを個人識別情報として用

いることを要求した 1943 年大統領令を撤回した。また、同年 12 月には、連

邦取引委員会が企業・学校その他私的主体に対し、個人識別番号としてＳＳ

Ｎ以外を用いることを促す要望（plea）を発した。 

（以上につき、前掲日税研論集 67 号「第３章 米国の納税者番号制度」（藤

谷武史）を参照） 

第２ ドイツの納税者番号制度 

１ 概要 

ドイツは、行政分野ごとに個人識別番号を付番しており、相互に直接連携

を伴わないセパレートモデルを採用し、行政分野ごとに①税識別番号、②納

税者番号、③身分証明書番号、④保険番号（年金番号）などに振り分けられ、

各番号は各行政の目的別に利用が厳格に制限されている。 

① 連邦中央租税行政庁による納税者番号 

2008年 8月、連邦中央租税行政庁から全住民への通知が開始されたもので、
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その特徴は、ドイツ国内で一元的に運用され、各個人にとって生涯不変のも

の。出生とともに付番されるので一意性（唯一無二性）、悉皆性を持つ。利用

範囲は税務に限られ、目的外使用は禁止されている。 

② 旧来の納税者番号 

各自治体・州が発行していた番号で①の導入に伴い、順次廃止されている。 

③ 身分証明書番号 

16 歳以上のドイツ人は、身分証明書法により身分証明書の所持を義務付け

られている。旅券法により交付される有効な旅券を身分証明書に代えること

ができる。 

身分証明書・旅券には、姓名、出生年月日、写真、署名、身長及び目の色

などの情報のほか、シリアル番号が記載され、住民登録簿に記載される。こ

れは旅券に印字され可視性がある。更新の都度新しい番号が付番されるので

生涯一つの番号という運用ではない。2010 年 11 月よりｅＩＤ（従来の国発行

による紙の身分証明書に代わるポリカーボネート製のカード。１人に対して１枚

発行され、カード上にはシリアル番号とアクセス番号の２種類の番号を記載。い

ずれも個人識別を目的とせず、納税者番号とも関連せず、データを管理する中央

集権的なデータベースは存在しない。）に置き換わっている。 

④ 年金保険番号（年金番号） 

ドイツ事業者に雇用され、ドイツ年金法令に加入したものに付番される。

数値は 12 桁。全ての国民が持つわけではないので悉皆性はない。   

２  納税者番号（個人番号）の概要 

納税者番号には、個人番号、経済活動者統一番号、売上税番号がある（後

２者は 2008 年以前から存在した。）。 

個人番号は、納税義務者（自然人）に対し、11 桁の個人番号を職権で付与

するものである。納税義務者に関するほかの情報にそのまま依拠するもの、

情報から演繹することができるものであってはならないとされている。個人

番号は、税務行政庁に対する納税義務者もしくは第三者の申請、申告もしく

は通知の際に、表示されなければならない。 

付番は出生による住民登録簿への登録時、もしくは従来個人番号が付与さ

れたことのない者が登録時に、連邦中央租税行政庁に対し、付与のため、デ

ータを送付して行われる。具体的には、住民登録課の所轄内に住所登録され

た全ての住民につき、仮の管理番号を付与し、住民登録課は管理番号ととも

にデータを連邦中央租税行政庁に送付する。そして、租税行政庁は、仮管理

番号を使って納税者に付与すべき個人番号を所轄の住民登録課に通知し、そ

の仮管理番号を抹消する。 

ドイツ国税通則法は、収集が許されるデータの種類を、①個人番号、②経

済活動者番号、③姓名、④旧姓、⑤名前、⑥博士号の有無、⑦出生日及び出

生地、⑧性別、⑨現在もしくは直近の住所、⑩所轄税務署、⑪住民登録準則

法もしくはラントの住民登録法による送付禁止事項、⑫死亡日としている。
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また、当事者もしくはその他が、その住民登録情報の提供によって生命、健

康、個人の自由若しくはそれらに準ずる保護されるべき利益を侵害される危

険性が増大するような場合、情報開示禁止を住民登録簿に記載することがで

きる。 

３ 個人番号の収集及び利用の範囲 

(1) ドイツでは、国勢調査事件判決（1983 年 12 月 15 日）に基づき、立法者

は、個人情報の収集にかかる利用目的を限定的にかつ正確に定めなければな

らない、とされている。具体的には以下のとおり定められている。 

ア 税務行政庁 

法定業務の実施のために必要な場合、若しくは法令によってその利用が明

文で定められている場合 

イ その他の公的組織若しくは非公的組織 

次の一定の場合に限定して利用が認められている。 

① 税務行政庁とのやり取りに必要な場合又は法令によって利用が明文で

認められているか若しくは命令されている場合において、個人番号を収

集若しくは利用することができる。 

② それらの組織と税務行政庁との定期的なデータのやりとりに必要であ

る限りにおいてのみ、個人番号に従ってデータを整理し若しくはアクセ

スすることができる。 

③ 税務行政庁に対する一切の通告義務を履行するため適法に収拾された

納税義務者の個人番号を利用することができる。ただし、当該通告義務

が同一の納税義務者に関係するものであって、かつ①で定める収集若し

くは利用が許されている限りにおいてのみである。 

④ 税務行政庁に対する一切の通告義務を履行するため株式法 15 条に定

める結合企業によって適法に収集された納税義務者の個人番号を利用す

ることができる。但し、当該通告義務が当該個人番号を収集した同一の

期間と同一の企業グループに属している場合であって、さらに、①で定

める収集若しくは利用が許されている限りにおいてのみである。    

税通則法 139 条２項３文によれば、上記の諸規定によって認められない個

人番号の収集や利用を可能にする契約条項及び同意条項は無効である。 

(2) 国税通則法 139ｂ条３項に列挙されたデータ利用目的の制限 

139ｂ条４項は、同条３項に列挙する情報収集の目的を、限定的かつ明示的

に定めている。 

① 一人の納税義務者が一つの個人番号を付与され、かつ、一つの個人番

号が複数回付与されることのないような状態を確保するため 

② ある納税義務者の個人番号を確認するため 

③ どの税務行政庁がある納税義務者を所轄しているかを判定するため 

④ 法律もしくは超国家法（ＥＵ法及び条約法）に基づき受領すべき情報

を所轄の部署へ移送するため 
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⑤ 税務行政庁が法令によって与えられた業務の遂行を可能にするため 

連邦中央租税行政庁は、個々に列挙された目的以外の目的に個人番号を使

って、個人の情報を収集することは許されない。 

さらに同条５項は、同条３項に列挙された情報を、上記の４項に定める目

的以外の目的のため利用することを原則的に禁止している。目的外利用に対

する制裁もある。 

４ 裁判所の判断 

連邦憲法裁判所の国勢調査判決（1983 年 12 月 15 日）を受け、ボン基本法

において保障されている情報の自己決定権の保護の要請について、次のよう

な基準ができた。すなわち、個々人は、それぞれ、自己の個人情報の開示及

び利用を自ら決定する権利を有するが、重大な公共の利益が認められる場合

にのみ、この権利を制限することができる。もちろんそのためには合憲的な

法律上の根拠が必要であり、かつそれは法治国家原則に基づき規範明確性と

比例性の要請に合致しなければならない。 

しかし、納税者番号は、悉皆的かつ無制限に納税者の個人番号を収集・蓄

積するものであり、ボン基本法に反するのではないか、という疑義が出され、

訴訟にもなった。 

その後、2012 年１月 18 日、連邦財政裁判所は、「負担公平に配慮して租税

確定のみならず租税徴収に関し効率的な方法を模索するという目標は極めて

重要な公益であり、一般的な平等原則によって基本法上も保障されている」

し、「個人番号は多くの面及び方法において、情報の自己決定権を尊重しなが

らこれらの目標に資するものである」とともに「個人番号による情報の自己

決定への侵害の度合いは少ない」ことを考慮し、個人番号に関する租税通則

法 139ａ条ないし 139ｄ条の規定は租税行政庁に対し、納税義務者の一義的な

特定と最適な確認を可能ならしめる手段を与えるものであるため、公益上の

明確な必要性があるとして、個人番号の付与及びそれに伴うデータの収集及

び蓄積は合憲であると判示した。なお、連邦憲法裁判所に対しては、複数、

異議申立てがなされているといわれているが、2017 年 6 月時点では、判断が

下されていないと思われる。 

（以上につき、前掲日税研論集 67 号「第５章 ドイツにおける納税者番号制

度」（吉村典久）を参照） 

第３ スウェーデンの納税者番号制度 

１ 住民登録制度とＩＤカード 

スウェーデンでは、住民登録の際に付番されるＰＩＮを、多目的機能型納

税者番号として用いている。 

申請時が出生時であれば、病院から出生記録が、両親からは３か月以内に

氏名申告書が国税庁（ＳＫＶ）に送付されなければならない。ＳＫＶはこれ

に基づき申請時に付番する（誕生から死亡まで同一）。移民は移住時の住民登
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録時に付番する。住民登録の際、ＳＫＶに①氏名、②住所、③ＰＩＮ、④出

生年月日、⑤出生地、⑥国籍、⑦教会区、⑧両親の氏名、⑨育児責任者の氏

名、⑩結婚歴・離婚歴、⑪配偶者名、⑫子どもの氏名、③養親の有無、⑭所

有不動産などを知らせる。 

ＳＫＶはこれらの情報を自己が管理するデータベースに保存し、各登録者

にＰＩＮを付番する。 

ＰＩＮは実際の生活では、ＩＤカードによって確認される。銀行口座の開

設、賃貸住宅の契約等でＩＤカードが必要である。また公共、民間のネット

サービスは、ＩＤカードがそれを受ける際に必要な身分証明機能を持つ。Ｉ

Ｄカードは、13 歳以上で原則住民登録をした者が保有できる。税務署に有効

な本人証明書（パスポート等）を持参して申し込み，発行料を支払い、身長

測定をしたのちに写真撮影がなされる。18 歳未満は、保護者の許可と立会い

が必要である。 

申請が認められるとＳＫＶから登録住所に、それを知らせる通知が送られ、

その通知を税務署に持参し、ＩＤカードを受け取る。写真付きで期限は５年

である。 

ＩＤカード発行に際し、ＳＫＶが得る情報は、①申請者氏名、②ＰＩＮ、

③カードの有効期限、④身長、⑤性別、⑥カードの発行日、⑦申請者のサイ

ン、⑧同一性をどう証明したか、⑨カード発行を拒否された理由、⑩カード

を盗まれたことがあるか、⑪取消しの場合の理由、⑫顔写真である。 

住民登録をしていない人にはコーディネーション番号を付番する。スウェ

ーデンの政府機関、民間の高等教育機関が要請する個人に対し、ＳＫＶが行

う。 

２ 住民登録の問題点 

(1) ＳＫＶによる情報の配布 

ＳＫＶは、住民登録情報について、自動的に（住民の許可や他機関の審査

を経ずに）他の公共機関に配布する権利を持つ。具体的には、社会保険庁、

移民局、年金局などである。配布はＮａｖｅｔ（the Swedish tax agency system 

for distribution of information about the registered population）を通

じて行われる。これに加えて、ＳＰＡＲ（Swedish pupulation and address 

register）に配布する権利を持つ。 

配布先公共機関のうち、特に、日本でいえば市町村、県に当たる機関の医

療関連部局には毎週情報を送っている。これは、同国が地方分権国家で、地

方政策の主要財源である地方勤労所得税の税率が地方政府によって決定され、

その水準が地方間で異なること、さらに、福祉、教育、医療を中心とする地

方公共支出が地方の責任で提供されていることと関係する。 

ＳＰＡＲは、1970 年に設置された公共機関の一つであり、目的は、顧客に

有料で住民登録者に関する情報を提供することである。顧客になると誰でも、

その利用目的がＳＰＡＲ委員会によって承認される限り、ＳＰＡＲの保有す
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る情報にアクセスが可能となる。顧客には銀行、カード会社、新聞社等が含

まれる。ＳＫＶからＳＰＡＲには氏名、ＰＩＮ、誕生日、住所、住民登録地、

生誕地、国籍、配偶者、査定勤務所得、査定資本所得の合計、一戸建て住宅

の所有者名、住宅の査定価値（ＳＫＶが納税者情報に基づいて確定）が自動

的に配布される。 

民間へは、顧客のダイレクトメールや市場調査のための情報の選択、顧客

の登録データの更新や顧客情報にＰＩＮを割り振り、人探しに必要な情報の

提供などを行っている。 

他にも、ＳＫＶ自体が自己の業務に関して、管理している情報を一般個人

に提供している（自分の情報、他人の情報の提供を要請できる。）。公共情報

に属する場合、個人はＳＫＶに請求できる。情報はファックスか郵便、メー

ルで送られる。秘密にすべき情報は、情報請求者＝提供者であることが確実

か、代理人である場合に、郵便で住民登録住所に知らせる。 

(2) 個人情報保護 

スウェーデンの個人情報保護法の理念としては、事実上「低く」位置付け

られている、という指摘がなされている。一面では、個人情報保護の必要性

とその情報処理の厳格性を規定しているが、同時に、「社会によって守られる

必要性」は、ほかの根本的な民主主義的権利や価値、例えば出版や表現の自

由の確保と調和させなければならないと述べ、結局、個人情報の保護より、

出版や表現の自由の確保と公共情報へのアクセス権を上位に位置付けている、

ということである。つまり、公共当局に提出された情報は、パブリックなも

のであるという考え方であり、これは、アクセス権を保障すべき情報である、

という捉え方である。そのため、企業は自己の顧客登録情報、組織はメンバ

ー登録情報、公的組織は公共活動に必要な登録情報を扱う自由を持つ。サイ

トが個人の情報をネットで公開しても、彼らは憲法による表現の自由に基づ

いて保護されており、通常の個人情報保護法は適用されない。 

このような法制度となるに至ったのは、高負担、高福祉体制の下で公共部

門に対する監視が強くなり、各自の負担に見合った受益を目指していること

から、他人への情報へのアクセス要請があり、自らの情報へのアクセス承認

が前提となっているから、という指摘がある。 

一方で、ＳＰＡＲを通じて民間企業に知らせる点は、公共活動のためでは

ないので、問題があると言わざるを得ない、という指摘がなされている。Ｓ

ＰＡＲの情報配布に対し、直接認められている個人情報管理権は、①１年に

１度、無料でＳＰＡＲにある自分の情報が正しいかチェックできる、②申請

によりダイレクトメール会社への情報提供を拒否できる、というだけである。

そのため、企業活動の効率化が重視されていると言わざるを得ないからであ

る。 

３ スウェーデンにおける納税者番号の重要性 

社会保険料を含めて税と捉えることが一般的な考え方である。総額は、Ｇ
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ＤＰ比で 44％を占める（2015 年５月)。一人当たりの税負担は年間 239 万円

を超える一方で，国民一人当たりの社会保障支出額は年間 186 万円を超える。

つまり、支払ったお金が社会保障として大部分戻ってくるという国家である。

納税単位は完全に個人である。配偶者控除や扶養控除がないので、家族情報

は不要である。事業主は毎月源泉徴収し、資本所得税は原則 30％の一律分離

課税である。 

（以上につき、前掲日税研論集 67 号「第４章 スウェーデンの納税者番号制

度」（馬場義久）を参照） 

第４ 小括 

以上のように、米国、ドイツ、スウェーデンの納税者番号の概略をみてきた

が、それぞれ国民のプライバシーに対する考え方に違いがあり、それは、国の

歴史や政策に密接に関わっていると言える。 

ドイツは、ナチスの歴史を経て、権力による監視に対する警戒感により、行

政分野ごとに番号が付番され、横断的な共通データベースは認められず、かつ、

その利用目的も厳格に制限されているといえる。 

一方、米国やスウェーデンは、様々な分野で共通して利用される唯一無二の

共通番号を国民に付番することとしており、とりわけ、スウェーデンにおいて

は、高福祉・高負担という政策を国民が受け入れ、負担と受益の公平さに重き

が置かれ、情報へのアクセス要請が強くなっているといえよう。共通番号が、

様々な分野で利用される制度であればあるほど、情報が紐付けされ、名寄せさ

れ、さらにはプロファイリングされる危険が高くなると言える。 

 

第５節  共通番号（マイナンバー）制度の問題点（危険性） 

第１項 制度の概要 

第１ マイナンバー制度の創設 

2016 年１月から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（以下「番号法」という。）が施行され、社会保障・税番号制度

の運用が始まった。制度の創設理由としては、「諸外国に例を見ない少子高齢化

の進展により、今後何十年にわたり、現役世代人口と高齢者世代人口とのアン

バランスは避けられない状況になっている。高齢者対策等の財源が益々厳しく

なっていくなかで、高齢者向け給付を含むあらゆる公的な給付について公平性

（特に、所得把握の公平性）や効率性が求められるようになるのは必至である。

従って、公的な給付は、より細かく給付を受け取る個人の特性に着目したもの

になっていくと考えられる。・・・このような流れのなかで、個人の特性を政府

部門がより正確に把握し、公平で効率的な給付につなげるためのツールとして、

社会保障・税番号制度の創設が提案されるに至ることになる」と説明されてい
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る（向井治紀内閣官房社会保障改革担当室内閣審議官「社会保障･税番号制度の

概要」（「自由と正義」2014 年９月号 34 頁））。 

第２ 制度の特徴 

マイナンバー制度の創設により、①全ての国民と外国人住民に対し（悉皆性）、

重複しない（唯一無二性）、原則生涯不変の、12 桁の個人識別番号（＝「個人番

号」、以下「マイナンバー」という。）が割り振られた。そして、②この番号の

下に、税、社会保障そして災害対策分野の個人情報が整理される。更に、③こ

れらの情報は、コンピュータ・ネットワーク（＝「情報提供ネットワークシス

テム」）により、迅速・確実に、事務分野を超えてデータマッチングされるよう

になる。 

マイナンバーの利用が許されるのは、法律で定められた事務に限られるもの

の、税・社会保障分野での利用目的であるから、相当広範囲となる。また、い

わゆる納税者番号として利用されるため、国民等は、勤務先への提出が「義務

化」され、雇用主は税務当局への支払調書等へこのマイナンバーを記載して、

提出することになる（民－民－官で利用される番号）。また、証券会社にも提出

が義務化され、2018 年 1 月からは預貯金口座へも付番が予定されている。 

更に、医療分野の情報への付番も予定されている。診療報酬関係のレセプト

情報へは、マイナンバーの直接利用が予定されており、カルテ等の診療内容関

係へは、マイナンバーと１対１で対応し、何らかの形での紐付けがある「医療

等ＩＤ」という名称の番号が付番される予定である。 

また、個人番号カード（以下「マイナンバーカード」ともいう。）という名の

ＩＣカードが発行される。このカードは、表面に、氏名（通称）、住所、生年月

日、性別の記載と顔写真が付けられ、裏面にはマイナンバーが記載される。同

カードは、そのＩＣチップ部分に様々なソフトを搭載することにより、多目的

利用をすることが国家目標となっている。例えば、国家公務員等の身分証明書

や健康保険証としての利用が予定されている（注）。 

（注）「官民データ活用推進基本法」（平成 28 年法律第 103 号）13 条１項に

おいて、「国は、個人番号カードの普及及び活用を促進するため、個人番号カ

ードの普及及び活用に関する計画の策定その他の必要な措置を講じるものと

する」と規定され、これに基づき 2017 年５月 30 日に、『世界最先端 IT 国家

創造宣言・官民データ活用推進基本計画』が閣議決定された。2020 年を一つ

の区切りとして重点的に講ずべき施策が挙げられている。その一つの柱が「マ

イナンバーカードの普及・活用」である。2017 年３月に「マイナンバーカー

ド利活用推進ロードマップ」も策定されており、「公務員等や民間企業の職員

証・社員証」としての利用や、「住民票・戸籍等の証明書のコンビニ交付」「医

療保険のオンライン資格確認の導入」などの施策が推し進められている。 

第３ マイナンバー制度に伴う情報環境の変化 

マイナンバー制度の整備に先立って、行政機関の情報システムの「最適化」
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が進められていた。これにより、旧来の、省庁ごと、事務分野ごとに、独自の

システムで情報が管理されるシステム（レガシーシステム）から、統一的なシ

ステムで情報が管理されるようになってきていた。 

レガシーシステムの時代には、システムの分断により、個人情報のスムーズ

な伝達が阻害され、結果として個人情報は守られてきていた。これが、システ

ムの統一、ネットワーク化によって、よりスムーズなデータの流通が図られる

ようになった。 

まず、マイナンバーシステムの“前身”である住基ネットシステムによって、

行政内部における個人データに、悉皆性・唯一無二性を有する住民票コードが

付されたことにより、正確なデータマッチング（名寄せ・突合せ）が可能とな

った。 

さらに、マイナンバーシステムにより、より広い範囲の個人データに、悉皆

性・唯一無二性を有するマイナンバーが付番され、データマッチングシステム

が構築されたことになる。 

したがって、今や、紙媒体時代とは遙かに異なる、そして、レガシーシステ

ムという旧型コンピュータシステムで管理されていた時代とも質を画する、デ

ータマッチングとプロファイリングの時代を迎えているのである。 

 

第２項 問題点  

第１  危険性 

マイナンバーシステムが整備されたことにより、個人情報のデータマッチン

グが迅速確実に行えるようになった。つまり、本章第２節で述べたような現代

的プロファイリングの危険性が極めて高くなっている。 

そもそも国（行政機関)は、膨大な、機微に渡る個人情報を、国民や外国人住

民から、強制的に収集、保管、利用している。これらのデータが、ビッグデー

タの利活用推進、利便性・効率性の向上という名の国家戦略の下に利活用され

るようになった場合の問題点、危険性について、以下検討する。 

第２ 法的規制の不十分性、制度的安全保護策の不十分性 

１ マイナンバーの収集・利用等に対する規制の現状 

番号法及び個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）

には、それぞれマイナンバーが監視に結びつくことを規制する規定が一応設

けられてはいる。しかしながら、いずれも十分に監視を防止できるとは考え

がたい。以下、順に説明する。 

(1) マイナンバーの利用分野・保管・提供等の制限 

マイナンバーは、上述のように、社会保障、税、災害の分野で利用するも

のとされている。番号法では、マイナンバーの利用範囲について、法律（別

表）で定められた「個人番号利用事務」など限定された事務においてのみ利
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用できると定めて、マイナンバーが無制限に広範囲に利用されることを規制

している（番号法９条）。また、マイナンバーの提供を求めることができる場

合も「個人番号利用事務」を処理する場合など、法律で定められた場合に限

定している（番号法 19 条）。さらに、個人情報保護法上は、本人の同意があ

れば目的外の利用や提供等も可能となるが（同法 16 条 1 項）、番号法では、「何

人も、十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報（＝マイナンバー付個

人情報）の提供を受けることができる場合を除き、他人に対し、個人番号の

提供を求めてはならない」（番号法 15 条）、「何人も（19 条）各号のいずれか

に該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない」（番号法 19 条)、

「個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条第十二号から第十五号まで

のいずれかに該当する場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必

要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない」（番号法 29

条）旨定めて、たとえ本人の同意があっても目的外の収集・利用等はできな

いように規制している 

これらの点で、マイナンバーを監視目的で広汎に利用することは、法的に

は規制されているようにも見える。 

(2) 法的規制の不十分性 

しかし、第１に、利用目的は、法改正により容易に変更され得る。番号法

は、実際にマイナンバーの運用が開始される前に既に一度、法改正を経てお

り、預金口座とマイナンバーとの紐付けや、いわゆるメタボ検診の検診情報

の管理などにも利用されることとなった。これらの改正は、当初の利用目的

をはみ出すものとまでは言えないが、法改正さえ経れば、容易に利用範囲を

拡充することは可能であることを表している。 

そして、多数の賛成さえあれば、いかようにでも法改正が可能なのである。

しかも、日本においては、ＥＵ、特にドイツのような個人の尊厳を侵害する

ような法制度は許さないという「基本理念」が確固として確立されていない

ため、そのような恐れは大きい（憲法９条の解釈ですら、いとも簡単に変更

されているし、解釈の“お目付け役”である内閣法制局の解釈すら一変して

いる。）。そのため、例えば、マイナンバーに犯歴などのセンシティブな情報

を紐付けることは現在の法律では規制されているが、犯歴を紐付けることに

よって、マイナンバーをテロ対策や街の安全確保に有効活用するという目的

を掲げられた場合、容易に利用目的拡大がなされてしまい、犯歴をマイナン

バーで管理するような法改正すら実現されてしまうかも知れない。他の多様

な情報をマイナンバーに紐付ける改正も同様である。 

利用目的を法律で規定しているという状況は、マイナンバーが直ちに監視

に利用されることを一応、規制するかも知れないが、それだけで十分とは言

えないのである。 

第２に、マイナンバーを取得等できる場合を列挙した規定には、「刑事事件

の捜査」が含まれている（番号法 19 条 13 号）し、この利用目的について、

第三者機関である個人情報保護委員会に監督権限がない。このことは、捜査
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機関は、「捜査目的」を掲げれば、マイナンバーの取得、保管等を、自分の判

断だけで、「適法」に行えてしまうことを意味しており、マイナンバーを監視

に活用し得ることになりかねない。マイナンバーの取得等を規制する番号法

19 条の規定内容は、非常に複雑かつ広範であるため外延が曖昧となり、厳格

に利用事務を限定することは困難である。また、「その他政令で定める公益上

の必要があるとき」（同条 13 号）のように規制内容を規則に委ねている部分

もある。このように、番号法上の規定としては、一応、取得等が規制されて

いるように見えても、監視目的での利用が可能な態様も適法とされていたり、

規則に委ねられることによって、法改正を経なくても利用範囲を拡充するこ

とができたりする内容となっている点には注意を要する。 

２ マイナンバーカードの利用規制について 

(1) マイナンバーカードは、任意で交付を受けるものとされており（番号法

17 条１項）、マイナンバー提供時に求められる本人確認に利用することができ

るものである（同法 16 条、18 条柱書）。 

もっとも、マイナンバーカードにはＩＣチップが搭載されており、前述の

ように、ここに「必要な事項を電磁的方法により記録して利用」することが

認められている（番号法 18 条柱書）。そして、その利用は、市町村の機関等

のみならず、民間事業者にも認められている（同条２号）。ただし、その利用

に際して、ＩＣチップを活用できるのは、「マイナンバー等のカード記録事項

と区分された部分」とされており、マイナンバー自体が広汎な目的に利用さ

れることがないよう規制されてはいる（同条柱書）。 

政府は、本節第１項第２で述べたとおり、かかる機能を活用し、マイナン

バーカードを健康保険証など広汎な分野で利用可能とすることによって、

種々の機能をマイナンバーカードに集約するワンカード化を推し進めようと

している。これは、マイナンバー自体を広汎に利用しようとしている訳では

なく、上述したとおり、あくまでもＩＣチップの「マイナンバー等のカード

記録事項と区分された部分」の活用であるとは言える。 

(2) しかし、マイナンバーカードが健康保険証等の機能を備えるものとなっ

たとき、同カードを所持していなければ日常生活を送ることが非常に不便に

なり、事実上、同カードの所持が必須のものとなる社会ができあがる可能性

が高い。実際、政府は、上述したように同カードの普及を図る施策を、予算

を付けて強力に推し進めている。事実上カードの所持が必須となる社会が実

現すれば、マイナンバーカードに貼付する顔写真を含めた「マイナンバーカ

ード所持者データベース」が出現することになる。 

また、マイナンバーカードの利活用が進められたならば、マイナンバーと

は区分されたものに規制されてはいるものの、カードのＩＣチップに搭載さ

れた電子署名などのＩＤを用いて、個人と１対１に紐付けられた情報を活用

することになる。公的個人認証の利用が進めば、誰が、いつ、どこで、カー

ドを利用したかが記録されるようになる。これにより、個人の活動の監視に
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利用することができるようになるのである。 

以上のとおり、マイナンバーカードの利用を認めているのは、ＩＣチップ

の「マイナンバー等のカード記録事項と区分された部分」にすぎないという

規制は、監視という観点で見れば、全く規制になっていないとさえ言うべき

ものと思われる。  

３ 情報提供ネットワークシステムの管理について 

(1) 行政機関間でマイナンバーを利用した情報の授受は、情報提供ネットワ

ークシステムを通じてなされるが、情報ネットワークの管理は総務大臣が行

うものとされており（番号法 21 条）、情報提供等の記録も残すものとされて

いる（番号法 23 条）。 

また、同ネットワークを利用した情報の提供を国民自身が監督するための

ツールとして、情報提供等記録開示システム（いわゆる「マイナポータル」）

を運用することも予定されている。 

(2) しかし、国民によるこうした監督が具体的にどこまで可能なのかは、極

めて不透明であり、疑わしい。また、マイナポータルは、あくまでも情報提

供ネットワークシステムを介した特定個人情報の授受を記録するだけのもの

であり、自身の個人情報がマイナンバーに紐付けられて監視されている実態

を監視できる訳ではない。 

４ 独立の第三者機関（個人情報保護委員会）について 

(1) マイナンバーが適正に取り扱われるよう、独立の第三者機関として個人

情報保護委員会が設置されている（個人情報保護法 59 条以下）。同委員会は、

マイナンバーを利用する個人番号利用事務等実施者に対する指導及び助言そ

の他の措置を講ずることを任務としており（個人情報保護法 61 条４号）、ガ

イドラインの作成、公表、指導などを行っている（番号法 27 条～29 条の４）。 

また、番号法は、国の行政機関や地方公共団体等に対して、個人のプライ

バシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその

他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための

適切な措置を講ずるための特定個人情報保護評価を行うことを求めており

（番号法 28 条）、個人情報保護委員会は、そのための指針を作成し、公表し

てもいる。 

(2) しかし、個人情報保護委員会は、前述のように権限の及ぶ範囲がＥＵ等

のプライバシー・コミッショナーと比べて制限されているばかりでなく、予

算やスタッフ数においても、かなり少ないと言わなければならない。同委員

会の飛躍的強化を行わなければ、実効性のある監督は困難であると言わなけ

ればならない。 

５ 罰則について 

(1) 番号法は、個人情報保護法等に比べて重い刑罰を科す罰則規定を設けて
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おり（番号法 48 条～57 条）、一応、これによってマイナンバーの不正な取得

等を規制しようとしているとは言える。 

(2) しかし、罰則規定を設けたからと言って十分な規制にならないことは明

らかである。現に、2016 年 12 月２日には、渋谷区勤務の男性が、社内のネッ

トワークを通じて社内のデータ保存サービスに接続し、ここに保管されてい

たマイナンバー通知カードが写った画像データを複製したという番号法違反

の容疑で逮捕されるという事件も発生している。 

また、番号法の罰則は、マイナンバーの不当な提供、取得、盗用等を処罰

するものの（番号法 48 条～57 条）、マイナンバーを監視に利用するなど、番

号法で規定された利用目的以外に利用すること自体を直接処罰するものとは

なっていない。この意味で、番号法の罰則規定は、マイナンバーを民間会社

が監視に利用することに対する規制とはならないものと考えられる。  

 

第６節 提言 

以上述べてきたことを踏まえ、マイナンバー（共通番号）制度が、あらゆる個

人情報の国家による一元管理を可能とする制度となり、市民監視に利用されるこ

とのないように、ＥＵ等の動向を踏まえて、以下の点を提言する。     

１ 共通番号制度を利用せず、分野別番号制を原則とすること 

ビッグデータの利活用が止めようがない状況の中、プライバシーを守るた

めには、誰もが容易に個人情報のデータマッチングを行う危険性の高い「共

通番号制度」を採用することは避けるべきであり、ドイツのように分野別番

号制を原則とすべきである。 

２ プライバシーの保護をはかるために、個人の尊厳を根底においた上で、

デフォルト（初期設定）状態でのプライバシー保障の仕組みを講じつつ、個

人情報の利活用をはかり、保護と利活用の両立を図るというプライバシー・

バイ・デザイン（Design（設計）段階から取り入れるプライバシー）の考え

に基づいて、マイナンバー制度の制度上・運用上の問題点を明らかにし、廃

止、利用範囲の大幅な限定、民間利用の禁止等の対応を行うこと 

３ 独立の第三者機関（個人情報保護委員会）の権限や組織の強化を図るこ

と  
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第３編 情報公開と権力監視 

第１章 本編の問題意識 

本書の冒頭で述べたように、本基調報告書が目指している究極の憲法理念は、個

人が尊重される民主主義社会の実現である。そして、既に見てきたように、プライ

バシー権は、人がそこで誰からも干渉されずに自由に思考し、表現し、行動したり

できる私的領域を保護することによって、個の確立と尊重に寄与し、こうして確立

された自律的な個人による民主主義社会の実現のために大きな役割を果たすもので

あった。 

本編で展開される情報公開もまた、個人の尊重理念と民主主義理念という２側面

から理解することが可能である。 

まず、個人の尊重との関係について考察してみよう。 

プライバシー権が保障されれば、人は誰からも干渉されずに自由に表現したり行

動したりできる領域を持つことができる。これは、自由で主体的な自己決定権の保

障のために必要不可欠なことである。しかし、これだけでは不十分である。 

例えば、大地震によって原子力発電所から放射性物質が拡散するという事故が起

きたとする。もしも、これだけしか情報が与えられなかったとすれば、いかに上で

述べたような私的領域が守られていても、真に自由な自己決定はできないであろう。

本編では、2011 年の東日本大震災発生の翌日に福島第一原発から半径 10 ㎞圏内を対

象にした避難指示が出た際、原発事故の発生さえも知らなかった住民が多数存在し

ていたことも明らかにされる。このような状況では、避難の優先度の高さや、どの

方向や地域に避難すべきかなどについての自己決定は不可能であろう。すなわち、

真に自律的な自己決定を可能とするためには、プライバシー権の保障に加えて、情

報公開による知る権利の保障もまた不可欠なのである。 

「情報は誰のもの？」という本基調報告書の主題に照らすと、情報公開と民主主

義との関係は更に重要である。 

私的情報が、公権力等によって無断で収集・利用されてはならない理由は、それ

が個人の自律的意思決定にとって不可欠な私的領域の侵害に当たり、誰からも干渉

されずに行う個人の自由な意思決定を困難にするからであった。しかし、いうまで

もなく民主主義は国民主権原理の実現手段であるから、公権力には、誰からの干渉

もされずに自由に自己決定できる不可侵な領域があってはならない。代表民主制が

採られている日本の政治においてそのような領域が認められるなら、その領域にお

ける政治的意思決定はどう考えても「国民の政治」として正当化される余地はなく

なる。すなわち、国民主権の下では、公的情報は国民の情報であり、公的資源なの

であり、したがって、その隠蔽は公的資源の私物化である。 

しかし、皮肉なことに、公権力が情報公開を渋る時には、個人のプライバシー権

保障の趣旨に似たことが理由として述べられる場合が多い。例えば、「議事録の公開

は、会議における活発な審議を妨げる」であるとか、組織の意思決定に当たって重

要な影響を与える内容の文書でありながら、それは「個人のメモ」にすぎないから
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公開しないなどである。 

たしかに、ケースによってはそのような判断が妥当性をもつ場合もあるであろう。

しかし、その判断基準は、憲法に基づき、個人の場合とは大きく異なる点に注意す

べきである。すなわち、憲法は個人の尊重を根本理念としているのであるから、個

人については、その人格的発展のために、公権力や多数者意思からの干渉や批判に

よって萎縮させられない領域を保障する必要がある。しかし、公権力による政治的

な意思決定については、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威

は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれ

を享受する。」という憲法の国民主権原理によって当然に拘束されねばならない。も

ちろん、何が国民にとっての利益だと考えるかは国政担当者（政治家）個人の自由

である。しかし、その自由な思想は、国民主権の下では国民の納得によって権威付

けられねばならない以上、国政担当者は自分の思想が国民の福利につながることに

つき説明責任を負う。すなわち、国民の福利を全く無視した私利私欲や党利党略目

的の発言や行動が許されないのはいうまでもなく、公開により国民から批判される

ことを恐れて、発言内容や情報を隠すことも許されない。なぜなら、国民は国政担

当者が果たすこの説明責任に基づいて、選挙で誰に投票すべきかを判断し、支持す

べき政策を選択し、自己の政治的意見を形成し、時にはそれをメディアやインター

ネットを通じて訴えることなどにより、国民主権を実現するのだからである。つま

り、情報の公開は、国民主権原理の実現にとって不可欠な手段なのである。 

すると、このような情報公開を、情報公開制度とは異なるルートで、つまり、情

報の暴露という方法で実現する報道や内部告発の位置付けを理解するに当たっても

注意が必要となる。とりわけ「報道の自由」といえば、「報道者の思想・意見の発表

の自由」のことを思い浮かべる人が多い。もちろん、それも重要な人権である。し

かし、権力監視としての「報道の自由」の意義は、情報公開や知る権利への奉仕を

通じて、国民主権の重要な実現手段であるという点にこそある。したがって、公権

力が報道機関に圧力をかけて萎縮させることがあってはならないだけではなく、報

道機関が自ら公権力に忖度することも、知る権利の侵害であり、国民主権原理の軽

視なのである。 

第３編では、情報公開と権力監視に関し、様々な事件や制度をテーマに議論され

ることとなるが、その根底には、上で述べたような個人が尊重される民主主義社会

の実現というプライバシー権保障と共通の視点があることに気づいていただければ

と思う。 

すなわち、プライバシー権保障と情報公開の促進は、個人が尊重される民主主義

社会実現のための両輪なのである。 
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第２章 情報公開と公文書管理 

第 1 節 情報公開と公文書管理をめぐる最近のエピソード 

第１項 ＰＫＯ部隊の日報の不開示→開示～「廃棄した」ものが、

後に発見される！？ 

第１ あるジャーナリストの開示請求 

2015 年９月に成立した安全保障関連法で、ＰＫＯ派遣部隊に駆け付け警護（離

れた場所にいる国連職員やＮＧＯ職員、他国軍の兵士らが武装勢力に襲われた

場合に助けに向かう任務）などの新任務が付与された。治安が悪化する南スー

ダンで、危険な任務も遂行することになる自衛隊員。彼らが置かれている状況

を詳しく知りたいと考えたジャーナリストの布施祐仁氏は、情報公開制度を使

って、現地における自衛隊の活動について調べてみることにした。 

情報公開請求するといっても、防衛省でどのような文書が作成されているか

までは詳しく分からない。まずは大雑把な内容で開示請求をしてみるしかない。 

折しも、2016 年７月上旬、首都・南ジュバで 150 人以上が死亡する大規模な

戦闘が発生した。激しい戦闘で数百人の死者が出ていると海外メディアが報じ

る一方、日本政府は「散発的な発砲事案」「自衛隊に被害なし」「武力紛争は発

生しておらずＰＫＯ参加５原則も崩れていない」としていた。 

この政府の発表に疑問を抱き、現地の自衛隊がどのような状況に置かれ、ど

う対応したのかを知りたいと思った布施氏は、まず、同月 16 日、「2016 年７月

６日（日本時間）～15 日の期間に中央即応集団司令部と南スーダン派遣施設隊

との間でやりとりした文書すべて（電子情報含む）」の開示請求をした。 

しかし、開示されたのは、活動した隊員の人数だけが書かれた「人員現況」

というＡ４用紙１枚の簡単な報告書だけで、日報はなかった。後に分かったこ

とだが（2017 年７月 28 日公表の特別防衛監察結果より）、中央即応集団（ＣＲ

Ｆ）司令部の当時の副司令官が、日報を開示対象から外したいと考えて、「日報

は行政文書ではない」（執筆者註：情報公開法２条２項の「行政文書」に該当し

ないという趣旨と思われる。）と部下に指示したため、対象文書として特定され

なかったのだ。 

その後、派遣部隊が作成する「日報」という文書があることを知った布施氏

は、同年９月 30 日、「南スーダン派遣施設隊が現地時間で 2016 年７月７日から

12 日までに作成した日報」と文書名を具体的に記載して、改めて開示請求した。 

第２ わずか数か月前の日報を廃棄！？ 

国の行政機関に対する開示請求は、通常、30 日以内に決定をしなければなら

ない（情報公開法 10 条１項）。布施氏の 2016 年９月 30 日付開示請求について、

防衛省は、同年 10 月 30 日に開示決定期限延長（同条２項）を通知し、その後、
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同年 12 月２日、当時の日報は既に廃棄しており保有していないことを理由とす

る不開示決定を行った。 

わずか数か月前に作成された文書が廃棄されて存在しないとは。しかも、日

報は、これから先の訓練内容を考えるための基礎資料として活用される、自衛

隊にとっても重要な文書のはず。廃棄されるなどあり得ないことである。 

一方、同年 11 月 15 日、政府は、新たに南スーダンに派遣する自衛隊の部隊

に駆け付け警護の新任務を付与する閣議決定を行い、同月 30 日に第 11 次隊が

出発した。開示決定期限を延長したのは、新任務の付与について派遣前に議論

が起こることを避けたかったからではないか、と布施氏は推測する。防衛省は、

現政権の政策遂行の「障害」となりうる情報を国民に知らせないよう「配慮」

した、ということだ。 

第３ 廃棄したはずの文書が一転、「見つかった」 

布施氏による日報の開示請求と廃棄を理由とする不開示決定のことは、布施

氏が自身のツイッターで発信する一方、同年 12 月下旬に新聞報道された。 

このことを知った自民党の河野太郎議員が、同党の行革推進本部として、防

衛省に対して、電子データも含めた調査を要請したところ、2017 年２月６日、

防衛省が「統合幕僚監部から日報の電子データが見つかった」と発表。翌７日

に一部開示された。 

第４ 恣意的な公文書管理、疑われる隠蔽 

当初、防衛省は、陸上自衛隊文書管理規則、別表第 20 の備考６で「上記以外

で、随時発生し、短期に目的を終えるもの及び１年以上の保存を要しないもの

の保存期間は、１年未満とすることができる」と書かれたことに基づき、日報

を廃棄した、と説明していた。 

しかし、2017 年１月中旬、陸上自衛隊司令部の複数のコンピューターに「廃

棄」したはずの日報が保存されていることがわかった後、これらを消去するよ

う指示されたとの報道がなされ、さらに同年３月 15 日には、陸上自衛隊が一貫

して日報を保管していたと報道された。これによって、日報を隠蔽していたの

ではないかとの疑いが強まり、当時の稲田朋美防衛大臣が国会で追及されるに

至り、同大臣の指示により特別防衛監察が実施された。 

同年７月 28 日に公表された監察結果によると、 

・当時、少なくとも 2015 年 12 月頃からの日報が陸自指揮システムの掲示板

にアップロードされており、同システムの利用者が閲覧及びダウンロード

可能な状態にあったが、 

・開示請求を受けた際、派遣部隊の上級部隊である中央即応集団司令部の幹

部が、日報を開示したくないと考えて、行政文書ではなく個人資料と説明

した、という。 

さらに、 

・陸幕関係者は、日報は用済み後廃棄の取扱いだから、既に廃棄され不存在
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であると報告し、 

・その後に日報が存在することが内部で判明した際は「適切な管理」を指導

し、その結果、開示請求された日報を含む 2016 年 12 月 11 日までの日報が

掲示板から廃棄された、 

という。この監察結果公表後、黒江哲郎防衛事務次官は停職、岡部俊哉陸上幕

僚長は減給処分となり、両名とも辞任。稲田大臣も引責辞任を表明した。 

陸上自衛隊が、派遣部隊の状況を把握するために日報をシステム上共有して

いたことからすれば、日報は、情報公開請求の対象となる「行政文書」であり、

2016 年７月の開示請求の際、「中央即応集団司令部と南スーダン派遣施設隊との

間でやりとりした文書すべて（電子情報含む）」に日報が含まれないと判断した

こと自体、誤りである。 

日報のような公文書について、開示請求された途端、「個人資料にすぎない」

とか「廃棄した」などと組織ぐるみで開示を拒む口実探しに走り、「廃棄」した

はずの文書が内部で発見されるや、発覚を恐れて廃棄を指示する防衛省の姿勢

からは、行政機関（又は現政権）にとって都合の悪い情報は理由をつけて開示

しないという態度が見て取れる。 

本件は、布施氏がその後、日報があることを知って改めて開示請求したのみ

ならず、広く問題提起し、報道等で大きく取り上げられたことで、特別防衛監

察にまで発展したが、布施氏が日報の存在を知らないままだったり、あるいは

問題提起しても報道されずに終わってしまえば、防衛省は逃げ切ることができ

た。 

市民が情報公開請求した際、開示対象文書とされるべき文書が「個人資料に

すぎない」として対象とされなかったり、あるいは、あるはずの文書が「廃棄

した」から存在しないとされることは、他にも起こっているのではないか。多

くの市民はそのことに気付くことなく、情報公開制度を利用しているのではな

いか。そのような疑問を感じざるを得ない出来事である。 

 

第２項 「消したはず」の電子ファイル～内閣法制局想定問答のケ

ース 

第１ 電子ファイルの「廃棄」とは？ 

現代の行政文書は、いうまでもなくパソコン―電子ファイルで作成されるこ

とが多いため、情報公開の場面では電子ファイルの開示が争われることも多々

ある。そして、こうした電子ファイル―電磁的記録も、法律上、情報公開や公

文書管理の対象となっている（情報公開法２条２項、公文書等の管理に関する

法律（以下「公文書管理法」という。）２条４項）。 

こうした「電子ファイル」がひとたびは作成されたものの、その後「消され

て」しまった―「消したはずの電子ファイル」に注目が集まる事件が、最近い

くつか報道されている。しかし、それよりも以前に、また第１項の事件以外に
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も、「消したはずの電子ファイル」が「見つかった」事件がある。 

それは、2014 年７月１日に閣議決定された「国の存立を危うくし、国民を守

るための切れ目のない安全保障法制の整備について」について、内閣法制局担

当者が国会審査用に作成した国会答弁資料の作成過程の「案」である。 

第２ 「案」の存在することが報道され、「案」の存在が明らか
に 

当初は開示されていなかった。上記閣議決定について意思形成過程の公文書

が残されていない旨の新聞報道がされたことを契機に、2016 年２月８日、内閣

法制局は参議院決算委員会の理事懇談会に、「閣議決定に関して内閣法制局が作

成し保存しているすべての文書」として、行政文書ファイルに綴られている全

ての文書を提出したが、その中にはこの文書―想定問答の「案」はなかった。 

しかしながら、その後別の報道機関が「内閣法制局が国会審議に備えた想定

問答を作成しながら、国会から文書開示の要求があったのに開示していないこ

とが分かった」と報道したために、第 190 回国会の参議院決算委員会（会議録

第４号）において、内閣法制局長官が「次長了の想定ベースの国会答弁資料」

「次長了前の想定ベースの国会答弁資料」の存在を認めた。そこで、この新た

に存在を認めた文書について開示請求がされたが、内閣法制局長官は、これら

は行政文書に当たらないとして不存在不開示とした。これに対し不服申立てが

され、国の情報公開・個人情報保護審査会は「行政文書として作成・利用され

たものであることは明らか」とした（平成 28 年（行情）第 646 号、647 号、648

号）。 

第３ かかる事実の語る教訓：情報は「流れる」 

情報公開法の解釈上、作成過程の「案」であっても組織共用性が認められれ

ば行政文書に当たるものであり、開示が求められれば、それを特定して開示等

の決定をすべきものである。 

もし、文書が「あった」のに削除したのではないか、と疑われれば、国や地

方自治体に対する社会の信頼は損なわれる。 

現実にあった事件からは、決してそうしたことが起きない、と言い切ること

は難しいのではないだろうか。そうである以上、「案」についても安易に削除せ

ずに保管しておくことや、また、「記録」「保管」されることを、「公開されて困

るような意思決定を行わない」ための「保障」として順守することも、検討さ

れてよいのではないか。 

 

第３項 福島第一原発事故が明らかにした民間事業者の公的情報

の公開問題 

第１ 福島第一原発事故時の情報公開の実態 
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１ プレス発表の問題点 

2011 年３月に発生した福島第一原発事故では、事故対応における様々な問

題点とともに、情報公開の問題が指摘されている。 

政府は、事故の発生当初、情報の確実性を十分に確認できない中、確実で

あると確認された情報のみを発信するという対応に終始し、かつ官邸政治家、

関係省庁及び東京電力の間で情報の公表方法に関する意思疎通も不十分であ

った。結果として、住民の安全を守るという視点で最悪の事態への進展を想

定し、これに備えた情報公開をすることはなかった。 

住民アンケート調査によれば、原発周辺の５町であっても、同年３月 12 日

５時 44 分頃に福島第一原発から半径 10 ㎞圏内を対象にした避難指示が出た

際に、事故発生を知っていた住民は 20％にすぎなかった（「国会事故調査報告

書」（以下「国会事故調」という）36 頁）。国民の生命・身体の安全に関する

情報は、迅速に広く伝える必要がある。仮に不確実な情報であっても、政府

の対応の判断根拠となった情報は公表を検討する必要がある。 

実際の避難においても、政府の避難指示によって避難した住民は約 15 万人

に達したが、住民が正確な事故情報を知らされていなかったということは大

きな問題であった。政府は、住民に判断の材料となる情報をほとんど提供し

ていない中、避難の判断を住民個人に丸投げしたともいえ、国民の生命、身

体の安全を預かる責任を放棄したと断じざるを得ない。 

２ ＳＰＥＥＤＩ情報の公開の遅延 

福島第一原発から、30km 圏外の一部地域では、モニタリング結果や、同年

３月 23 日に開示されたＳＰＥＥＤＩ（緊急時迅速放射能影響予測ネットワー

クシステム）の図形によって比較的高線量の被ばくをした可能性が判明して

いたにもかかわらず、政府原子力災害対策本部が迅速な意思決定をできず、

避難指示が約１か月も遅れた（環境放射線モニタリング指針では、ＥＲＳＳ

によって放射性物質の核種や時間ごとの放出量（放出源情報）を予測計算し、

その結果をもとにＳＰＥＥＤＩによって放射性物質の拡散状況等を予測計算

して、避難等の住民の防護対策を検討することが想定されていた。）。このＳ

ＰＥＥＤＩ情報の公開が遅れたことに関しては、住民の被ばくに直接的に影

響する問題でもあり、しかも初期被ばくに関する極めて重要な情報であるこ

とを踏まえれば、もはや「情報隠し」と指摘されてもやむを得ない。多くの

住民はそもそもＳＰＥＥＤＩのようなシステムがあること自体を知っていた

のかという問題もあり、平時における情報公開がいかに重要であるかが、こ

の事例から指摘することができる。 

３ 事故進展情報の公開の遅延 

福島第一原発事故発生直後から、事故当事者である東京電力には事故を収

束させる責任があるとともに、避難をする住民をはじめ、全国民及び世界各

国に対して、事故進展情報について、事実を速やかに公開する責任があった。
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この点、東京電力による情報公開は十分であったとは言えず、被害拡大の一

因となったと考えられる。 

例えば、２号機の格納容器圧力上昇に関わる情報公開については同年３月

14 日 23 時０分に海水注入についてのプレスリリースがあったが、実際に福島

第一原発正門付近で線量が上昇したのは、同日の 19 時から 21 時頃にかけて

のことであり、この時点での注意喚起はなされていない。また、２号機の圧

力抑制室での異常の発生についても、官庁への報告とプレスリリースの時期

に大きなずれがあり、また内容も深刻さを控えたものになっていた。 

このように、同原発事故発生時の周辺の放射線量の情報等は、住民の避難

の経路や方法に影響を及ぼす重要情報であるにもかかわらず、適切な公開が

されなかった。 

第２ 福島第一原発事故の教訓（公的情報の公開の必要性） 

福島第一原発事故が明らかにしたことの一つは、原発事故が、国民の生命身

体、財産をはじめとする極めて広範囲に深刻な被害を及ぼすということであり、

原発の運転や管理等に関する情報は、いち民間事業者だけが保有すべきもので

はない。周辺住民をはじめ、広く国民の間で共有され、常にチェックできるよ

うにされる必要があり、まさに情報公開法の趣旨が妥当する。 

また、福島第一原発事故の原因調査に当たった国会事故調においては、原子

力発電がもたらす便益は同時に大きな潜在リスクを伴うので、国を問わず原子

力安全確保に対する公衆の関心は極めて高く、それだけに高い透明性が求めら

れる、と指摘されている。そして、原子力安全や規制にかかわる一連のプロセ

スとその関連情報を、原発立地自治体の住民はもとより、広く一般国民に公開

することが、国民の信頼を醸成するものと言え、このことは諸外国やＩＡＥＡ

のような国際機関も等しく認めている。 

しかしながら、そのような透明性が欠如しているのが日本の現状であり、規

制当局や電力会社等の自主的な情報公開だけでは不十分であることが明らかに

なったと言える。 

そもそも情報公開が問題となるのは、行政機関の保有する情報だけに限るも

のではない。たとえ民間事業者の保有する情報であっても、原発関連情報のよ

うに、それが国民生活に広く影響する場合であったり、政策に反映されたりす

るような場合には、公的な情報と言え、事業者の自主的な情報公開に任せるの

ではなく、行政機関の保有する情報と同様に、国民の監視の下適切に公開され

なければならない。原発関連のような公的情報についても、将来的に情報公開

法制の一部に組み込まれる等、十分な情報公開が確保される制度の必要性は高

いと言うべきである。 

 

第２節 情報公開制度の現状と課題           
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第１項 情報公開制度の制定経過と課題 

第１ 制度化の進展と問題点 

１ 初期の情報公開条例 

公的情報を公開するための最も基本的な制度が、情報公開制度である。我

が国では、1980 年代に、国に先駆けて地方自治体において情報公開条例が制

定されることから制度化が始まった。1982 年３月に山形県金山町が全国初の

情報公開条例を制定し、同年 10 月、都道府県で初めて神奈川県が情報公開条

例を制定した。国が情報公開法を制定するのは、1999 年５月に至ってのこと

である。 

初期の条例の特色を神奈川県の情報公開条例を例に紹介する。①知る権利

を条例の根拠あるいは目的として規定するかについては議論があったが見送

られた。②対象文書については、決裁供覧等の手続を要件としない。③請求

権者は在住、在勤、利害関係人も含む広義の住民とする。④非公開条項とし

て法令秘、個人情報、法人等情報、行政の事務事業への支障情報等が置かれ

たが、当初議論されていた「非公開約束情報」は恣意的に非公開情報を作り

出せることになるとして採用されなかった。⑤救済機関として諮問機関たる

審査会を置き、別に制度運用等を検討する機関として審議会を置く。 

その後、知る権利を前文等に明記する、請求権者を制限しないなど、より

積極的な情報公開条例を制定する地方自治体も現れた（川崎市、藤沢市など）。 

２ 東京都の情報公開条例等の問題点 

これに対し、1984 年に制定された東京都の情報公開条例は異質なものであ

った。制定時の都条例の特色として、次の点がある。①名称を「公文書開示

条例」とし、対象を行政機関だけにする(議会は別条例による。)。②対象文

書は決裁供覧済みのものに限定する。③不開示条項として他の条例にはない

「合議制機関情報」の規定を置き、合議制機関が自ら不開示と決めた情報は

不開示にできるとした。④全国市民オンブズマン連絡会議の度重なる批判を

無視して、都道府県中唯一、閲覧手数料を徴収してきた。⑤審議会を置かず、

制度運用の検討も審査会が行う。 

都条例は、運用上も問題が多い。すなわち、①他の地方自治体では申し立

てればほぼ例外なく認められている審査会における不服申立人の意見陳述を

ほとんど認めない。②理由付記についても問題がある。東京都が訴えられた

警視庁の文書に関する最判 1992 年 12 月 10 日（判時 1453 号 116 頁）は、理

由付記の不備を違法として処分を取り消した事案として著名であるが、ここ

での理由付記は、多岐にわたる不開示事由を列挙している条文（都条例９条

８号）について、その条項を抽象的に記載しただけという極めて粗雑なもの

で、同様の運用が日常化していることをうかがわせるものである。③昨年来、

国でも他の地方自治体でも当然に対象文書とされている訴訟記録を条例の対

象外と解して、開示を回避しようという動きがあった。 
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条例化が広がる中で、情報公開を形骸化しようとするかのような制度や運

用が見受けられるようにもなってきたが、東京都はその元凶とも言える存在

であり続けたのである。 

舛添前都知事の公金不正使用や豊洲市場移転に関する不透明な経過が明ら

かになる中で誕生した小池都知事は、情報公開の徹底を提唱しているが、東

京都の情報公開は、それ以前から抜本的な刷新が必要であった。小池都知事

の下で情報公開条例の改正が行われ、2017 年７月から施行されているが、閲

覧手数料はようやく無料になったものの、公表の促進が主であり、制度の骨

格である義務としての開示が改善されるのかは明らかでない。都の情報公開

への姿勢は本当に変わるのか、掛け声だけに終わるのかは、全国への影響も

大きく、注目される。 

第２ 情報公開法の制定と問題点 

１ 情報公開法の制定 

地方自治体の条例化の進展に対し、国の情報公開法制化への取組は立ち遅

れていたが、1993 年に政権交代が起こり、細川政権が誕生したことにより、

ようやく実現へ動き出した。行政改革委員会に行政情報公開部会が設けられ、

それまでの条例の運用状況を踏まえて、法律の構想が検討された。 

1999 年５月に成立した情報公開法の要点は次のようなものである。①「知

る権利」については、否定するものではないと言いつつ明文化することを見

送った。②請求権者は限定せず、何人も請求できるとした。③対象文書は決

裁供覧済みのものに限らず、組織として共用している文書は含まれるとした。

④不開示情報の規定は、先行する条例のものをベースにしつつ、法人等情報

については不開示条件任意提供文書（法５条２号ロ）という新しい類型を設

け、また国の安全等情報、公共の安全等情報については、行政機関の長の裁

量を認める規定を置いた（同３号、４号）。⑤存否応答拒否の規定を設けた（法

８条）。⑥開示請求手数料を徴収することとした。  

適切な文書を公開請求できるよう、請求者への情報提供義務（現在の法 22

条１項）なども規定されたが、公文書管理法制がない状況でのスタートのた

め、不十分なものにならざるを得なかった。 

２ 情報公開法の見直し 

その後、総務省が設置した情報公開法の制度運営に関する検討会が、2005

年に報告書を取りまとめ、公務員の氏名の取扱いや理由付記の在り方、文書

管理システム整備の必要性など運用上の問題点を指摘したが、法改正に向け

ての動きにはならなかった。 

民主党政権下の 2011 年４月、情報公開法改正法案（以下「改正法案」とい

う。）が国会に提出された。その内容は次のようなものである。①目的に「知

る権利の保障」を明記する。②権利濫用を理由に開示請求を拒否できるとし

た。③不開示情報について、削除やただし書の追加により開示範囲を広げた。
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④決定期限、理由付記などの手続を厳格にした。⑤開示請求手数料を原則無

料とした。⑥情報公開訴訟にインカメラ審理を導入した。 

このように全体として情報公開に積極的な内容であったが、2012 年 11 月に

廃案となり、以後は、提出と廃案を繰り返しており、成立の見込みは立って

いない。 

３ 日弁連の情報自由基本法の提案 

国の情報公開制度が多くの問題を抱えていることから、日弁連は折々に制

度や運用の改善を求める意見書等を繰り返し発表してきた。その主なものは

次のとおりである。 

2004年８月20日 情報公開法の見直しにあたっての裁判手続におけるヴ

ォーン・インデックス手続及びインカメラ審理の導入の

提言 

2004年11月19日 情報公開法の改正に関する意見書 

2006年２月17日 情報公開法の改正に関する意見書（情報公開法の制度運

営に関する検討会報告に対する意見） 

2008年10月22日 公文書管理法の早期制定と情報公開法の改正を求める

意見書 

2010年４月30日 ｢情報公開制度の改正の方向性について」に対する意見 

2014年３月19日 公文書管理法と情報公開法の改正を求める意見書 

これらの意見書により再三意見を述べたにもかかわらず、情報公開法改正

のめどは立たず、むしろ秘密保全法制が進められてきた状況を踏まえ、より

根本的な制度の提言として、2016 年２月 18 日、「情報自由基本法の制定を求

める意見書」を公表した。 

同意見書が提案する情報自由基本法の骨子は、次のとおりである。  

【情報自由基本法の骨子】  
１ 目的 

 この法律は、国民主権の下において、公的情報は本来、国民の情報で

あるとともに公的資源であり、この公的情報を適切に公開、保存するこ

とが市民の知る権利に資するとともに民主的な政治過程を健全に機能

させることに鑑み、憲法第21条第１項の保障する市民の知る権利を具

体化し、かつ発展させる法律として制定される。この法律は、公的情報

の公開、保存及び取得に関し、基本理念を定めるとともに、国及び地方

公共団体等の責務を明らかにする。また、公的情報の公開、保存及び取

得の基本となる事項を定めること等により、公的情報の適切な公開、保

存を総合的に推進し、もって、国民が主権者として民主的な政治過程に

一層参加することができるとともに、市民に必要な情報が行き渡る社会

の実現に寄与することを目的とする。 
２ 定義 
(1) 公的機関 
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 国及び地方公共団体並びにこれらの機関の代理又は機能を代行し、又

は、これらの機関から一定割合以上の出資を受けて運営される民間団体

をいう。 

(2) 公的情報 

 公的機関により保有され、又は覚知されている情報であって、それが

保有されている形式や媒体を問わない。この中には、職務に役立たせる

ために作成されたメモ、記録、覚書、書籍、描画、計画、図表、写真、

視聴覚記録、電子メール、日誌、標本、模型及びあらゆる電子形式で保

存されたデータが含まれるが、これらに限定されるものではなく、有形

無形を問わない。 

(3) 制裁 

 刑事上、民事上及び行政上の措置を含むあらゆる形態の処罰又は不利

益を指す。 

３ 基本理念 

(1) 公的情報は、国民主権の下では国民の情報であり、その公開が憲法

第２１条第１項の保障する市民の知る権利に資するとともに、民主的な

政治過程を健全に機能させることに鑑み、原則として公開されなければ

ならない。 

(2) 公的情報の公開及び取得が制限されるのは例外であって、公的機関

は制限の正当性についての証明責任を負うものとする。 
(3) 公的情報のうち、以下の類型のもの又は一定の年限を経過したもの

については、公開することの公益性が高いことに鑑み、原則として制限

が許されないものとし、例外的な制限については、公的機関が、その高

度の正当性について証明責任を負うものとする。 

一 自衛隊、警察、検察庁、内閣情報調査室及び公安調査庁の組織、

予算及び資金の支出に関する情報並びに当該機関に関する告示・

通達 

二 他国と締結された協定その他の合意事項の存在と条項 

三 自衛隊の装備の概要及び自衛隊の活動に関する情報 

四 国家による個人等の監視に関する情報 

五 公的機関や公務員による憲法・法令違反、権力濫用に関する情報 

４ 公的機関の責務 

(1) 公的機関は、本法律の基本理念に則り、市民の知る権利が憲法第21

条第１項で保障されていることを踏まえ、公的情報の公開、保存及び取

得に関する施策を策定し、実施する責務を負う。 

(2) 公的機関の職員は、本法律の目的や基本理念を達成するために、当

該公的 機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該公的

機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付ける、又は検証することがで

きるよう、文書を作成し、整理し、保存しなければならないとともに、

廃棄又は移管に当たっては、市民に意見を述べる機会を付与しなければ
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ならない。 

(3) 公的機関は、公的機関の職員が、公的情報の公開をし、又は市民の

公的情報の取得に応じた場合、当該情報公開等が不正の利益を得る目

的、公的機関や他人に損害を加え若しくはその安全を脅かす目的、その

他不正の目的で行われ、かつ、公的情報の取得により失われた利益と、

これにより市民の知る権利等に資することになった利益とを考慮して、

前者が後者を著しく上回ると認められる場合でない限り、制裁を科して

はならない。 

(4) 公的機関の職員以外の者が、公的機関が非公開とした公的情報を取

得したとしても、可罰的な手段により、専ら不正の利益を得る目的又は

公的機関や他人に損害を与え若しくはその安全を脅かす目的で行われ、

かつ、公的情報の取得により失われた利益と、これにより市民の知る権

利等に資することになった利益とを考慮して、前者が後者を著しく上回

ると認められる場合でない限り、制裁を科してはならない。  

５ 裁判上の措置等 

(1) 国は、公的情報を裁判所へ提供する制度を構築することのほか、裁

判所が公的情報の公開、保存、取得又はその制裁に関する裁判の審理を

十分に行うことができる施策を実施する責務を負う。 

(2) 国は、憲法第31条の適正手続の保障の観点から、刑事裁判の審理に

当たり、被告人が防御に必要な公的情報の開示を受ける権利を有するこ

とを確認し、被告人の防御に必要な公的情報の開示をする責務を負う。 

(3) 国は、秘密指定に関する独立した監視機関を設置するとともに、当

該監視機関に全ての情報に接することができる権限を付与すべき責務

を負う。 

 

第２項 情報公開法の運用上の課題 

第１ 公的報告書からみた現状と問題点   

１ 総務省「行政機関情報公開法の施行の状況について」（2013 年度から 15

年度）より 

(1) 請求、決定件数、開示不開示の割合 

開示請求の総数は、最近では毎年 10 万件を超えており、決定件数も、2015

年度に至って 10 万件に達した。 

これに対する開示等の決定の内訳は、全部開示が約４割、一部開示が６割

弱、不開示決定が２～３％であり、一見すると全部不開示はごくわずかのよ

うに思える。しかし、一部開示の中には実質的には全部不開示に近いものも

多いこと、全部開示・一部開示されるものには商業利用のための反復的な請

求が少なくないことなども考慮する必要がある。また、国民の利益のために
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は必要だが行政としては開示したくないような情報が、どれだけ開示されて

いるかという実質的な検証が必要である。 

(2) 期限の遵守状況 

開示決定までの法定の期限を守らなかった例が 2015 年度で 16 件ある。14

年度の 41 件、13 年度の 36 件よりは減っているとはいえ、制度の基本である

決定期限を守らないことは情報公開軽視の現れといえよう。なお、法 11 条の

特例規定を適用したために決定までに１年超を要したものが少なくない

（2015 年度で 146 件、14 年度で 151 件、13 年度で 208 件）ことにも注目すべ

きである。 

(3) 不開示の理由 

全部又は一部の不開示の理由については、不開示情報該当が 95％を超えて

いるが、行政文書不存在が４～５％、2015 年度の実数にして３千件を超えて

いることが注目される。 

不開示情報該当の内訳としては、個人情報（１号）、法人等情報（２号）が

圧倒的に多い。これは国と地方、過去と現在を問わず一貫した傾向である。

しかし、行政の活動との関係に係る不開示情報（３号から６号）を理由とす

る不開示が少ないと言えるかは、その実質を見る必要がある。中でも３号に

ついては、適用される事例の数は少ないが、だからと言ってただちに、厳格

に運用されているとは評価できない。本来開示されるべきものが、裁量によ

り不開示とされていないかを検証する必要がある。 

不服申立ての件数は毎年増加傾向にあるが、2015 年度は目立って増えて

1,595 件に上っている。中でも行政文書の不存在に関するものが 265 件、行政

文書の特定に関する不服が 372 件に上っていることが注目される。 

(4) 不服申立ての状況 

不服申立てに対して決定等（決定又は裁決）がされた件数は 2015 年度では

1,418 件であり、結果は棄却が 46.3％、認容が 6.3％、一部認容が 13.7％、

却下が 29.3％である。認容及び一部認容の合計（いわゆる逆転率）は 20％で

ある。 

審査会の答申には法的拘束力はないが、制度の性質上、これに従うのが当

然とされているところ、2015 年度と 13 年度に各１件これに反した決定等がさ

れている。しかし答申に従わない例がごく僅か（年間１件弱）であることは

法施行当初から一貫している。 

不服申立て後決定等に至るまでの期間は、90 日以内が約３割を占めている

（前年までより大きく増加。審査会に諮問せずに却下した件数も含むと考え

られる。）一方、１年を超えるものが４割近く、そのうち２年を超えるものが

１割にも上っている。つまり、容易に結論を出せるものはすぐに済ませるが、

本格的に検討する場合には１年を超える長期間になることが多いわけであり、

迅速な救済という観点からは大きな課題といえる。 

なお、不服申立て後審査会への諮問までの期間については、省庁間申合せ

により上限とされている 90 日を超えるものが後を絶たない（2015 年度で
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21.7％、14 年度で 31.0％、13 年度で 13.8％）。後述するとおり、諮問が「大

幅に」遅れた場合には答申に付言がされることになるが、諮問が遅れている

ケースは、付言されるものに限らず多数に上っているのである。 

また、審査会の答申を受けてから決定等をするまでの期間についても、30

日を超えるものが４割程度に上っているのは問題である。 

(5) 訴訟の状況 

訴訟による救済については、審査会答申よりも注目度は高いが、全体の件

数は多くはなく、2015 年度で、地裁から最高裁まで含めた判決数の合計は 19

件、係属事件も単純に合計して（実際には重複もありうる）63 事件にすぎな

い（14 年度では、合計の判決数は 17、事件数は 41、13 年度では、判決数 12、

事件数 39）。原告勝訴率等は、この統計ではわからないが、事件数だけからし

ても救済手続としては不服申立てにはるかに及ばない。 

 

総務省「行政機関情報公開法の施行の状況について」（2013 年度から 15 年

度）より抜粋 

 2015 年度 2014 年度 2013 年度 

開示請求件数 111,415 104,939 103,457 

開示決定件数  

 全部開示決定 

一部開示決定 

不開示決定 

100,271 100％ 

38,090 38.0％ 

 59,004 58.8％ 

  3,177  3.2％ 

97,544  100％ 

37,532  38.5％ 

57,654 59.1％ 

2,358   2.4％ 

95,464  100％ 

39,398  41.3％ 

53,801  56.3％ 

  2,265   2.4％ 

開示決定等の期限を遵守しなかった件数 

  延長手続をせずに 30 日を徒過 

  延長した期間を徒過 

  特例規定を適用し通知した期限を徒過 

16 

8 

0 

8 

41 

34 

5 

2 

36 

15 

4 

17 

特例規定を適用し決定まで 1 年を超えた件数 146 151 208 

不開示及び一部開示決定の合計数（複数該当） 

理由 不開示情報該当 

   行政文書不存在 

   存否応答拒否 

   その他（手数料未納等形式不備） 

62,181 100％ 

59,414 95.6％ 

3,115  5.0％ 

313  0.5％ 

226  0.4％ 

60,012 100％ 

57,769 96.3％ 

2,427  4.0％ 

198  0.3％ 

287  0.5％ 

56,066  100％ 

53,798  96.0％ 

2,380   4.2％ 

313   0.6％ 

211   0.4％ 

不開示情報該当の内訳（複数該当） 

 個人情報（1 号） 

 法人等情報（2 号） 

 国の安全等情報（3 号） 

 公共の安全等情報（4 号） 

 審議、検討等情報（5 号） 

 事務事業情報（6 号） 

59,414 100％ 

49,589 83.5％ 

43,809 73.7％ 

1,153  1.9％ 

5,545  9.1％ 

545  9.3％ 

5,562  9.4％ 

57,769  100％ 

47,454  32.1％ 

49,221  35.2％ 

1,148   2.0％ 

5,266   9.1％ 

665   1.2％ 

6,872  11.9％ 

53,798  100％ 

43,569  81.0％ 

44,417  52.6％ 

1,086   2.0％ 

6,130  11.4％ 

806   1.5％ 

7,526  14.0％ 

不服申立件数 1,595 1,203 1,037 
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行政文書の特定に関する不服 

不作為に対する不服 

372 

451 

275 

387 

257 

100 

年度内に処理した不服申立ての件数 

 審査会に諮問/審査会に諮問せず 

1,418 

922/496 

1,306 

635/671 

605 

499/106 

決定等の内訳 

 棄却 

 認容 

 一部認容 

 却下 

 その他 

1,418 100％ 

656 46.3％ 

90  6.3％ 

195 13.7％ 

415 29.3％ 

62  4.4％ 

1,306  100％ 

432  33.1％ 

41   3.1％ 

177  13.6％ 

637  48.8％ 

19   1.4％ 

605 100％ 

342  56.5％ 

37  6.1％ 

129  21.3％ 

96  15.9％ 

1   0.2％ 

審査会の答申と異なる決定等をしたもの 1 0 1 

決定等をするまでの期間 

当該年度の決定等の件数 

 90 日以内 

 1 年超 2 年以内 

 2 年超  

 

1,418 100％ 

427 30.1％ 

399 28.1％ 

157 11.1％ 

 

1,306 100％ 

196 15.0％ 

454 34.7％ 

172 13.2％ 

 

605  100％ 

66  10.9％ 

227  37.5％ 

65  10.8％ 

不服申立て後審査会への諮問までの期間 

当該年度に諮問した件数 

 30 日以内 

 30 日超 90 日以内 

 90 日超 

 

894 100％ 

74  8.3％ 

626 70.0％ 

194 21.7％ 

 

852 100％ 

79  9.3％ 

509 59.7％ 

264 31.0％ 

 

658  100％ 

85  12.9％ 

482  73.3％ 

91  13.8％ 

答申を受けてから決定等をするまでの期間 

当該年度に答申を受けて決定等をした件数 

 30 日以内 

 30 日超 60 日以内 

 60 日超 

 

922 100％ 

530 57.5％ 

350 38.0％ 

42  4.5％ 

 

635 100％ 

378 59.5％ 

221 34.8％ 

36  5.7％ 

 

499 100％ 

304  60.9％ 

170  34.1％ 

25   5.0％ 

開示決定等の取消等を求める訴訟 

 地裁係属件数/判決数 

 高裁係属件数/判決数  

 最高裁係属件数/判決数 

 

43/11 

13/ 4 

7/ 4 

 

27/9 

9/5 

5/3 

 

28/9 

7/2 

4/1 

２ 総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局「情報公開・個人情報保護

審査会の活動概況」（2015 年度から 17 年度）より 

この活動概況の数字は、行政機関と独立行政法人の合計数であり、「行政機

関情報公開法の施行の状況について」とは、集計の範囲を異にする。なお、

個人情報保護関係の情報は除いた。 

(1) 答申数、判断の結果 

2015 年度の答申数は 1,021 件であり、前年度までに比べて大幅に増えてい

る。そのうち諮問庁の判断を妥当とするもの 74.6％、一部妥当とするもの
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18.2％、妥当でないとするもの 7.1％であり、逆転率は 25.3％となる（諮問

時点で諮問庁が開示範囲を拡大することがあるので不服申立てによる救済率

はもう少し高い）。14 年度の逆転率は 31.6％、13 年度は 32.7％であり、当初

からの「概ね３割程度の逆転率」の範囲内だが答申数が増えた影響もあって

下がった可能性がある。 

(2) 審議の実情 

審査会での平均処理期間は近年では 310日程度、10か月余りとなっている。 

平均審議回数は３回程度、インカメラ決定を除くと２回である。１回審議

して方向性を決め、もう１回で答申案を審議して固めるということであろう

か。 

注目されるのは、口頭意見陳述やヴォーンインデックスがほとんど実施さ

れていない反面、インカメラは、不開示情報該当性が争われる場合のほぼ全

てについて、実施されていると推測される。インカメラは重要な手続である

が、インカメラが重視されることが一因となって、全体として職権主義的な

審査に傾いていることがうかがわれる。 

(3) 種類別の判断内容 

特徴ある事件、すなわち不開示情報該当性以外を争ったケースについては、

次のような結果になっている。文書の不存在を争った件数は、15 年度に 208

件と大幅に増え（14 年度は 116 件、13 年度は 84 件）、そのうち 14 件につい

て救済する判断をしている。文書の特定を争った件数も 164 件と激増し（14

年度は 61 件、13 年度は 42 件）、そのうち 21 件について原処分を改めるべき

としていることが注目される。 

制度の運用の改善等を求める付言は、86 件に及び、例年多い諮問の遅れに

ついてのもののほか、対象文書の表記の在り方、開示実施手続等多岐にわた

る指摘がされている。 

 

総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局「情報公開・個人情報保護審

査会の活動概況」（2013 年度から 15 年度）より抜粋 

 2015 年度 2014 年度 2013 年度 

当該年度の答申総数（諮問総数） 

 諮問庁の判断は妥当 

 諮問庁の判断は一部妥当 

 諮問庁の判断は妥当ではない 

1,021 （909） 

762 74.6％ 

186 18.2％ 

73  7.1％ 

674 （916） 

461 68.4％ 

154 22.8％ 

59  8.8％ 

572 （736） 

385 67.3％ 

138 24.1％ 

49  8.6％ 

平均処理期間 310.5 日 306.6 日 308.1 日 

平均審議回数（インカメラ決定のみを除く） 2.6（2.0）回 2.8（2.2）回 3.0（2.3）回 

不服申立人等の口頭意見陳述 なし なし 1 回 

諮問庁の口頭説明 2 回 10 回 13 回 

インカメラの実施件数 533 389 393 

ヴォ―ンインデックスの実施 なし なし なし 
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特徴ある事件についての判断（答申件数/妥当/

一部妥当でない/全部妥当でない） 

 不存在事件 

存否応答拒否事件 

文書の特定を争う事件 

逆 FOIA 事件 

行政文書等非該当事件 

適用除外事件 

 

 

208/194/ 3/11 

51/ 41/  0/10 

164/143/  1/20 

7/  5/  2/ 0 

4/  2/  0/ 2 

5/  5/  0/ 0 

 

 

116/105/ 1/10 

53/ 46/  2/ 5 

61/ 50/ 1/10 

1/  0/  1/ 0 

2/ 2/  0/ 0 

5/ 4/  0/ 1 

 

 

84/68/ 2/14 

31/25/  2/ 4 

42/33/ 2/ 7 

34/33/  0/ 1 

0 

5/ 5/  0/ 0 

理由提示の不備で違法として取消したもの 9 5 4 

付言（この項のみ個人情報保護も含む） 

付言のある答申数 

 諮問の遅れ等について 

 開示決定等における対象文書の表記 

 開示の実施手続について 

 情報提供について 

 文書等の特定について 

 理由の提示について 

 通知書の不適切な記載について 

 開示・不開示の判断について 

 審査会への対応について 

補正に対する対応について 

 開示決定に係る調査不足について 

 文書管理について 

 開示決定の迅速・的確化について 

その他 

 

86 

22 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

13 

 

80 

18 

5 

2 

9 

2 

23 

3 

12 

4 

－ 

1 

－ 

2 

10 

 

93 

28 

5 

1 

10 

4 

7 

8 

12 

6 

8 

2 

6 

3 

11 

 

以上は公的報告書から見た運用の実情と問題点である。しかし、ここから

わかるのは現実に生じている問題の一部にすぎない。問題点の全てをここで

取り上げることはできないが、以下、いくつかの論点について、具体的なケ

ースを踏まえて検討する。 

第２ 近時の事件等から見た問題点 

１ 文書不存在 

(1) 頻発する文書不存在 

上記「行政機関情報公開法の施行の状況について」によれば、2015 年度で、

開示請求に対して一部又は全部を不開示としたものうち、行政文書不存在を

理由とするものは 3,115 件（5.0％）に上る（14 年度は 2,427 件（4.0％）、13

年度は 2,380 件（4.2％））。 

また、上記「情報公開・個人情報保護審査会の活動概況」によれば、2015

年度の答申 1,021 件中、不存在事件が 208 件（14 年度は 116 件、13 年度は 84

－226－



 
 

件）あり、文書の特定を争う事件が 164 件（14 年度は 61 件、13 年度は 42 件）

あるということである。 

こうした問題が少なからぬ数に上り、かつ増加傾向にあることがうかがわ

れる。 

(2) 最近の事件から 

最近、行政の重要な情報が存在しないとされたことに注目を集める事件が

頻発している。次のような事件が注目された。 

本章第１節に紹介した、ＰＫＯ日報問題（文書廃棄による物理的不存在）、

内閣法制局想定問答問題（当初は行政文書該当性の否定、その後は廃棄によ

る物理的不存在、その後は行政文書不該当として不存在）、加計学園問題（本

章第３節第１項第２・１（8）に紹介）がその例であるが、ここではそれに加

えて、いわゆる森友学園問題について紹介する。 

ア 2017 年２月、大阪市の学校法人森友学園（以下「森友学園」という）に

対して、同学園が設立する小学校の建設を予定している大阪府豊中市内の国

有地（以下「本件土地」という）について、著しく低い価格で近畿財務局か

ら払い下げられていたことが発覚した（以下「森友学園問題」という）。すな

わち、本件土地の地積は 8,770 ㎡であり、森友学園によると払下げの際の売

却額は１億 3,400 万円（１㎡あたり約１万 5,279 円）であったところ、その

東隣の国有地（地積 9,492 ㎡）は、2010 年３月、近畿財務局が豊中市に対し

て、売買代金約 14 億 2,300 万円（１㎡あたり約 14 万 9,915 円）で払い下げ

ていたというものである。また、本件土地については、2011 年７月ころ、森

友学園とは別の学校法人が約７億円で購入する旨を近畿財務局に提示したも

のの、同局はこの価格を著しく低廉に過ぎると判断したため価格交渉が折り

合わず、同学校法人は購入を断念したという事実経過も存在した。 

イ 近畿財務局は、当初、本件土地の森友学園に対する売却額について非公

表とした上で、著しく低い価格で払い下げた理由についても、「土地の個別事

情を踏まえた。その事情が何かは答えられない。」としていた。しかし、上記

森友学園問題が新聞報道されると、財務省は、一転して、本件土地の売却額

が１億 3,400 万円であったことを公表するとともに、本件土地の鑑定価格は

９億 5,600 万円であったが、大阪航空局が算定した地下のごみ撤去費用８億

1,900 万円を差し引いた金額を売却額としたと説明するに至った。 

森友学園への売却経緯は、通常の売却とは異なる特別な案件であり、なぜ

このような契約の締結に至ったのかについては、森友学園との取引が完了し、

かつ会計検査院による検査期間が終了するまで、経緯を含めた説明責任が発

生している。そして、本件土地の払下げに当たり、財務省又は近畿財務局と

森友学園との間との交渉、協議等の内容を記録した文書が存在することは疑

いがない。また、本件土地の払下げには、財務省、近畿財務局及び大阪航空

局などの複数の行政機関が関与しているのであるから、これらの行政機関に

おいて、協議、照会及び打合せなどが行われながら手続が進められたことも

明らかであって、当然、これらの内容に関する文書が作成されているはずで
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ある。 

ウ しかしながら、財務省等は、これらの文書を、財務省行政文書管理規則

に則り保存期間を１年未満とした上で、保存満了時期を事案終了後とし、森

友学園との売買契約成立により事案が終了したとして、2016 年６月の売買契

約成立後に廃棄したと繰り返し答弁している。さらに、保存期間１年未満の

行政文書については、公文書管理法上行政文書ファイル管理簿への記載を要

しないことから、行政文書ファイル管理簿に記載せず、文書を廃棄した際に

も廃棄簿に記載していないと答弁し、このような扱いは紙文書及びデータの

いずれについても同様であるとした。しかしながら、この点については、会

計検査院の局長が「一般論で言うと支払いが完了していないケースについて

は事案が完全に終了したと認めることは難しい。」と答弁し、近畿財務局が森

友学園との交渉記録を不適切に廃棄した可能性があるとの認識を示している。 

エ ＮＰＯ法人情報公開クリアリングハウスは、財務省等が保有する森友学

園への本件土地売却に関する交渉、協議等に関する内容を記録したものの開

示請求をしたところ、文書不存在を理由として不開示決定処分がなされた。

これを受けて、同法人は、不開示決定の取消訴訟を提起し、また、2017 年６

月に控える財務省の行政ＬＡＮシステムの更新によって、削除されたデータ

の復元が不可能となることを懸念し、データ等を保全する証拠保全の申立て

を東京地裁に行った。しかし、同地裁は、財務省及び近畿財務局と森友学園

との交渉、協議等に係るものだけを選別することができる外形的な指標の存

否が明らかでなく、保全の目的の特定が実質的になされていないとして、証

拠保申立てを却下した。また、抗告審において、同法人は交渉日時などから

記録の範囲を限定したものの、東京高裁は同様の理由で抗告を棄却した。そ

こで、同法人は、最高裁に対して、特別抗告及び許可抗告を行い、それぞれ

受理ないし東京高裁において許可されている。 

なお、2017 年７月 31 日、本件土地で開校を計画した小学校をめぐって国の

補助金をだまし取ったとする詐欺の被疑事実で、森友学園の前理事長らが大

阪地検特捜部によって逮捕され、同年８月 21 日には起訴される事態となって

いる。 

(3) 背景にある問題 

本報告書作成に当たり、国及び一定範囲の地方自治体の審査会の答申を調

査し、不存在による不開示（文書の特定不足も含む）事案について、公文書

管理上の問題点を指摘した答申を集約、整理した。その結果、次のような問

題があることが明らかになった（詳しくは本章第４節において紹介する）。 

文書の作成・取得については、作成すべき文書を作成せず、取得すべき文

書を取得しない結果、説明責任を果たしていない事例が少なからず存在する。

例えば、議事録等行政の意思決定過程に関わる文書が作成されていない。そ

の他行政の適正な遂行上あるいは後日の説明責任を果たすために当然作成す

べき文書が存在せず、「作成義務がないからなくて当然」といった弁解がしば

しばされていることが多くの答申からうかがわれる。また、行政文書ではな
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く個人のメモとして扱うことで、情報公開の対象から外れてしまう（外して

しまう）傾向もある。地方自治体では、公金や公有財産に関わるものである

にもかかわらず、重要な文書を取得していない例などもある。 

文書の管理については、行政文書ファイルのタイトルが不適切であったり、

行政文書ファイル管理簿の記載が不正確であったりする問題がある。また、

紙媒体作成の基になった電磁的記録の取扱いについてのルールが不明である

ため、請求に対して適切に文書特定ができない傾向がある。また保管に関し

ても、行政文書の範囲を狭く解釈することで管理の手続や保存期間の適用を

免れさせることとなり、文書特定ができず、また早期に廃棄されてしまう事

例がある。 

文書の廃棄については、公文書管理法においても、保存期間１年以内の文

書は行政文書ファイル管理簿記載の対象とならないため、いつ廃棄されても

おかしくない、また、いつどうして廃棄されたかが事後的に確認できないこ

ととなっている。当該文書の保管期間の設定が短すぎるのではないかという

指摘をする答申も散見される。誤廃棄の事例もあるが、特に問題であるのは、

開示請求があった文書については請求後１年間保存しなければならないとさ

れ、また答申において開示をめぐって係争中の場合は当該文書を保管してお

くべきであるとされているにもかかわらず、対象文書を廃棄してしまう事態

がしばしば起きていることである。 

今回の答申調査は網羅的なものではないが、知り得た範囲の答申の指摘か

らしても、近時問題となった文書不存在を巡る問題は、いつどこで起きても

おかしくない状態にあると言わざるを得ない。こうした状況は情報公開制度

の適切な運用、換言すれば、知る権利の保障の前提条件が欠けていることを

意味する。 

(4) 対応策 

これに対する対応策としては、主に公文書管理制度の整備及び適切な運用

が不可欠であるが、このことについては本章第３節において述べる。 

ここでは、情報公開制度の中でとるべき対応策を指摘しておきたい。 

ア まず、開示請求をしようとする者に対しては、情報提供等をすることが

求められている（法 22 条）。これを誠実に実行することが必要である。 

イ 請求を受けて、対象文書を特定し、開示不開示の決定をする段階では、

必要であれば補正を求める等して、漏れのないよう文書を特定し、その存否

について十分な調査をする。 

ウ 不服申立てがされた場合、審査会は審査に当たって、十分な事情聴取等

をし、文書の存否の確認を行い、行政文書でないとして漏れ落ちているもの

がないかの確認をする。「個人資料」、「個人データ」として管理されているも

のの中に、重要な行政文書が紛れ込んでいることがあるので、注意する。 

エ 審査会が作成、取得について付言した場合には、その後の対応について

報告することを義務付ける。なお、逗子市の情報公開条例では、救済機関で

ある情報公開審査委員が文書の作成・取得すべきとの意見を述べることがで
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き、実施機関には、これに対する報告義務を課している。  

２ 不開示情報規定の運用 

(1) 不開示情報の問題  

ア 情報公開法の不開示情報の規定（５条各号）は、抽象的な定めが多い。

そのために不開示の恣意的な拡大を招いてきたことは否定できない。それと

ともに、本来個別事情により開示の結論を導くために設けられた諸規定（１

号のただし書、２号のただし書及び「正当な」利益、５号の「不当に」、６号

の「当該事務又は事業の性質上」、「適正な」遂行）が、十分にその趣旨を理

解されず、不開示の歯止めになっていないという問題もある。以下、各号ご

とに述べる。 

イ 個人情報（情報公開法５条１号）については、多くの情報公開条例と同

様、個人識別情報は原則として不開示とし、ただし書に規定する一定の情報

について開示すべきという形式になっている（いわゆる個人識別型規定）。そ

こで、ただし書の適切な運用が重要になる。しかし、ただし書イの公表慣行

については、「公表されている情報」に限って適用されがちで「公表すべき情

報」を公開する運用は減る傾向にあり、ただし書ロの「人の生命、健康、生

活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」

を適用して開示する例はほとんどない。このように、ただし書を根拠とした

開示が十分にされているとは言い難い。 

ウ 法人等情報（法５条２号）のうち、同号イは、法人等の「正当な利益を

害するおそれがあるもの」を不開示としている。この「正当な利益」を広く

解釈し、また、一般的に正当な利益なら、個別事情を考慮しなくてよいとい

う誤った理解が通用している。同号ただし書（１号ただし書ロと同じ内容）

による開示事例は、ほとんどない。 

エ 事務事業情報（法５条６号）について言えば、同号柱書は、行政の事務

事業全般について、支障を及ぼすおそれを理由に不開示とできるように解釈

されており、行政の都合により不開示としたいときに使い勝手のよい不開示

条項になっている。 

オ 他方、法７条の公益上の理由による裁量的開示の例は、ごく僅かである。 

カ 法５条３号（国の安全等情報）、４号（公共の安全等情報）は行政機関の

長の裁量を認めた規定であり、その運用には問題が多い。３号の運用に関し

ては項を改め、事例を踏まえて検討する。 

(2) ５条３号に関連する最近の事例   

ア ＮＰＯ法人情報公開市民センターが、秘密保護法の可決前に立法過程の

協議資料等を開示請求したところ、重要部分が５条３号、５号、６号該当を

理由に全く開示されなかったため、その取消しを求めて、2012 年 11 月 21 日

に提訴した。裁判中の 2013 年 12 月６日に同法が成立すると見直しがされ、

不開示文書の 95％が開示されることになった。しかし、これらの文書は本来、

国会審議前に公開されてこそ意味のあるものである。   
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イ 日米合同委員会第１回会議議事録に、「日米双方で公表に同意しない限り、

議事録は公表しない」との合意が記録されており、これを理由に同委員会議

事録と議事資料が形式的に非公開とされてきていることから、ＮＰＯ法人情

報公開クリアリングハウス当該「合意」の部分を開示請求したところ、５条

３号及び６号該当を理由に全面不開示となったため、訴訟を提起した。とこ

ろが、沖縄県の情報公開決定の取消しを求めて国が提訴した別の事件（後記

ウの件）では、上記全部不開示とされた文書を、国が証拠として訴訟に提出

していたことが分かった。これを、上記ＮＰＯ法人側が証拠で提出したとこ

ろ、ようやく国は、当該文書について開示決定に変更した。 

ウ 沖縄県に対する国からの開示差止め（公開決定取消）請求訴訟  

沖縄県に対し、特定の訓練所における沖縄県による在日米軍施設の共同使

用にかかる協定書等の開示請求がされ、県がこれについて開示決定をしたと

ころ、国は開示決定の取消しを求める訴訟（いわゆる逆ＦＯＩＡ訴訟）を提

起した。那覇地裁の 2017 年３月７日の判決では、国の請求が認められ、沖縄

県の開示決定を取り消すとの判断が下された。 

上記判決が、不開示の理由として採用したのは、沖縄県の情報公開条例の

７条７号イ（契約・交渉等について財産上の地位等を害する）であるが、訴

訟において国は同条例７条１号及び法５条３号該当性をも主張していた（条

例７条１号は法令秘条項であり、法５条３号を不開示とすべきとする「法令」

であるとした）。そして、国は当該文書が日米合同委員会にかかる文書であり、

米国が公開に同意していないことを強調している。つまり国には、この種の

文書は、米国の同意がない以上法５条３号に当たるので不開示にすべきであ

る、という考え方が基本にあったと考えられる。 

しかし、米国の同意がなければ情報の実質的な内容を吟味せずに不開示と

すべきだという考え方は、米国の同意がないという形を作ることで自動的に

不開示にできることを意味するもので、恣意的運用につながる恐れが大きい。 

国の審査会の答申（平成 24 年度（行情）第 79 号）では、外務大臣が、日

米合同委員会の議事録は双方の合意がない限り公表されないとされているこ

とを前提に、法５条３号該当を理由として議事録を不開示とした事案につき、

その文書の一部については、かかる公表禁止の合意が及ばないとして開示を

求められている。また、合意がないことを根拠に不開示を維持した部分につ

いても、「合意がないことのみでもって説明し、内容の如何にかかわらず不開

示を維持するとしているが、不開示の判断に当たり、日米間の協議を行った

との説明はされなかった。」とし、審査会係属中に開示した過去の事例を挙げ

て、同様な開示請求がされた場合は、「日米間の協議を行う等、諮問庁は開示

に向けて最大限の努力をすることが望まれる。」としている。この判断からは、

米国の同意がなければ開示できない文書を広く解釈し、かつ開示に向けて同

意を取り付ける努力をせず、同意がないという形式的な理由により不開示に

持ち込もうとする国の姿勢が、審査会としても看過できないものになってい

ることがうかがわれる。 
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３ 救済手続の問題点 

(1) 訴訟による救済   

ア 訴訟の件数 

上記「行政機関情報公開法の施行の状況について」によれば、情報公開法

施行後 2015 年度までに、国に対して提訴された情報公開に関する訴訟の累計

は、273 件である。 

新日本法規「情報公開制度運用の実務」資料編の判例索引は、極力網羅的

に判決を収載したものであるが、ここに収載されている判決は、地方自治体

に関するものが 390 件、国及び独立行政法人に関するものが 190 件である（同

書は加除式であり、2017 年 7 月時点のものによる）。 

国の審査会が、近年では毎年 1,000 件程度の諮問を受けていることと比較

すると、救済手続の利用件数は審査会の方がはるかに多く、裁判所の「敷居

が高い」ことが明らかである。 

イ 救済の実情 

裁判を通じて不開示からの救済がどの程度実現しているかは、明らかでは

ない。 

情報公開訴訟は一般の行政訴訟（抗告訴訟）よりも原告勝訴の可能性が高

いと言われてきたが、後述する手続上の限界もあってか、裁判所による判断

のバラつきが大きいし、１審で原告側が勝訴しても上級審で逆転される例が

少なくない。 

ウ 訴訟手続から来る制約 

訴訟手続においては不開示文書のインカメラ審理は認められていない（最

決 2009 年１月 15 日（民集 63 巻１号 46 頁））。最終的に不開示文書を直接確

認できない状況は、適切な判断をする上で限界があることから、日弁連は繰

り返し法改正によるインカメラ審理の導入を求めており、改正法案ではイン

カメラ審理の導入を認めていたが、実現しないままである。このことが、裁

判所の判断のバラつき、更には裁判所が不開示判断を逆転することをためら

う傾向の一因となっている。特に法５条３号、４号適用事案では、それが著

しい。 

訴訟において、対象文書の内容を知らない開示請求者側が、不開示処分の

取消事由を主張立証するには困難が多い。そこでヴォーン・インデックスに

準じて、不開示部分ごとに不開示情報該当性についての詳細を、処分者側に

説明させる手続を確立するべきである。これは裁判所の訴訟指揮で実現可能

であり、実例も少なくない。このような積極的な訴訟指揮がされなければ、

適切な救済は困難である。 

さらに、文書不存在や文書の特定を争う事案では、裁判所が、不存在の理

由や、他に特定すべき可能性のある文書の有無・内容について行政側に説明

を求め、行政側がそれに真摯に応答することがなければ、救済は極めて困難

である。 

なお、本人訴訟も少なくないことがうかがわれ、提訴時の勝訴見込みの判
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断や主張立証が適切にされているかという問題もある。 

エ コストからの制約 

訴訟提起には、印紙代、予納郵券等少なくとも数万円の実費がかかる。情

報公開請求が様々な運動や紛争もしくは研究の一環としてなされることから

すれば、公開請求自体に多くのコストをかけることは難しいし、まして訴訟

の費用や労力の負担は、当事者にとっては特に大きい。原告の住所地の裁判

所に訴訟を提起することができないことも負担を増し、提訴をためらう要因

になっている。 

加えて、弁護士費用まで捻出するのは困難なことが多く、弁護士はボラン

ティアとして引き受けざるを得ない。そのような弁護士が見つからないため

に訴訟を断念することも少なくない。 

なお、国家賠償請求を併せて行うこともあるが、認容される損害額はごく

わずかであり（10 万円に満たないことが多く、損害として認められる弁護士

費用額は更に少ない）、到底費用を賄うものとはならない。 

(2) 審査会による救済   

ア 審査会の意義 

国及び地方自治体の情報公開審査会（個人情報保護制度の請求権に関する

救済もあわせて担当し、「情報公開・個人情報保護審査会」と称するものも多

い。）は、行政不服審査法に基づく不服申立てがされた場合に諮問を受け、第

三者的機関として公正中立な立場で、なおかつ訴訟よりも簡易・迅速な救済

を実現するための諮問機関として設けられた。 

イ 審査会の実情 

国の審査会の実情については、本項第１・２に紹介した。 

救済率３割程度という数字を見ると、一定の役割を果たしているとは言え

るが、十分な救済がされているとまでは言い難い。 

なお、審査会は諮問機関であることから、その答申には拘束力がない。し

かし、毎年 1,000 件程度の答申に対し、諮問庁が従わなかった例は１件ある

かないかであり、事実上の拘束力はある。また、救済を認めた答申に対して

諮問庁からの異議申立てはできないので、よい答申が出ればそこで決着をつ

けることができる。裁判のように上級審で覆ることはない。その意味では有

効な救済手続と言える。 

それにしても、平均して諮問後答申までに 10 か月近い日数がかかっている

ことは問題である。長いものは数年単位で時間がかかっている。その上、諮

問庁が諮問するまでに、１年以上かかっているケースも跡を絶たない（本項

第１・２(3)の付言のうち、諮問の遅れについて指摘するものが例年 20 件前

後ある）ことも合わせると、迅速な救済という目的からは程遠いのが実情で

ある。 

他方、半年以内といった比較的早期に答申する事案もあるが、それらの多

くは先例に従った結論を出しているものであり、先例があるとそれに追随す

る傾向が見られることは問題である。 
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逆に、先例と異なる判断をする場合は、部会ではなく総会を開催するもの

とされており（情報公開・個人情報保護審査会運営規則２条３項）、実際には

総会を開催することは容易ではないために、先例変更は難しい（先例を変更

し開示を拡大した例は２件のみである。）。 

また、訴訟より申立件数が多いだけに、弁護士が代理人として付く例はま

れのようであり、答申からうかがわれる当事者の主張から見ても専門家の助

言を受けていると思われる事例は少なく、法の規定に沿ったかみ合った議論

がされていないケースが多い。 

このことが本項第１・２(2）で指摘したような職権主義的審議を招いてい

る面もある。 

ウ 審査会の組織等 

審査会の組織体制については、①常勤委員が裁判官、検察官、行政官の出

身者で占められていること（民主党政権下で一時弁護士が就任したことがあ

るが、現在は元に戻っている。）、②研究者（公法系）出身の非常勤委員は行

政法の研究者に限られていること、③非常勤委員の報酬が低額であること、

④審査会事務局職員が各省庁出身の者から構成されていること、等の問題が

ある。これらの問題点及び改善の提案については、2008 年 10 月 22 日付け日

弁連「公文書管理法の早期制定と情報公開法の改正を求める意見書」（以下

「2008 年日弁連意見書」という。）に詳論されている。    

４ 情報公開の空白領域の解消～民間事業者も含めた情報公開を 

情報公開法は行政機関の情報公開に関する法律であり、国会や裁判所につ

いては適用されない。裁判所については、「裁判所の保有する司法行政文書の

開示に関する事務の取扱要綱」により、また国会については両議院がそれぞ

れ、「衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」、

「参議院事務局の保有する事務局文書の開示に関する事務取扱規程」により、

開示の求めを受け付けているが、権利としての情報公開請求権は認められず、

不開示の取消しを求めて提訴することはできない。 

また、独立行政法人等については、別に独立行政法人等情報公開法があり、

行政機関と同様の扱いになっているものの、公的な業務に携わり国民に対す

る説明責任が求められるにもかかわらず、同法の適用を受けない団体も多い

（例えばマイナンバー制度等の運用に深くかかわっている地方公共団体情報

システム機構（Ｊ-ＬＩＳ）も対象外であり、マイナンバー制度の運用が不透

明なものになっている。）。 

民間事業者の形をとっているものの、多額の公金が投入されているものや、

環境に重大な影響を与えるような業務を行っているもの（電力会社等）につ

いても、法的義務としてその情報を開示させる必要が大きいことは、本章第

１節第３項で述べた原発事故等の場合を想定すれば明らかである。 

これらのいわば「空白領域」を埋めるための法制化が必要である。 
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第３項 情報公開の推進のために 

情報公開制度の問題点と採るべき対応策について検討してきたが、ここではそ

うした対応策が現実に機能し、情報公開を推進するために必要な要素について検

討する。 

第１ トップのリーダーシップ 

まず重要なことは、存在する制度に「魂を入れる」ことである。そのために

は、トップのリーダーシップが大きな意味を持つ。国に先駆けて地方自治体で

情報公開制度の導入が実現したのは、当時の首長らの先見性に係るところが大

きい。制度の運用に当たっては、現場の職員の対応の真摯さが重要であるが、

職員がまじめに制度を運用しようとしても、行政組織の中で積極的な情報公開

に踏み切ることが評価されないのであれば、おのずと公開に消極的な対応に傾

くことになろう。首長が「情報公開先進県」、「日本一の情報公開都市」といっ

たアピールをし、職員にハッパをかけ続ける必要がある。 

我が国では、情報公開法制定後も、国レベルで情報公開推進を表明する政権

はごく短期間しかなかった。地方自治体でも、以前に比べてめっきり減ってい

るように見受けられる。情報公開制度にとどまらない、公表や個別の情報提供

などを含めた情報公開の推進のためにも、今こそトップの姿勢は重要である。 

もちろん「掛け声」だけでなく、実際に、適切な制度改正や人の配置によっ

て情報公開の質を上げていくことも求められている。 

第２ 利用者の在り方とバックアップの必要 

他方で、利用者が高い目的意識をもって情報公開請求をすることも必要であ

る。各地の市民オンブズマンが食糧費や出張費に着目し、多大の労力をかけて

情報公開請求し得られた文書を分析することで、官官接待やカラ出張を明らか

にし、それが公費の支出改善につながった。また、全国市民オンブズマン連絡

会議が全国一斉の公開請求をし、地方自治体をランク付けすることにより、情

報公開推進のインセンティブを与えている。 

しかし、他方で、開示決定を受けた文書を見ようともしないなど情報公開制

度の粗雑な使い方をする例や、情報公開請求に名を借りて行政を混乱させよう

とする事案も目立つようになっており、それらが行政の職員の情報公開への意

欲を低下させていることは否定できない。もっとも、そのような状況に至る過

程では行政側の不適切な対応があることも多いし、情報公開制度の利用の仕方

について適切なアドバイスを受けられる体制がないことも一因となっている。 

第３ マスコミの役割 

マスコミにとっての情報公開制度は、まず調査報道のためのツールとして情

報公開請求を活用するという側面がある。近年では、富山のテレビ局による政

務活動費の情報公開請求による報道の例がある。大量の文書を地道に分析し、
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裏付けをとるという作業を経て、使途が解明された結果、多数の市議が辞任す

るに至った。また、公開請求の過程では、請求者の情報を市議に漏らすなど、

従来からしばしばあった不祥事も露呈した。大手新聞社でも情報公開請求をも

とに記事が書かれることがあり、ひとつの報道手法として確立したと言えるが、

より様々な形で情報公開制度を使う余地があろう。 

マスコミには、開示請求にとどまらず、不開示に対して不服申立てをして争

うことも期待したい。不服申立ての結果が出るまでには半年もしくは１年程度

の期間がかかるため、迅速性を重視するマスコミにとっては実益が少ないかも

しれないが、マスコミが不服申立てで説得的な主張をすることで開示を広げる

ことになるし、その経過を報道することは制度利用者の力になる。 

また、自らの利用だけでなく、情報公開に関する判決や審査会答申を継続的

に収集して積極的に報道することも、情報公開制度への理解を務め、利用方法

をレベルアップするために重要なことである。 

 

第３節 公文書管理制度の現状と課題 

第１項 公文書管理法 

第１ 公文書管理法の概観 

１ 公文書管理法制定の経緯 

そもそもあるべき行政文書がなかったり、その所在が明確でない状態では、

情報公開法が的確に機能しない（「適切な公文書管理なくして適切な情報公開

なし」）。その意味で、情報公開法制定前から、情報公開制度と公文書管理制

度は「車の両輪」と認識されていた。 

しかし、1999 年に制定された情報公開法では、行政文書の適正な管理は努

力義務にとどまり（情報公開法旧 22 条）、いわば不安定な片輪走行の状態が

続いた。 

このように政府が公文書管理制度の法整備を怠る中で、2007 年には、①社

会保険庁における年金記録の不適切な管理、②厚生労働省における薬害肝炎

患者リストの放置、③海上自衛隊補給艦「とわだ」航海日誌の保存期間満了

前の廃棄、④防衛省の装備審査会議の議事録未作成等の問題が次々に発覚し

た。これらの問題を受けて、2008 年 11 月、福田康夫首相（当時）の主導の下

設置された「公文書管理の在り方等に関する有識者会議」が、「『時を貫く記

録としての公文書管理の在り方』～今、国家事業として取り組む～」を取り

まとめ、やっと国民の期待に応え得る公文書管理システムを構築する法制度

の確立が目指されることとなった。 

具体的には、公文書管理の改革目標として、 

① 文書の誤廃棄や行方不明を防止するとともに、過去の記録の利用を容易

にし、業務の効率化を図るため、随時、文書の所在を特定できる文書管
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理システムを構築し、「文書の追跡可能性（トレーサビリティ）」を確保

する 

② 文書作成義務の法定化、文書管理の基準の明確化、公文書管理担当機関

の関与等により文書管理サイクル全体を通じて適切な管理を行う体制

を整備し「政府の文書管理に関する信用（クレディビリティ）」を確保

する 

③ 国民の共有財産、知的資源である公文書の利活用を促進するため、国民

に対して、利用機会の更なる充実、利便性の更なる向上を図り、「文書

の利用可能性（アクセシビリティ）」を確保する 

④ 以上を通して、国の意思決定過程も含め、公文書を体系的に整理・保存

するとともに、国民の知的資源として後世に伝え、現在及び将来の国民

に対する「説明責任（アカウンタビリティ）」を果たす 

ことが目指され、公文書管理の制度設計としては、現用文書と非現用文書に

区別して制度設計するセグメント方式ではなく、両者を包括した文書管理の

ライフサイクル全体（作成⇒保存⇒移管⇒利用）を規制するオムニバス方式

を採用すべきことを明らかにした。 

２ 公文書管理法の特色と情報公開法との関係 

(1) 公文書管理法制定に向けた日弁連の活動 

公文書管理法の制定に先立ち、日弁連は、2008 年日弁連意見書で、①目的

に「国民の知る権利」を明記すること、②個人的メモも含めた文書作成義務

を法定化すること、③中間書庫（各行政機関の非現用文書をすべて受け入れ、

書庫で、廃棄及び移管の判断を行う）に法律上の根拠を付与すべきこと、④

公用文書毀棄罪の積極的な運用と、過失による廃棄・紛失の罰則を法定化す

ること、⑤公文書管理担当機関として、公文書管理庁を設け、また国立公文

書館は「特別の法人」とすること等、11 項目を盛り込むよう提案した。 

また、2009 年４月 24 日付け「公文書管理法案の修正と情報公開法の改正を

求める意見書」（以下「2009 年日弁連意見書」という）では、法案に対して、

2008 年日弁連意見書で提案した①～③のほか、④廃棄予定文書について国民

が意見を述べる機会を付与し、内閣総理大臣の承認を得なければ廃棄できな

いとすべきこと、⑤特定歴史公文書の利用拒否事由を更に限定し、作成後 30

年を経過した場合に原則公表するルール（いわゆる「30 年原則」）を採用する

こと、⑥刑事確定記録や軍法会議記録が国立公文書館に移管されるようにす

ること等、12 項目の修正を求めた。 

(2) 公文書管理法の特色（本稿に関連するものという観点から） 

2009 年６月、公文書管理法が制定された。その内容は、 

① 法の目的に「公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的

資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」

が明記された（１条）。ただし、「知る権利の保障」の明記は見送られた。 

② 文書作成義務について、作成対象事項を例示した上、「経緯も含めた意
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思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的

に跡付け、又は検証することができるよう」にすることが明記された（４

条）。ただし、いわゆる「30 年原則」は採用されなかった。 

③ 保存期間が満了した文書を廃棄するときは、あらかじめ内閣総理大臣に

協議し、その同意を得なければならないとされた（８条２項）。ただし、

廃棄に際して国民が意見を述べる機会の付与、中間書庫の設置、公文書

管理庁の設置は認められなかった。 

(3) 情報公開法と公文書管理法との関係 

情報公開法は、現用文書の開示請求権に基づく開示という、現用文書の利

用を対象とする法律であり、その目的は現在の国民に対する説明責務を全う

することにある。 

これに対し、公文書管理法は、現用文書と非現用文書を包括した公文書の

ライフサイクル全体を対象とする法律であり、その目的は、現在のみならず

将来の国民に対する説明責務を全うすることにある。 

このような観点からみれば、公文書管理法と情報公開法は、一般法と特別

法の関係と位置付けることができる。 

また、情報公開法と公文書管理法という「車の両輪」が制定されたことに

より、以降は、政府が「情報公開を前提とした組織運営に転換し、自らの活

動の正当性を示し、組織の知的資源として公文書を取得・作成し、保管し利

用していくという前向きなサイクルを作ること」が期待された（ＮＰＯ法人

情報公開クリアリングハウス 2017 年４月 12 日付け「公文書管理法の改正に

関する意見」参照）。 

第２ 公文書管理法制定後に顕在化した問題と改善の方向性 

１ 公文書管理法制定後に発覚・発生した問題 

しかし、現実には、公文書管理法制定後も、以下に指摘するように、公文

書管理に関する問題が毎年のように発覚・発生している。 

(1) 東日本大震災における議事録不作成（2011 年） 

2011年３月 11日に発生した東日本大震災に対応するための政府の重要会議

において、議事録及び議事概要の一部又は全部が作成されていなかった。こ

の点、2012 年４月 25 日付け公文書管理委員会作成の「東日本大震災に対応す

るために設置された会議等の議事内容の記録の未作成事案についての原因分

析及び改善策」では、議事録等が作成されなかった原因として、個々の職員

の適切な公文書管理の意識と経験の欠如が指摘されている。 

なお、この事件を受けて、「行政文書の管理に関するガイドライン」が改訂

され、「国務大臣を構成員とする会議又は省議における議事の記録の作成」及

び、「歴史的緊急事態に対応する会議等における記録の作成の確保」が追加さ

れたが、何が歴史的緊急事態に該当するかの判断は、いまだに行政の判断に

委ねられており不十分と言わざるを得ない。    

(2) 護衛艦「たちかぜ」乗員の自殺事案に関する文書の隠匿の発覚（2012 年） 
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2004 年に起きた護衛艦「たちかぜ」乗員の自殺事案において、海上自衛隊

は乗員全員に対するアンケートを実施していたが、遺族からのアンケートの

情報公開請求に対し、海自側はアンケートを廃棄したと回答した。また、そ

の後の別の公開請求に対しても不存在と回答し、不服申立てがされていた。

しかし、2012 年６月 20 日に上記アンケートの存在が明らかになり、これを受

けて遺族から提訴された国賠訴訟に関する東京高判 2014 年４月 23 日（労働

判例 1096 号 19 頁）は、「横須賀地方総監部監察官が本件アンケートを保管し

ていながら、本件開示対象文書の特定の手続において、これを特定せず隠匿

した行為は違法である」と断じた。 

なお、防衛省は、再発防止策として、2014 年５月８日付けで「コンプライ

アンスに関する意識の徹底、不適切な部下の指導及び自殺事故の防止並びに

情報公開関係業務及び行政文書の管理の適正な実施のための措置の徹底につ

いて（通達）」を出し、特命監察報告を受けている。しかし、その後も南スー

ダンＰＫＯ派遣部隊の日報廃棄問題の発生（本章第１節第１項参照）等、公

文書の保存及び廃棄が担当職員の恣意的判断によってなされている状況は、

到底改善されたとは言えない。 

(3) 憲法解釈変更における内閣法制局の検討過程不作成（2014 年） 

2014 年７月１日に閣議決定された日本国憲法９条の解釈変更について、内

閣法制局が、内部での検討過程を公文書として作成していなかったことが判

明した。これが、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程等につ

いての文書を作成するよう求める公文書管理法４条の趣旨に反することは明

らかである。 

(4) 憲法解釈変更における内閣法制局の想定問答案の非公表（2014 年） 

事案の概要は、本章第１節第２項参照。 

この点、内閣法制局は、国会答弁では、当該想定問答「案」は組織的に用

いるものではなく「行政文書」に当たらないと説明し、また、情報公開・個

人情報保護審査会では、上記想定問答「案」は不採用となった瞬間に組織共

用性を失い、「行政文書」としての性格を失う等と主張したが、組織共用性が

認められることは明らかである（平成 28 年（行情）第 646 号、647 号、648

号）。 

(5) 原子力規制委員会の行政文書ファイル管理簿未公表の発覚（2015 年） 

2012 年９月に発足した原子力規制委員会は、2015 年 10 月 10 日付け東京新

聞の報道で発覚するまでの間、３年余りにわたり、行政文書ファイル管理簿

を公表していなかった。これは、行政機関の長に、行政文書管理簿の公表義

務を定めた公文書管理法７条に違反するものである。 

そもそも東日本大震災における福島第一原発事故以降、市民の重大な関心

事となった原子力規制の在り方についてさえ、このような杜撰な管理状況に

あることは、行政機関の国民に対する説明責任の優先順位の低さを物語って

いる。 

なお、その他、同原発事故に関連する情報公開の問題点は、本章第１節第
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３項参照。 

(6) 南スーダンＰＫＯ派遣部隊の日報廃棄問題（2016 年）等 

ア 事案の概要については、本章第１節第１項参照。 

防衛監察本部が実施した特別防衛監察の結果から、①現地部隊が作成した

日報が、電子データとして陸上自衛隊の指揮システムの掲示板にアップロー

ドされ、同システムの利用者が閲覧及びダウンロード可能な状態にあったが、

②中央即応集団司令部（派遣部隊の上級部隊）の幹部が、日報を開示したく

ないと考えて、行政文書ではなく個人資料と説明し、③これを受けて統合幕

僚監部は、「報告のために作成された文書であり、報告終了時点で目的を達成

したのでその時点で廃棄した」と説明し、④その後廃棄されたことが明らか

になっている。 

しかし、①からすれば、電子データとしての日報は、システム上共有化さ

れており、公文書管理法上の「行政文書」に当たることは明らかである。ま

た、④について、紙データとして出力した日報を廃棄しても電子データ自体

を削除しない限り「行政文書」は存在する。これを、保存期間１年未満であ

ることを理由に廃棄したと強弁することは、開示されると都合の悪い文書を

廃棄、隠匿する口実に、保存期間１年未満の特則が悪用されたと言われても

仕方のない問題である。 

イ 防衛省の電子データの管理に関する問題点 

なお、南スーダンＰＫＯ派遣部隊の日報問題以前から、防衛省については

電子データの保存、廃棄等に関する問題が、情報公開・個人情報保護審査会

（以下「審査会」という。）から度々指摘されていた。 

すなわち、①自衛隊原子力災害対処計画に関する通達の電子データが、防

衛省の行政文書の管理に関する規則において電子データの保存を義務付ける

規定がないことを理由に、担当者の判断により廃棄・不存在となった事案に

ついて、審査会は、「防衛省に対し、電磁的記録について保存、廃棄等適切な

管理を行うためのルールを設けることを要望」していた（平成 24 年度(行情)

第 404 号、第 423 号）。 

そして、②自衛隊富士学校が小隊長等に必要な国際人道法に関する基礎的

事項を習得させることを目的に作成した学習資料「国際人道法」最新改訂版

の開示に関連して、同書の電子データが毎年上書き改訂され、過去の版の電

子データが残ってなかったことが判明したことから、審査会は、「過去の年度

版の電磁的記録を保存しておくことが…行政庁としての適正な文書管理とい

う点からも、のぞましいと考えられる」として、電子データの取扱いについ

てのルール作りの中でこの観点を取り入れるように付言した（平成 24 年度

（行情）第 438 号）。 

また、③防衛省平成 22 年度基礎研究成果報告書「宇宙基本法と人工衛星の

空中発射システム」の電子データが不存在であったことに関連して、審査会

は、「防衛研究所の他の調査研究については電磁的記録が保存されていること、

及び今日一般的に調査研究に係る論文等に監視、研究成果等の活用のために、
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電磁的記録として保存しておく必要性が高いことから、今後は、完成した論

文等と同じ内容の電磁的記録を保存するよう徹底すべきである」と付言した

（平成 24 年度（行情）第 220 号）。 

南スーダンＰＫＯ派遣部隊の日報電子データの取扱いの問題も、これらの

問題の延長上に位置付けられると考えられるが、特別防衛監察が示す改善策

の中に電子データの保存、廃棄に関する具体的改善策は見当たらない。 

(7) 学校法人森友学園への国有地売却経緯に関する書類廃棄の発覚（2017 年） 

事案の概要は、本章第２節第１項第２参照。 

財務省は、森友学園への国有地売却の経緯に関する文書を保存期間１年未

満の文書として、売買契約により事案が終了したとして廃棄したと繰り返し

答弁しているが、これも開示されると都合の悪い文書を廃棄、隠匿する口実

に、保存期間１年未満の特則が悪用されたと言われても仕方のない問題であ

る。 

(8) 国家戦略特区による獣医学部新設文書に関する問題（2017 年） 

ア 政府の国家戦略特区制度を活用した学校法人加計学園の、愛媛県今治市

での獣医学部新設計画をめぐり、「総理のご意向」、「官邸の最高レベルが言っ

ている」などと書かれた文書の存在について、当初、内閣官房長官は、「怪文

書のようなもの」である等と述べ、他方、文部科学省（以下「文科省」とい

う。）も、2017 年５月 19 日、関係者数人へのヒアリングなどの調査をもって、

「文書の存在は確認できなかった」と一旦発表した。 

ところが、文科省の前事務次官が「文書は本物である」と文書の存在を認

め、また、文科省職員への取材で、省内の複数の部署で電子データとして共

有されていたことが報道された。 

文部科学大臣は、当初、「文書の出所や入手経路が明らかにされていない」

として再調査を拒否したが、その後、「個人のメモや備忘録は公開しないこと

としているが、今回の件は、国民の声を真摯に受け止めて徹底した調査を行

うという特例的な調査である」として再調査に転じ、同年６月 15 日、「国家

戦略特区における獣医学部新設に係る文書に関する追加調査（報告書）」で、

問題の文書と同内容あるいは同じ文書の存在が確認されたと公表した。 

イ 文科省の再調査の理由からすれば、本件文書は個人のメモであり「行政

文書」の範囲に属しないという前提に立つようである。しかし、本件文書は

文科省の共有フォルダに保存され、事務次官も閲覧できるようになっていた

ものであり、組織共用性が認められる「行政文書」として取り扱うべきもの

である。 

なお、同年７月５日の報道によれば、個人メモとして作成されたものが共

有フォルダに保存されていたこと等を「不適切」として文部科学大臣が、文

科省の責任者を口頭で厳重注意処分にしたとされている。しかし、これは文

科省が、当該文書の利用のされ方を無視して、恣意的に当該文書を「行政文

書」から外した解釈に立脚するものであり、誤った処分であると言わざるを

得ない。 
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ウ さらに、同年８月６日の報道によれば、政府の国家戦略特区ワーキング

グループが、2015 年６月に、獣医学部の新設を提案した愛媛県と今治市に対

するヒアリングを実施したが、その会合に加計学園の関係者が同席し発言し

ていたにもかかわらず、議事録要旨に記録がないことが判明した。また、議

事録要旨作成の基となる速記録や録音データも、議事録要旨の公開に踏み切

った 2017 年３月６日段階で、既に廃棄されていたことも判明した。 

２ 公文書管理法見直しの方向性 

(1) 公文書管理法見直しについて、日弁連は、既に 2015 年 12 月 18 日付「施

行後５年を目途とする公文書管理法の見直しに向けた意見書」（以下「2015 年

日弁連意見書」という）で、①公文書管理庁の設置、②徹底した電子記録管

理を行う法制度への移行、③目的規定（１条）への「知る権利」の明記、④

公文書管理法３条を削除して公文書管理法の適用除外をなくす、⑤いわゆる

「30 年原則」の採用、⑥地方自治体における公文書管理体制の促進を提案し

ている。 

(2) 加えて前述１で指摘したとおり、公文書管理法施行後、具体的には次の

４点が問題となっている。  

① 公文書管理法４条の行政機関職員の文書作成義務の範囲の問題（上記１

(1)(3)(8)） 

② 同法２条４項の「行政文書」の定義、とりわけ「当該行政機関の職員が

組織的に用いるもの」（組織共用要件）、「当該行政機関が保有している

もの」の範囲の問題（上記１(4)(6)(8)） 

③ 保存期間１年未満の文書の特例の問題（上記１(6)(7)）、同法７条１項

但書、同施行例 12 条、同法８条２項） 

④ 電子データ、録音データ等の「行政文書」性と保存期間の問題（上記１

(6)(8)） 

(3) 具体的な問題点に対する改善の方向性 

ア（問題点①について）文書作成義務の厳正な履行 

閣議や国務大臣を構成員とする会議又は省議における議事の記録の作成に

ついては、前述１(1)のコメント参照。 

また、「行政文書管理のガイドライン」（2011 年４月１日内閣総理大臣決定）

は、その第３−１「文書主義の原則」の留意事項で、「例えば、法令の制定や

閣議案件については、最終的には行政機関の長が決定するが、その立案経緯・

過程に応じ、最終的な決定内容のみならず、主管局長や主管課長における経

緯・過程について、文書を作成することが必要である。また、公文書管理法

第４条第３号で『複数の行政機関による申合せ・・・及びその経緯』の作成

義務が定められているが、各行政機関に事務を分担管理させている我が国の

行政システムにおいて、行政機関間でなされた協議を外部から事後的に検証

できるようにすることが必要であることから、当該申合せに関し、実際に協

議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作成が必要である」と定めてい
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る。これを前述１(8)の加計学園問題に即してみると、内閣府と文科省との間

のやり取りの文書は、当然残しておかなければならない文書である。  

さらに、議員から官僚に何らかの口利き、要請があった場合は、その内容

を文書化し、上司に報告し、行政文書として保管する仕組みを作るべきであ

る。地方自治体では、このような仕組みを構築しているところがあり、議員

と職員の関係、政策決定の過程の透明性が高まることとなる。 

このようなことを実施すれば、前記のとおり公文書管理法４条３号の｢当該

行政機関における経緯も含め意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務

及び事業の実績を合理的に跡付け、検証することができる｣ようになるものと

考えられる。 

イ（問題点②について）組織共用要件の削除 

公文書管理法２条４項は、「行政文書」を、｢行政機関の職員が職務上作成

し、又は取得した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該行政機関が保有しているもの｣と定義している。 

このうち、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」（組織共用性）の

判断基準は、アメリカの連邦情報自由法の対象記録の判断基準である「管理

テスト」とほぼ同一の内容と解される。すなわち、①職員個人の便宜のため

に作成または取得したものか、上司の指揮等の下に作成し又は取得したか、

②もっぱら職員個人の利用に供されるにとどまっているか、他の職員にも配

布・回覧されたか、③職員が個人的に管理し廃棄も個人の判断でなし得る状

況にあったか、組織の共用の書庫・サーバ等で保存され、職員個人の判断の

みでは廃棄できない管理体制にあったか等を総合的に判断して決定すべきで

ある（宇賀克也「逐条解説公文書等の管理に関する法律」（第３版）49 頁（第

一法規、2015 年）参照）。 

しかし、前述１(6)の南スーダンＰＫＯ派遣部隊の日報は、派遣部隊の状況

を把握するために陸上自衛隊のシステム上共有されており、組織共用性が認

められるにもかかわらず、陸上自衛隊の幹部は、「行政文書」ではなく個人資

料であると説明している。 

また、前述１(8)のいわゆる加計学園で問題となった文書は、文科省内の複

数の部署で電子データとして共有され、事務次官がその存在を知っていたこ

と等からすれば、組織共用性が認められるにもかかわらず、文科省は、個人

のメモであり「行政文書」の範囲に属しないとの姿勢を崩さなかった。 

したがって、現在、組織共用性の要件は、行政機関内部の一般的な取扱い

や行政機関の職員の主観的な認識に基づいて恣意的に運用されている状況で

ある。このような状況を回避するためには、組織共用性の要件を撤廃して、

職務上作成した文書は、全て行政文書であるとして扱う必要がある。 

また、「当該行政機関が保有する」という要件は、共有フォルダに入ってい

る文書のみならず、職員が職務上作成して、個人フォルダやメールに保存し

ている文書も、当該行政機関が保有する文書であると解すべきである。 

なお、2017 年の第 193 回国会において、野党から２通りの公文書管理法改
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正案が提出されているが、いずれも組織共用性要件の削除を求めている。今

後国会において真摯な議論がなされるべきである。 

ウ（問題点③について）1 年未満保存の行政文書の取扱いの改善 

 (ｱ) 南スーダンＰＫＯ派遣部隊の日報（前述１(6)）、森友学園の国有地売却

の経緯（前述１(7)）では、関連する行政文書が廃棄された理由として、保

存期間が１年未満であることが指摘されている。 

このような弁解がまかり通っているのは、公文書管理法が、行政機関の恣

意的な文書廃棄を防止するため、行政文書の廃棄に当たり内閣総理大臣の同

意を要件としているところ、この同意が必要な文書は、保存期間１年以上の

ものに限られ（８条２項）、保存期間１年未満の文書であれば、行政機関が

随時自由に廃棄できることになっているためである。 

 (ｲ) ただし、公文書管理法５条２項は、ファイルに含まれる行政文書の保存

期間が異なる場合は、最も長い保存期間に合わせて、ファイルの保存期間が

設定されるとしている。そのため、例えば、南スーダンＰＫＯ派遣部隊の日

報は、保存期間が３年であるＰＫＯ業務に関する文書と一連の文書としてフ

ァイルされ保存されていれば、また、森友学園への国有地売却の経緯も５年

保存となる売却の決裁文書と一連の行政文書で保存されていれば、いずれも

１年未満で廃棄されることはないはずである。 

ところが、同条項で、一連の行政文書ファイルにまとめることができるの

は、「保存期間を同じくすることが適当であるものに限」られている。その

ため、所管課の裁量により、決裁などの決定や取りまとめがされた行政文書

とその経緯を記載した行政文書とが別々のファイルに保存され、経緯を記録

した行政文書が、保存期間１年未満の行政文書として廃棄しても問題ないと

されてしまったのである。 

 (ｳ) また、公文書管理法は、行政文書管理を適切に行うために、行政機関

の長に対し、行政文書ファイルの分類、名称、保存期間、保存期間の満了す

る日、保存期間が満了したときの措置、保存場所、媒体の種類、文書管理者

等を、行政文書管理簿へ記載する義務を課している（７条１項）にもかかわ

らず、同法施行令 12 条により、保存期間が１年未満の文書は、行政文書管

理簿の作成義務の対象外としている。 

その結果、保存期間が１年未満の文書がどのくらいあるのか不明であり、

本来、１年未満の行政文書にすべきでない文書が１年未満の文書に分類され

ているかどうかも確認できない状況にある。 

 (ｴ)このような状況においては、公文書管理法の掲げる「国及び独立行政法

人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされる」

（11 条）目的は実現されない。 

そこで、公文書管理法を改正して保存期間を１年未満とすることができる

行政文書の定義や要件を明確にすること、相互に密接に関連する行政文書は、

所管課の裁量を廃し、最も長い保存期間のものに合わせて行政ファイルを管

理する運用がなされることが必要である。 
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エ（問題点④について）電子データ、録音データ等の長期間保存の明文化 

南スーダンＰＫＯ派遣部隊の日報（前述１(6)）も、いわゆる加計学園で問

題となった省庁間の協議文書（前述１(8)）も、電子データとして作成されて

いる。作成された電子データを組織内において探索し、発見、確認すること

は容易であり、発見できなかったとの弁解は通用しない。 

さらに、作成された電子データは、紙データとして出力した文書を破棄し

ても存在し続けるのであり、このような状態を「廃棄」と説明することは、

虚偽か、自らの情報管理状態を知らない無知かのいずれかであるとの非難を

免れない。 

この点、電子データは、紙データとは異なり保管場所を必要としないので

あるから、保管場所の問題を理由に短期間で廃棄する必要はない。それどこ

ろか世界中の政府が電子データを長期保存して国際政治に利用する時代に、

日本だけが電子データを１年未満で廃棄するというのは明らかに対応を誤っ

ている。 

また、録音データについては、紙データの記録として残すまでの一時的な

存在という古い考えから脱却できていない。しかし、その重要性は紙データ

と同等であり、また、デジタル化すれば、電子データと同様、保管場所を必

要としない。 

以上のことからすれば、電子データ、録音データ等のデジタルデータにつ

いては、長期間保存を明文化すべきである。 

オ 監督機関としての公文書管理庁の必要性 

以上述べてきたように、これら４つの具体的問題点に対する各行政機関の

対応は極めて消極的であり、その自発的取組に委ねていても問題点が解決し

ないことは明らかである。 

この点、公文書管理法制定前の 2008 年 11 月、「公文書管理の在り方等に関

する有識者会議」の最終報告書では、数百人規模の人員からなる公文書管理

機関の創設が検討されていた。行政機関による恣意的な公文書管理を防止す

る必要性が認識されている現在、専門的な見地からの独立した判断により、

行政文書の管理状況に関する報告又は資料の提出を求め、必要に応じて職員

に立入検査をさせる等の強い権限を与えられた公文書管理庁を設置すべきで

ある。 

また、公文書管理庁設置までの間、現行の公文書管理委員会の権限を大幅

に強化すべきである。 

第３ 秘密保護法と公文書管理法との関係 

最後に秘密保護法と公文書管理法の関係について簡単に触れておきたい。 

自衛隊法に基づく防衛秘密は、公文書管理法の適用外となっていた（３条）。

そのため、公文書管理法施行後も、廃棄審査を経ずに防衛秘密が廃棄されてい

た。防衛省によれば、2012 年末時点で 234 の秘密事項を指定し、2011 年までの

５年間で約５万 5,400 件の関連文書が作成されたが、うち約３万 4,000 件が防
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衛省独自の判断で廃棄され、秘密事項の解除は１件にとどまるとされている。 

その後、2014 年 12 月に秘密保護法が施行され、これにより防衛秘密も公文書

管理法の適用を受けることになった。しかし、それで問題が解決したわけでは

ない。 

とりわけ公文書管理法との関係で問題となるのは、秘密指定の有効期間が 30

年以下であるもの、内閣の承認を得て秘密指定の有効期間が 30 年を超えて延長

されたものについては、国立公文書館等へ移管されず、保存期間満了を理由と

して廃棄される危険性がある点である。例えば、秘密指定の有効期間と当該秘

密が記録されている行政文書ファイル等の保存期間が一致し、かつ、保存期間

満了後の措置が「廃棄」とされてしまえば、情報公開法に基づく開示の機会も

公文書管理法に基づく利用の機会も国民に与えることなく、当該行政文書ファ

イルを闇から闇へ葬り終えることが制度的には可能である。 

この点をとってみても秘密保護法が国民の知る権利を著しく害していること

は明らかであり、同法は速やかに廃止すべきである。 

なお、日弁連は、2016 年９月 15 日付け「情報監視審査会平成 27 年年次報告

書に関する意見書」で、秘密保護法の廃止に至るまでの間、特定秘密が記載さ

れた文書については、保存期間満了後、原則として全てを国立公文書館等に移

管しなければならない旨の規定を公文書管理法等に設けるべきであることを提

案している。 

 

第２項 公文書管理条例 

第１ 公文書管理条例の必要性 

１ 公文書は誰のものか〜公文書の公共用物性〜 

我が国における旧来の文書管理は、文書を管理する主体内部における効果

（内部的効果）、すなわち「事務の適切かつ円滑な運用」を専ら目的としてき

た。そこでの公の主体によって作成・取得された公文書類は、専ら官公署の

用に供される「公用物」として、特別な管理法（条例）の制定までは求めら

れていない。そのため、これまで公文書類の管理について管理法（条例）が

なくても、問題とはならなかった。 

しかし、情報公開法（条例）の制定により開示請求の対象となる公文書類

については、開示に応えるという外部的効果が発生する。つまり、このよう

な公文書類は、公衆の用に供される「公共用物」と捉えることができ、外部

的効果の発生をも目的とした管理法（条例）の制定が求められると考えてよ

い。 

さらに、前述したように公文書管理法は、公文書を、「健全な民主主義の根

幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し

得るものである」ことを明言しており（１条）、地方自治体に対し、この法律

の趣旨にのっとって、文書の適正な管理に関して必要な施策を策定・実施す
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ることを求めている（34 条）。 

とすれば、主権者という公の主体以外の者に対する関係で、外部的効果を

常に発生させなければならず、管理すべき文書の範囲は、情報公開法（条例）

に基づいて情報公開が求められる文書のみに限られず、公文書類全般でなけ

ればならない。 

２ 地方自治体の執行機関の多元主義 

また、現行地方自治法は、執行機関の多元主義を予定しており（同法 138

条の４、180 条の５等）、上述のように広く公文書全般を管理する立法として

は、条例によらなければならない。 

第２ 文書管理条例の制定が進まない現状 

１ 公文書管理条例の制定状況 

ところで、適切な公文書管理がなされていないのは、国に限った状況では

ない。後述する東京都の豊洲市場に地下空間が設置され盛土がなされなかっ

た問題（本項第４・１）については、意思決定過程を跡付け検証できる文書

の作成が義務づけられていれば、いつの間にか当初計画が変更されるような

ことはなかったか、あるいは事実関係をより正確に検証できたと考えられる

事案であった。 

この点、2009 年に制定された公文書管理法は、地方自治体に対して、同法

の趣旨にのっとった施策の策定、実施を求めている（34 条）。 

また、2011 年６月には、文書管理に深く関わって来た団体（ＡＲＭＡ 

International 東京支部、記録管理学会、日本アーカイブズ学会、全国歴史資

料保存利用機関連絡協議会）等により構成される地方公共団体公文書管理条

例研究会が、「公文書管理条例の制定に向けて～より良い公文書等の管理を目

指して～」と題する報告書を公表し、標準的な地方自治体を前提として、公

文書管理法に即した条例を制定するための詳細な論点整理を行っている。 

それにもかかわらず、2017 年６月現在、公文書管理条例が制定されている

地方自治体は、下記のとおり、全国で 19 団体にすぎない。 

  【地方自治体の公文書管理条例等の制定状況】 

 条例名称 制定年月日 施行年月日 

１ 宇土市文書管理条例 2001/３/23 2001/４/１ 

 金光町文書管理条例 ※  2003/４/１ 

２ ニセコ町文書管理条例 2004/12/17 2004/12/17 

３ 大阪市公文書管理条例 2011/２/18 2011/４/１ 

４ 島根県公文書等の管理に関する条例 2011/３/11 2011/４/１ 

５ 熊本県行政文書等の管理に関する条例 2011/３/23 2012/４/１ 

６ 鳥取県公文書等の管理に関する条例 2011/10/24 2012/４/１ 

７ 安芸高田市公文書等の管理に関する条例 2011/12/22 2012/４/１ 
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８ 志木市公文書管理条例 2012/３/22 2012/４/１ 

９ 札幌市公文書管理条例 2012/６/13 2013/４/１ 

10 草津市市政情報の管理に関する条例 2012/12/21 2013/３/31 

11 秋田市公文書管理条例 2012/12/27 2014/４/１ 

12 香川県公文書等の管理に関する条例 2013/３/22 2014/４/１ 

13 小布施町公文書管理条例 2013/３/25 2013/４/１ 

14 高松市公文書等の管理に関する条例 2013/３/27 2014/４/１ 

15 相模原市公文書管理条例 2013/12/24 2014/４/１ 

16 武蔵野市歴史公文書等の管理に関する条

例 

2014/９/29 2016/12/14 

17 三豊市公文書等の管理に関する条例 2015/３/27 2015/４/１ 

18 藤沢市公文書等の管理に関する条例 2016/６/24 2017/４/１ 

19 東京都公文書の管理に関する条例 2017/６/14 2017/９/１ 

  ※2006 年３月 21 日合併により浅口市になり文書管理規程に戻ってしまった。 

 （本村慈「地方自治体における公文書の管理に関する最近の取組」（アーカイブズ49

号、2013年）を一部改変、加筆して作成） 

２ 公文書管理条例の制定が進まない理由 

では、公文書管理条例の制定が進まない理由はどこにあるのか。 

(1) データに現れた理由 

この点、2014 年３月に公益財団法人東京市町村自治調査会がまとめた、「市

町村における公文書管理方法に関する調査報告書」において、東京都内の多

摩・島しょ地域の市町村のうち、公文書管理条例の制定予定がないと回答し

た自治体が、その理由として挙げたもののうち、最も多いのは「現行の文書

管理規則で問題がないため」（15 団体 39.5％）であり、次に多いのは「職員

の手が回らないため」（12 団体 36.1％）となっている。 

また、2016 年３月に国の公文書管理委員会がまとめた、「公文書管理法５年

後見直しに関する検討報告書」では、「住民のニーズや首長の意向が醸成され

ていないこと、既存の情報公開制度で十分に対応できていること、予算や施

設・土地・人的体制の確保が困難なこと」が、公文書管理条例の制定が遅れ

ている理由として指摘されている。 

したがって、データからみた公文書管理条例の制定が進まない理由として

は、①制定しなくても問題が起きていないという現場の問題意識の欠如、②

条例制定の主導的役割を果たすべき首長や住民に公文書管理の重要性の認識

が低いこと、③物的、人的資源の不足等が挙げられる。 

(2) 本質的な理由 

しかし、公文書管理条例の制定が進まない本質的な理由は、公文書が「健

全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」（公文書管理法１条）であ

り、住民が「知る権利」を実現するため、主体的に利用し得るものであると
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いう意識が、地方自治体及びその職員に浸透していないことにあると考えら

れる。 

第３ 地方自治体の公文書管理ルールの実情 
   〜都道府県、政令市を中心に〜 

では、公文書管理条例を制定するに当たり、現状の地方自治体の公文書管理

ルールにはどのような問題が存在するのだろうか。ここでは都道府県、政令市

を中心に検討を加える（なお、前提となる資料は、小谷允志「自治体における

公文書管理改善と条例化」（情報公開・個人情報保護第 60 号、2016 年）、早川和

宏「公文書管理法と自治体における条例制定の動き」（2015 年２月 27 日・平成

26 年度資料保存活用研修会資料）に依拠した）。 

１ 条例化の実施状況 

公文書管理条例を制定している都道府県は、鳥取、島根、熊本、香川、東

京の５都県、政令市では大阪、札幌、相模原の３市にすぎない。 

今後の公文書管理条例の制定に当たっては、単に条例を制定すればよいと

いうものではなく、条例制定により公文書管理の現状が改善されなければな

らない。そのため、以下の記載は、全国の都道府県及び政令市の公文書管理

条例、規則、規程類（以下「公文書管理ルール」という）の中身に着目して、

分析を進める。 

２ 目的規定の定め方（知る権利、説明責任の明記について） 

公文書管理ルール（条例、規則、規程）の目的に、住民の「知る権利」を

明記するのは、都道府県では鳥取、政令市では札幌しかない。また、現在及

び将来の住民に対する説明責任（アカウンタビリティ。公文書管理法１条参

照）を明記する都道府県は 10 団体、政令市は大阪、札幌、相模原、仙台の４

市にすぎない。 

３ 具体的な文書作成義務を多くの自治体が規定していない 

さらに、２の説明責任と関連して、「経緯を含めた意思決定に至る過程並び

に事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう」

な文書作成義務（公文書管理法４条参照）を規定している都道府県も、条例

化を果たした鳥取、島根、熊本、香川、東京を含め、北海道、青森、福島、

岐阜、富山の計 10 団体にすぎず、政令市では、大阪、札幌、相模原、名古屋、

神戸の５市にすぎない。 

４ 保存期間を経過した文書の取扱いに関する仕組みの未整備 

(1) 公文書管理法は、現用文書と非現用文書を包括した文書管理のライフサ

イクル全体（作成⇒保存⇒移管⇒利用）を規制するオムニバス方式を採用し

ているが、この制度設計が円滑に機能するためには、①適切な保存期間ルー

ルを設定して文書のライフサイクルを管理するとともに、②保存期間が満了
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した文書について、移管か、廃棄かの評価選別を行い、歴史的公文書は公文

書館等に移管して保存利用するという仕組みが整備されていることが必要で

ある。 

(2) しかし、文書の保存期間について、47 都道府県の公文書管理ルールを調

査したところ、「長期」「永久」「永年」等、保存期間の期限を設けていない都

道府県（①の不備）は全体の４割（19 団体）、保存期間が満了した文書につい

て、移管か廃棄かの選別を行う仕組みが整備されていない都道府県（②の不

備）が全体の半数近く（21 団体）も存在する。このような自治体においては、

住民が歴史的公文書を保存利用する機会を失うおそれがある。 

(3) 他方、歴史的公文書の移管・廃棄の選別を行う仕組みを整備している都

道府県においても、その方式は様々である。 

一つは、公文書管理法５条５項で定める、文書作成後のできる限り早い時

期に、あらかじめ移管か廃棄かの措置を決めておく方式（レコードスケジュ

ール方式）であり、鳥取、島根、熊本、香川、青森、千葉、福岡の各県で採

用されている。この方式は、当該文書の内容を熟知した職員が、移管か廃棄

かの判断をするのが妥当であるとの考え方に基づいている。ただし、かかる

職員の判断は、現用文書の重要性の判断に偏るきらいがあり、アーカイブズ

の観点からの判断が入らない弱点がある。したがって、レコードスケジュー

ル方式は、あくまで一時的な選別基準にとどめるべきである。 

もう一つの方式は、一定の保存期間以上の文書を一定の時期に、一括して

公文書館あるいは中間書庫に引き継ぎ、保存期間満了時に公文書館側で移管

か廃棄を選別評価する方式である。（本稿では「中間書庫方式」と呼ぶ）この

方式は、神奈川、秋田、埼玉、東京、愛知、富山、京都、奈良、佐賀の各都

府県で採用されている。なかでも神奈川県は、公文書管理条例は制定されて

いないものの、「神奈川県立公文書館条例」で、１年保存を除く全ての文書の

選別評価を行い、非現用文書で歴史的価値のあるものを確実に残す方式が採

用されている。 

ただし、この方式を採用するには、文書を選別評価する文書管理専門職（ア

ーキビスト）の配置と、選別された歴史的価値のある文書を保存・利用する

仕組みが備わった施設（公文書館）が必要となる（なお、地方自治体におけ

る公文書館の数は、2015 年３月 31 日現在、都道府県で 33、政令市で８、政

令市以外の市区町村で 79 の合計 120 にすぎない。）。 

第４ 実際の公文書管理条例の作られ方 

１ 東京都～条例を制定していなかったことによる問題が発端となった事例 

(1) 豊洲市場問題の経緯～方針が変わったのに、意思決定過程の記録がな

い！ 

ア 2001 年、石原慎太郎東京都知事（当時）は、都の築地市場を、東京ガス

のガス工場跡地である豊洲に移転する計画を決定した。 

しかし、豊洲市場の敷地で、環境基準を大きく上回る有害物質が検出され
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た。そこで、東京都は、市場が生鮮食料品を扱うことの重要性から、都民が

安心できる市場とするため、「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門

家会議」を設置し、2008 年７月、同会議は、土壌汚染を取り除く方法として、

①ガス工場操業時の地面の下２ｍを掘りきれいな土壌と入れ替え、②その上

に厚さ 2.5ｍのきれいな土壌を盛ることなどを提言した。この盛土は、主要地

下施設を含めた敷地全体に対する盛土が想定されていた。これを受けて、2009

年２月６日、都は、「豊洲新市場整備方針」を決定し、上記提言を都の方針と

した。 

これによって、以降、事情の変化等により、仮にこの整備方針と異なる決

定を行う必要に迫られた場合には、上司等への報告はもちろんのこと、専門

家会議や技術会議への報告等も行うべき状況になった。 

イ 盛土をしない「モニタリング空間」の出現 

ところが、2010 年 11 月 12 日に決定された基本設計の起工書の特記仕様書

に、「モニタリング空間設計等は本設計に含む」と記載された。上記の整備方

針に反して、建物下に盛土をせず、地下にモニタリング空間を設置すること

を前提に基本設計の作業を進めていたのである。 

しかし、このことは都庁全体で共有されず、専門家会議にも報告されなか

った。 

ウ 検証に必要な記録がない 

2016 年 9 月６日、小池百合子都知事が、盛土をしていなかったことを会見

で明らかにし、同月 23 日、この問題を検証するための「豊洲市場地下空間に

関する調査特別チーム」が発足した。 

同チームは、関係者のヒアリングや内部資料の精査を元に、２度にわたり

自己検証報告書を出したが、誰がどの時点で盛土をしないとの判断をしたの

かについては、文書資料に乏しく明確にわからなかった。暗黙の了解のよう

な形でモニタリング空間の設置が決まっていったかのような文書しかないと

いうことだ。作成・保管されていて当然のはずの部課長会議の会議録も見当

たらなかったという。 

(2) ずさんな東京都の公文書管理 

整備方針に反して盛土をしない空間を作ることを決めた過程がわかる文書

がないとか、作成されたはずの記録がないという事態が起こるのは、東京都

における公文書管理が杜撰で、作成すべき文書が作成されなかったり、作成

した記録が廃棄されてしまうような事態を防ぐ仕組みができていなかったか

らである。 

このようなずさんな公文書管理を改めるためにも、 

① 公文書管理法４条が定める「当該行政機関の事務及び事業の実績を合理

的に跡付け、又は検証することができるよう」文書を作成する義務のよ

うに、適時適切な文書を作成する義務を定めること 

② 文書の保存期間について、担当者の判断により原則と異なる保存年限を

定めることができるといった抜け穴規定は設けないこと 
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③ 文書は全件公文書館に移管した上で、公文書館の専門家により評価選別

する、いわゆる中間書庫方式を採用することで、保存期間終了を理由と

する担当者の判断による廃棄をさせないこと 

④ 公文書の管理状況について、実施機関だけでなく、第三者機関（例えば、

東京都の情報公開審査会や監査委員など）による点検がなされること 

など、市民に対する説明責任を果たし、市民の知る権利を保障するために、

恣意的な文書作成・保存・廃棄を抑制できる公文書管理条例を制定すること

が必要である。 

(3) 公文書管理条例の拙速な成立 

その後、東京都は公文書管理条例を新たに制定すると打ち出し、2017 年６

月の都議会定例会で、「東京都公文書の管理に関する条例」が可決、成立し、

同年７月１日から施行されることになった。 
これまで内部規則にすぎない文書管理規則しかなかった東京都において、

公文書管理条例を制定することとしたこと自体は評価できる。 
しかし、条例の制定前に条例案が公開されることはなく、パブリックコメ

ントでも条例案は示されることなく、制定項目について箇条書きの要点を示

しただけの内容で実施され、パブリックコメント終了後１か月程度で条例案

が都議会に示され、すぐに可決成立した。 
成立した公文書管理条例には上記(2)①ないし④を定める規定はなく、実質

的な内容は規則等で定めるしかない、内容の薄い条例になってしまっている。

公文書の保存期間に関する基準等は下位規範に委ねられ、保存期間が満了し

たときは公文書館に引き継ぐものを除いて廃棄すると規定し、公文書の管理

状況の点検についても「必要な措置」を講じると抽象的に定めるのみである。

これでは、同年７月実施の都議会議員選挙前に、公文書管理条例を制定した

という実績をアピールするため、条例を制定したにすぎないと勘繰られても

仕方がない。 
東京都の公文書管理の仕組みをどうするのか。都民が今後も継続的に関心

を持ち続け、問題提起や提案をしていかなければならない。 

２ 鳥取県～首長のリーダーシップが発揮された事例 

（以下の内容は、西村芳将「公文書管理条例が拓く新しい公文書館−公文書

等の管理に関する条例の制定と鳥取県の取り組み−」（前掲アーカイブズ 49 号）

及び 2016 年７月 15 日に日弁連情報問題対策委員が鳥取県公文書館で実施し

た聴き取り調査に依拠した。） 

(1) 条例制定に至る経緯 

鳥取県は、2011 年 10 月、「鳥取県公文書等の管理に関する条例」を制定し、

翌 2012 年４月施行したが、同条例は、一朝一夕に完成したものではない。 

すなわち、鳥取県では、1990 年の県立公文書館の開館、2000 年の県情報公

開条例の制定を契機として、情報公開に対応した公文書管理ルールの整備と

簿冊によるデータベース化が進められていた。 
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2005 年度には、行政事務のペーパレスによる効率化の観点から電子決裁シ

ステムが導入された。この電子決裁システムは、公文書作成に当たり、分類、

保存期間、公文書館引継ぎの有無等の情報を入力しないと起案できないシス

テムであり、これにより文書の作成⇒保存⇒移管⇒利用という公文書管理の

サイクルが整備された。また、意思決定過程を文書に残す意識が現場職員に

共有された。 

その後、公文書管理法の制定を受けて、情報公開に積極的な平井伸治知事

の主導の下、「鳥取県立公文書館基本機能検討委員会」を立ち上げ、同委員会

は、2011 年１月、①全行政機関を対象とする公文書管理条例の制定、②公文

書の保存年限を国際慣行に準じて最長 30 年とすること、③文書管理・検索シ

ステムの整備、④公文書管理に関する普及・啓発活動の充実、⑤新しい書庫

スペースの確保、⑥専門知識・技術を有する職員の確保、育成を柱とする提

言を行った。 

これを受けて同年 10 月、鳥取県公文書等の管理に関する条例（以下この項

で「本条例」という。）が制定された。 

(2) 本条例の特徴 

ア 本条例の目的に、県民の「知る権利」が明記されていること 

鳥取県では、情報公開条例で既に県民の「知る権利」が明記されていた。

そして、情報公開制度と公文書管理制度が「車の両輪」であるという考えか

ら、本条例の目的を、「公文書が県政に対する県民の知る権利に不可欠な県民

共有の知的資源であることに鑑み…県の諸活動を現在及び将来の県民に説明

する責務が全うされるようにすること」（１条）と規定することに異論はなか

った。 

イ 電子決裁システムが採用されている実情を反映した規定が存在すること 

前述のとおり、鳥取県では 2005 年度から電子決裁システムによる公文書の

作成・保存を実施していた。かかる実情を反映して本条例では、実施機関に

対し、電子情報システムの利用を推進する努力義務を課すとともに、電子決

裁システムを利用して作成された公文書を含む簿冊を保存するときは、電磁

的記録の滅失・毀損に備え、当該簿冊を適切な記録媒体に複製し、複数保存

する努力義務を課している（８条）。 

ウ 特定歴史公文書等の廃棄に当たりパブリックコメント手続を採用したこ

と 

歴史的価値のある公文書の誤廃棄を防止するため、本条例では、公文書館

が所蔵するに至った歴史的文書等（特定歴史公文書等）を廃棄しようとする

ときは、廃棄の１か月前までに、当該文書の名称、廃棄の日等についてを公

表することを公文書館長に義務付け、当該文書の廃棄について異議のある者

は、公文書館長に対し、廃棄の措置を採らないように求めることができると

規定している（23 条）。 

３ 滋賀県～歴史文書利用の側面から公文書管理条例制定を目指す事例 
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(1) 2017 年６月 23 日、日弁連人権擁護大会シンポジウム第２分科会実行委員

会委員８名は、今年度人権擁護大会が行われる滋賀県の県庁を訪問し、伊藤

茂樹県民情報室長と中井善寿県政資料室参事のお二方から、同県の公文書管

理条例制定の準備状況について聴き取り調査を行った。 

2016 年９月、滋賀県は、「未来に引き継ぐ新たな公文書管理を目指して（方

針案）」を策定し、2019 年度の新しい公文書管理ルール実施に向けた取組を進

めている。 

上記方針案を策定するに至った背景は、以下のとおりである。 

滋賀県は、これまで戦災や大規模災害を受けず、全国的にも貴重で価値の

高い歴史的文書を保存しているが、移管が進まないと、これらの文書が廃棄

されてしまうという懸念があった。また、歴史的文書に対する県民の利用請

求権が認められておらず、県民の知る権利を保障する上では不十分な状態で

あった。そこで、歴史的文書を適切に保存し、これに対する利用請求権を保

障する観点から、現用文書・非現用文書のライフサイクル全体を通じた公文

書管理のルールを定める方針に至った。 

(2) 新しい公文書管理ルールに盛り込もうとする内容は、以下のとおりであ

る。 

ア 条例の目的について 

滋賀県では、2000 年に制定した情報公開条例に県民の「知る権利」が書き

込まれており、情報公開制度と公文書管理制度は「車の両輪」という意味で

も、公文書管理条例には「知る権利」という文言が入るのではないか、との

ことであった。 

イ 条例の対象となる機関の範囲について 

警察、学校の外、情報公開条例で、指定管理者も同様に情報公開を実施す

るよう努力義務を規定しており、情報公開制度と文書管理制度は「車の両輪」

なので、指定管理者についても努力義務を定め、文書管理制度が整備されな

い場合には指定管理者の入札から外れるような取扱いになるのではないか、

とのことであった。 

ウ 公文書の作成義務の内容について 

公文書の作成義務については、国や条例制定５都県と同様、経緯も含めた

意思決定に至る過程や事務及び事業の実績を合理的に跡付け、検証すること

ができるようにしたいと考えている。 

エ 文書管理システムの内容について 

文書管理システムについては、文書の収受・起案、文書庫への保存・引き

継ぎ、廃棄までを一つのシステムで行っている。具体的には、文書作成の際

に保存期間を指定しなければならず、当該年度が到来すると、廃棄リストと

して自動的にリストアップされる仕組みになっている。また、現用文書を管

理する県民情報室と非現用文書を管理する県政資料室が同じ組織の中にあり、

それぞれの文書の保管場所も同一の書庫内に存在することから、最小限の移

動で現用文書から非現用文書への移行を行うことができる等のメリットが存
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在する、とのことであった。 

第５ 公文書管理条例に最小限盛り込むべき要素 

１ 条例の目的に、住民の「知る権利の保障」を明記すること 

公文書の管理は、住民の「知る権利」に応えることも目的とされなければ

ならない。この点、「知る権利」の明文化には、その法的性格が曖昧であると

して、これまでに消極的な意見も存在する。 

しかし、明文化する地方自治体が存在すること（鳥取県、札幌市）からす

れば、「知る権利」の明文化に困難はない。 

２ 地方議会、警察、学校、指定管理者等、対象範囲を広く設定すること 

「適切な公文書管理なくして適切な情報公開なし」の観点からすれば、実

施機関は、首長の執行機関のみならず、警察、学校をはじめ、議会や実質的

に地方自治体の一部を構成する法人である地方独立行政法人をも含めるべき

である。 

さらに、地方自治体と密接な関係を有する出資法人、指定管理者について

も、これらの団体に対し、その保存する文書が適正に管理されるよう必要な

指導・措置を講じることを、条例に明文化すべきである。このような明文化

は、大阪市、志木市、小布施町、高松市、相模原市等の自治体が行っており、

条例制定に困難はない。 

３ 公務員に対し、意思決定過程を含めた文書作成義務を徹底すること 

文書作成義務について、事案の決定に至るまでの過程を記録するだけでな

く、「『実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証すること

ができるよう』文書を作成しなければならない」(公文書管理法４条)と明記

すべきである。鳥取県、島根県、熊本県、香川県等の条例も、公文書管理法

４条に倣った規定を設けており、条例制定に困難はない。 

４ 恣意的な文書廃棄を避けるため、第三者機関あるいは住民の意見を反映

させる制度を導入すること 

公文書管理法は、公文書が、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知

的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものである」ことを

明言しており（１条）、かかる認識に立てば、それを廃棄する際には、住民の

意見を聴取するのが当然である。この点、鳥取県が特定歴史的公文書等の廃

棄に当たり、パブリックコメント手続を採用している例や、熊本県が採用す

る「保存期間が満了した行政文書の廃棄に関する御意見の募集」制度等を参

照して、制度設計をすべきである。 

５ 歴史的文書について、何人も利用請求権を有することを明記し、利用拒

否事由の厳格化を図ること 
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保存期間経過後に公文書館等に移管された歴史的文書については、住民の

知的資源である以上、住民が原則として自由に利用できなければならない。

また、例外的な利用拒否事由について、文書の作成から相当期間が経過して

いるにもかかわらず、現用文書の非開示事由と同様の利用制限を定めること

は、公文書が住民共有の知的資源であることに反する。そこで、例えば作成

後 30 年以上経過した歴史公文書については、利用制限を緩和する等の制度設

計がなされるべきである。 

 

第４節 情報公開制度の抜け道としての「不存在」問題    

第１項 導入 

本章第３節第１項にて既述したとおり、本章第２節の情報公開制度と、本章第

３節の公文書管理制度は、「車の両輪」のように密接な関係がある。 

情報の公開は、国や地方自治体の意思決定を「説明」することで、社会の構成

員が国や地方自治体の公務遂行を信頼できるようにする効用もあるところ、そう

した効果が発揮されるためには、前提として適切な文書が作成・保管されている

ことが不可欠である。 

情報公開請求が行われる中で、対象とされた行政文書が「不存在」とされる事

例は毎年一定数を占めているが、こうした事例が、いかに社会からの不信を招き

得るかについては、本章第１節に挙げたとおりである。 

他方で、日々の公務は、物理的に文書が不可欠なものばかりではないし、作成

される文書だけでも膨大な量に上る。日頃の業務の中では、文書管理について改

善を考えることはなかなか難しく、いざ後になって検証の必要が出た場合に、初

めて問題が浮き上がることもある。 

報道され、全国的に関心を持たれる事例はかなり特殊なものも多く、それだけ

では日常の文書管理の参考にするには十分ではない。他方で、毎年数多く出され

ている情報公開請求に関する（国あるいは地方自治体での）審査会答申に現れる

事例は、日頃の公文書管理の問題がより満遍なく表れていると言える。それらを

学ぶことは、公文書管理を改善する必要性を認識し、改善の参考とするためにも

有用と思われる。 

 

第２項 作成・取得に関わる問題 

公文書をそもそも作成していない、取得していないということは、問題となる

行政活動が重要であればあるほど、「不都合な事実を隠しているのではないか」と

いう「不信」、「そもそも十分な検討が行われていないのではないか」という「疑

念」を呼び覚ます。肝心の文書が作成・取得されていなければ、行政の側から「不

信」「疑念」を払拭することは容易ではない。 
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本章第３節第１項第２・１(8)で触れた加計学園の問題などはまさにこれに当た

る。 

関与を疑われた者は、真実を証明するすべもなく、世間からの非難を受けざる

を得ない。また、本章第１節第２項の想定問答事件も、国の方針が変わる重大な

問題について、十分な審議がされなかったのではないかという声が上がったこと

に端を発している。 

以下では、国の答申と、地方自治体の答申を挙げるが、いずれかといえば、公

文書管理法が策定されている国については、「明らかに形式上作成されていなけれ

ばならない書類」が作成されていない事例は少なく、他方で、地方自治体では、（公

文書管理条例が制定されていない、制定されていても運用が統一されていない等

により）国であれば作成されている文書が作成されていないケースもあるように

見受けられる。 

第１ 国の答申 

作成時期が公文書管理法施行（2011 年４月１日）前の文書について、作成し

ていないことをやむを得ないとしつつ、作成していないことの問題を付言等で

指摘する答申が散見される。 

１ 意思決定についての書面、議事録等を作成していなかったもの 

①外部カウンセラーを委嘱する際に、採用条件である資格、資質等の基準、

選任の方法等を定めた文書や、具体的な委嘱の条件となる氏名、資格、経歴、

委嘱内容、嘱託料、任期等についての決裁文書等を作成していなかった事案

（平成 15 年（行情）154 号）について、文書管理のみならず意思決定手続と

して問題であると指摘された件、②「米軍再編実施本部」の解消により引き

継がれたはずの文書について、「本部の事務を引き継いだ部局が直接的には存

在しない」ため文書がないという諮問庁の理由を不合理としながらも、結果

として「米軍再編実施本部」の活動実績がなく文書が特定できないと判断し

た件（平成 22 年（行情）502 号～509 号）、③関係省庁の職員が出席し複数回

開催される「個人通報制度関係省庁研究会」について議事録等がなかった事

案につき、担当者交代の際に継続的な議論を可能にするためにも、行政事務

の在り方として妥当性を欠く等とした件（平成 24 年（行情）9 号）、④同研究

会の議事録がないことについて、公文書管理法の趣旨に鑑み妥当性を問われ

るとした件（平成 23 年（行情）487 号）、⑤行政の透明性の在り方を検討する

ため開催された「行政透明化チーム」の審議過程に関する資料について、議

事録は作成されているものの、決裁文書や同会合出席者の人選過程に係る資

料等が作成・保管されていない事案について、妥当性を問われるとした件な

どがある（平成 23 年（行情）378 号）。 

これらの文書は、いずれも「意思決定に至る過程」あるいは、「当該行政機

関の事務及び事業の実績」「を合理的に跡付け、又は検証することができる」

（公文書管理法４条柱書）文書に当たり得ると思われ、存在しないことは、

そもそも、税金等を原資とする行政活動が適切・公平に行われたのかについ
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て、疑いを招いてしまう。 

文書が全く作成されなかったわけではないが、要旨のみ公表された例とし

て、⑥東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の際に放出された放射性物質

に係る除染等の措置等について検討する「環境回復検討会」について、第１

回の検討会で、議事録を作成せず議事「要旨」を環境省のホームページに掲

載することとしたが、第４回の検討会で、議事録も作成・公表することと方

針を変更した件がある（平成 28 年（行情）558 号）。問題の重大さからすれば、

当初から議事録を作成すべきだったと言いえよう。 

また、議事録そのものを作成していなかった場合も、それに代わる意思決

定に関わる文書は「公文書」となる。 

⑦「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」において報告書

が承認されたことが書かれた文書が請求された件で、会議の席上においては

報告書案が承認に至らなかったとはいえ、期日後修正した最終案が照会に回

され、これに対し、委員の一人が回答した電子メールがあることから、それ

を対象文書とした件がある（平成 25 年（行情）87 号）。 

２ 国の事務・事業の実績に関わる文書を作成していなかったもの 

また、①護衛艦たちかぜの事件に関して行われた７件の情報公開請求につ

き、情報公開室が文書の特定を原課に求める際、実施要領の指定する様式の

依頼文書を作成せず口頭で依頼したため、指定様式の依頼文書が残されてい

なかった件（平成 25 年（行情）29 号）や、②警備訓令に基づき作成を求めら

れていた「能登半島不審船事案における行動報告等」が原処分で文書不存在

とされた件（平成 18 年（行情）156 号）などがある。この２つは、ルールに

よれば本来作成が必要な文書が作成されていなかった事案であり、より問題

性が大きい。 

第２ 地方自治体の答申 

１ 意思決定についての書面、議事録等を作成していなかったもの 

①県議会改革検討会議の議事録、配布資料が不存在とされたことについて、

諮問庁の説明を認容したものの、情報公開条例の趣旨に鑑み、より一層の説

明責任の履行と住民との情報共有化を推進することを求めた件（神奈川県 346

号）、②教育委員会の意見交換会・連絡会について会議録の作成及び公表の根

拠となる法令等が存在しないため、会議録を作成しておらずメモもないとし

たことに対し、「通常、組織としての共通の認識に基づいて作成されたメモ等

なしに、本件各会議を円滑に進め得るとは考えづらい。」とした上で、「複数

回にわたり開催された本件各会議における議論や発言の内容が明らかにされ

ないことは、教育行政の意思決定過程に対して疑念を抱くことにもつながり

かね」ないと、理由中で警鐘を鳴らした件（横浜市 1350 号）、③ごみ処理広

域化に関する他県との協議資料について、説明文書を作成して、申立人に対

して公開するとともに公表すべきとし、さらには、今後対外的交渉について
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の方針決定に至る検討結果のうち重要なものについては文書化するよう求め

た件（逗子市平成 18 年１号。逗子市情報公開条例では、逗子市情報公開審査

委員が情報を作成又は取得して公開すべきとの意見を述べることができると

規定している。）のほか、④政策会議の議事録につき、情報公開条例の非公開

事由（未成熟情報）に当たるから作成義務はないとした原処分に対して、あ

くまで非公開事由は文書を作成した上で開示を行わない根拠であって、議事

録を作成しなくてよい根拠にはならないとした件（藤沢市 74 号）がある。 

また、議事録は開示されたものの、内容が不十分とされた例として、⑤人

事委員会（地方公務員の懲戒処分等についての審査を行う委員会）の議事録

（「議事並びに議決の次第」が書かれているのみで、発言等について記載がな

いもの）を開示した原処分を相当としながらも、重大事案に係るものについ

ては、後日の説明責任も勘案し審理内容の記録も保存しておくべきとした件

がある（横浜市 926 号）。 

他方で、⑥砂防測量業務委託の低入札価格調査審査委員会の議事録につい

て、「一般的に議事録作成の要否は、事務遂行上の必要性に応じて実施機関が

判断するものであって、いかなる場合においても議事録の作成が義務付けら

れているものではないと考えられる。」として、運営要綱上議事録の作成が義

務付けられていないことから、作成されていなくても不合理ではないとした

件もある（滋賀県 30 号）。 

２ 公金・公有財産に関わる文書を作成していなかったもの 

①市保有のガントリークレーン事故の内容がわかる文書について、市が保

有していない（外郭団体が保有している）とした件について、形式的には条

例上、実施機関が対象文書の入手・保管を行わなかったことに問題はないと

しながらも、クレーンが市の公有財産であること、外郭団体は市が出資比率

50.8％を有すること、事故内容を把握するために書面を取得することが通常

であること、再発防止・責任体制の見直しのためにも必要であることから、

事故報告書の入手を要請した件（川崎市諮問 73 号）、②市長交際費について、

通常の交際費と異なり、領収書の入手が困難であるか否かに関わらず領収書

を添付せず、かつ件名及び支払先の住所・氏名の記載を要しない「支出内訳

書」の添付で精算可能としていたことについて、会計規則上運用に疑義があ

ると指摘した件（横須賀市４号）などがある。 

３ 自治体の事務・事業の実績に関わる文書を作成していなかったもの 

①市交通事業管理者が行った委嘱調査（擁壁調査）に係る報告書受領後の

検討結果が開示請求された事案で、報告書受領後、内部での情報共有や擁壁

が安定か否かの判断を行った記録を作成していない、耐震補強等について検

討や協議を行ったかについては定かではないとして原処分が不存在としたこ

とに対し、「文書事務のあり方及び市民に対する説明責任を果たす観点からも

極めて不適切である」と指摘した事例（横浜市 861 号）、②清掃施設課職員が
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県に出張し、清掃工場の炉の更新等について環境影響評価条例のアセスメン

ト対象となるかどうかの問い合わせをした内容について、「軽微な事案のもの」

として文書を作成しなかったことは、「事業の規模の大きさ及び環境に対する

影響を考慮すると実施機関にはより慎重な対応が求められるものであるから、

むしろ確認の意味においても記録が残されるべきであった」と指摘した件（相

模原市 17 号）などがある。 

４ 法律的に行政文書と扱っていなかったもの 

議事録が行政文書である以上、その録音についても行政文書であることに

は注意が必要である。 

①教育委員会会議における会議録音データが行政文書に当たらないとして

原処分で不存在とされ、その後データが消去されたことについて、データが

記録されたＩＣレコーダーは実施機関が管理しているものであり、請求時・

原処分時には音声データはまだ消去されておらず、公文書管理規則上、情報

公開条例による開示の請求があったものは決定から１年間保存期間を延長す

るとされていたにもかかわらず、音声データが公文書に該当するとの見解が

あることを知りながら音声データを廃棄したことは、条例等の趣旨を蔑ろに

するものであり、善処を求めた事案がある（川崎市諮問 259 号）。 

また、組織共用性は、実際にその文書が使用されたか否かに左右されない。 

②中学校の定期テストにおける、生徒に配布していない模範解答について

も、文書の作成段階において複数の職員で内容を確認したのであれば行政文

書に当たるとし、本件では保存期間 1 年の行政文書を個人が管理し、当該年

度中に廃棄したことになるから、不適切であり今後は適正に管理すべきとさ

れた件（横浜市 1378 号）や、③市議会向けの想定問答集について、委員会の

質疑で実際になされた質問及び答弁の記録のみならず、事前に作成した参考

資料としての想定問答集も組織共用文書に当たるとされた事例（横浜市 183

号）などがある。 

また、地方自治体以外の団体が形式的に保有する文書でも、組織共用性が

認められることがありうる。 

④下水処理施設で起きた作業員の転落・死亡事故の調査委員会における審

議内容の録音データについて、議事録起こしを民間業者に委託していたこと

から、実施機関が録音データは成果物ではなく受託業者が保有すると主張し

たことについて、原処分を容認しながらも、調査委員会の重要性からすると

議事録の正確性を確認できる録音データ等についても提出されることが適切

であり、受託業者にはそのような契約上の義務があったと解されること、議

事録の作成を民間に委託すればその基礎資料が開示対象にならないとしたの

では情報公開の趣旨を没却しかねないこと、録音テープの廃棄について、日

時・場所や廃棄方法については不明であることは廃棄の事実について確認の

しようがないため、時期、方法、廃棄すべき文書等の基本的事項について記

録を残し明確にすべきであると苦言を呈した事件（横浜市 550 号）や、⑤町
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内会連合会の会計帳簿につき、連合会の事務局が市役所内に置かれ、経費も

市から支払われ、その事務局は市職員で構成され、保有文書は他の文書とは

違う場所とはいえ市役所内のキャビネットで保管されて職務上利用されてい

るという実情に照らし、「市職員が市連会事務局の事務を行う中で取得し、組

織的に用いるものとして保有しているものと判断することが相当である」と

した件（横浜市 367 号）、そして、上記２①で挙げた外郭団体保有の事故報告

書（川崎市諮問 73 号）などがある。 

５ まとめ 

 第１の「国の答申」よりも、第２の「地方自治体の答申」が多いことか

らすると、公文書管理法４条、あるいは、類似の公文書管理条例の条文を設

け、「行政文書に定義」を設けることには最低限の効果はあると思われる。し

かし、それのみでは限界があることも、国にもこの種の問題の答申があるこ

とからうかがうことができる。 

 

第３項 保管に関わる問題 

公文書の保管が不適切であり、適切な公文書が後になって発見されたという場

合も、行政に対する不信・疑念を強く起こさせることは同様である。 
本章第１節に挙げた例であれば、第１項の自衛隊の日報の件は、廃棄してしま

ったという点では後述する本節第４項の問題であるが、そもそも保管すべきもの

として扱われていなかったとの見方もできる。また、本章第１節第２項の想定問

答事件でも、存在する文書を不存在としていたことが明らかになった。このよう

なことが繰り返されないように、作成過程の文書をあえて残すことも、検討に値

する。 
さらには、薬害エイズ事件の郡司ファイルの発見、たちかぜ自衛官いじめ自殺

事件におけるアンケートや調査資料の発見（後記本節第４項第１・４⑤）も、公

文書の保管が問題となった事例ということができる。 

第１ 国の答申 

2011 年４月１日施行の公文書管理法においても、それ以前から用いられてい

た「行政文書の管理方策に関するガイドライン」（2002 年２月 25 日各省庁事務

連絡会議申合せ）においても、国の文書管理は「行政文書ファイル」を基本と

しているため、保管の問題点が生じるのは、①行政文書ファイルの分類方法、

命名方法、運用方法等において問題があるか、②そもそも行政文書ファイル等

に掲載されていないか、のいずれかであると思われる。このうち、②について

は、行政文書ファイル管理簿に記載されない文書の廃棄として、本節第４項第

１・１にて後述する。 
なお、公文書管理法６条は、行政文書ファイルについて「その内容、時の経

過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所に
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おいて、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保

存されなければならない」としている。 
１ 行政文書ファイルの名称 

①行政文書ファイル「北朝鮮１～８」の開示請求に対し、複数の行政文書

を対象として請求し、かつ補正に応じなかったことから原処分が不開示とし

たことについて、原処分を容認しつつも、「当該文書ファイル名が『北朝鮮１』

から『北朝鮮８』までと記載されているため，開示請求者の側から見てその

内容が分らず，一見，一の行政文書ファイルが分冊されたように誤認される

おそれがあるところである。」、「少なくとも行政文書ファイルとしてまとめら

れた時期を行政文書ファイル名の中に明示するなどの方法を採ることが望ま

しかったのではないかと考えられる。」とした件（平成 15 年（行情）209 号）

や、②「日米合同委員会議事録」等の開示が求められたが、実際には日米合

同委員会議事録１から９等があった事例について、「本件の場合，開示請求者

の側から見ると当該ファイルの内容が分からず，一見一の行政文書ファイル

が分冊されたように誤認されるおそれがあるところである。」、「少なくとも行

政文書ファイルとしてまとめられた時期を行政文書ファイル名の中に明示す

る方法を採るなど，行政文書ファイル名を工夫するとともに，より抜本的に

は，相互に密接な関連を有していない行政文書については，編てつするファ

イルを別にした上で，例えば「第○回議事録」等，開示請求者がその内容を

了知しやすいファイル名を付して管理することが適当であると考えられる。」

とした件がある（平成 20 年（行情）第 586 号）。 

２ 同じ行政文書ファイルに入れる文書―1 次資料・関連資料の取り扱い 

行政文書の中には、１次資料と、２次・３次資料等があるところ、特定の

行政文書ファイルに２次・３次資料しかなく、１次資料は廃棄されてしまっ

ていたり、あるいは参考資料が別ファイルに綴られ、その所在を明らかにす

る工夫がされていないことが散見される。 
①いわゆる日米地位協定に関連する文書について、米国側が「対外的に明

らかにしない」意思を表示したことが記載された文書の開示が請求された事

案で、それが不存在とされたことに対し、そうしたものが記載された１次資

料・２次資料となる「文書が存在するがい然性が高い」として、対象文書を

更に探索特定した上で改めて開示決定等すべきであるとされた件（平成 22 年

（行情）50 号）、②独立行政法人都市再生機構が行った耐震診断調査の結果及

び耐震改修・補強等に関する検討結果等が記載された書面が開示された件に

ついて、当該文書にはそれを作成するための基となった文書があるため、こ

れも追加開示すべきとされた件（平成 22 年（独情）８号）や、③食肉流通問

題調査検討委員会における資料の基となった農林水産省保管資料について、

職員が資料を作成する過程において参照した資料があることがうかがわれる

こと、指摘を受けた内容について諮問庁が関係部署の確認を取った上で取り

まとめたとしており、この文書もあることがうかがわれることから、それら
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の文書についての再調査及び特定を求めた件がある（平成 15年（行情）46号）。 

また、１次資料がファイルに綴られていなかったという問題ではないが、

１次資料について検証ができなかった事例として、④外務大臣命令により核

持ち込みに等に関する密約について調査を行った調査報告書において、調査

対象となった 4,423 冊のファイルの件名ないし特定された 331 点の文書につ

いて、【それが保管されたファイルの件名】が記載された文書が存在しなかっ

た件がある（平成 24 年（行情）180 号）。 

また、経緯は明らかでないものの、⑤米軍再編実施本部のグアム事業部に

係る文書の開示請求において、異議申立てを受けて確認したところ、対象文

書として国会答弁資料も存在することが判明した件（平成 24 年（行情）382

号）、⑥集団的自衛権の行使を認める閣議決定案の開示に関連し、原処分では

対象とされていなかった想定問答集及び記者会見資料があることが判明した

件（平成 27 年（行情）914 号。本章第１節第２項に挙げた各答申に先立って

なされた開示請求と答申）、⑦労働災害に係る災害調査復命書及び添付資料が

原処分で開示された事案につき、ほかに当該事業場に対する改善指導や当該

事業場からの報告もあると思われ、追加開示すべきとされた件（平成 26 年 343

号）、⑧特許庁の新事務処理システムの設計・開発の支出負担行為即支出決定

決議書が原処分で開示されたことについて、それ以外に設計・開発委託先に

対し損害賠償請求を検討した経過があり、それについて法務省が回答した文

書も開示すべきとされた件（平成 26 年（行情）449 号）などがある。 

各答申のみでは、請求者の意図を実施機関が狭く解釈した文書特定の誤り

の問題なのか、実際に関連資料を見つけられなかった問題なのかは不明であ

る。また、仮に見落とされたとしても、同じ行政文書ファイルに綴られなが

ら見落とされたのか、保存期間が異なる等の理由で同じ行政文書ファイルに

綴れなかったのか、文書管理の詳細は明らかではない。しかしながら、検証

のために原資料を確認しなければならないことが生じうることも考えると、

同じ行政文書ファイルに綴るか、それが難しく他のファイルに綴るのであれ

ば、せめて原資料の所在場所がわかる工夫を施してもよいと思われる。 

３ 行政文書の内容等についての記載・工夫 

①本節第２項第１・２で紹介した能登半島不審船事案における行動報告等

の不開示事例（平成 18 年（行情）156 号）は、警備訓令で作成が義務付けら

れた書面について、原処分で不存在とされたものであるが、事実上はそれに

相当する内容を記載した「海上警備行動等（不審船舶対処）に関する経過概

要及び所見」なる文書が存在した事案である。 

②また、海上自衛隊幹部候補生学校で発生した自殺未遂について、海幕か

ら内局への第１報の文書等の開示が請求され、原処分では存在しないとされ

たものの、異議申立て後に、学校から海幕への報告に用いられた「服務事故

発生報告（第１報）」と同じ文書で情報共有が行われたことが判明し、これを

開示対象とした件（平成 27 年（行情）575 号）がある。 
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これらは、作成された当該書面の内容や、何のための文書であるかを、実

施機関側が把握できていなかった可能性もあり、仮にそうであるならば工夫

が求められる。 

４ 紙媒体と電磁的記録がある場合の管理簿の記載・工夫 

①ロッキード裁判の確定訴訟記録の刑事確定記録法に基づく閲覧請求に関

連し、東京地検が米国司法省に【照会し回答を受け取った】文書について、

開示請求者が、検察庁、法務省にそれぞれ情報公開請求を行い、最後に外務

省に開示請求を行ったところ、外務省においても既に公電等は破棄されてい

たが、法務省への開示請求の際には「電磁的記録」が残されていた可能性が

あるとされた件がある（平成 16 年度（行情）第 187 号）。 

また、②「金沢国税局における『単身赴任の状況』」という文書の開示請求

がされた際、該当する書面としては、電磁的記録と紙媒体があり、紙媒体に

は幹部への説明の際のメモ書きもあったにもかかわらず、特に請求者に確認

等を行うことなく、電磁的記録を開示した件がある（平成 16 年（行情）167

号）。 

そのほか、③2005年度に行われた全国都市再生モデル調査の一つとして、

特定業者に委託して行われた「特定開発地区における地域住民等が主体とな

った立体公園の整備と管理運営に関する調査」について、成果物として冊子

とＣＤ－Ｒを受領していたものの、ＣＤ－Ｒが開示されなかったことについ

て、原処分を認容しながら、ＣＤ－Ｒが行政文書ファイル管理簿に記載され

ていない問題点を指摘した件（平成23年（行情）92号）、④陸上自衛隊学校に

おいて作成する「教材目録」の開示請求に対し紙媒体の教材目録を開示した

原処分を相当としつつ、最新の改訂が反映された「教材目録」の電磁的記録

を請求しているとも考えられるため補正をすべきであったと付言した件（平

成24年（行情）402号）がある。 

行政文書ファイル管理簿には「媒体の種別」が記載されるが（「公文書の管

理方策に関するガイドライン」第５、公文書管理法施行令 11 条１項 10 号）、

他の媒体の文書も存在する場合には、何らかの形でそれが分かるようにして

おく工夫が求められる。 

５ 行政文書ファイル管理簿の運用上の問題 

公文書管理については、公文書管理法、同施行令、公文書の管理方法に関

するガイドライン等様々なものが規定されているが、それらに従った運用が

現場でなされていなければ、目的を達せない。 

①公文書管理法制定以前のものであるが、「吉野川第十堰改築工事の予備調

査」に関する文書が既に保存期間を経過し廃棄されていたことについて、「当

時処分庁では，文書管理規程等の規定に基づき作成･管理することとなってい

る『保存文書目録書』や『文書管理台帳』について，目録書は作成しておら

ず，台帳も文書管理規程等の規定により５年で廃棄されていたことから，処
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分庁において実際にどのような文書が存在し，また，いつの時点で廃棄され

たかは確認できない状況」であったとし、文書管理規則の規定にのっとった

行政文書ファイル管理簿等の適切な調製をするよう求めた件がある（平成 15

年（行情）第 455 号）。 

また、行政文書ファイル管理簿に記載がありながら、実際には文書が存在

していないことが明らかになったものもある。②「中央労働基準監督署の超

過勤務予定者報告書」が、東京労働局の行政文書ファイル管理簿に誤って登

載されていた件について、過去にも厚生労働省において同様文書の誤登載が

あり（平成 15 年（行情）第 532 号）、審査会答申で付言されていたにもかか

わらず、再び同じ問題が起きたことから、文書管理のより一層の適正化が要

望された件（平成 17 年（行情）第 30 号）、③「国以外の者による協力」とい

う行政文書ファイルが管理簿に記載されていたにもかかわらず、存在しなか

ったことについて、平素より注意を払っていれば未然に防止できたと思われ

ること、存在しないことが分かった時点で管理簿から抹消するとともに原因

の究明・再発防止策の検討が必要と思われることを指摘した件（平成 23 年（行

情）第 87 号）などがある。 

そして、④開示請求時に行政文書ファイルが２分冊となっていたことに気

が付かず、書庫において１冊のみを見つけて対象文書と即断し、原処分時に

開示した例がある（平成 24 年（行情）第 43 号）。行政文書ファイル管理簿に

２分冊であったこと等について記載しておくべきではなかったかと思われる。 

第２ 地方自治体の答申 

１ 文書の検索・特定が的確にできる管理がされているか。 

行政文書ファイル管理簿と比べると、各自治体で管理方法が異なるためか、

答申で指摘された事項も、国の答申に見られるような細かな指摘は少なく、

必然的に大まかな問題点の指摘とならざるを得ないようである。 

①「妻が自宅付近で行方不明となり、特定の警察署が捜索した状況がわか

るすべての文書」が請求された事案で、原処分時には開示されていなかった

が、請求後、再度実施機関が検索したところ、家出人捜索願つづりが保管さ

れているロッカーとは別のロッカー内から文書が発見された件（神奈川県（個）

163 号）があるほか、②先行する情報公開異議申立事件について、追加開示の

答申を受けながらその後開示を怠っていたため、処理状況の回答と速やかな

処理を市が区に求めた文書等について、その後文書開示ができたため照会へ

の文書回答は作成せず、照会文書も文書管理システムに登録したり、決裁を

得たりすることなく廃棄したことについて、文書管理上問題があると指摘さ

れた件がある（横浜市 562 号）。 

文書の所在を把握するためには、管理簿やシステムの整備が重要であるが、

これらはいずれも、そうしたことがあっても防げなかった事案と言わざるを

得ず、ロッカーへの保管時のチェックや、システム上の工夫、監査などの方

策を採らないと、改善が難しいかと思われる。 
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また、③校長会の配布資料や会議の結果を記録した文書の開示請求に対し、

結果として文書を作成していないとの原処分を相当としながらも、調査を行

ったところ、校長会についての関係資料が系統だって保存されておらず、開

催日時や主催者、出席者、議題等の概括的な事項さえ個人的なメモを参照し

なければ確認できない会議が散見されたことにつき、文書作成・保存の在り

方の見直しを求めた件がある（大阪府 81 号）。 

そのほか、誤廃棄の問題でもあるが、④特定の病院の開設許可申請書等が

開示請求された件で、中間保管のために公文書館に引継がれるはずが、公文

書館に引き継がれていなかったことについて、文書管理の不適切さを指摘し

た例がある（神奈川県 75 号）。引継ぎまでの管理がきちんと行われていなか

ったということを意味し、せっかくの中間書庫方式もこうした場合には功を

奏さないため、注意したい。 

２ 組織共用の在り方 

自治体が行政文書と考えていなかった文書でも、行政文書と判断されうる

ことは、本節第２項第２・４にて前述したとおりであるが、作成時には組織

共用性を帯びるか微妙な文書であっても、その用途やその後の扱いによって

組織共用性を帯びることとなる。 

①観光事業のミーティングに関する書類として、担当課長席の引き出しの

中に残されていた資料（手書きメモ含む）につき、前任の担当課長から後任

の担当課長に引き継がれていると考えるのが合理的であるとして組織共用性

を認めた例がある（鎌倉市平成 27 年 32 号）。これに対し、②市議会議長が市

長からの報告を議会で告げるために作成したメモについては、作成者の手元

でのみ利用され職員はその内容を確認していないことから、組織共用性が否

定され（鎌倉市平成 26 年 22 号）、③市長と記者とのやり取りを記録したメモ

についても、件名・開催日時・開催場所・出席者氏名も記載されず、文字が

判読できない箇所もあり、職員個人の机の引き出し内に保存され続けていた

ことから、組織共用性が否定されている（鎌倉市平成 24 年 17 号）。 

また、④敗訴自治体が控訴する際、実施機関が理事者に今後の対応方針を

説明する際にあらかじめ作成したメモに基づいて理事者に説明を行っていた

ことから、これを行政文書と認め開示を求めた件（藤沢市 48 号）や、⑤他自

治体との土地交換についての協議内容の開示請求に対し議事録はないとした

原処分について、「個人メモ等として作成又は取得されたものであっても、原

則として、課長補佐に相当する職以上の職にある者を含めた複数の職員によ

る検討に付され、その結果、これらのものが共用するに至るなど、実施機関

の組織において業務上必要なものとして利用・保存されるに至った場合は、

職員個人の段階のものとはいえず、「組織的に用いるもの」に該当することに

なる。」として、確認書の案など、複数の文書を追加特定した例がある（大阪

府 112、113 号）。 
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第４項 廃棄に関わる問題 

重要な公文書を誤って廃棄してしまうことが、行政に対する信頼を大きく失墜

させることは、作成、保管の場合同様、論を待たない。本章第１節第１項の自衛

隊日報事件は、まさに当初日報が「廃棄された」と思われ、非難が集まった事件

である。そのほか、冒頭には挙げなかったものの、いわゆる大津いじめ自殺事件

等でも、実施されたアンケートが廃棄されたとされ、大々的に報道されたことが

ある。 

第１ 国の答申 

１ １年未満の文書 

公文書管理法は、７条で行政文書ファイル管理簿の作成を義務付けている

が、「政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等につ

いては、この限りでない。」として、1 年未満の保存期間の行政文書（同法施

行令 12 条）については、行政文書ファイル管理簿に掲載しなくてよいことと

している。そのため、これらの文書は、廃棄されたとしても行政文書ファイ

ル管理簿に廃棄の記録すら残されない。 

こうした問題について触れたものとして、①「日朝平壌宣言」（2002 年９月

17 日）に関する想定問答集の開示が求められたのに対し、執務室や地下書庫

等が捜索されたが見つからなかったため、「１年を超えて保存することが適当

な資料にも該当しないものについては，同規則７条別表に規定する『随時発

生し，短期に廃棄するもの』と判断した上で，その保存期間を１年未満に設

定する場合もある」との諮問庁の説明を認容した件（平成 21 年（行情）458

号）、②「国立療養所帯広病院の医師名義借りに係る懲戒処分について」の開

示請求について、開示文書に記載された別添資料が探索しても不存在であり、

開示文書が収められていた行政文書ファイルには部分的廃棄の記録もないこ

とから、保存期間１年未満の文書として整理されていたと推測し、既に廃棄

されていたと考えらえるとした件（平成 19 年（独情）114 号）、③少年鑑別所

が特定年度に入手した外部からの資料の開示請求につき、少年の保護者のア

ンケートを対象文書として特定したものの、「保存期間が１年未満であり，当

該少年が少年鑑別所を出所すれば廃棄した」ため不存在とした件（平成 20 年

（行情）364 号）、④特定個人が財務省主計局長宛てに提出した特定日付の報

告書について、「保存期間１年未満」の「その他の行政文書」で「１年以上の

保存を要しないもの」に該当するとして、いつ廃棄されたかが分からなくて

も不自然ではないとされた件（平成 15 年（行情）462 号）、⑤行政監察事務所

において収受した特定文書及び苦情処理票について、特定文書が事案受付台

帳に記録されず、したがって苦情処理票も作成されなかったこと、特定文書

は苦情処理票が作成されない申出事案に係る行政文書に該当するので，保存

期間は１年未満とされ，廃棄されたものと判断されるなどとした件がある（平

成 15 年（行情）第 388 号）。 
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なお、本節第３項第１・３で紹介した答申とは異なるものであるが、⑥護

衛艦たちかぜ事件に関連する７件の情報公開請求の際に、文書の特定のため

に情報公開室と原課とのやり取りについての文書開示が求められた例で、１

年未満保存とされていたために原処分では７件のうち６件について不存在と

回答したものの、民事訴訟においてはそれが証拠として提出されていたこと

から、改めて捜索したところ、個人資料として保管されていたという例があ

る（平成 25 年（行情）29 号）。 

２ 保管期間が短すぎる可能性 

①「陸幕だより」という、陸上自衛隊の各級指揮官等への情報の速達を図

るため、陸上幕僚監部総務課広報室が月２回を基準として作成している部内

広報について、開示請求がされたものの、保存期間は原則２週間で既に廃棄

済みであるという諮問庁の説明を是認した例がある（平成 23 年（行情）102

号）。 

同文書の具体的な重要性については定かではないものの、「確かに情報を伝

えた」ということの証明が後で求められる可能性があるならば、原則２週間

での廃棄という運用はリスクを伴うように思われる。 

また、②｢米軍構成員による犯罪事件の罪名別処理人数等に係る文書｣の開

示が求められた件について、「法務省刑事局が所管する統計報告については，

一律に保存期間が１年とされており，本件統計もこれに当たることが認めら

れる」、「所要の探索を行ってもその発見に至らなかったとの諮問庁の説明が，

不自然，不合理であるとまでは言えない。」としながら、「もっとも，統計報

告であるとの本件統計の性格からして，保存期間１年であるとの基準自体に

問題があ」ると指摘された件がある（平成 24 年（行情）38 号）。 

統計は複数年の年度を比較しての傾向を探ることに意味があることが多い

と思われるため、1 年間という保存期間が適当ではなかったのではないかとも

思われる。保存期間についても、各部署で不都合が生じた場合に修正・不都

合を申し出られる手続や、定期監査等によりこうしたことを改善する仕組み

を設けておくことが望ましい。 

３ 誤廃棄 

①国道事務所に土地を売却した契約書の開示請求がきっかけで、文書の紛

失が判明し、「ひとえに文書管理意識の欠如に起因するものと思われ，近畿地

方整備局のみならず，国土交通省のどの部局においても生じる可能性がある

ものとして，今後は，国土交通省全体において文書の紛失等という事態を絶

対に起こさぬよう日頃の文書管理を徹底することが望まれる。また，文書の

中には復元等の対処を要するものもあり，復元等の対処には紛失等の事態の

早期発見が肝要であるから，少なくとも定期的に文書の所在の点検を実施す

ることが望ましい。」とされた件（平成 25 年（行情）347 号）、②「永久保存」

とされていた『従来の外交政策企画委員会』第６回から最後までの記録のう
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ち、各回記録のうち第１頁のみについて 10 回以上探索しても見つけることが

できなかった件（平成 23 年（行情）61 号）、③「札幌地方検察庁室蘭支部保

管に係る保管記録閲覧請求書」が不存在とされた点で、諮問庁が、対象文書

が他の廃棄文書に混入し誤廃棄された可能性を指摘したことに対し、適正な

文書管理の徹底を求められた件（平成 17 年（行情）114 号）などがある。 

また、文書全てが廃棄されていたわけではないが、原本が廃棄されていた

（写しは残されていた）ものとして、④「秘密指定の解除手続」（理由説明書）

に関する全文書の請求につき、開示された文書に「別紙２」との記載があっ

たため、その「別紙２」等も開示を求め不服申立てがされた件について、他

の文書は存在しない（対象文書ではない）ことを認めながら、インカメラ手

続で示された「別紙２」の文書が写しであり、原本の所在が不明であること

について苦言を呈した件がある（平成 16 年（行情）494 号）。 

また、誤廃棄後の対応が問題視されたものとして、⑤電力会社の水利使用

変更許可書の行政側の文書が請求された事案で、文書が見つからなかったた

め当初不開示決定をしたが、異議申立てがされたため、急きょ電力会社から

電力会社の保有する原本を取得して、その写しを異議申立人に交付した事案

について、異議申立人が求めているのはあくまで行政側の保有していた文書

であり、「同人の意図に沿わない文書について開示決定するために１回目の不

開示決定を撤回し，不服申立ての利益がなくなったとして当該審査請求を却

下したものであり，極めて不適切な対応であったと言わざるを得ない。」と指

摘した例がある（平成 20 年（行情）477 号）。 

誤廃棄・紛失に注意すべきはもとよりであるが、開示請求された際にそれ

を隠蔽するような行動をとると、かえって不信を深めることになろう。 

４ 係争中の廃棄・開示請求を受けた文書 

公文書管理法施行令９条１項４号（平成 22 年政令第 250 号による改正前は、

情報公開法施行令 16 条６号）では、開示請求があった文書については、その

決定の翌日から起算して 1 年間これを保存しなければならないとしている。 

開示請求の対象文書が開示請求後に廃棄されてしまったものとして、①国

際協力機構（ＪＩＣＡ）が無償資金協力のため「調査報告書」「積算概要資料」

の作成を外部コンサルタントに委託したことについて、コンサルタントがそ

れらの報告書を作成する元とした各種資料が開示請求されたことに対し、不

存在とした原処分を容認したものの、コンサルタントがそれら各資料を廃棄

したのが開示請求よりも後であったことから、ＪＩＣＡとしては開示請求時

以降に当該請求文書が廃棄され、あるいは紛失することがないよう配慮すべ

き法的義務を負うと指摘された件（平成 20 年（独情）118～120 号）、②大学

院研究科の専任教員採用等年次計画変更書等の開示が請求されたことに対し、

同書に添付されていた教員個人調書が既に廃棄されていたことについて、保

存期間 1 年の文書であり、請求時にはいまだ保存期間は経過していなかった

ことから、文書管理の適切さを欠くと指摘された件（平成 19 年（行情）256
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号）がある。 

また、当該実施機関への開示請求ではなく、関連する機関への開示請求が

され実施機関もそれを知り得たにもかかわらず廃棄してしまった事案として、

③第３項第１の４にて前述した、ロッキード裁判の確定訴訟記録の刑事確定

記録法に基づく閲覧請求について、米軍司法省に行われた照会と回答（公電）

の件がある（平成 16 年度（行情）第 187 号） 

また、④係争中の事件に関する文書が廃棄されていたものとして、防衛庁

の職員が防衛庁に対する行政文書開示請求者のリストを作成し、庁内に配布

したことがプライバシーの侵害に当たるとされた、いわゆる新潟リスト訴訟

（新潟地判 2006 年 5 月 11 日）に関連し、その公務員個人に求償権を行使す

るか否かについての検討文書の開示請求がされたのに対し、それら訴訟の検

討資料が１年未満の保存文書として、最高裁の上告棄却による終結を待たず

に廃棄されていたことに対し、重要性及び意思決定の透明性からすれば、よ

り長期間の保存とすることも考えられたと指摘した件（平成 23 年（行情）568

号）がある。 

そのほか、結果としては文書が発見されたものの、⑤自衛隊の護衛艦にお

いて生じた自殺事件（「たちかぜ」いじめ自殺事件）において、原処分では既

に廃棄され存在されていないとされていた、「艦内生活実態アンケート」及び

事故調査報告書の案について、その後存在が確認されたことについて、重大

な資料が個人資料として保存されていたことや、文書発見後の対応、関係部

署の探索等、複数の問題点に警鐘を鳴らした件がある（平成 25 年（行情）233

号）。 

第２ 地方自治体の答申 

１ 開示請求を受けた文書等の保存期間の延長 

前述した公文書管理法施行令９条１項４号（平成 22 年政令第 250 号による

改正前は、情報公開法施行令 16 条６号）の規定は国に対して効力を持つもの

であるが、自治体向けに同旨の総務局長通知が 2001 年に出されているようで

ある（「開示請求の対象となった文書の保存期間について（通知）」（2001 年

11 月 14 日総務局長通知））。 

これに関連する答申として、①特定の土地における宅地造成工事において

事業者に指導を行った文書等が、保存期間１年未満であったため、異議申立

人に一度一部開示をしたものの、その１か月後には廃棄されたという事案で、

前述の通知を引用し、一部開示後１年は保存するとされているのに、一部開

示後１か月で廃棄したことは通知に反している旨指摘した件（横浜市 937 号）、

②教育委員会の定例会議の録音が開示請求され、実施機関が不服申立期間等

が経過する前に事業者にこれを廃棄させた事案について、当該文書の行政文

書性が争われた場合に、審査会・裁判所が行政文書であると判断することが

あり得るのだから、実施機関は当該文書が廃棄されることのないよう配慮す

べきであるとした件（横浜市 969 号）などがある。 
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そのほか、情報公開請求されたことによるものではないが、保存期間を延

長すべきだったとされたものとして、③米軍の接収地内道路の下水管のため

の道路占用について、市長と防衛施設局長との間でなされた道路法 35 条に基

づく協議において、市から防衛施設庁防衛施設局に送付した文書を保存期間

経過により廃棄とした（不存在）との原処分を認容しつつ、占用期間は接収

解除までであるから、当該文書については、保存期間延長の手続を行ってお

くべきだった旨付言した件がある（横浜市 757 号）。 

２ その他 

それ以外は、単純な誤廃棄ではあるが、市長が特定の擁壁に「老朽化と災

害発生のおそれ」があるとした勧告書等について、以前一部開示を受けた申

立人が、再度申立てを行ったところ、文書が存在しなかった（擁壁の補修が

されていない以上保存期間が経過していないはずであった）事案において、

不存在を容認しつつ、行政文書の適正な管理を求める付言がなされた件（鎌

倉市平成 20 年７号）、ＵＲ都市機構（旧都市基盤整備公団）が主体となって

進めていた開発計画について、後にＵＲ都市機構が撤退し以後の開発を民間

事業者に譲渡する際に、市と公団が作成した覚書について、保存期間が経過

していないのに見つからなかった事案で、文書管理の徹底を求めるとともに、

電子管理システムの導入を求めた件（和泉市６号）、情報公開への異議申立て

を却下した決定について、保存期間を誤り廃棄してしまった例がある（鎌倉

市 36 号）。 

 

第５項 まとめ 

以上、蓄積された情報公開審査会の答申を見ると、国においても地方において

も、公文書管理においては、いまだ課題が山積していると言ってよいように思わ

れる。 
これらの問題を直ちに全てなくすことは極めて困難と言わざるを得ないが、本

章第３節にて挙げた公文書管理制度による改善を含め、それぞれの組織に応じた

改善策を採ることは可能であり、必要である。 
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第３章 公益通報 

第 1 節 現行の公益通報者保護法をめぐる動き 

リコール隠しや食品偽装事件等が公益通報により発覚したことを契機として、

2004 年に公益通報者保護法（以下、本章内では「法」と表記する場合がある。）が制

定され、2006 年４月１日に施行された。しかし、本法は法案審議の当初から、通報

者や通報対象事実の範囲が限定され、通報対象先の定義規定が複雑で、通報先ごと

の通報者保護の要件が厳格にすぎるなど公益通報を促すものとは言えず、その適用

場面を考慮するあまりにかえって抑止するものとなっているとの批判もあり、法施

行後 10 年以上を経過した現在においてその実効性について疑問符がつき、法改正が

必要であることは既に明白であるといえる。 

日弁連は、2011 年２月 18 日付け「公益通報者保護法の見直しに関する意見書」及

び 2013 年 11 月 21 日付け「公益通報者保護制度に関する意見書」において、具体的

な改正内容を含む提言を行ってきた。また、2015 年９月 11 日付け「公益通報者保護

法日弁連改正試案」において、個人の生命、身体、財産の保護、消費者利益の擁護

及び環境の保全や公正な競争の確保など広く消費者政策実現の観点から、公益通報

者保護制度の実効性を高めるべく具体的な改正試案を提言しているところである。 

消費者庁は、公益通報者保護制度の実効性を向上させるために「公益通報者保護

制度の実効性の向上に関する検討会」及びその下で設置されたワーキング・グルー

プを設置して調査を行い、2016 年 12 月付け「公益通報者保護制度の実効性の向上に

関する検討会最終報告書」（以下「最終報告書」という。）を公表し、法改正の実現

の工程を消費者基本計画工程表に明確に位置付け、可能なところから改正を進める

こととなった。 

日弁連は、最終報告書について、2017 年１月 27 日付け「『公益通報者保護制度の

実効性の向上に関する検討会最終報告書』に関する意見書」（以下、「最終報告書に

関する意見書」という。）を公表し、法改正部分に関する更なる検討を求めた。今後、

法改正を含めた具体的な制度形成が予定されている。 

現段階においても、最終報告書を踏まえ、既に 2017 年３月 21 日付けで「公益通

報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン（内部職員等

からの通報）」（以下「内部ガイドライン」という。）及び「公益通報者保護法を踏ま

えた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン（外部の労働者等からの通報）」

の改正などの措置が採られているところである。 

 

第２節 公益通報者保護法の問題点～情報公開促進の見地から 

１ 公益通報者保護法の知る権利からの検討の必要性 

公益通報者保護法２条１項は公益通報者保護法の保護を受ける「労働者」

の定義を定めており、この「労働者」には公務員も原則として含まれるもの

と解されている。そのため、公益通報者保護法の下では、行政機関は「通報
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対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として外部の労働者

等からの通報を受け付ける主体であるだけではなく、「事業者」として内部の

職員等からの通報を受け付ける主体ともなる。民間企業についても原子力発

電所関連企業等の法令遵守の状況を情報公開させて国民の知る権利（憲法 21

条１項）に基づき権力監視をしていくことは有用であるが、特に行政機関の

法令遵守状況を国民の知る権利に基づき監視していく必要性は強い。 

しかしながら、現行の公益通報者保護法の保護範囲の狭さによって、国民

の知る権利実現が妨げられるという側面が存在する。すなわち、以下に述べ

るとおり、公益通報者保護法による保護が受けられなければ、公務員等が政

府の行う違法行為を告発する行為が国家公務員法上の守秘義務違反等になる

おそれがあるところ、公益通報者保護法による保護が受けられる者の範囲や

受けられる事実の範囲が極めて狭いことから、守秘義務違反をおそれて告発

が妨げられるという問題が存在するのである。そこで、国民の知る権利の実

効性を確保する見地から、公益通報者保護法の改正をも視野に入れた再検討

及び広報活動を行うべきである。 

２ 加計学園問題 

本年だけを見ても、公益通報者保護法と「労働者」としての公務員の公益

通報が問題となった事例が発生している。2017 年６月６日、学校法人加計学

園の獣医学部新設計画に関し、「総理の意向」等の記載を含む文書の存在を文

部科学省の複数の現役職員が認め「省内で共有していた」などと証言したと

報道された。文部科学省の前川喜平前事務次官も報道機関の取材に対して当

該文書が存在することを明言していたが、政府や文科省はその存在を認めず、

当初、再調査を拒否していた。 

そして、いわゆる文書隠しは、公益通報者保護法で保護される事実に該当

しない可能性が高いため、この事例において、文部科学省の現役職員が公益

通報者保護法に基づく保護を受けつつ報道機関に対して当該文書を提供しよ

うと考えても、実際には違法とされるのではないか、という問題が生じた。

また、退職者は現行の公益通報者保護法の「労働者」に該当しないことから、

前川前事務次官の告発に関しても、国家公務員法上の守秘義務違反ではない

かとの疑義が生じた。現に義家弘介文部科学副大臣が、2017 年６月 13 日の参

議院農林水産委員会において、告発内容が法令違反に該当しない場合、国家

公務員法違反になる可能性がある、と述べて大きく批判されたところである。 

国家公務員法 100 条１項の「秘密」とは、国家機関が単にある事項につき

秘密の指定をしただけでは足りず、非公知の事項であって実質的に秘密とし

て保護するに値すると認められるものであるところ（最決 1977 年 12 月 19 日

（判タ 357 号 214 頁））、上記文書の記載内容が国民の知る権利を凌駕する国

策遂行上の利益や必要性があるとは認められないであろう。また、仮に秘密

漏えいに当たるとし、かつ、公益通報者保護法の通報対象事実に該当しない

としても、正当性が認められた公益通報は違法性が阻却される。公益通報者
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保護法が６条において「他の法令の規定の適用を妨げるものではない」とあ

えて規定したのは、これまで判例等で築かれてきた一般法理が、保護範囲の

狭い現行の公益通報者保護法によって適用範囲を狭められることを懸念した

ためであり、公益通報者保護法に該当しないからといって公益通報が保護さ

れないわけではない。 

したがって、義家副大臣の発言は、萎縮効果を生むなど公益通報保護の観

点からは不適切と言わざるを得ないものであるが、現行の公益通報者保護法

がそういった誤解や悪用を生み出す可能性があることもまた事実である。こ

ういった誤解等を生み出さないためにも公益通報者保護法の正しい理解を広

く国民に伝える必要があるとともに、法の保護を受けようとする者が安心し

て利用できるように法改正をすることがやはり必要となる。 

最終報告書を受けた 2017 年３月 21 日付けで内部ガイドラインの改正がさ

れているが、このような事例に対応するものではないことから、端的に法改

正が急務であり、最終報告書では積み残された改正点について早急に検討さ

れなければならない。 

３「公益通報者」（法２条２項） 

現行法において、「公益通報者」（法２条２項）とは、公益通報をした「労

働者」に狭く限定されており、現行法上は退職者を含まないが、日弁連は、

広く通報時における労働者及び労働者であった者（退職者を含む）、役員及び

役員であった者、並びに、通報対象事実発生事業者と請負契約ないし継続的

取引契約関係にあり又はあった事業者の労働者及び労働者であった者、役員

及び役員であった者を含むとすべきであるとの提言を行っている（公益通報

者保護法日弁連改正試案７～８頁）。退職者である前川前事務次官の告発に関

して国家公務員法上の守秘義務違反ということになれば、政府の法令遵守状

況をチェックすることは不可能になる。こうした懸念がないように「公益通

報者」の定義を知る権利の観点からも拡充すべきである。 

最終報告書では、退職者を通報者に含めることが適当とされているが、「保

護すべき通報を退職後一定期間内に行われたものに限定する必要があるとの

意見もあったことから、その要否や具体的な在り方について、十分に検討す

る必要がある」（最終報告書 115 頁）とされている。しかし、在職中の通報で

は通報対象事実の発生から一定期間内に通報することは要件となっておらず、

また、通報を躊躇する事情は事案によって異なる上、通報対象事実の真実性

の確認の難易も個別事案によって異なるのであるから、退職から一定期間の

通報に限定すると、その期間を超えて年金を受給していたり、通報対象事実

につき利害関係をもつ第三者がある場合にその法的救済が制約されることに

もなりかねないことからすれば、退職後一定期間内に行われた通報に保護の

対象を限定すべきではない（最終報告書に関する意見書３頁）。 

４「通報対象事実」（法２条３項） 

－274－



 
 

現行法は、「通報対象事実」（法２条３項）を、限定列挙された法律に規定

されている犯罪行為となる事実及びこれらの法律の規定に基づく処分に違反

することが犯罪行為となる場合における当該処分の理由とされている事実に

限定している。このように「通報対象事実」を限定列挙していること自体が

公益通報者にとっては非常に分かりにくく、公益通報を踏みとどまらせ萎縮

させている。政府の法令遵守状況を国民の知る権利の見地からチェックする

必要性を踏まえれば、法令を犯罪行為との関連性を有する一定の法律に限定

列挙する必要性は存在しない。そこで、全ての法令違反を対象とすべきであ

る。 

特に、通報対象事実が限定列挙されていることから、例えば、規制法には

「○○大臣は～しなければならない」というような規定があったとしても、

当該規制法上の義務の不作為に関して罰則が用意されていなければ公益通報

の対象とはならず、公務員はこれに関する公益通報を行った場合には保護さ

れず、場合によっては国家公務員法上の守秘義務違反を問われる可能性があ

る。例えば、情報公開法上、開示すべき文書の不開示には罰則が用意されて

いないので、公益通報の対象とはならないものの、公務員がこのような文書

隠しを発見した場合について守秘義務違反の懸念なく公益通報としての告発

ができるようにすべきである。 

こうした公益通報の障害は直ちに除去されるべきである（公益通報者保護

法日弁連改正試案９頁）。 

５ 外部通報の保護要件（法３条３号）の緩和の必要性 

現行法は、事業者内部（法３条１号）→行政機関（同２号）→マスコミ等

のその他の通報先（同３号）と通報先を区分して順次、通報の保護要件を厳

しくし、事業者内部への通報の保護要件を最も低くして内部への公益通報を

促進する措置を採用している。 

事業者内部における法令遵守を強化する必要性はあるものの、現行法のう

ち特にマスコミ等を含めた外部への外部通報の保護要件は厳格に過ぎる。報

道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重

要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであり、判例

でも報道の自由は表現の自由の保護を受け、報道のための取材の自由も、憲

法 21 条の精神に照らし、十分尊重に値するものとされている（博多駅事件・

最大判 1969 年 11 月 26 日（刑集 23 巻 11 号 1490 頁））。このような報道機関

の憲法上の重要性に照らせば、マスコミ等を含めた外部への外部通報の保護

要件は知る権利の観点から厳密に限定される必要がある。しかしながら、公

益通報者保護法は、事業者外部への通報の保護要件について「通報対象事実

が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」に加

えて、法３条３号イ～ホの加重要件を必要として事業者外部への通報を制限

している。 

特に事業者内部において内部通報受付制度を形式的に確立し公益通報とし
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て受け付けている限り、法３条３号の要件を充足することはできないのでは

ないかとの疑いもあるところであり、国民の知る権利の実効性確保の見地か

らは、より緩和された条件において外部通報を認めるべきである（具体的な

改正項目については、公益通報者保護法日弁連改正試案 13～16 頁参照）。 

６ 公務員に対する不利益取扱いの禁止 

公益通報者保護法７条は、公益通報をしたことを理由として一般職の国家

公務員等に対する不利益取扱いを禁止している。しかし、通報内容を裏付け

るための資料収集行為を理由とした不利益取扱いについては、これを制限す

る規定がない。 

通報に係る資料収集行為は、自らの通報の正当性を裏付けるために必要不

可欠な行為である。一方で、労働者である公務員が事業者内の書類を持ち出

すことは、窃盗罪、建造物侵入罪の刑事罰の対象になるおそれがあり、資料

収集行為を理由とした懲戒処分等の行政処分のおそれや民事上の損害賠償責

任を追及されるおそれもある。資料収集行為といってもその態様はまちまち

であるが、少なくとも公益通報を達成するための手段として必要不可欠な範

囲内のもので、かつ、手段が不正アクセス等を含まない相当なものについて

は、刑事上、行政上及び民事上の責任を免責する規定を明示的に置く必要が

ある。 

７ 内部ガイドラインの改正事項と法改正の必要性 

既に述べたように、最終報告書を受けて 2017 年３月 21 日付け内部ガイド

ラインの改正が行われたところであるが、国民の知る権利の実効性を確保す

る見地からみると、なお不十分な改正にとどまっている。 

第１に、改正により内部ガイドライン２．(8)「匿名による通報の取扱い」

が新設され「可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努める」

とされているものの、ガイドラインレベルの努力義務にとどまっている状況

である。通報事実自体から、通報者が明らかになる場合等、事実上実名でし

か通報できない場合があることは事実であるが、例えば同僚が行っている違

法行為を匿名で通報するといった行為は可能であるばかりか、当該同僚の違

法行為を職場ぐるみで隠蔽する可能性を考えれば、匿名であっても公益通報

に該当し得ると公益通報者保護法を解釈することが望ましい。そこで、匿名

の公益通報も公益通報に含まれることを公益通報者保護法そのものにおいて

明示すべきである。 

さらに匿名の公益通報の場合には、結局、匿名の者からの追加の事実確認

やヒアリングなどができないことから、従前は公益通報の要件該当性の確認

が極めて困難であり、公益通報の保護要件を満たさないものと取り扱ってき

たものが多いものと推察される。しかし、例えば私用電子メールによる連絡

等で十分な情報を入手できる場合も多い。内部ガイドラインは「通報者と通

報窓口担当者との間で、適切に情報の伝達を行い得る仕組みを整備するよう
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努める」としているが、このような仕組みの確立なくして匿名の公益通報の

保護は不可能である。そこで、このような仕組みについても、内部ガイドラ

インの努力義務にとどめるのではなく、法律レベルの導入義務を公益通報者

保護法そのものに書き込むべきである。 

匿名の公益通報は憲法 21 条１項で保障される匿名表現の自由の行使として

の側面を有しており、公益通報を行う際の匿名性を保護することにより公益

通報に対する萎縮効果が除去され、ひいては思想言論の自由市場を強化する

結果となる。そのため、国民の知る権利の実効性確保という視点からも、匿

名の公益通報の保護の充実化が必要となる。 

第２に、旧内部ガイドライン３．(2)は「適正な業務の遂行に支障がある場

合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合

はその旨及び理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない」と

していたが、新内部ガイドライン３．(2)は通知義務を負わない範囲を「適正

な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に

支障がある場合」にまで拡大した。 

最終報告書では「行政機関が行った調査及び当該調査結果に基づいてとっ

た措置の内容等一定の事項について通報者に通知する仕組み」について規定

することが適当であるとの意見が記載され（最終報告書 30 頁）、通知義務を

拡大する方向での意見が述べられていたが、内部ガイドライン改正では通知

義務を縮小する改正がなされている。内部ガイドライン３．(2)については「適

正な業務の遂行に支障がある場合」という文言が不当に拡大解釈されて行政

機関が通知義務を履行しない状況にあったが、本改正により状況が悪化する

可能性がある。まず行政機関都合の「適正な業務の遂行に支障がある場合」

による通知義務の免除は認めるべきではない。 

また、改正により加わった「利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシ

ー等の保護に支障がある場合」については要保護性のある場合があるケース

は否定しえないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律５条各号の

不開示事由と同程度に厳格な事由と証拠に基づく事実認定によって通知義務

の免除範囲を定めるべきである。少なくとも現状の内部ガイドライン３．(2)

では行政機関が何らかの理由を付けて通知義務を履行しない状況が蔓延して

いく可能性がある。 

したがって、このようなことを防止するため、公益通報者保護法そのもの

の改正により通知義務の範囲を明確化すべきである。通知義務が履行されな

ければ、通報者は外部通報の要件である法３条３号の各要件該当性を判断す

ることも著しく困難となる。情報公開法の理念からすれば、行政機関の保有

する情報の公開に関する法律５条各号の不開示事由以上に、内部ガイドライ

ン３．(2)の通知義務を不当に拡大すべきではない。 

８ 制度運用上の通報者の保護 

公益通報制度を運用する上で最も重要なことは、通報手続においても通報
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後の職場生活においても通報者が不利益を受けないようにすることである。

そのためには、公益通報制度の受付を担当し通報者から聴き取りをする者以

外が、通報者を特定できないようにすることが重要である。 

通報者が誰であるか、公益通報制度を運用する事務局員が広く知るならば、

その中から外部に通報者情報が漏えいする危険が高まる。実際に漏えいした

場合には、組織の裏切り者として通報者は、通報手続上、また、通報後の職

場生活において差別的扱いを受けるおそれがある。他方、通報内容が真実で

あれば、通報された組織において指摘された点を改善すればよいだけのこと

であって、誰が通報者であるかは改善のために必要な情報ではない。そうし

てみると、公益通報制度の受付を担当し通報者から聴き取りをする者の範囲

で通報者がわかればよく、それ以外の者が知ることは不要であり、知る必要

のない者に通報者の特定につながる情報を知らせることは、違法な情報漏え

いと位置付けるべきである。 

公益通報制度がそのような厳格さをもって運用されるべきことからすると、

法律上、このことを明記し、漏えい行為について罰則規定を設けるべきであ

る。また、当該組織も内部規定において、漏えい行為を懲戒事由として規定

すべきである。このような規定が罰則や内規に存在することによって、通報

者は漏えいの不安を小さくすることができ、通報を決意しやすくなるのであ

る。 

 

第３節 秘密保護法と公益通報者保護法 

特定秘密の保護に関する法律（以下「秘密保護法」という）には、内部告発に関

する規定がない。扱っている情報が特定秘密であるという特殊性からして、法律上、

特定秘密を扱う資格を有しない者に対する告発は、特定秘密の漏えいとして処罰の

対象になってしまう。公益通報者保護法の定める通報対象事実が特定秘密に関する

場合、公益通報者は公益通報者保護法の保護を受けるとしても秘密保護法により罰

せられるという問題があるのである。 
秘密保護法に内部告発に関する規定が設けられていないのは法制度の根本的欠陥

であるから、直ちにこの点の法整備をすべきである。それがなされないのであれば、

秘密保護法の廃止という選択をすべきである。 
秘密保護法と公益通報者保護法の関係の詳細ついては、本編第４章第６節に述べ

るので、当該項目を参照願いたい。 
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第４章 特定秘密ほか秘密をめぐる問題 

第１節 秘密保護法は廃止されるべきである 

第１項 はじめに 

2013 年 12 月６日、特定秘密の保護に関する法律（以下「秘密保護法」という）

が制定され、2014 年 12 月 10 日には施行された。 

日弁連は、同法に対して、法案段階から再三にわたって反対の意見を表明して

きた。その主な理由は、同法に、①｢特定秘密｣の範囲が広範であり、また極めて

曖昧であること、そのため、②｢特定秘密｣の指定に当たって、行政の恣意が働く

余地が極めて広いこと、③このような情報が漏えいすることに関して、処罰範囲

が広く、国会の行政に対する監視機能が空洞化するおそれが高いこと、かつ、刑

罰が重いことから、言論の自由、知る権利を侵害するおそれが大きいこと、④取

扱者の適性評価制度は、プライバシー侵害性が極めて高いことなどといった多数

の問題があったからである。 

しかも、同法には、制定のために必要な立法事実が認められず、内容において

も、国民の知る権利やプライバシーを侵害するおそれがあるが、その点は、公表

された「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用

を図るための基準」（2014 年 10 月 14 日閣議決定。以下「運用基準」という。）等

を考慮しても何ら払拭されていない。さらには、本法制定過程において、制定の

必要性の有無を含む国民的な議論が尽くされたとも言えない。 

したがって、同法成立後も日弁連は、「まずは本法を廃止し、あらためて法律の

必要性を含めた国民的議論を行うべき」であり、また、「仮に、国民的な議論を経

た上で法律が必要とされる場合であっても、ツワネ原則に則し、国民の知る権利

及びプライバシーの保護の規定を明文化すべきである」と考え、繰り返し意見を

述べてきた次第である。（2014 年９月 19 日付け「特定秘密保護法の廃止を求める

意見書」など）。 

秘密保護法施行時に公表した 2014 年 12 月 10 日付け「改めて秘密保護法の廃止

を求める会長声明」でも明記したとおり、日弁連は、政府に対し、改めて同法の

廃止を強く求め、引き続き同法の廃止のための活動を行っていく所存である。ま

た、国民主権の確立のために不可欠な情報公開制度・公文書管理制度の改正、ツ

ワネ原則に則した、国民の知る権利及びプライバシーの保護の規定を明文化する

立法の実現に尽力するとともに、同法が濫用されないよう監視も継続していくこ

ととする。 

これまでも、日弁連は、同法が濫用されないよう、同法の運用状況に対する監

視を続け、2015 年２月 13 日付け「秘密保護法における国会の監視機能に関する会

長声明」、同年 11 月 19 日付け「秘密保護法実施状況報告の改善を求める意見書」、

2016 年３月４日付け「憲法の趣旨に反する特定秘密の取扱いを速やかに改め、会

計検査院の検査に秘密保護法を適用しないことを求める会長声明」、同年４月 28
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日付け「国連特別報告者による表現の自由及び市民の知る権利に関する暫定的調

査結果についての会長声明」、同年９月 15 日付け「情報監視審査会平成 27 年年次

報告書に関する意見書」、同年 12 月 16 日付け「『特定秘密の指定及びその解除並

びに特定行政文書ファイル等の管理について独立公文書管理監等がとった措置の

概要に関する報告』に対する意見書」を公表し、同法の運用上の問題点を指摘し

てきた。 

しかるに、民主的な政治過程の実現と、国民の知る権利の保障の充実のために、

秘密保護法の廃止を含めた抜本的見直しを行うことは不可欠である。 

以下、秘密保護法を中心に、秘密をめぐる現行法制の問題点及び在るべき姿に

ついて論ずる。 

 

第２項 民主主義と国家安全保障 

民主主義社会において、秘密はどの範囲で認められるのだろうか。 

国民主権の原則の考え方からすれば、国家の保有する情報は全て国民のもので

あり、国民のものである以上、国民に対して全て公開するべきではないだろうか。

しかし、実際にそのとおりに実行している国民主権国家があるかとなると、その

ような国は存在しないであろう。現在の世界が国家主義を前提としている以上、

国家間の対立による国家、国民の危機というものを想定しなければならない。国

家情報の全面公開を推し進めると、国家の安全保障が危機に瀕し、国民の生命、

身体、財産等が損なわれることになることは想像に難くない。したがって、国民

の知る権利を最大限保障した上で、国家安全保障のために真にやむを得ない国家

秘密は認めざるを得ない。 

日弁連では、ツワネ原則に則した、国民の知る権利及びプライバシーの保護の

規定を明文化する立法の実現を求めてきた。ツワネ原則は、「国家安全保障と情報

への権利に関する国際原則（英語：Global Principles On National Security And 

The Right To Information ）」の通称であり、世界 70 か国以上の 500 人を超える

専門家により、２年以上かけて起草され、2013 年 6 月に南アフリカの都市・ツワ

ネで採択されたものである。今後、世界に広がってゆくであろう規範である。国

家秘密の存在及びその内容が国内問題であるだけでなく、国際問題でもあること

からすれば、国家秘密の在り方については国際的な視野から考える必要がある。 

ツワネ原則は冒頭の「本原則が起草された背景と理論的根拠」で以下のように

説明している（日弁連仮訳）。 

「国家安全保障と国民の知る権利は、しばしば、対立するものとみなされる。

政府は国家安全保障上の理由から情報を秘密にしておきたいと望み、一方で国

民には公権力が保有する情報に対する権利がある。この２つの事柄の間には、

時として緊張関係が存在する。しかし曇りのない目で近年の歴史を振り返ると、

正当な国家安全保障上の利益が最大に保護されるのは、実際には、国の安全を

守るためになされたものを含めた国家の行為について、国民が十分に知らされ

ている場合だということがわかる。」 
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知る権利が個人の幸福追求権の実現にとって不可欠であると同時に、プライバ

シーの権利と並んで民主主義の基盤であることを踏まえれば、上記の緊張関係は、

「民主主義」と「国家安全保障」との間の緊張関係とも言うことができる。そし

て、正当な国家安全保障が図られるのは、むしろ国民の知る権利の保障が充実し、

民主主義が機能している場合においてなのである。例えば、ダニエル・エルズバ

ーグらがベトナム戦争のトンキン湾事件に関する極秘報告書（ペンタゴン・ペー

パーズ）を公表したことで、トンキン湾事件の真相などが国民に知られるに至り、

国民は正確な情報に基づいて、戦争を遂行し続けるかどうかという政策決定を下

すことができるようになり、ベトナム戦争の終結の道を開き、民主主義が機能す

ることに資した。国家安全保障に関わる情報が公表されたことにより、正当な国

家安全保障が図られたのである。 

「真にやむを得ない国家秘密」は、その数を、厳格に必要最小限度に限定して

管理されるべきものであり、それ以外のものは国民に公開し、民主主義が機能す

る中で政策決定されてこそ、正当な国家安全保障が図られる。 

 

第３項 秘密情報の肥大化は民主主義を害し、国家安全保障も害

する 

本来、「真にやむを得ない国家秘密」は、「知る権利」と「国家安全保障」との

均衡の上に成り立つべきものである。 

しかし、戦争や大規模テロなど国家安全保障が著しく危険に晒された出来事が

発生したと国民が受け止めるときには、「国家安全保障」への国民的要求が異常に

高まり、均衡が崩壊して、「真にやむを得ない国家秘密」が過度に拡大される傾向

にある。その最も顕著な例が、2001 年９月 11 日の同時多発テロ後のアメリカであ

る。それまでアメリカは世界各地で戦争を起こし戦争に参加していたが、自国を

攻撃されることは１度もなかった。その１度もなかったことが現実化したとき、

アメリカ国民の意識は、一気に「国家安全保障」の強化に向かったのである。そ

の象徴が同年 10 月に成立した愛国者法である。愛国者法ができるまでのアメリカ

は、インターネットの世界でもプライバシー保護を重視する立場に立っていた。

しかし、愛国者法ができてからは、誰をも監視対象とする考え方に反転し、イン

ターネット上のプライバシー保護を否定する立場に変わった。スノーデン氏が問

題にしているのは、まさにこの転換である。 

また、アメリカでは、この時期から「極秘（トップシークレット）」の数が爆発

的に増加した。日本でも、同年 12 月、自衛隊法が改正され、秘密保護法に先行す

る形で秘密指定が行われるようになった（秘密保護法附則４条、旧自衛隊法 96 条

の２、122 条等参照）。 

しかし、政府が、主権者である国民に知らせることを禁止する秘密情報を大量

に抱えるという事態は、政府が何を知っていて何を考えているかを国民は知らな

いということを意味するから、民主主義の基盤そのものが傷付けられる結果とな
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っているのではないかという疑問に至る。アメリカの秘密国家社会が報告された

書籍「トップシークレット・アメリカ」（デイナ・プリースト、ウィリアム・アー

キン著（草思社、2013 年））では、「秘密への強迫観念的な依存は、かえってアメ

リカという国を危うくしている。それは、最も害が少ない形においても、あまり

にたくさんの情報が機密にされたために、そうすることで守ろうとしたシステム

をかえって動けなくしてしまっている。最も危険な形では、機密を扱う資格を持

った人たちが自分たちの不正行為を隠すために機密指定が使われたり、または意

図せずに民主主義を傷つける結果になっている。だが民主主義こそ「トップシー

クレット・アメリカ」が守るはずだったものであり、民主主義とは個人のプライ

バシーと権利のうえに成り立つもののはずだ。」（同書 323 頁）と述べられている。 

国家安全保障を高めるためにも、秘密は真に必要なものに数を限定して管理し

やすくするべきなのである。国の政策設計と国際関係の構築を暴露されても、国

の面目を失わせたり価値を傷つけたりするようなことのない、すなわち秘密にす

る必要のない民主主義の価値観をストレートに反映した方法で行うこととすれば、

「真にやむを得ない国家秘密」は、国家の存立の基盤に関わる軍事的情報に限定

されることとなり、秘密の数も非常に少なくなるはずである。 

情報管理の観点からも、秘密情報の肥大化は望ましくない。テクノロジーの飛

躍的進歩により、情報を収納する機器が小型化し、また、膨大な量の情報が瞬時

にして世界中に拡散できる情報環境になった今日、管理しやすい反面、漏えいの

リスクも著しく高まった。個別対応でリスクを小さくすることはできるが、ゼロ

にはできない。極秘情報が外部に漏えいし世界に拡散するならば、これを隠して

いた国、政府に対する不信は一気に高まり、政治的経済的に取り返しのつかない

混乱を生じるかもしれない。 

このような事態を考えるなら、極秘情報を極力少なくすること、極秘情報を極

力作らないで済む政治を行うよう務めることこそが重要である。 

 

第４項 真にやむを得ない国家秘密とは 

以上のとおり、秘密指定と国家安全保障との関係は弱まっているというべきで

あり、現代において民主主義の下で認められる秘密の範囲を考える上では、そも

そも知る権利と国家安全保障との緊張関係という伝統的枠組のみで捉えるべきか

どうかという点からも検討されなければならない状況になっている。むしろ、過

度な秘密指定は、民主主義のみならず、国家安全保障をも損なうおそれがあるの

である。 

民主主義国家においては、公務は、国民による不断の監視と、公共的討論の場

での批判又は支持とを受けつつ行われるのが原則である。それは国家安全保障と

いう領域の公務であっても異ならない。 

このような観点からは、「真にやむを得ない国家秘密」をイメージとして捉える

際には、「民主主義」と「国家安全保障」とが、内と外の双方向から互いにぶつか

り相反する作用として理解するのではなく、楕円としての「真にやむを得ない国
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家秘密」の範囲を画する２つの中心点として、「民主主義」及び「国家安全保障」

とが互いに「真にやむを得ない国家秘密」の範囲を内から必要最小限度に留めよ

うと作用するものとして理解した方が良いと思われる。そのような捉え方によっ

て、過度な秘密指定によって知る権利を危機に陥れ、民主主義を形骸化するよう

な事態を避けることができるものと信ずる。 

 

第２節 秘密指定の基準の在り方 

第２節では、第１節の論述を踏まえ、秘密指定の基準の在り方を論ずる。 

第１項 秘密指定が許される情報カテゴリー 

秘密指定の基準としては様々な要件が想定し得るが、まずもって一定のカテゴ

リーによって、当該情報が「真にやむを得ない国家秘密」と言いうるのかどうか

を選別することになろう。「真にやむを得ない国家秘密」の範囲を抽象的に解する

のであれば上記のとおりであるが、実際に法制度として秘密指定の基準を定める

際には、国家の保有する情報をカテゴライズし、カテゴリーごとに、個別具体的

に漏えいされた場合及び濫用的指定が行われた場合の、民主主義及び安全保障の

観点からのリスク評価を行う必要があるからである。 

この点、ツワネ原則が、「真にやむを得ない国家秘密」として、秘密指定を認め

る情報のカテゴリーは、原則９(a)に以下のとおり列挙されている（日弁連仮訳）。 

① カテゴリー１ 

「戦略上有効である期間中の、進行中の防衛計画や作戦、状況に関する情報」 

（注）「戦略上有効である期間中」とは、開示されても、国家の準備態勢、

能力、又は計画を知るために敵が利用できる情報が何もない場合、そ

の情報は開示されなければならないということを意味している。 

② カテゴリー２ 

「通信システムを含む兵器システムその他の軍事システムの製造、性能、使

用についての情報」 

（注）この情報は、技術データや発明、及び製造、性能、使用に関する情報

を含む。兵器や他の軍事システムに関する予算線（Budget lines）に

関する情報は公衆が入手可能でなければならない。原則 10C(3)と 10F

を参照。通常兵器について、武器貿易協定で推奨されるような兵器の

管理リストを維持・公開することは、国家にとって優れた実践である。

また、兵器や装備、兵士の数に関する情報を公開することも優れた実

践となる。 

③ カテゴリー３ 

「国土や重要インフラ又は重要な国家機関を、脅威または妨害工作や武力の

行使から護衛するための具体的な手段に関する情報で、機密であることで

その効果を発揮するもの」 

（注）「重要インフラ」とは、戦略的資源、資産及び物理的又は仮想的シス
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テムを指し、それゆえこれらの資源、資産及びシステムの破壊又は無

効化が、国家安全保障を弱体化させる影響があるもののこと。 

④ カテゴリー４ 

「情報局の活動、情報源、手段に関連又は由来する情報で、国家安全保障の

問題に関するもの」 

⑤ カテゴリー５ 

「外国や政府間機関からとくに極秘を期待されて提供された国家安全保障の

問題に関する情報、及び他の外交上のコミュニケーションで提供された国

家安全保障の問題に関する情報」 

（注）そのような「期待」は、文書で記録されることが望ましい。 

その上で、原則９(c)は、「国家は、上記のカテゴリーリストに新たな

カテゴリーを追加することができる。ただし、原則２(c)で提案され

ているように、そのカテゴリーが具体的に特定され厳密に定義された

上で、情報を秘匿することが、法律で定められた正当な国家安全保障

を保護するために必要である場合に限られる。あらたなカテゴリーを

提案するに際しては、国家はそのカテゴリーの情報の開示がどのよう

に国家の安全保障を脅かすかについて説明するべきである。」と定め

ている。 

 

第２項 秘密指定が禁止される情報のカテゴリー（ネガティブカ

テゴリー） 

一方、情報の種類は多種多様である以上、このようにカテゴリーを定める方法

で「真にやむを得ない国家秘密」を画する方法には限界がある。 

そこで、ツワネ原則でも、原則 10 において、一定のネガティブカテゴリーとし

て「公開することが望ましいと強く推定される情報又は公開による利益が大きい

情報のカテゴリー」として、以下のとおり定められている（日弁連仮訳）。 

① ネガティブカテゴリー１ 

「国際人権法及び人道法上の違反」 

（例）深刻な人権侵害や、国際法に基づく犯罪を含む国際人道法の重大な違

反、個人の自由と安全に対する権利の組織的又は広範な侵害に関する

情報 

② ネガティブカテゴリー２ 

「人間の自由と安全に関する権利の保護、拷問及び虐待の防止、生存権の保

護」 

（例）国家による人命剥奪の権限を与える法律や規則、及び自由の剥奪に関

する法律や規則（根拠、手続、移送、処遇、取調べ方法を含めた拘禁

状態に関するものを含む。） 

（例）武力紛争時を含め、国家や国家の代理によって運営され人々の自由が
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剥奪されたあらゆる場所の所在。及び自由を奪われた人々の身元情報、

罪状、拘禁理由。 

（例）あらゆる人の拘禁中の死亡に関する情報、国家の責任によるその他の

人命剥奪に関する情報（犠牲者の身元情報、そうした人々の死亡の状

況、遺体の所在を含む） 

③ ネガティブカテゴリー３ 

「政府の構造と権力」 

（例）軍隊、警察、安全保障組織や諜報機関及びその下部組織全部の存在 

④ ネガティブカテゴリー４ 

「軍事力行使又は大量破壊兵器の入手の決定」 

 （例）戦闘部隊の派遣又はその他の軍事行動の決定に関連する情報 

 （例）国家による核兵器や他の大量破壊兵器の保有や入手 

⑤ ネガティブカテゴリー５ 

「監視」 

（例）あらゆる種類の監視に関する全体的な法的枠組み 

（例）監視を行う権限を付与された機関についての情報及びそのような監視

行為の利用についての統計 

（例）違法な監視が行われた事実 

⑥ ネガティブカテゴリー６ 

「財務情報」 

（例）主要項目を含めた部門別及び機関別予算 

（例）主要項目を含めた年度末財務諸表 

（例）財務管理規制と管理システム 

（例）資金調達規則 

（例）最高会計検査機関及びその他の国家安全保障機関の財政面を審査する

責任のある機関によって作成された報告書 

⑦ ネガティブカテゴリー７ 

「憲法・法令違反及びその他の権力濫用に関する説明責任」 

（例）公権力又は公務関係者による憲法・法令違反及びその他の権力濫用の

存在、性質、規模に関する情報 

⑧ ネガティブカテゴリー８ 

「公衆衛生、市民の安全又は環境」 

（例）公衆衛生、市民の安全又は環境に対する差し迫った実際的な脅威があ

る場合において、その脅威から生じる損害を理解したり、防止・軽減

する手段をとったりすることを可能にするすべての情報 

（例）天然資源の搾取、汚染排出物リスト、大規模公共事業又は資源採取の

計画又は実施の環境への負荷、そして特に危険な施設のリスク評価と

管理計画に関する定期的に更新されるその他の情報 
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第３項 その他の指定の基準 

以上のような「秘密指定が許される情報カテゴリー」及び「秘密指定が禁止さ

れる情報のカテゴリー」により、当該情報の秘密指定の是非について大枠での判

断がなされた上で、当該情報の秘密指定について具体的にその必要性及び相当性

が吟味されることとなる。 

ツワネ原則においては、原則３が以下のように定めている（日弁連仮訳）。 

「政府が、その情報の制限が、(1)(a)法に基づき、かつ(b)民主主義社会にお

いて必要で(c)正当な国家安全保障上の利益を保護するためであると明示する

ことができない場合、また(2)情報制限の妥当性についての独立監視機関による、

そして裁判所の全面的検討による、速やかで、十全で、アクセス可能で、かつ

効果的な調査を含む、職権濫用を十分に阻止するための規定を示すことができ

ない場合は、いかなる国家安全保障上の理由に基づく情報への権利制限もでき

ない。」 

そして特に(1)(b)「民主主義社会において必要である」の要件については、(i)

その情報を公開すれば正当な国家安全保障上の利益を重大に害するという現実的

かつ特定可能なリスクがなければならない、(ii)情報を公開することによる損害の

リスクが、情報を公開することによる総合的公益を上回らなければならない、(iii)

制限は比例の原則に従わなければならず、かつ損害が保護するための最も制限の

少ない手段でなければならない、（iv）制限することで情報に対する権利の本質を

損なってはならない、というように細分化されて定められている。 

さらに(1)(c)の「正当な国家安全保障上の利益」については、「その利益の真の

目的と主たる効果が、国際法・国内法に沿って国家の安全を守ることにある場合

を指す。国家安全保障上の利益は、その本来の目的と主たる効果が国家安全保障

に関係のない利益を守るため、たとえば政府や官僚を恥辱又は悪事の暴露から守

るため、人権侵害、その他のあらゆる法律違反もしくは公共機関の機能に関する

情報の隠ぺいのため、特定の政治的利益、党派又はイデオロギーの強化又は維持

のため、若しくは合法的な抗議行動の抑圧のためなどであった場合、正当ではな

い。」と定義されている。 

 

第４項 各国の秘密指定の基準に関する規定 

先進各国の秘密指定の基準に関する規定は以下の通りとなっている（国立国会

図書館調査及び立法考査局行政法務課「諸外国における国家秘密の指定と解除―

特定秘密保護法案をめぐって―」（調査と情報 806 号（2013 年 10 月 31 日）参照）。 

第１ アメリカ 

１ 原機密指定（Original Classification）とは、国家安全保障のために情

報の漏えいから保護する必要のある情報を最初に決定する行為であり（大統

領令 6.1 条(ff)項）、次の５つの条件を満たす必要がある。 
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①連邦政府により保有・作成・管理されている情報のうち 

②大統領令 1.4 条で定める類型（下記参照）に該当する情報で 

(a) 軍事計画、武器システム又は作戦に関する情報 
(b) 外国政府情報 
(c) インテリジェンス活動（秘密活動含む）、インテリジェンスに関する情

報源、方法又は暗号に関する情報 
(d) 機密情報源を含む連邦政府の外交関係又は外交活動に関する情報 
(e) 国家安全保障に関連する科学的、技術的又は経済的事項に関する情報 
(f) 核物質又は核施設に対する安全防護策に関する連邦プログラムに関す

る情報 
(g) 国家安全保障に関連するシステム、施設、社会基盤、プロジェクト、

計画、防護サービスの脆弱性又は能力に関する情報 
(h) 大量破壊兵器の開発、生産又は利用に関する情報 

③正当な権限によらずに開示されたときには、国家安全保障上の利益に損害

がもたらされる結果が生じることを、原機密指定者が合理的に予期し得る

と決定し、かつ、その損害を特定又は記述できる場合には、 

④原機密指定者が秘密指定を行うことができ（大統領令 1.1 条(a)項） 

⑤指定の際には、機密解除を行う特定の期日又は条件を定めなければならな

い（大統領令 1.5 条(a)項） 

２ ただし、次の目的で行う機密指定は禁止されている（大統領令 1.7 条(a)

項）。 

(i) 法令違反、非効率性の助長又は行政上の過誤の秘匿 
(ii) 特定の個人、組織又は行政機関に問題が生じる事態の予防 
(iii) 競争の制限 
(iv) 国家安全保障上の利益の保護に必要のない情報の公開を妨げ、又は

遅延させること 

第２ イギリス 

イギリスでは、公務秘密法（Officials Secret Act 1911, 1920, 1939 and 1989）

により、以下の種類の情報について、政府の有する秘密の漏えい行為等に対す

る刑事制裁を科している。 

①防諜とインテリジェンスに関する情報 
②防衛に関する情報 
③国際関係に関する情報及び外国又は国際機関から入手した秘密の情報 
④犯罪関係情報 
⑤通信の傍受に関する情報 
⑥防諜、インテリジェンス、防衛又は国際関係についての情報で、他国又は

国際組織に内密に伝達されたもの 
イギリスは、かつては、1911 年公務秘密法第２条により、「職務上知り得た
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一切の情報」の伝達を包括的に禁止する規定が設けられていた。しかし、議会

等からの批判が強く、1989 年公務秘密法による改正で、上記①～⑥のとおり、

秘密として保護されるべき情報が限定された。 

第３ ドイツ 

１ 刑法典（Strafgesetzbuch 1871）各則第２章に、「反逆的秘密漏示及び対

外的安全への危険の罪」が定められている。 

国家秘密とは、「限定された範囲の者のみに入手可能で、ドイツ連邦共和国

の対外的安全に対して重大な不利益を及ぼす危険を回避するため、外国の勢

力に対して秘密にしておかなければならない事実、物又は知識」（刑法典第 93

条第１項）をいい、「自由で民主主義的な基本秩序に反する事実又はドイツ連

邦共和国が国家間で合意した軍備の制限に、条約相手国に対して秘密にする

ことで違反となる事実」（同条第２項）は除かれる。 

２ また、連邦情報自由法３条から６条により、情報開示請求権が認められ

ない事由が、以下のとおり列挙されている。 

①国際関係に不利な影響を与える場合（３条１号(a)） 

②連邦国防軍の軍事的利益及びその他の安全保障に密接に関連する利益に

不利な影響を与える場合（３条１号(b)） 

③対内的又は対外的な安全性に係る利益に不利な影響を与える場合（３条１

号(c)） 

④公共の安全を危険にさらす可能性がある場合（３条２号） 

⑤国際的な交渉に不可欠な秘密が害される場合（３条３号(a)） 

⑥機密事項の実体的及び組織的保護に関する法令若しくは一般行政規則に

より定められた守秘義務若しくは秘密保持義務又は職業上の若しくは特

別の職務秘密に服する場合（３条４号）等 

第４ フランス 

フランスでは、国家秘密のうち最も重要とされる秘密は、国防秘密（secret de 

la defense nationale）であり、国防秘密の漏えいは刑法典 413 条を中心とし

て処罰される。 

国防秘密とは、国防に関係する工程、物品、文書、情報、情報通信網、情報

処理されたデータ又はファイルであって、配布やアクセスを制限するための指

定措置の対象となるものをいう。 

2009 年の改正で、刑法典 413-9-1 条により、立ち入ること自体で国防秘密の

知識が得られるような場所（施設）も国防秘密として指定できるようになった。 

なお、2015 年、行政機関が治安のために行う情報監視活動を規定する「情報

活動に関する 2015 年７月 24 日の法律第 2015-912 号」が成立している。同法は、

国家情報技術監視委員会の意見を徴した後に交付される首相の事前の許可がな

ければ情報監視活動を実施できないこと（821-1 条）、行政機関による接続デー
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タへのアクセスのうち、「ブラックボックス（boîte noire）」と通称される方法

（電気通信事業者やインターネットサービス・プロバイダーに対し、自社が管

理するインターネット回線上の通信を自動解析する装置（ハードウェアあるい

はソフトウェア）を設置させ、例えば、あるテロ組織特有の暗号的な通信方法

が発見された場合にその通信を行っている端末や人物を特定する方法）により

接続データの収集を許可する規定（851-3 条）については、実施目的をテロ防止

に厳密に限定し、緊急手続による許可の交付を禁じること、治安傍受（第５章

第２節）が許可される場合を限定し、傍受を行う時間、同時に実施できる傍受

件数、取得した通信内容の保管・消去等について、国家情報技術監視委員会が

厳格に管理すること（852-1 条）などが定められている（国立国会図書館 調査

及び立法考査局 専門調査員 文教科学技術調査室主任 豊田透「フランスに

おける国の情報監視活動を規定する法律」（外国の立法 272 号、2017 年）参照）。 

 

第５項 小括 

秘密指定の基準の国際的スタンダードは以上のとおりであり、日本の秘密保護

法については、①「秘密指定が許される情報カテゴリー」が抽象的に過ぎ、過度

に広範であること、及び、②「秘密指定が禁止される情報のカテゴリー（ネガテ

ィブカテゴリー）」が欠落していることが問題点として指摘できる。 

この点は、表現の自由に関する国連特別報告者のデイビッド・ケイ氏が、日本

調査の報告書において、日本政府に対して、「その公開によって日本の安全保障の

存立を脅かすことのない情報の秘密指定の可能性を避けるための継続的な努力と

警戒（continued work and vigilance to avoid the possibility that information 

is designated as secret even if its disclosure would not jeopardize Japan’s 
national security）」を求めていることとも一致する。 

デイビッド・ケイ氏は、日本調査の報告書 45 項において、以下のように指摘し

ている（メディア総合研究所の暫定訳（2017 年７月）http://www.mediasoken.org/ 

page20170719.php よりダウンロード）。 

「まず、人権委員会が 2014 年の定期レビューで指摘したように、特定秘密保護

法は特定秘密や秘密指定の必要事項となる事柄を適切に定義付けていない。政

府の運用基準は、特定秘密として指定されるべき情報を４つの分野（防衛、外

交、特定有害活動、テロ活動防止）に区分しているが、副カテゴリーはいまだ

に広義すぎる。たとえば、『防衛』の副カテゴリーは、『防衛に関し収集した電

波情報、画像情報、その他の重要情報』で『防衛力の整備に関する見積もりも

しくは計画、または研究』をも含む。外交の副カテゴリーは、『外国の政府また

は国際機関との交渉または協力の方針または内容のうち、国民の生命および身

体の保護、領域の保全、その他の安全保障に関する重要な情報』あるいは『防

衛装備に関連する評価、計画、研究』を対象にしている。法律に明記されてい

る４つの秘密区分が『重要で』『関連性がある』といった指定が繰り返し使われ

ていることに危惧する。」 
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この指摘からも明らかなように、秘密指定が許される情報カテゴリーが抽象的

になっている原因のひとつは、「重要」、「関する」といった幅を持った文言が多用

されているからである。こうした不明瞭な文言を極力除外すると共に、秘密指定

が禁止される情報のカテゴリー（ネガティブカテゴリー）を設けることが不可欠

である。 

 

第３節 秘密指定の在り方  

第３節では、秘密指定・解除の手続、それを適正化させるための方策について論

ずる。 

第１項 特定秘密の指定手続 

行政機関の長は、特定秘密を指定する際には、書面又は電磁的記録により、当

該指定に係る情報を他の情報と区別することができるように記述するとともに、

当該情報の指定の理由を記すものとする。 

 

第２項 特定秘密の解除手続 

行政機関の長は、その指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する当該行政

機関の職員に、当該指定の理由を点検させ、その実施年月日を書面または電磁的

記録に記載又は記録させるとともに、その指定の要件を満たしていないと認めた

ときには、速やかに指定を解除するものとする（運用基準 14 頁）。 

たとえば、警察庁における特定秘密の保護に関する訓令 13 条１項は「特定秘密

管理者は、指定の理由の点検を年１回以上行うものとする」としている。同 14 条

２項は、「職員は、指定がされた情報が法第３条第１項に規定する要件を満たして

いないと認めたときは、特定秘密指定管理者に直ちに報告することその他の適切

な措置を講ずるものとする」としている。 

 

第３項 それ以外の秘密の指定・解除について 

行政文書の管理に関するガイドライン第 10「公表しないこととされている情報

が記録された行政文書の管理」は以下のとおり定める。 

「２・(1) 秘密文書は次の種類に区分し、指定する 

極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与

えるおそれがある情報を含む行政文書 

秘文書  極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせては

ならない情報を含む極秘文書以外の行政文書」 

「２・(2) 秘密文書の指定は、極秘文書については各部局長が、秘文書につい

ては各課長が期間（極秘文書については５年を超えない範囲内の期間とする）

－290－



 
 

を定めてそれぞれ行うものとし、その指定は必要最小限のものとする。」 

「２・(4) 秘密文書は、その指定期間が満了したときは、当該指定は、解除さ

れたものとし、また、その期間中、指定者が秘密文書に指定する必要がなく

なったと認めるときは、指定者は、速やかに秘密文書の指定を解除するもの

とする。」 

 

第４項 秘密指定の問題性  

第１ 指定の広範性 

特定秘密が指定される際、特定秘密指定管理簿の「指定に係る特定秘密の概

要」、及び特定秘密指定書の「対象情報」に、特定秘密の内容を示す名称が記載

される。 

この点、衆議院情報監視審査会平成 27 年年次報告書 10 頁は、「各行政機関が

特定秘密を指定する際に、各特定秘密の内容を示す名称（特定秘密指定管理簿

の『指定に係る特定秘密の概要』及び特定秘密指定書の『対象情報』の記載）

の幅の広さと記述内容の具体性の欠如に関し、外務省などは、１部局の保持す

る文書のうち特定秘密の指定の３要件等の定義に該当するものがほぼ全て含ま

れるようなものが存在している。」、「特定秘密の指定が適正に行われているかど

うかを当審査会において監視するためには、どのような特定秘密が指定され、

当該特定秘密が含まれる文書等がどのようなものであるかがある程度想起され

なければ、特定秘密の指定の適正性を審査することは極めて困難であり、不適

切である。また、特定秘密指定書は、政府において特定秘密の検証及び監察を

行う内閣府独立公文書管理監においても特定秘密の指定の適正性を判断するた

めにも重要な書面であると考えるところである。」としている。 

ここで指摘されていることは、①特定秘密が一つ一つ極めて広範囲のものと

してなされている、②特定秘密が指定された範囲が外部からは判然としない、

の２点である。 

①については、特定秘密が余りにも広範に指定されると、特定秘密として保

護されるに値しない情報までもが、その指定範囲にあるものとして厳重な保全

の対象になりかねない。 

また、①及び②について、衆議院情報監視審査会が指摘するとおり、外部か

らのチェックが困難となる。 

よって、ガイドラインを策定することなどにより、特定秘密指定書の記載内

容をより具体的なものし、かつ、各特定秘密の範囲を限定すべきである。  

なお、衆議院情報監視審査会平成 27 年年次報告 10 頁は、「特定秘密指定書の

内容を示す名称は、特定秘密として取り扱われる個別の文書等の範囲が限定的

であり、かつ、特定秘密が記載された文書等が具体的にどのような内容である

かがある程度想起される記述に改めることが必要と考えるので、政府として特

定秘密指定書の記載内容について総点検を行い、早急に改めるべきである」、
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「『特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を

図るための基準』（2014 年 10 月 14 日閣議決定。以下『運用基準』という。）に

定めるものより詳細な方針として、例えば、情報収集衛星の画像データ等のよ

うに年ごとに指定する、詳細な項目ごとに指定する、分野ごとに指定するとい

った具体的な指定の方針について、特定秘密の内容を示す名称の付け方により

特定秘密の内容が推知されないよう工夫しつつ、現在のように特定秘密の指定

を行う指定省庁の個別の判断に委ね、ばらつきが出ることのないよう、各省庁

横断的な事項については政府としてある程度統一した方針の策定が必要と考え

る。」と指摘している。この点、衆議院情報監視審査会平成 28 年年次報告 10 頁、

28 頁は、上記指摘を踏まえ内閣情報調査室が一定の改善を既に行ったとされて

いるが、指定の広範性について改善された形跡はない。 

第２ 特定秘密以外の秘密の取り扱い 

特定秘密以外の秘密については指定・解除について極めて抽象的に規定され

ているのみである。 

せめて特定秘密と同様のルールが適用されるべきであろう。    

 

第５項 秘密指定及び解除のチェック  

現在、日本では、特定秘密の指定・解除をチェックするものとして衆参両院の

情報監視審査会、独立公文書管理監が設置されている。 

そこで、以下、これらが十分に機能を発揮し得るものとなっているかを確認し

た上で、その改革の方向性について検討し、その後、その他の制度改革について

触れる。 

第１ 情報監視審査会について 

１ 情報監視審査会設置の経過 

秘密保護法制定後の 2014 年６月 20 日、情報監視審査会の設置等を内容と

する国会法等の一部を改正する法律が成立した。それに先立ち、2014 年６月

13 日には、衆議院における特定秘密の取扱や情報監視審査会の運営に関わる

衆議院規則の一部を改正する規則及び衆議院情報監視審査会規程、同月 20 日

には、参議院規則の一部を改正する規則及び参議院情報監視審査会規程が成

立した。 

秘密保護法の国会審議の過程では、恣意的な特定秘密の指定がなされるの

ではないかなど、秘密保護法の問題点が数多く提起された。そのような批判

を受け、2013 年 12 月５日、自民・公明・維新・みんなの４党合意が成立した。

そこでは、「特定秘密を取り扱う関係行政機関の在り方及び特定秘密の運用の

状況等について審議し及びこれを監視する委員会その他の組織を国会に置く

こと、国会において特定秘密の提供を受ける際の手続その他国会における特

定秘密の保護措置全般について早急に検討を加え、本法施行までに結論を得
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るものとする」とされた。その流れに上記国会法改正などは位置付けられる。 

これらは秘密保護法の施行日である 2014 年 12 月 10 日に施行され、両院に

情報監視審査会が設置された。 

２ 情報監視審査会の概要 

(1) 情報監視審査会設置の目的 

国会法 102 条の 13 は「行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を

常時監視するため特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況

について調査し、並びに各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会

からの第 104 条第１項（第 54 条の４第１項において準用する場合を含む）の

規定による特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長の判断の適否等を審査

するため、各議院に情報監視審査会を設ける」としている。 

よって、情報監視審査会は、特定秘密の指定及びその解除の状況について

調査することを責務とする常設の機関である。 

(2) 情報監視審査会の組織 

情報監視審査会は８人の委員で組織される（衆議院情報監視審査会規程２

条、参議院情報監視審査会規程２条）。 

委員は、会期の始めに議院においてその議決により選任し、議員の任期中

その任にあるものとされる（衆議院情報監視審査会規程３条１項、参議院情

報監視審査会規程３条１項）。委員は、各会派の所属議員数の比率により、こ

れを各会派に割り当てて選任する（衆議院情報監視審査会規程３条２項、参

議院情報監視審査会規程３条２項）。 

情報監視審査会の事務を処理させるため、情報監視審査会に事務局が置か

れる（衆議院情報監視審査会規程 32 条１項、参議院情報監視審査会規程 31

条１項）。   

(3) 情報監視審査会の権限  

国会法 102 条の 14 は、「情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法

第 19 条の規定による報告を受ける」としている。これは、情報監視審査会が、

政府から、毎年、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況」

（秘密保護法 19 条）についての報告を受けることを意味する。 

また、国会法 102 条の 15 第１項は、「各議院の情報監視審査会から調査の

ため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密の提出を求めたときは、その求

めに応じなければならない」としており、情報監視審査会から行政機関の長

に対する特定秘密提出の求めについて規定されている。 

国会法 102 条の 16 第１項は、「情報監視審査会は、調査の結果、必要があ

るときは、行政機関の長に対し、行政における特定秘密の保護に関する制度

の運用について改善すべき旨の勧告をすることができる」としている。よっ

て、特定秘密の指定及びその解除について不適切な事案がある場合にも勧告

を行うことができる。 

(4) 情報監視審査会における保秘 
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情報監視審査会では、特定秘密などの秘密が漏えいしないよう、以下のと

おりの措置が取られることとされている。 

ア 事務を行う者の制限 

国会法 102 条の 18 は、「各議院の情報監視審査会の事務は、その議院の議

長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価（情報監視審査会の事

務を行った場合に特定秘密を漏らすおそれがないことについての、職員又は

職員になることが見込まれる者に係る評価をいう。）においてその事務を行っ

た場合に特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行って

はならない」として、情報監視審査会の事務を行う職員が適性評価を受ける

ことを要求している。 

イ 特定秘密に接する者の制限 

国会法 102 条の 19 は、「第 102 条の 15 及び第 102 条の 17 の規定により、

特定秘密が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密は、

その情報監視審査会の委員及び各議院の議決により定める者並びにその事務

を行う職員に限り、かつ、その調査又は審査に必要な範囲で、利用し、又は

知ることができる」として、特定秘密を情報監視審査会の委員・職員等のみ

が利用等できることとしている。 

ウ 宣誓 

衆議院情報監視審査会規程４条は、「委員は、選任後遅滞なく、情報監視審

査会の会議録中特に秘密を要するものと情報監視審査会で決議した部分及び

情報監視審査会に提出され又は提示された特定秘密について、他に漏らさな

いことを誓う旨の宣誓をしなければならない」とする（参議院情報監視審査

会規程４条にも同旨の規定あり）。 

エ 解任 

衆議院情報監視審査会規程５条３項は、「情報監視審査会の会議録中特に秘

密を要するものと情報監視審査会で決議した部分または情報監視審査会に提

出され若しくは提示された特定秘密を漏らしたことにより懲罰を科せられた

者は、第３条１項の規定にかかわらず、委員を解任されたものとする」とす

る（参議院情報監視審査会規程５条２項に同旨の規定あり）。 

オ 開催場所 

衆議院情報監視審査会規程 11 条は、「情報監視審査会は、特定秘密の適切

な保護のために必要な措置を講じた情報監視審査室において開く。ただし、

議員その他の傍聴を許すものとされたときは、この限りでない」とする（参

議院情報監視審査会規程 11 条に同旨の規定あり）。 

カ 傍聴 

衆議院情報監視審査会規程 26 条１項は、「情報監視審査会は、傍聴を許さ

ない」、同条２項は、「情報監視審査会は、その決議により議員その他の者の

傍聴を許すことができる」とする（参議院情報監視審査会規程 26 条に同旨の

規定あり）。 

キ 特定秘密の閲覧 
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衆議院情報監視審査会規程 28 条１項は、「委員は、情報監視審査会に提出

され、保管されている特定秘密については、正当な理由があると会長が認め

たときに限り、情報監視審査会の調査又は審査に必要な範囲で、その閲覧を

することができる」とする（参議院情報監視審査会規程 28 条１項に同旨の規

定あり）。 

ク 会議録の閲覧 

衆議院情報監視審査会規程 30 条１項は「情報監視審査会の会議録は、これ

を閲覧することができない。ただし、議員その他の者の傍聴を許すものとさ

れた情報監視審査会の会議録については、この限りでない」、同条２項は「前

項の規定にかかわらず、委員は、情報監視審査会の会議録については、正当

な理由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会の調査又は審査に

必要な範囲で、その閲覧をすることができる」、同条３項は「前項の規定は、

第 32 条第１項の事務局の職員について準用する。この場合において、前項中

『調査又は審査』とあるのは、『調査又は審査の事務の処理』と読み替えるも

のとする」としている（参議院情報監視審査会規程 30 条１項、３項に同旨の

規定あり）。 

ケ 特定秘密等の漏えいに係る懲罰事犯の報告等 

衆議院情報監視審査会規程 31 条１項は、「情報監視審査会の会議録中特に

秘密を要するものと情報監視審査会で決議した部分又は情報監視審査会に提

出され若しくは提示された特定秘密を他に漏らした者に対しては、会長は、

懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めなければならない」として

いる（参議院情報監視審査会規程 25 条２項に同旨の規定あり）。 

３ 問題点と改善方策 

情報監視審査会は、国民の代表で国権の最高機関である国会が特定秘密の

指定の在り方などを監視するものであり、十全に機能を発揮することが求め

られるが、主に以下の点において不十分であり、改善が必要である。 

(1) 内部通報者保護制度の整備 

両院の情報監視審査会平成 27 年年次報告書によっても、両院の情報監視審

査会が特定秘密の指定等についてポイントを絞った調査をなし得たとは言い

難い。これは、委員において調査等の端緒となる有力な情報を取得する仕組

みを欠いているからである。 

この点、調査等の端緒となる有力な情報が取得できるよう、内部通報者保

護制度の整備が不可欠である。 

(2) 提示要求等をするための採決要件の緩和 

参議院情報監視審査会では、委員から、国家安全保障会議及び警察庁への

提示要求動議が提出されたが、否決されている（参議院情報監視審査会平成

27 年年次報告書３頁）。 

この点、衆議院情報監視審査会規程 13 条は「情報監視審査会の議事につい

ては、出席委員の過半数でこれを決」するとしており、参議院情報監視審査
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会規程 13 条にも同様の規定がある。 

そもそも、委員構成は、議院の議席数に比例するのであり、政権与党の議

員が委員の多数を占めることになる。よって、勧告の是非等という結論的な

決定だけではなく、調査の途中過程における決定についてまで、全て過半数

で決することとすると、政権与党の意向により十分な調査がなされないこと

にもなりかねず、政府に対するチェック機能は果たし得ない。情報監視審査

会が厳重な保秘を行っており、情報監視審査会に特定秘密が提供されること

による支障が想定しにくいことも考えると、委員２名以上の賛成により特定

秘密の提示要求をなし得るとするなど、その裁決要件の緩和を行うべきであ

る。 

(3) 予算・人事についての権限 

衆議院情報監視審査会は、国家安全保障会議に対し、会議録等の審査会へ

の開示を求めたが、開示を拒否されている（衆議院情報監視審査会平成 28 年

年次報告書 110 頁）。 

他方、アメリカの両院情報特別委員会においては、ほとんどの機密情報に

ア ク セ ス で き る 。 上 院 情 報 特 別 委 員 会 （ Senate Select Committee on 

Intelligence ） 及 び 下 院 情 報 特 別 委 員 会 （ House Permanent Select on 

Intelligence）は中央情報局（Central Intelligence Agency）をはじめ、情

報活動に関わるすべての政府機関及び軍の情報活動を監視することを任務と

する。これらの機関の予算授権法及び関連法案を審査することで、予算、組

織等についても監視を行う（国立国会図書館「調査と情報」806 号６頁）。 

政府は、現在進行中の情報活動（実行前のオサマ・ビン・ラディン殺害計

画など）などについては委員長ら幹部にのみ情報提供するものの、その割合

は５%ないしそれ以下でしかない（衆議院欧米各国の情報機関に対する議会監

視等実情調査団報告書 59 頁の上院情報特別委員会グラニス首席補佐官発言）。

つまり、かなり機微な情報にいたるまで委員がアクセス可能なのである。 

これは、情報特別委員会が、情報機関の予算や人事について審査し得る立

場にあることが大きな要因となっていると考えられる（上記報告書 60 頁の上

院情報特別委員会グラニス首席補佐官発言）。 

そこで、日本の情報監視審査会にも、特定秘密を所管する省庁の予算や人

事についての意見や報告書を出す権限を与えることで、よりスムースな情報

の提供がなされることが期待し得る。 

(4) スタッフの充実 

アメリカの両院情報特別委員会においては、「情報機関が議会への報告なし

に活動することのないよう、スタッフは、委員からの指示又は自らの判断に

より、毎日のように情報機関の職員と会い、また、秘密活動の計画が法律の

枠内で行われているか精査する会議を開くなどして、情報機関が法に準拠し

我々に情報を開示して作戦を行っているのかどうかをチェックし、怪しい動

きがあれば事実解明を行っているようである」とされる（衆議院欧米各国の

情報機関に対する議会監視等実情調査団報告書 22 頁。なお、同報告書 11 頁
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によると、上院情報特別委員会スタッフは 37 名、下院は 38 名である。）。 

これらのスタッフの活動は、秘密指定の適否をチェックするためになされ

るものではない。しかし、委員会活動による政府監視の実効化という側面で

は参考になると思われる。 

日本でも情報監視審査会のスタッフを増強し、よって、スタッフが日常的

に調査をする態勢を構築することも検討すべきである。 

なお、アメリカの両院情報特別委員会のスタッフの大部分は諜報関連業務

経験者である（上記報告書 22 頁）。そのことで調査が実効化される側面もあ

ろう。しかし逆に、諜報部門の考え方に引きずられる側面もあると考えられ

る。日本では、両方の側面を考慮しつつ、特定秘密に関連する省庁出身者を、

一定程度、ノーリターン・ルールの下で情報監視審査会のスタッフとして採

用することも考えられてよいであろう。 

(5) 特定秘密以外の秘密のチェック 

特定秘密以外の秘密についても国民の目から隠されていることに変わりは

なく、その指定の適正化が必要である。 

よって、情報監視審査会が特定秘密以外の秘密についても指定などの監視

をなし得るよう、権限と人員の拡充が求められる。 

第２ 独立公文書管理監について 

１ 独立公文書管理監の設置経過 

秘密保護法の審議過程において特定秘密の指定が恣意的になされることが

懸念されたが、そのため秘密保護法には附則９条が設けられた。同条は、「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の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」と規定している。これを受け、2014

年 12 月 10 日、内閣府に独立公文書管理監が設置された。 

２ 独立公文書管理監の権限 

独立公文書管理監の権限は以下のとおりである。 

①必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を

含む資料の提出若しくは説明を求め、又は実地調査をする（運用基準Ⅴ３

(1)イ）。 

②行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファ

イル等の管理が秘密保護法等に従って行われていないと認めるときは、当

該特定秘密の指定及びその解除をし、又は当該特定行政文書ファイル等を

保有する行政機関の長に対し、当該指定の解除、当該特定行政文書ファイ

ル等の適正な管理その他の是正を求める（運用基準Ｖ３(1)ウ、４(2)イ

(キ)）。 
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③特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が秘密

保護法等に従って行われていない旨の通報を受理し、必要な調査を行う

（運用基準Ｖ４(2)イ(ウ)及び(エ)）。 

３ 独立公文書管理監をめぐる問題点 

(1) 独立公文書管理監等の組織及び体制について 

ア 独立公文書管理監の権限行使を補助する情報保全監察室は、室長である

独立公文書管理監以下 20 名の体制で設置された。 

2014 年末時点における特定秘密が記録された行政文書は 189,193 件であっ

たが、半年後の 2015 年 6 月末時点では 230,121 件に増加しているところ、独

立公文書管理監が設置された 2014 年 12 月 10 日から 2015 年 11 月 30 日まで

の間に、独立公文書管理監が当該行政文書の内容を確認したのは 165 件にと

どまる。また、2015 年 12 月１日から 2017 年３月 31 日までの間に、独立公文

書監が内容を確認したのは 507 件にとどまる（2015 年と 2017 年に公表された

「特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理につい

て独立公文書管理監等がとった措置の概要に関する報告」）。 

2015 年に公表された「特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書フ

ァイル等の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概要に関する報

告」は、特定秘密が記録された文書等が多数に上ることを理由に、特定秘密

が記録された文書等のすべてを実際に確認することは困難であるとしている。 

上記のとおり、報告書公表までの検証・監察を前提とすれば、記録された

行政文書の数に比較して、実際に検証・監察がなされた件数は非常に少なく、

十分な検証・監察がなされたとは到底評価できない。他方で、既に特定秘密

が記録された文書は多数に上っており、今後も秘密指定の件数や特定秘密が

記録された文書の量は増加の一途をたどることが想定される。このような特

定秘密が記録された文書の量の多さを考慮すれば、現状の情報保全監察室の

体制では不十分であることが明らかで、今後、検証・監察が未了となる事項

がますます増加することが懸念される。職員数の増加を含めた体制の強化・

充実が図られるべきである。 

イ 情報保全監察室には独立かつ公正の立場から検証・監察を行うことが求

められており、組織としての独立性の確保は不可欠である。 

例えば、アメリカでは、カーター政権下で情報安全保障監督局（Information 

Security Oversight Office。以下「ＩＳＯＯ」という。）が設立されている

ところ、ＩＳＯＯは、組織としてはアメリカ国立公文書記録管理局に属する。

また、アメリカでは、ＩＳＯＯの職員は出身機関には戻らない、いわゆるノ

ーリターン・ルールによる運用がなされている。 

他方、日本の情報保全監察室の職員は、複数の省庁からの出向者であり、

多数の秘密指定を行っている防衛省、外務省及び警察庁からの出向者も含ま

れているものと考えられる。 

現在の検証・監察においては、対象となる省庁の出身者ではない職員が検
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証・監察を担当し、職員の出身省庁の検証・監察を担当しない仕組みが採用

されている。これで一定の独立性は確保されるであろうが、逆に十分な検証・

監察を行うことができるのか、出向者が出身行政機関に戻った場合に、検証・

監察のノウハウが各行政機関に伝わり、検証・監察の実効性を損なう事態が

発生するのではないかとの懸念を払拭することができない。 

したがって、情報保全監察室の職員は、出身行政機関には戻らないことを

前提とするノーリターン・ルールを定めるなどして、より情報保全監察室の

独立性を確保するとともに、職員の秘密保持義務につき、明確な基準を定め

ることが必要である。 

(2) 検証・監察の方法について 

ア 2015 年及び 2017 年に公表された「特定秘密の指定及びその解除並びに特

定行政文書ファイル等の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概

要に関する報告」によれば、文書不存在であった１件の秘密指定を除き、こ

れまで指定された特定秘密の全てについて、適正に特定秘密の指定が行われ

ているものと認められるとのことである。 

しかし、上記のとおり、独立公文書管理監は、特定秘密が記録された行政

文書の確認を十分に行っていない。 

そのために、具体的に特定秘密が利用などされるレベルでの秘密指定の検

証・監察が十分なさず、独立公文書管理監によるチェックが機能していない

ことが懸念される。 

したがって、独立公文書管理監の検証・監察としては、特定秘密が記録さ

れた行政文書について、どのような行政文書が特定秘密の記載された文書と

されているのか、特定秘密とされるものと特定秘密とされるべきではないも

のとが適正に振り分けられているのかといった点に重点を置いた検証・監察

が行われるべきである。 

イ 2015 年及び 2017 年に公表された「特定秘密の指定及びその解除並びに特

定行政文書ファイル等の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概

要に関する報告」においては、独立公文書管理監は各行政機関に対し、特定

秘密を記録する文書等について、できる限り複数の文書を提供するよう要請

し、これに応じて各行政機関から提出された文書について、文書等の内容が

指定された情報の内容と整合するかどうかの検証・監察が行われたとされる。 

上記のような検証・監察方法による場合、検証・監察の対象である各行政

機関が自ら検証・監察に供する特定秘密を記録する文書を選択できるのであ

るから、提出すべき文書等の選択に際し、恣意的な選択が行われ、行政機関

にとって都合の悪い文書等が任意に提出されることは期待できず、検証・監

察の実効性を著しく減殺すると評価せざるを得ない。 

したがって、検証・監察の実効性を確保するためには、独立公文書管理監

が確認する特定秘密が記録された文書等について、各行政機関の選択による

のではなく、独立公文書管理監が選択し、あるいは無作為に抽出した上で各

行政機関に提出を求めるべきである。さらに、公益通報や内部通報における
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通報者保護の仕組みを立法化により強化し、公益通報や内部通報をより活発

化させることにより、より精緻な検証・監察の実現を図るべきである。 

(3) 特定秘密以外の秘密 

情報監視審査会について述べたのと同じ理由により、特定秘密以外の秘密

についても、第三者機関により秘密指定などの適正が監視されるべきである。 

 

第３ その他秘密指定及び解除の適正確保に当たり考慮すべき
こと 

１ アメリカにおける秘密指定解除の現状 

アメリカでは複数の秘密指定解除の仕組みがある。 

なお、そこで重要な役割を担っているのがＩＳＯＯ、ＩＳＣＡＰである。 

情報保全監察局（Information Security Oversight Office）は、国立公文

書館の部局として設置されている。情報保全に関する行政監察権限とともに、

行政機関に対する機密解除請求権が付与されている（国立国会図書館「調査

と情報」806 号６頁）。 

省庁間機密指定審査委員会（Interagency Security Classification Appeals 

Panel）は、機密指定に関して重大な役割を担う行政機関の代表者（国務省、

国防総省、司法省、国立公文書館、国家情報官室及び国家安全保障問題担当

大統領補佐官から同委員会の構成員として任命された幹部レベルの代表者並

びに必要に応じ中央情報局長官が指名する非常任の代表者）による合議制機

関であり、審査請求に対する裁決等を行う（国立国会図書館「調査と情報」

806 号６頁）。 

以下、秘密解除の仕組みについて説明する。 

(1) 自動秘密指定解除 

情報の作成から 25 年が経過した各暦年の 12 月 31 日に、当該情報の秘密指

定を解除するもの 

(2) 体系的秘密指定解除審査 

自動秘密指定解除を免除された記録に対して義務付けられているもの 

(3) 裁量的秘密指定解除審査 

開示による公益が秘密指定を継続する必要性より大きくなった場合、また

は、省庁が、情報の保全はもはや不要となり、早めに秘密指定解除できると

判断した場合に行われる。 

(4) 強制的秘密指定解除審査 

国民からの請求を受けて、情報の秘密指定解除を行うかどうかを直接的か

つ特別に審査するもの 

（以上は衆議院欧米各国の情報機関に対する議会監視等実情調査団報告書

に添付されていた「2012 Annual Report to the President」9 頁の翻訳に

よる。） 

ＩＳＯＯ「2015 REPORT TO THE PRESIDENT」10、14 頁によると、2015 年に
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自動秘密指定解除により秘密指定解除されたのは 3,604 万 2,022 頁、体系的

秘密指定解除審査により秘密指定解除されたのは 70 万 6,859 頁、裁量的秘密

指定解除審査により秘密指定解除されたのは 3 万 708 頁である。また、強制

的秘密指定解除審査により、全体として秘密指定解除されたのが 24 万 717 頁、

一部解除されたのが 10 万 9,349 頁となっている。十分かどうかは置くとして、

一定数の秘密指定解除がなされている事実が浮かび上がる。 

他方、日本では現在まで、秘密指定要件がないことを理由に特定秘密の指

定が解除されたほとんど例はない。よって、アメリカにおける秘密指定解除

の在り方に学ぶところがないかどうか検討する必要があると思われる。 

以下、アメリカの秘密指定解除制度を参考に検討を行う。  

２ 自動秘密指定解除ないし有効期間延長のあり方 

自動秘密指定解除については、有効期間の延長のためにはＩＳＣＡＰが承

認したガイドラインにのっとることが必要とされる（当実行委員会がＩＳＯ

Ｏ視察に行った際に説明資料として提供された Ellen Knight and A.J.Lutz

「An Overview of the Information Security Oversight Office」7 頁及びＩ

ＳＯＯ側からの説明内容）。このガイドラインは、例えば国務省のガイドライ

ンであれば、人的情報源や核兵器などの秘密の種類毎に有効期間が延長され

るべき場合とそうではない場合とについて記述するものである。 

他方、秘密保護法においては、「秘密指定の有効期間を延長するに当たり、

第三者機関が承認したガイドライン」によることは必要とされていない。内

閣府の承認が必要とされるのみである。 

各省庁が有効期間を延長する場合について一定程度詳細なガイドラインを

作成し、かつそれについて第三者機関による承認を必要とすることで、一定

程度有効期間の延長判断を客観化できる可能性がある。よって、日本におい

ても第三者機関により承認されたガイドラインによらなければ有効期間の延

長をなし得ないとの仕組みの導入は検討されるべきである。 

３ 省庁内における秘密解除 

オバマ大統領による大統領令 13,526 号により、体系的秘密指定解除につい

ては、各行政機関において、米国国立公文書館の公文書管理官が恒久的な歴

史的価値を有すると決定した機密記録を対象として行うものとしている。対

象は自動秘密指定解除を免れたものであり、そのような意味では自動秘密指

定解除制度とセットになるものである。 

他方、日本では、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関

し統一的な運用を図るための基準」（運用基準）において、行政機関の長が、

その職員に、特定秘密指定の理由を点検させ、指定の要件を満たしていない

と認めるときは、速やかに指定を解除するとの規定を設けている程度である。 

確かに、アメリカにおいては、体系的秘密指定解除により大量の文書が秘

密指定解除されている。しかし、それはむしろ自動的秘密指定解除における
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免除が広範に認められていることと裏腹の関係にあると思われる。また、体

系的秘密指定解除制度は、あくまでも省庁内部における秘密指定の見直しで

ある。よって、政権交代がまれで、かつ、メリットシステムが根付いている

ため行政庁内の流動性が乏しく、前例踏襲となりがちな日本の省庁で同様の

制度を導入したとしても、それら単独で秘密指定解除がなされるようになる

とは想定しにくい。 

ただし、日本における特定秘密指定の理由の点検は、メリハリも実効性も

ないと考えられるのであり、歴史的価値が高いと判断される文書について優

先的に解除審査をする仕組みの導入は、一考に価すると思われる。その際に

は、裁量的秘密指定解除のように、秘密指定要件がある場合でも解除し得る

ことを明確化することも検討すべきだろう。 

また、衆議院情報監視審査会平成 28 年年次報告書 2 頁は、「内閣情報調査

室は、各行政機関がそれぞれの内規に基づいて行う定期点検の点検日、点検

項目、点検内容について取りまとめ、その実施状況について国会報告に掲載

すること」との指摘をしているし、同６頁は、今後情報監視審査会が定期点

検等の実質化を図る必要性があることを指摘している。この点、アメリカで

は、大統領令 13,526 号により、省庁に対し、継続的な自主監査プログラムを

構築・維持し、毎年ＩＳＯＯ局長に報告するように義務付けているが（ＩＳ

ＯＯ「2015 REPORT TO THE PRESIDENT」19 頁）、衆議院情報監視審査会はそれ

に類似する制度を志向していると言える。将来的には、定期点検の実効性を

確保するため、第三者機関が、内規の適否も含めた審査を行うべきと考えら

れる。 

４  強制的秘密指定解除審査 

解除請求を受け付け第１次審査をするのは各省庁であるが、ＩＳＣＡＰが

上訴手続を担当している。このように第三者の目により最終審査されること

により、各省庁における強制的秘密指定解除審査あるいはその他の秘密指定

解除の判断に影響を与えることも想定される。 

他方、日本には同様の制度はない。 

アメリカに強制的秘密指定解除審査制度があるのは、国家安全保障上の理

由により秘密指定された情報がＦＯＩＡ（情報自由法）における非開示事由

として位置付けられているためであろう。つまり、強制的秘密指定解除審査

で秘密指定解除された場合、ＦＯＩＡ上の他の非開示事由がない限り、文書

は開示されることになる。日本の情報公開法では、国家安全保障情報につい

て秘密指定されていることが非開示事由とはされていないので、現行の情報

公開法制の下では強制的秘密指定解除審査制度の意義はないことになる。  

しかし、そもそも秘密指定されてもいない、つまり、事前の何らかの指定

手続きもない国家安全保障情報を非開示事由とする現行情報公開法の妥当性

自体問われる必要があるであろう。本来は情報公開法中非開示事由に関する

規定を改正し、国家安全保障情報については秘密指定された情報のみ非開示
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事由に該当するものとすべきである。その場合には情報公開審査会ないし情

報公開訴訟における裁判所がＩＳＣＡＰと同じような機能を果たすことが期

待される。そうすれば、裁判所や情報公開審査会の判断が、省庁内部におけ

る秘密指定、独立公文書管理監や情報監視審査会の権限行使の在り方をコン

トロールすることにもつながり得る。 

５ 秘密の実際の使用場面のチェックもなしうることを明確化すること 

アメリカでは、機密指定を最初に行うことを原機密指定（指定された情報

が、原機密）、既に機密指定されている情報から新たに生成などして生み出さ

れた情報を派生秘密としている。派生秘密は原機密指定者により作成された

文書や秘密指定ガイドを基に作成される。すべての派生秘密は原機密に遡る

ことができる必要がある。2015 年に指定された top secret（機密）は原機密

で 2,142 件、派生秘密で 967 万 9,301 件、secret（極秘）は原機密で 3 万 6,151

件、派生秘密で 3,620 万 6,472 件、confidential（秘密）は原機密で 1 万 5,132

件、派生秘密で 689 万 2,581 件である（ＩＳＯＯ「2015 REPORT TO THE PRESIDENT」

２頁、６頁）。 

原機密指定と派生秘密との関係について、衆議院欧米各国の情報機関に対

する議会監視等実情調査団がＩＳＯＯなどを視察した際、先方は「ＣＩＡは、

例えば、情報源という項目をオリジナル指定してしまって」いると説明して

いる（報告書 70 頁）。このようにある原機密が極めて広範囲に指定される可

能性があり、その場合に原機密の指定の適否のみ審査しても実りある審査と

はならないと思われる。しかし、文書に記載などされ現に利用されている具

体的な派生秘密についてもＩＳＣＡＰなどによる秘密指定の適正さの監視が

行われることにより一定程度秘密指定が解除されるなどの成果に結び付いて

いると考えられる。 

日本には原機密指定と派生秘密という区分はない。 

そのため極めて広範・抽象的な特定秘密の指定がされ、秘密指定の実効的

なチェックがなされないようになっている。少なくとも独立公文書管理監や

情報監視審査会において、特定秘密の指定のみならず、それが実際に文書な

どに表現される各場面においても、特定秘密としての要件を満たしているか

どうかチェックできることを、法律などに明記することが必要だろう 

なお、衆議院情報監視審査会平成 28 年年次報告書 13 頁には、独立公文書

管理監が積極的な姿勢で文書を確認していると述べたとの記載がある。しか

し、これはあくまで特定秘密文書の名称の検証のためであると考えられるの

であり、不十分である。 

 

第４節 適性評価制度について 

秘密保護法では、適性評価制度が導入され、プライバシー侵害など諸方面からの

批判がなされている。第４節では、同制度について論ずる。 
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第１項 適性評価制度の必要性 

特定秘密に指定されても、その管理がずさんで、漏れてしまっては意味がない。

例えば、特定秘密を扱う者が金銭的に困っている時に、外国の諜報機関に接触さ

れて、資金提供を持ちかけられたら特定秘密を漏らしてしまうのではないかとい

う恐れがないわけではない。そのような特定秘密の漏えいの旧称的な危険を防ぐ

ために、特定秘密取扱者の身辺調査などをする「適性評価」という制度が導入さ

れている。 

 

第２項 プライバシー侵害の恐れ 

一方で、適性評価は、評価対象者やその家族などのプライバシーに深く関わる

ものである。 

適正評価では、対象者の家族構成・同居人の氏名や国籍、犯罪歴・懲戒歴、情

報の取扱いに関する非違行為の経歴、薬物の濫用、精神疾患、飲酒についての節

度、借金などの経済状態といったことまで調査することになっている。例えば、

家族が海外留学しているとか、花粉症で薬を飲んでいるとか、酒癖が悪いかどう

かとか、車が趣味で数年ごとに乗り換えてローンがあるとか、そういったことま

で調査することになるし、上司や同僚、知人にも質問ができ、金融機関に照会を

かけて金銭の出入りまで把握することが可能である。 

過剰にプライバシー情報を収集しているのではないかというおそれがないとは

言えない。 

適性評価について、苦情は出ていないということであるが（「特定秘密の指定及

びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告」（2016 年４月）12 頁参照）、

そもそも適性評価を受けることに同意している者は、過剰にプライバシーを収集

されても文句を言えない状況に置かれていると考えることも可能であろう。 

 

第３項 適性評価制度のアンバランス 

その一方で、大臣、副大臣、政務官等がそもそも適性評価を受けないのはバラ

ンスを欠くようにも思われる。また、同居していない愛人の有無については適性

評価の対象外なので、ハニートラップを防ぐことはできない。そうすると、「大臣

の愛人」は二重の意味で適性評価の対象外となるのである。こうして見ると、適

性評価の対象となっている者とのアンバランスさが際立ち、適切に情報漏えいを

防ぐ仕組みができているとは言い難い。 

 

第４項 流用の禁止と例外、例外の問題点 

このようにプライバシーに関わるものであることから、特定秘密を扱う可能性

がない者まで適性評価の対象にすることは避けるべきであるし、対象になるにし
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ても過度なプライバシー侵害にならないようにしなければならない。例えば、思

想、信条、信教、政治活動、市民活動、労働組合などの活動について調査しては

ならない。 

また、適性評価は、特定秘密を漏らす恐れがあるかどうかの判断のために特に

許された調査にすぎないのであって、原則として人事評価などのために流用して

はならないものである（秘密保護法 16 条）。ところが、適性評価実施担当者と人

事担当者が同一人である場合、適性評価の実施結果が人事評価や任用に影響する

恐れがある。警察庁と防衛省では、同一人が両方の業務を担当していることが判

明している。そのため、衆議院情報監視審査会から、人事担当者と適性評価の担

当者は分けるべきではないかと指摘があり、警察庁と防衛省では、適性評価の実

施事務を担当する課長補佐級以下の担当者が人事評価及び任用に直接関与しない

こととした他、内閣官房から関係行政機関に対し、事務連絡を発出して趣旨を徹

底することとした。  

特に、公安警察や防諜担当部署に情報提供するようなことはあってはならない

ことである。法で禁止されているということだけでなく、プライバシー侵害に当

たる調査をするため、適性評価を受けるに当たって同意を得ることとしているの

であり、それ以外の目的のために流用することは同意の対象外だからである。 

もっとも、秘密保護法 16 条には、例外的に自ら利用したり、提供したりできる

場合が定められている。国家公務員の欠格事由に該当する場合（成年被後見人や

被保佐人である場合、禁固以上の刑に処せられた場合、懲戒免職されて２年を経

過していない場合など。国家公務員法 38 条）だけでなく、分限の手続に関する事

由（勤務実績が悪い場合（国家公務員法 78 条１号）や刑事事件で起訴された場合

（国家公務員法 79 条）、懲戒処分に該当する場合（国家公務員法 82 条）など）も

含まれる。 

そうすると、人事担当者が、当該適性評価を受けた者の勤務実績がちょっと悪

いと感じた場合や、戒告に該当するかどうかという軽微な問題行動があっただけ

の場合にも、適性評価によって得られたプライバシー情報を、人事担当者が得る

ことが可能となってしまうおそれがある。 

秘密保護法 16 条が例外的に提供できる場合について、提供できる先について限

定をしていないため、適性評価を受けた対象者が所属する省庁以外に情報が提供

されることもありうる。特定秘密に関する事件ではない軽微な刑事事件が問題に

なっていても、適性評価によって得られたプライバシー情報を公安警察などの第

三者に提供することが可能と解釈され得ることになってしまう。 

例えば、東京新聞 2017 年１月 19 日の報道では、加須市の障がい者福祉課長が

「反原発ツアー」で福島県に行くために、割り勘でレンタカーを借りた行為を白

タク行為だとして逮捕勾留された事件がある。報道では、この課長は中核派であ

るとされていたが、原発に反対するだけで中核派だと扱っているのではないかと

いう疑いもある。原発に反対しているという思想を持っていて、現地視察をする

こと自体、なんら犯罪行為でもテロ行為でもないし、割り勘でレンタカーを借り

て旅行するようなことは一般的にあり得ることである。これを犯罪として扱うこ
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と自体あり得ない事件で、これは不起訴処分になった。しかし、たとえ公務員が

相手でも、軽微な事件がないかを粗探しし、立件していくことは可能なのである。

その上で、適性評価で得られたプライバシー情報を公安警察に流し、その情報に

基づいて更に公安警察が内偵をするということもあり得ないことではない。その

ような運用をするはずがないと反論されるかもしれないが、将来にわたってその

ようなことがないという保証はない。このような余地のある法律であることを認

識しておくべきである。このような濫用の余地のある法律は、廃止の上、改めて

適切な制度を設計すべきであろう。 

 

第５項 適性評価拒否と不利益取扱い 

第１ 適性評価拒否の実態 

2015 年１月１日から 2016 年 12 月 31 日までの２年間で適性評価を受けた人数

は 22 機関で 11 万 7,563 人（特定秘密を取り扱う事業者の従業員 3,488 人を含

む）である（「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関す

る報告」の 2016 年４月 26 日報告・表５、同報告の 2017 年５月 19 日報告・表

４参照）。その内訳を見ると、防衛省関係が圧倒的に多く 10 万 7,441 人であり、

警察庁の 3,495 人、内閣官房の 2,158 人、外務省の 1,992 人、防衛装備庁の 1,719

人が続く。 

上記の適性評価を受けた 11 万 7,563 人の内、適性評価で不適性とされた人数

は１人である。また、適性評価を受けることを拒否した人数は 46 人であり、適

性評価を受けることに同意をしたものの、その後同意を取り下げた人数は３人

であった。つまり、特定秘密を取り扱うことになる可能性のある者（ここには

秘密保護法施行以前に秘密を取り扱っていた者も含まれると考えられる。）のな

かで、特定秘密を取り扱う業務から外されても構わないから適性評価を受けた

くないと考えた者が 49 人いたということになる。 
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（「特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施の状況に関する報告」（2016 年

４月） 
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第２ 拒否と不利益取扱い 

適性評価はプライバシー侵害の程度が著しいことから、これを拒否したり、

同意を取り下げたりすることも当然に予想されるものであるが、拒否や同意の

取下げがあったからといって不利益に取り扱われることは許されるべきではな

い。適性評価を通じて、政府が問題視している職員等のプライバシーを調査し、

不利益に取り扱う恐れが全くないわけではないから、それを避けたいと思うこ

ともあり得る。また、プライベートと職務遂行能力や適性は別であるとして、

国家にプライバシーを把握されることをよしとせず、適性評価を拒否すること

も考えられる。もともと同意がなければ実施できないし、プライバシー侵害の

程度が著しいのであるから、同意しないことで不利益に扱ってはならないこと

は当然であろう。 

また、人事異動の際に、適性評価を拒否したり、拒否しているから異動させ

るという場合に、人事担当者が適性評価の内容を把握しないまでも、適性評価

を拒んでいることを把握して、以後、閑職に回すということも考えられるが、

そのようなことがあれば国家の損失であろう。 

しかし、現行法上、適性評価について苦情を申し出たことについては不利益

取扱いが禁止されているものの（14 条２項）、適性評価の結果それ自体や適性評

価自体の拒否については不利益取扱いが禁止されていない。上記の趣旨を踏ま

えれば、適性評価の結果いかんにかかわらず、また、適性評価の拒否に関わら

ず不利益取扱いが禁止されるべきである。 

 

第６項 まとめ 

このようにして見ると、秘密保護法は、秘密に接近しようとするマスコミや市

民を監視するだけでなく、秘密を取り扱う公務員や事業者の従業員のプライバシ

ーを把握して監視するものであると言えよう。そして、秘密を取り扱う担当者は、

形式的には適性評価に同意しているものの、同意しなかった場合に不利益取扱い

を受ける可能性があり、やむなく同意させられている場合も多いものと思われ、

プライバシー権を著しく侵害する恐れのある制度設計であると言える。その一方

で、大臣などについては適性評価の対象外となっていて、極めてアンバランスで

ある。このような適性評価の仕組み自体が憲法秩序に反しているとも言え、速や

かに秘密保護法を廃止し、より適切な制度設計をし直すべきだと考えられる。 

 

第５節 秘密保護のための刑罰・刑事手続 

秘密保護法を廃止する前に、秘密保護法違反事件ないし秘密漏えいを内容とする

刑事事件が起きることは、弁護士として想定しておかなければならない。かかる事

件は、通常の刑事事件よりも内心に踏み込んだ捜査が実施される可能性が極めて高

く、違法捜査、ひいては、冤罪事件の温床となりかねない。それゆえ一層、弁護活
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動が重要になることは、明白である。 

以下において、秘密保護法違反事件ないし秘密漏えいを内容とする刑事事件の問

題性、弁護人としての対応方法などについて論ずる。 

第１項 身体拘束前の捜査 

第１ はじめに 

１ 広範囲な処罰規定の設置 

秘密保護法は、故意犯処罰規定のみならず、過失犯処罰規定も設けている。

過失犯処罰を設けているのは、故意犯として立証ができなかった場合を想定

しているものと思われる。例えば、特定秘密を取り扱う者が、国民に政府の

悪行を知らせるため、あえて報道記者を自宅に招き、報道記者が勝手にデス

クをかき回し、特定秘密が漏れたという事案について、故意犯立証が困難で

あったとしても、不可罰にならぬようにしているのであろう。 

また、過失犯処罰規定のみならず、秘密保護法においては、一定の場合に

限り、「共謀」も処罰の対象としている。これは、既遂犯処罰を原則としてい

る我が国の刑事法体系において、極めて異質なものと言わざるを得ない。「共

謀」は、実行行為がない、いわゆる計画段階に過ぎない。客観的に、「共謀」

がなされたと判断することは、困難である。捜査機関としては、不可避的に、

捜査対象者の内心に踏み込まざるを得ないのである。このことは、捜査機関

が、被疑者に対して、自白を強要する捜査をしかねないことを意味する。ま

た、関係者に対して、司法取引や自首減免措置をちらつかせて、調書作成を

強要することもあり得る。 

２ 秘密保護法違反事件の端緒 

特定秘密の漏えい行為自体は、第三者の目に触れるような場所ではなされ

ず、専ら水面下でなされることが多いだろう。そのため、捜査機関が、事前

に、特定秘密の情報漏えいを把握し、情報漏えいがなされる前に、逮捕手続

をするというケースは、多くないものと思われる。 

むしろ、報道機関等が特定秘密を入手し、その内容を曝露した後に、捜査

が開始される場合が多いであろう。例えば、沖縄密約を暴いた西山記者事件

が最も近いケースと言えよう。 

また、次に考えられるケースとしては、別件にて捜査をしていた際、偶然、

押収した証拠物に、特定秘密の情報が含まれていたというケースである。 

最後に、最悪なケースとしては、特定秘密の情報漏えいを擦り付けられる

ことであろう。政府の意向が反映された捜査が、実行されるのであれば、こ

のようなケースは十分にあり得る。捜査対象としては、政府、特に内閣府の

意向に背く官僚あるいは、内閣府の悪行を暴こうとするジャーナリストであ

ろう。共謀罪であれば、例えば、複数の目撃証言を基に、逮捕状を請求する

ことも、十分に考えられる。 
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第２ 特定秘密暴露型の捜査手法 

１ 犯人性 

ある特定秘密情報が報道機関等のスクープ記事として暴露された場合には、

捜査機関は、情報漏えいをした可能性のある者のリストアップを始めること

が考えられる。 

リストの第１候補者は、行政機関において特定秘密を管理する者、すなわ

ち特定秘密管理者になるであろう。誰が、どのような特定秘密を管理してい

るのか、事前に把握しているため、漏えいした情報に照らして、対象者を絞

り込むことができる。 

次に、特定秘密の内容次第では、民間企業が情報を保有していることもあ

りうる。そのため、民間人のうち、特定秘密を扱うために前提として受けた、

適性評価の情報を基にリストアップするだろう。 

このようにして、情報漏えいの出所、人物を特定していくのである。 

そして、情報受領者については、署名入りで発表したジャーナリスト、専

ら政府に都合の悪い情報を報道するジャーナリスト、新聞記者を中心に特定

していくものと思われる。 

２ 証拠収集方法 

(1) はじめに 

他方、証拠収集は、容易ではない。殺人事件、財産犯の事件、あるいは交

通事故事件と異なり、秘密保護法違反事件の証拠は、証拠が現場に落ちてい

るわけではない。証拠の多くは、捜査対象者の身の回りにあるからである。 

捜査機関が、最も確保したい証拠は、捜査対象者の通信データである。し

かし、通信データの収集は、疎明資料の無い段階では、捜索差押許可状が発

付されないため、容易に行えない。 

(2) 違法捜査の実施 

証拠収集の困難性があるとはいえ、政府にとって情報漏えいされてはなら

ない特定秘密が暴露された場合には、政府が捜査機関に強いプレッシャーを

与えることは、容易に想像できる。その場合には、違法な捜査が実行される

こともあり得ないことではない。 

その違法捜査として実行され得るものは、通信傍受が代表例として挙げら

れる。2016 年７月、福岡県において、警察官を名乗った犯人グループが、７

億 6,000 万円相当の金塊が入ったアタッシュケースを窃取した事件が起きた。

福岡県警が、被疑者の携帯電話を傍受していたところ、愛知県警の警察官が

家宅捜索の情報を漏えいしていることが判明した。この事例を踏まえると、

捜査機関は、情報漏えいに対する有効な捜査方法が、通信傍受であると考え

ているだろう。 

次に、通信傍受以外に考えられる違法捜査としては、盗聴及び盗撮である。

捜査対象者の携帯電話番号が不明なケースや、捜査対象者が通信傍受を警戒
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し、携帯電話などによっては捜査機関が把握したい情報のやり取りがない場

合である。ごく最近においても、捜査機関は、無断撮影行為を実施している。

2016 年に公職選挙法違反の捜査と称して、野党の支援団体が入る建物敷地に

無断で隠しカメラを設置していた事件が起きた。この事件が発覚したため、

捜査員及びその上司は、建造物侵入罪で略式起訴され、罰金刑が科されたが、

当該事件以外にも、捜査機関が、盗聴及び盗撮行為をしていることは、否定

できない。現代における、盗聴や盗撮機器は、小型でも高性能であり、専門

家でなければ、見抜けない可能性もある。隠密裏の盗聴などが可能なのであ

る。 

(3) 最新の科学技術による証拠収集 

ア XKEYSCORE 

XKEYSCORE とは、インターネット上の電子メールなどを収集・検索できる

監視システムである。これは、2013 年に、米国国家安全保障局（ＮＳＡ）が、

日本に対し、提供したとされる装置である。日本においてＮＳＡが活動をす

る見返りとして、提供を受けたものとされている。 

ただ、日本がＮＳＡから提供を受けて約４年近く、XKEYSCORE の存在は、

明らかにされることがなかった。エドワード・スノーデン氏から情報提供を

受けた報道機関が、2017 年４月 24 日に発表し、明らかとなったのである。

現時点において、政府が、XKEYSCORE を使用したのか否か、犯罪捜査に使用

されたかどうかについては、明らかになっていない。 

ただ、秘密保護法違反事件は、前記のとおり、証拠収集が、極めて困難で

ある。政府指示の下、秘密保護法違反事件において、XKEYSCORE が用いられ

ても、何ら不思議ではない。 

イ ＩＭＳＩキャッチャー 

XKEYSCORE の他に、新技術の捜査手法として注目される可能性があるのは、

ＩＭＳＩキャッチャーである。 

これは、端的にいえば、携帯電話やスマートフォンの盗聴を行うための機

械である。すなわち、盗聴器そのものが、電波塔の機能を疑似的に作り出し、

ターゲットの携帯電話やスマートフォンと接続し、その結果、当該携帯電話

やスマートフォンがどのようなサイトにアクセスしているのか、どのような

情報を送受信しているのかを盗み見する手法である。 

現時点において、ＩＭＳＩキャッチャーが日本に導入されたとの情報はな

いが、XKEYSCORE と同様、水面下で情報を収集するには、好都合な技術であ

る。 

ウ 疎明資料としての使用の可能性 

上記新技術による捜査手法は、プライバシー侵害行為であるため、原則と

して、令状がなければ行えない捜査である。 

ただ、捜査機関は、法律が制定されるか、最高裁判所の判断が下されるま

で、ＧＰＳ捜査のように、任意捜査の下で行えるという態度を取るだろう。 

その場合、XKEYSCORE やＩＭＳＩキャッチャーにより取得した情報を、有
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罪立証の証拠として使うだけでなく、逮捕状や捜索差押許可状の疎明資料と

して利用する可能性がある。秘密保護法違反事件の場合には、捜索差押許可

状発布手続の違法性も検討対象に含めるべきであろう。 

第３ 共謀型の捜査手法 

共謀型事例においても、犯人性捜査及び証拠収集は、概ね特定秘密暴露型の

手法と変わりはないだろう。 

ただ、共謀型の場合には、特定秘密暴露型とは異なり、実際に、特定秘密が

漏えいしていない場面であり、特定秘密の情報漏えいの有無は、客観的証拠に

よっては判断できない。したがって、捜査機関は、捜査対象者を含めた関係者

の内心に踏み込まざるを得ないのである。 

このことから、共謀型事例では、携帯電話やスマートフォン等に残った通信

データのみならず、自白が欠かせない。そこで、捜査機関は、自首減免規定（法

26 条）を用いて、関係者の自白調書を取ろうと考えるであろう。 

また、司法取引の対象犯罪として、秘密保護法違反事件は挙げられていない

が、自首減免規定を利用して、起訴猶予処分を含む事実上の司法取引行為をし

かねない。 

したがって、通常の事件よりも、可視化と黙秘権の行使が極めて重要になる。 

第４ 別件型の捜査手法 

別件型の場合、捜査機関は、ターゲットにしている罪名の証拠収集が十分で

はない。それゆえ、捜査機関は、証拠収集のため、一旦、捜索差押手続を実施

できそうな罪名で、逮捕に踏み切るであろう。そして、携帯電話やスマートフ

ォンに記録されたデータを取得するであろう。 

他方、このような捜査手順について、弁護人として選任された時点では、必

ずしも、掴みきれていないことがある。そこで、弁護人としては、どのような

罪名で身体拘束された者であったとしても、職業、経歴、主な業務内容等につ

いては、確認すべきである。特定秘密に触れそうな業務に従事している者であ

ることが判明次第、別件逮捕の可能性を考慮すべきである。そして、その可能

性を被疑者に伝え、取調官の所属部署、口調、手持ち証拠の状況などを把握す

るように伝えるべきである。 

そして、取調べに臨む姿勢としては、別件の取調べであったとしても、可視

化と黙秘権の行使が極めて重要になる。 

第５ 捜索差押の現場における弁護人の役目 

１ 立会い 

特定秘密暴露型、共謀型の事件のいずれにおいても、身体拘束前に、捜索

差押が先行することもあり得る。例えば、捜査機関において、通信データ類

が削除される前に、証拠収集をしたいと考える場合においてである。 

また、捜査機関は、手元に、XKEYSCORE やＩＭＳＩキャッチャーにより証拠
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を取得した証拠しかなく、裁判において証拠排除の争点化回避のため、あえ

て身体拘束前に適式な令状により証拠収集をする場合もありうる。 

身体拘束前の捜索差押えの場合には、弁護人も、捜索差押えの現場におい

て、立ち会うことは可能である。秘密保護法違反事件の場合には、主に、通

信機器類、関係書類の押収が中心となる。 

そこで、監視役の弁護人としても、情報処理に明るい者が良い。また、弁

護人も複数名体制で、監視ができれば、その分だけ、違法な捜索差押えの予

防効果が期待できる。 

２ パソコン、スマートフォンないし携帯電話、タブレット類の捜索差押え

についての対処 

秘密保護法違反事件の場合には、通常事件以上に、パソコン、スマートフ

ォンないし携帯電話、タブレット類の捜索差押えを主目的で実施してくるは

ずである。 

それゆえ、弁護人としては、まず、被疑事実との関係で、捜索差押えの必

要性を検討すべきである。例えば、捜査機関としては、特定秘密の流出内容

を把握するための捜索差押え、情報提供者と情報受領者とのやりとり経過を

把握するための捜索差押が考えられる。特定秘密暴露型の場合には、前者の

ような捜索差押を要する場面は、少ないであろう。なぜなら、既にどのよう

な特定秘密が流出しているのか、把握できているからである。それゆえ、特

定秘密暴露型の場合において、特定秘密の流出内容を把握するための捜索差

押えを実行してきた場合には、捜査機関に対し、必要性が無い旨の異議を述

べることを考えるべきである。 

また、政治課題に影響を与えるような事件の場合には、国策捜査として、

別件の秘密保護法違反が存在しないかという観点から、捜索差押えをする可

能性がある。弁護人としては、捜査官が、パソコン等を発見した場合には、

どのような経緯を経て押収しているのか、厳格な監視が必須であろう。 

次に、電磁的記録そのものを差し押さえることができる記録命令付差押え

が法制度されたのであるから、かかる差押えによりデータの複写をさせるに

とどめ、パソコン、スマートフォンないし携帯電話、タブレット類そのもの

が押収されることの無いように努めるべきである。例えば、捜査対象がジャ

ーナリストの場合、通信機器を全て押収されることは、業務が行えないこと

を意味する。捜索差押えが、特定秘密の暴露に対する事実上の報復措置とし

て機能しかねないのである。 

なお、秘密保護法に関する情報を扱うジャーナリストに対しては、捜索差

押えのリスクを考慮して、バックアップデータ等を確保し、万が一、パソコ

ン等が押収されても、業務に差し支えないように対処を事前に促しておくべ

きであろう。 
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第２項 身体拘束後の弁護活動 

第１ 逮捕段階 

通常の刑事事件と同様であるが、当番弁護の要請があった場合には、可及的

速やかに、接見を行わなければならない。ただ、次のとおり、秘密保護法違反

事件の場合には、通常の事件と異なる点がある。それは、被疑者そのものが、

何故逮捕されたのか把握できない可能性があるという点である。 

例えば、特定秘密暴露型の事件であれば、情報発信者も情報受領者も、特定

秘密の内容について、把握しているケースが大半であろう。他方、特に共謀型

捜査の場合には、特定秘密の漏えいが発生していないため、少なくとも、情報

受領予定者には、特定秘密の具体的内容は把握できていない。これでは、情報

受領予定者が逮捕された場合、弁護人が、接見にて被疑事実の内容を把握する

ことは困難を極める。 

また、本項第２以降で後述するとおり、捜査機関は、自白を獲得するため、

様々な取調手法を繰り返すであろう。 

したがって、秘密保護法違反事件の場合には、通常事件よりも、見通しが立

てにくい上に、継続した弁護活動が求められる事件類型である。それゆえ、当

番弁護の要請があった場合には、一般的な当番弁護のワンポイント説明に留ま

らず、弁護人としての活動が期待される。 

仮に、当番弁護の担当者が、弁護人としての活動を消極的に考えるのであれ

ば、秘密保護法に精通している弁護士や刑事弁護の経験を有する弁護士へ交代

の打診をするべきであろう。 

万が一、秘密保護法違反事件に精通した弁護士が、迅速に、接見を行えない

場合には、当番弁護の担当弁護士が接見をして、権利告知や被疑者ノートの差

し入れることになるだろう。その際、少なくとも、被疑者には、秘密保護法に

精通した弁護士を紹介し、既に受任の内諾を得ていること、当番での接見内容

を提供してよいとの許可を得ておくことが、必須であろう。 

なお、権利告知を行う場合、取調官の取調べ手法を伝えることを忘れてはな

らない。被疑事実が不明な中で不安なのは、被疑者本人であり、取調官の利益

誘導等の違法な取調べに屈しやすいからである。 

第２ 勾留段階 

１ 特定秘密暴露型 

(1) 接見での注意点 

特定秘密暴露型の事件の場合、概ね、被疑者自身が、特定秘密の内容を把

握しているであろう。また、当番弁護段階において、概ねの内容を確認して

いると思われる。 

ただ、勾留段階に入れば、弁護人は、勾留状を保有しており、被疑事実の

要旨が判明する。被疑事実の要旨に記載された内容を基に、更に被疑者が把

握している事情は無いか、深く確認することになろう。 
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なお、被疑事実の要旨には、特定秘密の内容が記載されていない事例が多

数であると思われる。この点を捉えて、勾留理由開示の際、犯罪の嫌疑性を

問題視するのも、一つの弁護の在り方であろう。 

(2) 取調べ対策 

通常事件と同様、可視化と黙秘権のセットでの対応が不可欠である。ただ

し、被疑者には、更にもう１点の実践を求めたい。それは、取調べを通じて、

捜査機関の保有する証拠を把握することである。 

取調べにおいて、特定秘密の漏えい方法等についての質問があるはずであ

る。被疑者が黙秘権を行使し得る場合、取調官は、執拗に、尋問をしてくる

だろう。その場合に、被疑者は、取調官に対して、正確に供述するために、

証拠の閲覧を求めるのである。このようにすることで、捜査機関が万一に違

法行為をしていた場合において、違法収集証拠の主張を展開できるものと思

われる。 

２ 共謀型 

(1) 接見での注意点 

被疑者自身が、情報提供予定者の場合には、特定秘密の内容を把握してい

るだろう。この場合には、特定秘密暴露型の事案と同様、具体的な特定秘密

の内容を確認するべきである。 

他方、被疑者自身が、情報受領予定者の場合には、事情把握が難航される

だろう。事案によるが、情報受領予定者が、特定秘密の内容について、全く

把握していないのであれば、かかる者からの情報聞き取りは期待できない。

この場合における情報取得の方法は、２通りあり、１つは、共犯者（情報提

供者）の弁護人から事情を伺うことである。もう１つは、被疑者に対して取

調官の質問を詳細に記憶するように指示し、取調官の質問内容から、事案を

推測することである。 

(2) 取調べ対策 

捜査機関にとって情報提供予定者、情報受領予定者のいずれか一方しか判

明していないため、いずれか一方が逮捕・勾留されていない場合もある。こ

のような場合、取調官は、誰に特定秘密を提供するつもりだったのか等につ

いて、根掘り葉掘り質問するだろう。 

例えば、情報提供予定者が逮捕・勾留された場合において、注意すべき質

問は、「情報受領予定者は、〇〇か」との質問である。〇〇には、家族、親し

い友人、部下、上司などが入る。それらの者に迷惑をかけたくないがゆえに、

取調官の誘導に従い、自白をしかねない。特に、接見等禁止決定が出され、

家族等との面会ができない場合には、情報提供予定者が精神的に不安を抱え

ているはずであるから、弁護人としては、かかる不安に対するフォローが欠

かせない。 

(3) 勾留理由開示の活用 

事案によるが、共謀型の場合には、勾留理由開示を実施することも検討す
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べきであろう。 

なお、勾留理由開示は、公開の法廷で行われるところ、事実上の記者会見

として情報開示できるメリットもある。 

勾留理由開示を行う場合には、以下の点にも留意するべきである。 

勾留理由開示の裁判において、第１に、裁判官に対して、漏えい罪の行為

態様、特に特定秘密の内容について、釈明を求めるのである。弁護人の釈明

に対して、「捜査の秘密で釈明には応じられない」と拒絶する裁判官もいるだ

ろう。このような場合には、裁判官に対して、勾留理由開示の趣旨に照らし

て釈明に応じるべき理由を述べるべきである。それでも、なお釈明に応じな

いようであれば、勾留の違法性について、準抗告で争うことを検討すること

になる。 

第２に、弁護人は、裁判官に対して、当該勾留事件の証拠構造の釈明を求

めることになる。細かな証拠内容には触れない裁判官が少なくないが、弁護

人としては、どのような証拠収集がなされているのか、可能な限り、釈明を

して、できる限り多くの情報を持ち帰るようにするべきであろう。 

 

第３項 公判段階における弁護活動 

第１ 保釈制度の活用 

１ 特定秘密暴露型 

身体拘束の長期化を避けるため、保釈制度を活用すべきである。特定秘密

暴露型においては、捜査機関は、概ね関係者を把握しており、また、証拠収

集も概ね完了しているだろう。 

ただ、捜査段階において、情報提供者及び情報受領者のいずれも、黙秘を

貫き、かつ、署名指印を拒否している場合には、口裏合わせを理由に、保釈

許可が下りない可能性がある。このようなことを見越して、勾留理由開示に

て、情報提供者及び情報受領者の主張を語らせておくことも、利点となろう。

なぜなら、勾留理由開示で語った内容は、調書として残されるため（刑事訴

訟規則 86 条）、実質的に供述調書を作成した状況となるからである。 

２ 共謀型 

検討を要する事案としては、情報提供予定者あるいは情報受領予定者のい

ずれか一方を逮捕・勾留できていない場合、あるいは、情報提供予定者ある

いは情報受領予定者の双方を逮捕・勾留しているものの、供述を引き出せて

いない場合である。これらの場合、検察官は、保釈請求に対する意見として、

口裏合わせ等により証拠隠滅の恐れありとの理由を付して、「不相当であり、

直ちに却下されたい。」と意見を述べるだろう。 

これに対する対応策としては、第１に、誓約書の提出が考えられる。なお、

誓約する際、通信データは保存しておくこと、電話内容も録音しておくこと
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を記載すると良い。これらの証拠があることで、後日、口裏合わせの主張に

対する反論が可能となるからである。 

第２に、被告人が、捜査機関に秘して、直接事件関係者に会うことは事実

上不可能であることを裁判官に伝えることであろう。なぜなら、良し悪しは

別として、保釈許可が下りれば、捜査機関が尾行を実施する可能性が大いに

あるからである。現に、パソコン遠隔操作事件では、警視庁特殊捜査班が尾

行していた。 

したがって、弁護人としては、これらの事案においても、裁判官に面談を

申し込み、丁寧に説明し、保釈を促すべきであろう。 

第２ 外形立証との攻防 

１ 外形立証とは 

検察官は、秘密保護法違反事件において、いわゆる外形立証により有罪立

証を考えるものと思われる。 

外形立証とは、①秘密の指定基準が定められていること、②当該秘密が国

家機関内部の適正な運用基準に則って指定されていること、③当該秘密の種

類、性質、秘密扱いをする経緯、を立証するという方法である。つまり、特

定秘密の内容そのものを明らかにすることなく、有罪判決を獲得するという

立証手法なのである。その結果、問題視されている情報が、特定秘密の指定

がなされているものなのか否か、秘密の要件を満たしているかどうかも含め

て、検証不能に陥り、被告人の防御権が脅かされかねない立証手法なのであ

る。 

秘密漏えい事件において、いわゆる外形立証を許容した裁判例（外務省ス

パイ事件・東京高判 1969 年３月 18 日（判タ 236 号 213 頁））がある。本件の

第１審判決は、「検察官としては、具体的立証の方法として、必ずしも秘密の

指定のあった事項の内容をそのまま明らかにしなければならないものではな

く、これに代えて、秘密の指定の手続、秘密指定のあつた事項の種類、性質、

秘密の取り扱いを必要かつ相当とする合理的な事由等を立証することによっ

て右指定の実質的秘密性を推認させることも可能であり、このような場合に

はとくに反証のないかぎり、立証の責任をつくしたものと解してさまたげな

い。」との判断を示し、控訴審も、この判断を肯定した。 

ただ、裁判所は、秘密漏えい事件において、必ずしも外形立証のみにて判

決を下しているわけではない（ラストボロフ事件・東京高判 1957 年９月５日

（判時 124 号１頁）参照）。下級審判断として確立された状況でもなく、また、

現時点において最高裁判所の判断も示されていない。 

法律家としても、到底、外形立証を許容することはできない。外形立証が

肯定されると、事実上、挙証責任が被告人に転換されることになりかねない。

これは、無罪推定という刑事裁判の原則を蔑ろにしかねないのである。 

また、共謀型など特定秘密の内容を被告人自身が把握できていない事件の

場合には、被告人において、反証を実施するのは至難の業であり、防御権は
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著しく制約される。これは、被告人の防御権及び裁判を受ける権利（憲法 31

条、32 条、37 条、82 条）を侵害しかねない。 

２ 公判前整理手続の実施 

2016 年刑事訴訟法改正により、弁護人は、公判前整理手続請求権を有する

こととなった（刑事訴訟法 316 条の２第１項）。秘密保護法違反事件において

は、特定秘密の内容を明確化させるため、公判前整理手続を求めるべきであ

る。 

弁護人が公判前整理手続を請求すると、裁判所の反応としては、「当面の間、

刑事訴訟規則上の打合せにて、争点整理をする方向で良いか」と、公判前整

理手続に付することに消極的姿勢を示すことがある。 

検察官も、公判前整理手続に付することについて、消極的姿勢を示すこと

が少なくない。そのため、検察官は、いわゆる類型証拠、主張関連証拠に該

当する証拠について、弁護人に任意開示する例が多い。また、2016 年刑事訴

訟法改正により、公判前整理手続において、証拠一覧表の交付請求が認めら

れることとなったが（刑事訴訟法 316 条の 14 第２項）、検察官は、証拠一覧

表の開示も、任意開示にて対応している。 

秘密保護法違反事件の場合、公訴事実上、特定秘密の内容が明確ではなく、

どのような情報を漏えいした疑いをかけられているのか、不明確なものにな

るだろう。それゆえ、弁護人としては、防御活動をする上で、検察官に証明

予定事実記載書を開示させることが欠かせない。しかし、証明予定事実記載

書においてすら、特定秘密の内容が外形的部分にとどまるものと思われ、積

極的な釈明を行使することになるだろう。これらの検察官の応対次第では、

刑事訴訟規則の打合せでは不十分であり、やはり公判前整理手続において、

争点整理を進めていかざるを得ない。 

なお、検察官が、前記１で述べた外形立証を念頭において有罪立証を実施

する姿勢の場合には、公判前整理手続において、法曹三者間で議論すべきで

ある。外形立証を供するか否かにより、証拠構造が全く異なるため、その後

の争点及び証拠の整理に大きく影響するからである。 

３ 証明予定事実記載書の積極的釈明のポイント 

(1) 特定秘密の具体的内容 

第１に、特定秘密の具体的内容を開示させる点にある。これに対して、検

察官は、特定秘密を公開の法廷で開示することは、特定秘密指定した趣旨を

没却しかねないとの理由から、特定秘密の具体的内容を開示しない対応をす

ると予想される。 

しかし、西山記者事件のように、特定秘密暴露型事案であれば、既に公に

されているのであるから、あえて特定秘密をブラックボックス化する必要は

ない。特定秘密暴露型事案において、検察官が特定秘密の具体的開示を拒む

意図は、当該特定秘密が存在することを、事実上の政府の公式見解として周
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知されたくないとの思いがあるものと思われる。 

また、共謀型事案の場合においても、特定秘密の内容が明らかにならなけ

れば、検察官の主張として、どのような計画があったと考えているのか、把

握のしようがない。これでは、弁護人及び被告人は、防御活動をしようがな

い。また、特定秘密の内容が明らかにならない場合、裁判所においても、共

謀内容を事実認定し得ないことになる。それゆえ、共謀型事案においても、

特定秘密のブラックボックス化は許されず、具体的内容の開示を求めるべき

である。 

(2) 任意開示資料からの推測 

第２に、検察官の任意開示資料から、特定秘密の内容の明確化を指摘する

ことである。 

弁護人からの再三再四の特定秘密の内容の具体化を求めても、検察官は、

「国家防衛上の機密」、「原子力発電所施設の構造、安全確認項目、警備保安

情報」などの抽象的開示しかしないことが予想される。 

このような場合には、検察官からの任意開示資料において、特定秘密の内

容につながるものがないか、確認するべきである。検察官が、いわゆる外形

立証を考えている場合であっても、特定秘密の種類、性質、秘密扱いをする

経緯は、証拠上明らかになっているであろう。この内容から、想定し得るの

か、検討することが有効であろう。 

(3) 被告人自身の保有する情報 

第３に、被告人自身が、特定秘密の内容を把握している場合には、かかる

情報を基に、特定秘密の具体的内容を追及する方法である。特定秘密暴露型

事案では、この方法が比較的用いやすいだろう。 

共謀型で、情報受領予定者が被告人の場合には、この方法を採用しにくい

ことが予想される。ただ、情報提供予定者も同時に公判請求されているので

あれば、共闘するべきであろう。情報提供予定者、情報受領予定者の双方の

認否が一致していなくても、特定秘密の内容を具体化するという点では、異

論はないはずだからである。 

４ 証拠開示の活用 

(1) 証拠一覧表の入手 

弁護人は、検察官に対し、検察官請求証拠の開示後、証拠一覧表の開示を

求めることができる（刑事訴訟法 316 条の 14 第２項）。検察官は、証拠一覧

の開示請求を受けたら、交付義務を負う。 

証拠一覧表を入手したら、まず、特定秘密文書及び特定秘密指定管理簿が

一覧表に挙がっていないか、確認されたい。次に、仮に、それらが一覧表に

挙がっていなくても、捜査報告書あるいは検証調書もしくは写真撮影報告書

として証拠を収集している可能性がある。いずれにおいても、一覧表に挙が

っている証拠は、全て、任意開示を求めるべきであろう。 

(2) 類型証拠の開示請求 
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検察官が任意開示請求を応諾しない場合、類型証拠の開示請求を検討する

ことになる。 

第１に、「証拠物」（刑事訴訟法 316 条の 15 第１項１号）として開示請求が

できないかという点であろう。「証拠物」とは、刑事訴訟法 306 条等における

「証拠物」と同義であると解されており、いわゆる凶器などの物証のほか、

文書も含まれる。 

特定秘密の情報は、紙媒体の文書か、あるいは電磁的記録の状態で保管さ

れていることが通常である。かかる文書等は、その存在自体が、特定秘密で

あることを証する文書であり、秘密保護法違反事件として、公判審理をする

以上、必須の証拠である。弁護人としては、特定秘密の文書等は、伝聞証拠

ではないから、「証拠物」に該当するとみるべきである。仮に、特定秘密文書

及び特定秘密指定管理簿が証拠一覧表に挙がっている場合には、この方法に

より証拠開示を求めるべきである。 

仮に、特定秘密文書及び特定秘密指定管理簿が、捜査報告書に添付された

形式であっても、当該捜査報告書そのものが、特定秘密の指定を立証できる

証拠物となるため、本号による開示の対象である。 

第２に、検証調書ないし写真撮影報告書としての開示請求ができないかと

いう点である。 

犯罪捜査に必要であっても、政府が、特定秘密の文書を検察官に提出する

ことを拒むことがありうる。その場合、検察庁に、特定秘密文書、特定秘密

指定管理簿の写しがないだろう。 

しかし、検察官としては、立証のため、確認しないわけにはいかない。そ

こで、検証調書ないし写真撮影報告書を用いることが考えられる。これによ

り、特定秘密の詳細について、検察官に開示することなく、特定秘密指定の

事実を立証する証拠になり得るからである。 

そのような場合には検証調書などとしての開示請求が可能となる。 

５ 証拠収集の違法性 

弁護人は、上記特定秘密の具体化に資する証拠開示を求めるとともに、そ

もそも、証拠収集が違法ではないかとの観点から、確認をしなければならな

い。 

違法収集証拠か否かを判断する上で、第一次証拠の開示は、欠かせない。

出所不明の証拠の場合には、XKEYSCORE やＩＭＳＩキャッチャーにより得た情

報に基づき収集した可能性があることを念頭に置きつつ、検察官に、出所の

経緯を開示させるべきである。 

また、捜索差押令状の疎明資料に違法性はないか、捜索差押え過程におい

て、違法がなかったか、この点についても、合わせて検討することになろう。 

言うまでもないことであるが、違法収集証拠から派生して取得した証拠の

場合には、いわゆる毒樹の果実理論を駆使して、証拠排除を求めるべきであ

る。 
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第６節 秘密保護法と公益通報・内部告発 

第１項 秘密保護法における内部告発の仕組みとその欠陥 

第１ はじめに 

秘密保護法は、特定秘密の取扱業務者等が、その業務により知得した特定秘

密を漏らした場合の刑事罰の規定を置いている（秘密保護法 23 条１項２項）。 

しかし、秘密保護法の運用に問題がある場合に、これを是正するために内部

告発をした取扱業務者等は、刑罰法令の適用などにおいて保護されるのだろう

か。 

秘密保護法上には、内部告発者保護に関する規定が、一切置かれていない。

そのため、内部告発に際して特定秘密についても言及した場合、内部告発自体

が秘密漏えいと評価され、処罰対象になる可能性があるという深刻な問題が生

ずる。このように秘密保護法上に内部告発者保護のための諸規定が欠けている

こと自体も、秘密保護法の重大な問題点と言えよう。 

第２ 通報窓口の設置 

秘密保護法の施行に伴って定められた運用基準Ｖ４は、特定秘密の指定及び

その解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正に関する通報について定

めている。 

１ 行政機関の通報窓口 

特定秘密の取扱業務者等は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文

書ファイル等の管理が、秘密保護法に従って行われていないと思料する場合

に、当該特定秘密の指定等に係る「行政機関の通報窓口」に、通報をするこ

とができる。ただし、取扱業務者等は、通報に際して、特定秘密指定管理簿

に記述された特定秘密の概要や特定秘密が記録された文書の番号を用いるな

どし、特定秘密を漏らしてはならないものとされている（運用基準Ｖ４(2)ア

（ア））。 

指定 20 省庁について、下記のとおり行政機関の通報窓口が設置され、公表

されている。 
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省庁名 部署（通報窓口） 
国家安全保障会議 国家安全保障局 
内閣官房 内閣総務官室 
内閣府 大臣官房総務課 
国家公安委員会 警察庁国家公安委員会会務官 
金融庁 総務企画局総務課 
総務省 大臣官房総務課 
消防庁 総務課 
法務省 大臣官房秘書課 
公安審査委員会 事務局 
公安調査庁 総務部総務課審理室 
外務省 大臣官房監察査察室 
財務省 大臣官房文書課業務企画室 
厚生労働省 大臣官房総務課 
経済産業省 大臣官房監察室 
資源エネルギー庁 長官官房総合政策課 
海上保安庁 監察官 
原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房総務課 
防衛省 大臣官房文書課 
防衛装備庁 長官官房総務官 
警察庁 長官官房人事課 

 
行政機関の長は、通報を受理した場合、調査の必要性を十分に検討し、調

査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び

理由を、通報者に対し、遅滞なく通知し（運用基準Ｖ４(2)ア（イ））、調査を

行う場合は、遅滞なく必要な調査を行うものとされている（運用基準Ｖ４(2)

ア（ウ））。 

行政機関の長は、調査の結果、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政

文書ファイル等の管理が、秘密保護法に従って行われていないことが明らか

になったときは、速やかに当該指定の解除、当該特定行政文書ファイル等の

適正な管理その他の適切な措置を講ずることとなる（運用基準Ｖ４(2)ア

（エ））。 

２ 内閣府独立公文書管理監の通報窓口 

独立公文書管理監は、内閣府に置かれる審議官級の職（１名）で、特定秘

密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイルの管理が適正に行われて

いるか検証・監察するとともに、通報窓口にもなることとなっている。独立

公文書管理監の下部組織として、職員 20 人規模の「情報保全監察室」が置か

れている。 

この通報窓口は、電話、ＦＡＸ、郵便、メールフォームにて通報を受け付

けている。 
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通報の要件（特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の

管理が、秘密保護法に従って行われていないと思料する場合）、及び、通報時

に秘密を漏らしてはならないとされる点は、上記の行政機関の通報窓口の場

合と同様である（運用基準Ｖ４(2)イ（ア））。 

通報には順序があり、独立公文書管理監への通報は、行政機関の通報窓口

への通報を行った結果、当該行政機関から調査を行わない旨の通知又は調査

の結果の通知を受けた後に行うことになっている。 

例外として、①その行政機関に通報をすれば不利益な取扱いを受けると信

ずるに足りる相当の理由がある場合、②その行政機関に通報をすれば証拠隠

滅等がされるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合、③個人

の生命・身体に危害が発生し、または発生する急迫した危険があると信ずる

に足りる相当の理由がある場合には、行政機関の通報窓口への通報を経ずに

独立公文書管理監へ通報することが可能である（運用基準Ｖ４(2)イ（イ））。 

独立公文書管理監は、通報を受理した場合、遅滞なく必要な調査を行い（運

用基準Ｖ４(2)イ（ウ））、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、

特定秘密である情報を含む資料の提出若しくは説明を求め、又は実地調査を

することができ（運用基準Ｖ４(2)イ（エ））、行政機関の長は、独立公文書管

理監の求めに応じて特定秘密を提供する（運用基準Ｖ４(2)イ（オ））。しかし、

行政機関の長は、当該特定秘密の提供が我が国の安全保障に著しい支障を及

ぼすおそれがないと認められないとして求めに応じない場合は、その理由を

独立公文書管理監に疎明する（運用基準Ｖ４(2)イ（カ））。 

独立公文書管理監は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファ

イル等の管理が、秘密保護法に従って行われていないと認めるときは、当該

特定秘密の指定及びその解除をし、又は特定行政文書ファイル等を保有する

行政機関の長に対し、当該指定の解除、当該特定行政文書ファイル等の適正

な管理その他の是正を求める（運用基準Ｖ４(2)イ（キ））。 

３ 運用基準上の通報者の保護 

通報の処理に関与した職員は、通報者を特定させることとなる情報その他

の通報に関する秘密を漏らしてはならず、又は知り得た個人情報の内容をみ

だりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない（運用基準

Ｖ４(3)ア）。 

行政機関の長は、当該行政機関の職員が、通報者に対し、通報をしたこと

を理由として不利益な取扱いをすることのないよう適切な措置を講じなけれ

ばならない（運用基準Ｖ４(3)イ）。 

行政機関の長は、通報者に対し、通報をしたことを理由として懲戒処分そ

の他不利益な取扱いを行った職員があるときは、当該不利益な取扱いを取り

消し、又は是正するとともに、当該職員に対し、懲戒処分その他適切な措置

を講ずる（運用基準Ｖ４(3)ウ）。 

行政機関の長及び独立公文書管理監は、通報の処理に係る記録を作成し、
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適切な保存期間を定めた上で、当該記録を関係資料とともに適切な方法で管

理しなければならない（運用基準Ｖ４(3)エ）。 

４ 秘密保護法における通報制度の欠陥 

しかし、運用基準上の通報制度は、以下のとおり極めて不十分である。 

(1) 通報先の制限 

まず、通報者は、独立公文書監理監への通報よりも先に、行政機関の内部

通報窓口に対する通報をすることが原則であることから、行政機関内部での

事実上の報復を恐れて通報者が萎縮する可能性が高い。 

例外的に、行政機関の内部通報窓口を経ずに独立公文書管理監への通報が

できる３つの場合についても、「不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相

当の理由」「証拠隠滅等がされるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由」

「個人の生命・身体に危害が発生し、または発生する急迫した危険があると

信ずるに足りる相当の理由がある場合」を、通報者において主張・立証すべ

きことになり、独立公文書管理監への通報を抑制するものとなっている。 

外部への通報は、運用基準上、一切、規定されていない。当初検討されて

いた、衆議院及び参議院の「情報監視審査会」に通報窓口が設置する点につ

いても、設置の動きは見られない。 

(2) 独立公文書管理監の不十分さ 

まず、独立公文書管理監は、内閣府に置かれており、独立した第三者機関

とは言えない。また、運用の監察機関である以上は、人事、権限、財政など

の面で、秘密指定を行う行政機関から独立した第三者機関であることが求め

られるが、独立公文書管理監は、選任基準が不明確であり、出向職員が元の

官庁に戻ることがないという規制（いわゆるノーリターン・ルール）も導入

されておらず、独立性を確保する制度的保障はない。独立公文書管理監に、

検事で法務省法務総合研究所研修第一部長の佐藤隆文氏が任命されたが、佐

藤氏が出向元である法務省（秘密指定を行う省庁の１つでもある。）に戻るこ

とを規制するノーリターン・ルールは存在しないのである。 

また、通報方法の制約により、通報内容が抽象的にならざるを得ないとい

う問題がある。独立公文書管理監の通報窓口には、通報時に特定秘密を漏ら

してはならないこととされ、特定秘密指定管理簿に記述された特定秘密の概

要や、特定秘密が記録された文書の番号を用いることとされているため（運

用基準Ｖ４(2)イ（ア））、通報は抽象的な内容にならざるを得ないと考えられ

る。独立公文書管理監の報告によれば、2014 年 12 月 10 日から 2015 年 11 月

30 日までの報告対象活動期間中、独立公文書管理監の通報窓口に対する連絡

は４件あったが、いずれも具体的な検証・監察の端緒となるものではなかっ

たため、処理した通報は０件であった（2015 年 12 月 17 日付内閣府独立公文

書管理監報告）。具体的な検証・監察の端緒とならなかった原因の１つとして、

上記のとおり、特定秘密自体に言及できない形での通報であることが影響し

ている可能性がある。 
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さらに、独立公文書管理監の調査権限の限界という問題もある。独立公文

書管理監は、通報に関する調査をするに当たり、行政機関に対して、特定秘

密である情報を含む資料の提出を求めることができ、行政機関の長は、特定

秘密を提供することとされているものの、行政機関の長は、「当該特定秘密の

提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」

として求めに応じないことが可能である。特定秘密の開示の権限が脆弱であ

る。 

(3) 通報の要件の問題点 

また、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が、

「秘密保護法等に従って行われていないと思料する場合」に通報ができると

されている点も問題がある。 

そもそも、秘密保護法は、特定秘密の範囲が広くて不明確であり、しかも、

「何を秘密指定してはならないか」という観点の規定が欠けている。そのた

め、形式的な指定手続さえ済ませている限り、特定秘密の指定は秘密保護法

に従って行われているということになりかねない。 

よって、通報ができる場合は非常に限定されてしまい、実効性のある公益

通報制度とは評価できない。 

 

第２項 行政機関による違法行為が特定秘密に指定された場合、

内部告発は保護されるのか 

第１ ツワネ原則 

ツワネ原則の原則 37（日弁連仮訳。以下同じ。）では、「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、過去の、現在の及び予見される不正行為に適用される。」として、

「(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」の分類に

該当する秘密については、開示しても処罰すべきではないとしている。 

第２ 公益通報者保護法との対比 

日本には、公益通報をしたことを理由に労働者（通報者）が解雇等された場

合に、その解雇等を無効にするなどして通報者の保護を図る「公益通報者保護

法」が存在する。そして、公益通報者保護法上の「通報対象事実」は、限定列

挙ではあるという問題点はあるものの、多岐にわたる法令違反が対象とされて

いるところである。 
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このような公益通報者保護法による公益通報者の民事的保護と、秘密保護法

によるによる特定秘密漏えいの刑事処罰とが、どのような関係にあるのかにつ

いては、法文上、明らかではない。 

また、秘密保護法案審議段階の 2013 年 11 月 29 日、国会の国家安全保障に関

する特別委員会（議事録第 10 号参照）において、公益通報者を守ることが秘密

保護法によって可能なのかと問われた際、担当の森まさこ大臣（当時）は、公

益通報者保護法の適用があるとした上、「公益通報者保護法では、事業者の内部

で通報する場合、それから監督している行政機関に通報する場合、そして外部

に通報する場合と様々なケースが規定されておりますので、その内容をしっか

り周知をして、この特定秘密についても違法行為が行われた場合にそれを公益

通報する者が保護されるようにしてまいりたいと思います。」と答弁した。 

民事的保護と刑事免責とは別物であるから、森大臣の答弁の意味は判然とし

ない面がある。そもそも、消費者保護を念頭に置いた公益通報者保護法では、

消費者と企業の私的利益との調整が問題となるが、秘密保護法の下における内

部告発者保護については、優越的な知る権利と、情報開示による支障が問題と

なり、比較衡量すべきものが異なる。 

ただし、刑法は、刑罰の使用が必要不可欠な場合でなければ刑罰を使用する

ことは許されないという「謙抑主義」の考え方により解釈しなければならない。 

「謙抑主義」の考え方からすれば、通報対象事実となる違法行為について公

益通報をした場合に民事的に保護される以上、秘密指定された違法行為を内部

告発した場合には刑事法上も処罰されないと考えるべきであり、森大臣の答弁

もそのように理解すべきではないだろうか。 

第３ 法令違反の事実の秘密指定の禁止 

１ 秘密保護法の法文上 

秘密保護法には、行政機関の違法行為などを特定秘密に指定することを禁

止する明文規定がない。公益通報者保護法上の「通報対象事実」に当たる情

報が特定秘密に指定されることを禁止する明文規定もない。 

２ 運用基準 

しかし、秘密保護法の運用基準Ⅱ１(4)イが、上記禁止の法的根拠となり得

る。 

秘密保護法の当初の運用基準案Ⅱ１(4)では、特に遵守すべき事項として、

「法令違反の隠蔽を目的として、秘密指定してはならない」とされていた。

しかし、「隠蔽の目的」の有無という主観的な要素が重視されると、行政機関

が、隠蔽の目的があるわけではないとして恣意的な秘密指定をするおそれが

ある。そこで、客観的に判断できるような基準にすべきであるという批判が

寄せられ、パブリックコメントを経て、政府は、運用基準案を改訂し、「公益

通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の事実を指定し、又は

その隠蔽を目的として、指定してはならないこと」（運用基準Ⅱ１(4)イ）を
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明記するに至った。 

この運用基準の規定は、内部告発をする際の有力な法的根拠となり得る。 

取扱業務者等は、公益通報の通報対象事実その他の法令違反の事実などが

特定秘密に指定されていると思料する場合に、「特定秘密の指定…が特定秘密

保護法等に従って行われていないと思料する場合」（運用基準Ｖ４(2)イ（ア））

に該当するものとして、内部告発をしていくことが考えられる。 

第４ 公益通報が処罰対象とならないことの確認規定を明文化
すべき 

１ 違法秘密は保護に値しない 

まず、秘密保護法や、国家公務員法 100 条、109 条 12 号などは、行政機関

による秘密指定を保護するものではなく、秘密それ自体を保護するものであ

り、ここにいわゆる「秘密」とは、所定の刑罰をもって保護するに足りるだ

けの価値ないし必要性を備えているものでなければならない。よって、「秘密」

とは、実質的にも秘密として保護するに値すると客観的に認められ得る事項

（実質秘性）、すなわち、通常の知識経験を有する多数の者にいまだ知られて

おらず（非公知性）、秘匿の必要性を具備している事項を意味するものである。

なお、秘密保護法１条には「我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿

することが必要であるものについて、…（中略）…、その漏えいの防止を図

り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする」と明記

されており、特に秘匿の必要性があることが要求されていることは明らかで

ある。 

そして、この「秘匿の必要性」がいかなる場合に肯定されるかという点に

ついては、法の目的や立法趣旨からの考察が必要であるところ、秘密保護法

１条には「我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする」と記載

され、国家公務員法１条１項は、「国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運

営を保障することを目的とする」ことを明示している。 

よって、秘密保護の必要性とは、我が国及び国民の安全の確保するため（秘

密保護法の場合）、または、公務の民主的且つ能率的な運営を国民に保障する

ために（国家公務員法の場合）、一定の事項の漏示を防止しておく必要がある

ということ、換言すれば、当該事項が漏示されるならば、我が国及び国民の

安全の確保し得なくなる危険性が存在する場合（秘密保護法の場合）、または、

公務の民主的且つ能率的な運営を国民に保障し得なくなる危険性が存在する

場合（国家公務員法の場合）ということを意味する。 

そうすると、行政機関の公務の内容が違法である場合、当該公務の民主的

な運営そのものが損なわれ、我が国及び国民の安全の確保という国家安全保

障に関する民主的な政策の基盤自体も損なわれるため、そのような違法秘密

は保護に値しない。 

以上の点は、外務省秘密漏えい事件（東京地判 1974 年１月 31 日（判タ 306

号 91 頁））においても、「公務の内容が違法であって、当該公務の民主的な運
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営ということ自体が無意味である場合には、民主的運営の保障のための秘密

保持義務は考えられない（このことは、公務執行妨害罪の構成要件として「当

該公務が適法であること」を要するとされていること、及び公務員が法規遵

守義務を負っていることから推しても是認される。）から、かかる公務に関す

る事項は国家公務員法にいわゆる『秘密』として保護する必要性を具備しな

いといわなければならない。」と判示されているところである。 

２ 秘密保護法の致命的な欠陥の１つ 

運用基準に規定が盛り込まれているとしても、秘密保護法の法文上に、行

政機関の違法行為などを特定秘密に指定することを禁止する明文規定がない

こと、及び、公益通報者保護法上の「通報対象事実」に当たる情報等が特定

秘密に指定されることを禁止する明文規定がないことが、秘密保護法の致命

的な欠陥の１つであることに変わりはない。 

よって、秘密保護法を廃止し、改めて、国家秘密と内部告発者保護との関

係について国民的議論を行うべきである。また、少なくとも、秘密保護法の

法文上において、公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反

の事実を特定秘密に指定することを禁止する規定、もしくは、公益通報の通

報対象事実その他の行政機関による法令違反の事実が特定秘密に指定されて

いた場合に、当該特定秘密を漏らしても、公益通報として、処罰対象となら

ないことを確認する規定を、明文化すべきである。 

あわせて、秘密保護法上の「特定秘密」以外の秘密についても、同様に、

上記規定を置くべきである。例えば、国家公務員法 100 条は「職員は、職務

上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」として守秘義務を規定し、

当該守秘義務に違反した者について同法 109 条 12 号による罰則が定められて

いるが、同法の法文上に、公益通報者保護法との関係を明示する上記規定を

盛り込むべきである。 
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第５章 報道の自由との関係 

第１節 報道の自由と調査報道 

第１項 はじめに 

日本国憲法は、立法、司法、行政を異なる者に担わせる権力分立制を採用してい

る。これは立法により行政権力の権限の枠を限定し、司法により行政権力の暴走を

チェックし、行政権力に歯止めをかけることが狙いとなっている。しかし、現実に

は、行政権力を握る者が最強の権力者となり、いわゆる行政国家として、様々な政

策を行なう。「最強さ」が極めて強いものであれば、議院内閣制の下での国会は、

行政権力を抑制する力を発揮できず、裁判所、裁判官も政治情勢の影響を受け、行

政権力の行使を違憲違法として抑制させることを控えがちになる。 

そのことを前提に、私たち市民は、どうすれば、実際に民主的な国家、民主的な

社会を創り、維持し、発展させることができるかを考えなければならない。ただ、

民主主義という言葉自体に理想が込められてしまっているので、誰にも共通する

理想的な民主主義国家・社会を確定することは難しい。それでも、誰にとってもよ

りよい人生を送れる社会を、試行錯誤しながら現実化して行くという方向性を志

向している制度であると考えることは、それほど間違ってはいないであろう。そう

であればこそ、様々な条件下で様々な考えを持って生きている人たちが、話し合

い、理解し合い、何かを合意し創っていくことに意味を見出せるのではないだろう

か。 

そのために、私たち市民は社会に生起している様々な出来事を知り、理解し、考

え、誠実に意見を述べ、行動できるよう努めなければならない。ここにいう、知り、

理解し、考えることをするためには、公権力が発表した情報をそのまま報道機関が

報道するのではなく、報道機関が独自の視点から情報を掘り下げるなどして問題

をえぐり出す、いわゆる調査報道が重要である。従来、その担い手としてジャーナ

リストやメディアに期待されるところが大きかったが、インターネット社会と言

われる今日でも、その重要性は変わらない。 

1969 年 11 月 26 日、最高裁大法廷判決は、博多駅テレビフィルム提出命令事件

において、報道の自由について、「思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自

由は、表現の自由を規定した憲法 21 条の保障のもとにあることはいうまでもな

い。」、取材の自由について、「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道

の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法 21 条の精神に照らし、十分尊

重に値するものといわなければならない。」と述べた。これは個人の表現の自由、

知る権利とは別に、報道機関が正しい内容、すなわち正確な事実を報道できるよう

にするためには、報道の自由と、報道のための取材の自由が尊重されなければなら

ないとするもので、この「事実の報道」には当然、調査報道が含まれている。 

以下では、第１節で、国内外の調査報道について紹介し、調査報道の意義を再確

認した上で、調査報道が存亡の危機にある現状を確認する。第２節では、調査報道
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を阻害している要因について考える。第３節では、権力による報道の自由への介入

事例を紹介する。第４節では、報道の自由を強化するための方策について論じる。 

 

第２項 我が国における調査報道の現状 

第１ リクルート事件（朝日新聞社） 

１ 発覚の発端 

1984 年 12 月から 1985 年４月にかけて、リクルート株式会社会長（当時）

の江副浩正氏が、自社の地位を高める目的で、有力政治家や官僚等の有力者に、

子会社であるリクルート・コスモスの未公開株を譲渡した事件である。1986 年

にリクルート・コスモス株は店頭公開され、未公開株を譲り受けた者は多額の

利益を得ることになった。事件の発覚は、1988 年６月 18 日、朝日新聞が、リ

クルート・コスモス株の神奈川県川崎市助役への譲渡を、利益供与疑惑として

報道したことによる。 

２ 取材の経過 

1988 年６月 18 日、朝日新聞朝刊は、川崎駅西口再開発における便宜供与を

目的として、リクルート・コスモス株が譲渡されたというスクープ記事を掲載

した。 

朝日新聞が疑惑を追及するようになったきっかけは、1988 年４月中旬、横

浜支局の神奈川県警担当記者が、川崎市助役の汚職事件の情報を掴んだこと

に始まる。情報を得た当日、朝日新聞横浜支局内で追及チームが結成され、取

材が開始された。チーム結成の翌日には、贈賄側と見られているのがリクルー

トとリクルート・コスモスであることを突き止め、これらの会社に関するあら

ゆる資料を収集し、分析した。５月中旬には、川崎駅西口再開発地区にリクル

ートが進出する際に、再開発を担当する企画調整局長だった助役が、リクルー

ト・コスモスの未公開株を譲り受け、公開後に１億円を超える売却益を得てい

たという事件の概要がわかった。追及チームは、神奈川県警が強制捜査に着手

するＸデーを睨みながら、事件そのものの原稿を仕上げ、シリーズとしての連

載物の企画を立て、記事化のタイミングを図っていた。 

ところが、それから数日後、捜査当局が川崎市助役の件を刑事事件にしない

という方針を決めたという衝撃の情報が入ってきた。これでは捜査当局の動

きに合わせての報道ができないとして、記事化を諦めようとしたところを踏

みとどまり、朝日新聞独自で証拠や証言を集めて報道をする方向に完全に舵

を切った。 

問題の川崎駅西口の再開発の物件に関しては、特定街区の土地について登

記簿その他の資料を調べた。すると、本来は容積率 500％の建物しか建てられ

ないはずのところに、リクルートは 700％の建物を建てられることになってい

た。住宅・都市整備公団の幹部からも証言が取れた。 
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そして、取材を続けていくうちに、リクルート・コスモス株の譲渡リストの

一部を入手した。このリストこそ、単に川崎市助役だけの贈収賄事件にとどま

らず、竹下内閣そのものまで揺るがしていく大疑獄事件としてのリクルート

事件に結びついていくものだったのである。 

追及チームは、さらに、川崎市助役の直接インタビュー、リクルートの江副

浩正会長（当時）の手紙取材を経て、1988 年６月 18 日の朝刊に記事として公

表した。 

３ 事件の広がり 

リクルートが、リクルート・コスモスの未公開株を譲渡していたのは川崎市

助役だけではなかった。朝日新聞が入手していたリストには、川崎市助役の他

に、中曽根康弘元首相や、竹下登首相（当時）、宮沢喜一副総理（当時）、安倍

晋太郎自民党幹事長といった自民党の派閥トップクラスだけでなく、野党を

含む多くの政治家のみならず、官僚までもが挙げられていた。 

朝日新聞は、川崎市助役の件の記事を載せる直前に、事件が表面化しておら

ず未だ警戒心の薄いであろう森喜郎議員へ不意打ち的なインタビューを行っ

た。すると、同議員は、あっさりとリクルート・コスモス株の譲り受けを認め

た。その他の政治家についてもリストと資料を照らし合わせながら、政治家へ

のリクルート・コスモス株の譲渡の裏を取り、６月 30 日の朝刊には政治家へ

の譲渡の記事を出していった。７月６日の朝刊には、中曽根元首相、宮沢喜一

副総理（当時）、安倍晋太郎自民党幹事長（当時）の顔が並ぶ記事も出た。追

及チームは、最後に竹下登首相の元秘書の青木伊平氏へ取材し、リクルート・

コスモス株の譲受けがあったとの回答を得て一応の区切りがついたことから、

以後の継続的な取材を本社社会部に引継いで、解散した。 

４ 内閣総辞職へ 

この朝日新聞のスクープが火付け役となり、マスコミ各社の後追い報道が

続いた。リクルート事件は、戦後最大級の疑獄事件として連日報道され、国会

でも疑惑の追及が続いた。 

国会において疑惑追及を行っていた衆議院議員楢崎弥之助（当時）は、リク

ルート・コスモス株の譲渡先名簿を出すようリクルート社に要求したところ、

リクルート・コスモス社長室長が楢崎に接触して、贈賄の申入れと国会での追

及に手心を加えるよう要求してきた。楢崎は自らの潔白の証拠を残すべく、親

しい日本テレビ記者の協力の下、1988 年８月 30 日の社長室長との会談状況を

ビデオカメラで撮影し、これが９月５日にテレビニュースとして放映された

（ＮＮＮニュースプラス１）。 

リクルート事件の広がりは、国民の政治不信を大いに高め、竹下首相（当時）

自身に対する疑惑も追及されたことから、内閣支持率も数％台まで大幅に低

下した。これを受けて、1989 年６月３日の竹下内閣総辞職へとつながってい

ったのである。 
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第２ 北海道警察裏金事件（北海道新聞社） 

１ 警察の組織的裏金づくりを無視し続けたマスコミ 

1994 年、ひとりの元警察官僚松橋忠光（元警視監）が「わが罪はつねにわ

が前にあり～期待される新警察庁長官への手紙」（社会思想社）を出版した。

彼は転勤する先々で、警察組織内で捜査費が裏金になり、警察署長や警察官僚

が勝手に使える金になっていることを知り、それを違法と認識しながら、現職

中にそれを内部告発できなかったことを出版という形で告発（懺悔）するとい

う内容だ。衝撃的な内容だったが、メディアでこの問題を追及する社はどこも

なく、社会からすぐに忘れ去られた。 

その後、警察の不正経理の内部告発があり、住民訴訟（東京地裁 1996 年（行

ウ）第 151 号）や国家賠償請求訴訟（東京高裁 1999 年（ネ）第 2099 号）にな

り、原告が勝訴判決を勝ち取ることもあったが、大きく取り上げるのは写真週

刊誌だけで、新聞やテレビなどが大きく報道することはなかった。大手メディ

アにとって、警察の組織的裏金づくりの不正を追及することはタブーになっ

ていた。大手メディアは知っていながら、広く市民に知らせようとしない状態

が続いていた。 

そのような中、2003 年７月、高知県の県紙、高知新聞が、高知県警本部内

から内部告発資料を入手し、捜査費裏金追及を開始した。これは極めて異例な

ことであった。 

２ 北海道新聞の裏金追及報道 

北海道新聞は、同年 11 月末から、北海道警の捜査費の組織的裏金づくりを

追及する報道を始めた。報道は 2005年６月まで１年半以上続き、その間の 2004

年 11 月には、芦刈勝治道警本部長に組織的な不正経理があったことを公に認

めさせ、更に道警幹部・元幹部に利息を含め９億円を超える金額の返還を行わ

せるに至る、前代未聞の調査報道を行った。その間の記事数は約 1,400 本。朝

刊も夕刊も、北海道警裏金追及記事が載らない日はなかった。道民は、北海道

新聞が道警の裏金問題に真剣に取り組んでいることをはっきり実感した。北

海道新聞の調査報道は、全国の人々をも驚嘆させた。一連の調査報道は、2004

年の新聞協会賞、菊池寛賞、日本ジャーナリスト会議大賞を受賞している。 

３ 内部告発先に選ばれなかった北海道新聞 

この一連の報道のきっかけとなったのは、北海道警旭川中央署の関係者に

よる不正経理文書の提供（内部告発）であったが、北海道新聞に持ち込まれた

ものではなかった。 

2003 年 11 月 23 日（日）午後、その後北海道警裏金追及を担うことになる

北海道新聞の記者たちは、テレビ朝日系列の報道番組『ザ・スクープスペシャ

ル』の画面に、旭川中央署の捜査費裏金の内部書類が大写しにされているのを

見て、内部告発が東京のテレビ局に行われたことを知った。 
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４ 北海道新聞を信用していなかった内部告発者 

北海道新聞は、道内では他紙を圧倒する多数の読者を持つ新聞である。北海

道新聞に対する道民の信頼は厚い。北海道新聞の記者はそう自負していた。し

かし、旭川中央署の関係者は内部告発先に北海道新聞を選ばなかった。なぜか。

内部告発者は、身元が告発された側に知られることをおそれる。と同時に、自

分の内部告発が確実に報道され、深刻な事態が１日も早く改善されることを

強く願う。旭川中央署の関係者と思われる内部告発者もそうだったに違いな

い。内部告発者は、内部告発を実行に移すまでの間、北海道新聞（の記者）が

北海道警（の警察官）とどういう付き合い方をしているかを身近にみて知って

いたはずである。実はその１年ほど前、北海道新聞は、札幌白石署の捜査費裏

金問題を掲載したが、単発の記事２本で終わっていた。内部告発者はそれを見

ている。そんな北海道新聞（の記者）に内部告発したとき、北海道新聞は告発

をボツにするか、記事にしても小さなアリバイ記事で終わってしまうのでは

ないか。それどころか、自分のことが北海道警に知られてしまい、警察官を辞

めざるを得なくなるかもしれない。そこまで考えたかどうかはわからないが、

内部告発者は告発先として北海道新聞を選ばなかった。 

５ 逆転の発想と徹底的な追及 

北海道警は、マスコミの騒ぎ（捜査費裏金報道）はすぐに終わる、と高をく

くっていた。キャンペーン報道が始まった直後の 2003 年 11 月末、道警記者

クラブの記者たちとの懇親会の場で、芦刈本部長が「不正経理の事実はない」

と疑惑を全面否定したのも、これでおしまいという挨拶のつもりだったのだ

ろう。現に北海道新聞以外は、ほとんどがそうなった。 

しかし、このときの北海道新聞の裏金追及報道は、それまでの裏金報道とは

２つの点で大きく違っていた。班編成と目標設定だ。後者は、メディアがいう

ところの「落としどころ」だ。 

取材班は、北海道警記者クラブ担当の記者を中心に構成した。これは相当の

覚悟がいることだ。通常、日本の新聞・テレビの警察組織批判報道は、警察記

者クラブの記者を使わず、そこに属さない（遊軍）記者が担当する。そうする

ことによって、警察記者クラブの記者は自分が警察追及報道に関わっていな

いことを示して、顔見知りの警察幹部らとの親密な関係を壊さずに済む。新

聞・テレビ各社は記者をこのように使い分けることで、日常業務に支障（トク

オチ＝特ダネを落とすこと）がないようにしている。 

これに対して、北海道新聞は、道警記者クラブの記者を取材の中心に据えて

組織の不正を追及することにしたから、当然、道警幹部と激しく対立を生じる

ことになった。親しい道警幹部から「飼い犬に手を咬まれた」と非難され、特

ダネは他社にまわされ、トクオチが続くようになった。そのことは想定の範囲

内のことだった。その上での班編成だった。取材班を北海道警記者クラブの記

者を中心にすることにより、警察内部にも警察の組織的裏金づくりはおかし

いと思っている警察官が無数にいるはずだという感覚を頼りに、それまでに

－333－



 

築き上げた道警内の人脈をフルに使って取材し、応じてもらえることに賭け

た。 

もう１つの目標設定、「落としどころ」は、ふつう、ごく短期間で実現でき

そうな手ごろなところに設定される。旭川中央署の捜査費の不正経理が問題

になったのであれば、北海道警本部の「適正に執行している」というコメント

をとって報道を終わりにするか、せいぜい、その金額を返還することまでさせ

れば報道を終わらせるという程度あたりが「落としどころ」になる。しかし、

このときの取材班は全く違っていた。北海道警が組織的な不正経理であるこ

とを認めるまで報道を続けるという目標を設定した。北海道新聞の記者たち

は、取材する前から、北海道警が組織的に捜査費を裏金にしているのではない

かという疑念を、断片的な情報から抱いていた。他社の記者たちもおそらく同

じだっただろう。が、単発的に報じるだけでは、北海道警は頑として認めない。

裏金を将来に向けて止めさせるには、北海道警に認めさせるしかない。目標は

極めてまともだ。が、いつ実現できるか、そもそも実現できるときが来るのか、

誰にもわからない。 

そういう闘いを北海道新聞は開始した。 

６ 連日の報道 

北海道新聞の北海道警記者クラブの記者たちは、各自の警察人脈から取材

を始めた。いつもと違う取材に戸惑い怒りつつも、多くの警察官が匿名を条件

に取材に応じてくれ、捜査費の裏金づくりが行われていることを話してくれ

た。裏金づくりに加担させられている現場の警察官たちは、偽造領収証を書か

されることに不信、不満があったが、それを上司に言えば、警察組織の中に居

辛くなるから黙っていただけで、納得していたわけではない。取材に応じてく

れる警察官が多かったのは、警察官の多くが健全な考えを持っていたという

ことである。各記者が、道内にいる内部告発者を捜し回り、その受け皿になっ

たのである。多くの警察官が捜査費の裏金づくりを止めて欲しいと思ってい

た。それが取材に応じるという形になって現れた。他方で、裏金で利益を得る

署長や北海道警幹部らにとっては困った事態であり、取材に応じた警察官を

捜し出そうと躍起になっていたようである。 

連日の報道に、北海道知事は無言でいるわけにいかなくなり、北海道議会も、

この問題を取り上げざるを得なくなった。道民からも全国からも注目され、裏

金追及報道は圧倒的な支持を受けるようになった。 

他方で、北海道新聞の記者らは、北海道警察本部が主催する記者会見からは

除け者扱いされるようになる。北海道新聞の記者だけに知らせずに記者会見

を開いたり、北海道新聞の記者がいるときは事件関係者の氏名や住所を詳し

く教えず、北海道新聞以外の記者に個別に教えるということも行われた。 

しかし、北海道新聞の記者たちは、独自に警察官人脈を持っていたから、そ

ちらから捜査情報を得ることができ、北海道警本部の対応は致命的にならず

に済んだ。また、北海道新聞は、記事の配信社である共同通信社及び時事通信
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社と記事提供契約を結んでいたから、そちらから捜査情報を得ることもでき

た。このため、共同通信及び時事通信の記者まで、北海道新聞の記者と同じ目

に遭うこともあった。 

７ 他社の対応 

警察の組織的不正経理は、納税者として許しがたいことであり、メディアが

連携して徹底的に追及報道することを期待する。 

ところが、実際はそうはならなかった。北海道新聞が記者会見から排除され

ていることがわかっていながら、記者クラブとして道警本部に対して差別的

扱いを抗議することは１度もなかった。記者クラブに加盟する他社の対応は、

各社ばらばらだった。少ない記者で裏金追及に“参戦”する新聞社もあったが、

全国紙の中には、北海道新聞が北海道警と対立関係になったことに乗じて、自

社が北海道新聞に替わって北海道警察と親密になろうとする動きもあった。

更には、新聞社からは頼んでもいないのに、北海道警察が、特定の社だけに一

方的にファックスで捜査情報を送りつけてくるという事態さえ起きた。全国

紙が、北海道警を褒め称える大きな記事を全国版に掲載するという事態も起

きた。連日、朝夕刊で北海道警裏金追及記事を書き続ける北海道新聞について、

「まるで週刊誌記事のようだ」と、道警幹部に陰口を言う記者もいた。 

メディア各社の足並みの乱れが、後日、北海道新聞や北海道警裏金追及に携

わった記者たちを追い詰める遠因となる。 

８ 北海道新聞の裏金追及報道の波紋 

前例のない北海道新聞の調査報道は、全国に衝撃的な問題提起をした。その

成果は、裏金問題の発覚が全国に及んだことでもわかる。2004 年６月（静岡

県警）、同年７月（福岡県警）、同年 10 月（静岡県警）、同年 11 月（岩手県警）、

同年 12 月（北海道警）、2005 年２月（北海道警）、同月（福岡県警）、同年３

月（愛媛県警）、同月（福岡県警）、同年６月（北海道警）、同年７月（愛媛県

警）、同年 11 月（北海道警）、同年 12 月（愛媛県警）、2006 年 11 月（高知県

警）、同年 12 月（高知県警）、2007 年 12 月（宮崎県警）に、県や国に対して

不正支出額の返還請求がなされた。 

国費・県費捜査費の不正経理は全国的に大きく改善されたに違いない。 

９ 北海道警察からの逆襲 

2005 年３月、北海道警裏金追及はほぼ終息し、北海道新聞の取材班のメン

バーは警察担当を外れ、担当部署はばらばらに分かれ、取材班は解体された。

替わって他の記者たちが、北海道警記者クラブを担当することになる。ここか

ら北海道警の逆襲が表立って始まる。 

北海道警は最初、北海道新聞の記者を冷遇する。冷遇される記者たちは困惑

し嘆く。どうすれば北海道警の取材がやりやすくなるのかと。北海道警は北海

道新聞の広告業務の不正経理を横領事件として強制捜査をするようになった。
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北海道新聞本社への強制捜査の可能性も危惧された。北海道新聞の幹部らは

恐怖した。 

10 不可解な名誉毀損訴訟 

道警の逆襲は、実はそれより以前に密かに静かに布石が打たれていた。2004

年 10 月、その年の３月まで北海道警本部の総務部長だった道警ＯＢから取材

班宛てに送られて来た１通の内容証明郵便から始まった。その言い分は、北海

道新聞の記者たちの取材の過程を本にした『追及・北海道警「裏金」疑惑』（講

談社文庫、2004 年）、『警察幹部を逮捕せよ！』（旬報社、2004 年）に書かれて

いる自分が関連するエピソードが虚偽だから、謝罪し販売を中止しろなどと

いうものだった。出版差止の要求であれば要求先は出版社以外にはない。にも

かかわらず、道警ＯＢは記者だけに要求してきた。この点で既に異常である。 

取材班は取材内容に誤りはなく、謝罪する必要などないと結論づけ、回答し

た。 

その後は、会社が道警ＯＢとのやりとりを引き取り、道警ＯＢは抗議文の宛

先を北海道新聞の社長にするなどして、抗議を続けた。これが訴訟にまで発展

した。 

2006 年５月、道警ＯＢは、北海道新聞、取材班の記者２人、講談社、旬報社

を被告として、名誉毀損訴訟を札幌地裁に提起した。不可解なことに、「名誉

毀損だ」、「出版差止だ」と言いながら、道警ＯＢは提訴前に出版社に対しては

１度も抗議していなかった。出版社にとっては、突然の一方的な提訴だった。

まるで、付け足しのように被告にされた。狙いが北海道新聞と記者２人を追い

詰めることにあることは明らかだった。 

11 裏交渉 

記者２人は、会社が自分たちを守り抜いてくれるか不安があったので、会社

の顧問弁護士とは別に独自に弁護士を代理人につけることにした。この判断

が正しかったことが、裁判の進行中に道警ＯＢが裁判所に提出した証拠を見

てはっきりした。それは隠し録音の反訳文だった。訴訟を起こされる前、取材

班の記者たちが知らない間に、会社の幹部は道警ＯＢと 34 回も面談して裏交

渉していたのだ。そして、交渉の最後には、道警ＯＢが北海道新聞を訴え、北

海道新聞が一定の非を認める形で和解にすることまで話し合っていた。記者

たちは会社に呆れ、激怒したが、そこまで譲歩しなければならないほど、北海

道新聞（の幹部）は道警（ＯＢ）に追い詰められていたのだ。 

12 裁判傍聴 

裁判は多くの傍聴人が来ることを見越して、札幌地裁で一番広い法廷で行

われることになった。事件は傍聴券事件となり、傍聴できない人もいた。傍聴

席に座っている人たちの顔ぶれに特徴があった。元警察官と思われる定年を

迎えている思われる男性の傍聴人が多い。原告側の支援者だろう。他方、被告
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側は、被告にされた記者とごく親しい記者数人と、被告にされた記者を支援し

ている高知新聞の記者がいるほかは、記者クラブの記者たち。北海道新聞の本

社から裁判所までは歩いても大して時間がかからないにもかかわらず、労働

組合の記者ですら支援傍聴に誰も来ていなかった。会社も労働組合も、記者を

支援していないように見えた。傍聴席では原告側が圧勝していた。 

しかし、法廷内の柵のなかでは、被告側の主張立証が原告側のそれを圧倒し

ていた。 

13 判決 

2009 年４月、判決言渡日の法廷の原告席は空席だった。被告席は被告記者

２人といつもどおり被告代理人が全員揃い、満席だった。余りにもひどい裏交

渉の実態が明らかになり、真実性ないし真実相当性は立証できたと、被告席の

誰もが被告らの勝訴を疑わなかった。 

ところが、判決は、原告の一部勝訴（３つの争点のうち２つが認められた）。

毎回、裁判を傍聴していたマスコミの記者たちも驚いた。記者会見では、記者

たちから戸惑いの声が相次いだ。ＮＨＫテレビの夕方のニュース番組では、特

別枠をとって裁判を取り上げていたが、数分の番組のうちの結末以外のほと

んどが、被告勝訴判決のような構成になっていた。ＮＨＫの記者たちも、被告

側が全面勝訴すると確信していて、そうならない場合を想定していなかった

のであろう。 

その後、原告被告双方が控訴し、更に上告したが、一審判決は変わらなかっ

た。 

最高裁が上告を退けたとき、被告の記者２人は連名で、「非常に残念な結果

ではありますが、これにひるむことなく、種々の形で権力監視型の調査報道を

続けていきたいと思います。」とコメントを発表した。多くのマスコミが引用

して報道するなかで、北海道新聞は自社の記者２人のコメントに一言も言及

しなかった。 

14 対警察組織の調査報道の困難さ 

内部告発者が地元の北海道新聞に情報を持ってこなかったのは、北海道新

聞の権力監視の報道姿勢が不十分だと見切られたからではないか、と、一発奮

起し、徹底的な調査報道を行い、最終的には裏金づくりを北海道警に認めさせ

た。この一連の報道は調査報道の真価を発揮したものであった。 

しかし、その後の北海道新聞、北海道警（ＯＢ）の動きをみると、北海道警

裏金追及報道は、双方にとって忌まわしい過去であり、１日も早く忘れ去り、

一刻も早く良好な元の関係を回復するために、双方が、世の人々が及びもつか

ない異常な努力を重ねていたという経過を辿っている。取材班は、裏金追及の

山場を越えた辺りで解散になり、様々な部署に異動になる。そこへ北海道警Ｏ

Ｂからの執拗な攻撃が始まり、民事訴訟で証言した記者が刑事告発されると

いう事件も起こり、かつての取材班にとって北海道新聞は居辛い場所に変わ
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って行き、記者は孤立して行った。北海道警裏金追及班のリーダーをつとめた

高田昌幸・元北海道新聞報道本部次長が書いた『真実 新聞が警察に跪いた日』

（角川文庫、2012 年）は、この実態を赤裸々に説明している。 

警察の組織的不正を執拗に追及した後の警察側からの反撃は凄まじい。他

の省庁の官僚や政治家などには、できそうにない反撃ぶりである。この現実を

知ると、今後、我が国では警察の組織的不正を追及する調査報道が生まれるこ

とはないのではないかとさえ思える。もし、これを覆すことが起こり得るとす

れば、調査報道に取り組んでいる記者同士はお互いに連携し、必要に応じて企

業の枠を越えて連携し、決して孤立しない、させないことが不可欠なのではな

いだろうか。 

第３ 「別班」報道（共同通信社） 

１ 首相や防衛省にさえ知らされていなかった情報部「別班」の存在 

共同通信社が、2013 年 11 月 27 日、陸上自衛隊に陸上幕僚監部運用支援・

情報部別班（通称「別班」）という組織が存在し、冷戦時代からロシア、中国、

韓国、東欧などに拠点を設け、身分も偽装した上で諜報活動を行ってきたこと

を報道した。「別班」の存在は、首相や防衛相（かつては防衛庁長官）にもそ

の存在を知らされず、防衛省内部のごく一部の者だけが認識し、独自の判断に

より日本法の及ばない海外で活動してきたというものであるが、それでは首

相や防衛相の指揮、監督を受けることもなく、国会のチェックを受けることも

ない。いわゆるシビリアンコントロールを逸脱する、国家間の対立を生じかね

ない、極めて危険な暴走行為であるため、そのニュースは全国に多大な衝撃を

与えた。共同通信社が配信したニュースは、全国各地の 31 新聞社が翌 28 日

の１面トップで報道した。 

秘密保護法における「特定秘密」は大臣が指定することになっているから、

大臣が存在を知らない「特定秘密」は法律上あり得ない。大臣が知る情報さえ、

行政の独断で「特定秘密」の指定がなされるのではないかと懸念されていると

いうのに、「別班」の存在は、総理大臣も防衛大臣も知らないというのである

から、秘密保護法よりはるかに問題がある。国防の観点からすれば、防衛大臣

が知らない「別班」は、速やかに廃止することが得策である。 

共同通信の記事が、防衛省の暴走を防いだと言えよう。 

２ 取材のきっかけ～問題意識をもった自衛隊幹部の一言から～ 

「別班」の取材に当たった記者は、1995 年から自衛隊や防衛省の担当記者

として活動していた。彼の取材スタイルは、昼間は取材先（自衛隊や防衛省）

に顔つなぎで関係を作り、込み入った話は別途飲みの席を設けて、その時にざ

っくばらんに聞いていくというものである。話の腰を折らないよう、数字など

正確性が求められるとき、数字だけを何かにメモすることはあるが、原則とし

てメモはとらず、相手と別れた後に大急ぎでメモを作る。 

記者は、2008 年４月に旧知の自衛隊幹部と食事をした際に、世間話のよう
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な流れで、自衛隊の陸上幕僚監部の中に「別班」という秘密情報部隊があると

いうことを聞いた。 

「別班」という非公式・非公然の組織が、現在の自衛隊の中にある。それは

記者にとっては非常に興味深く、問題として記事に取り上げるべきテーマだ

と考えられた。自衛隊の中に非公然組織があり、この組織が行う国会や国民の

目の届かない自衛隊活動の存在を明らかにすることは、大きな記事になるだ

ろうと考えて、取材を開始した。 

そうはいっても、記者に「別班」の存在を伝えた自衛隊幹部も「別班」のこ

とを直接知っていたわけではなく、別の自衛隊幹部からの又聞きであった。そ

のため、その時には詳細について聞き出すことができなかった。気になった部

分は質問として聞いておくことにして、後日、「別班」を知る幹部から新たに

情報を仕入れて記者に話してもらうということを繰り返し、少しずつ情報を

集めていった。 

そうして集めた情報を手がかりに、元「別班」員を含む防衛省や自衛隊の情

報関係者からも、断片的にではあるが、いろいろな話を聞いて裏付けを取って

いった。しかし、実際に海外で活動をしていたという直接の証言は、なかなか

取ることができなかった。決め手となる材料がなくて苦しんでいたところで、

歴代の防衛庁や防衛省の幹部に当たってみることにした。当然のように門前

払いが続いたが、陸幕長経験者の一人から、ついに「別班」の存在を認める証

言が取れた。取材を開始してから３年後の 2011 年７月のことであった。 

３ さらに続く取材活動 

陸幕長経験者へのインタビューの中で「別班」を認めるような発言を得られ

たものの、抽象的でディテールに欠け、また、現在活動しているのかも曖昧な

ところが残っていたため、この時点で記事にするのは不十分ではないかとの

社内判断があり、記事化は見送られた。 

記者はその後も粘り強く取材を続けたところ、2013 年７月には、防衛省情

報本部長経験者から、より具体的な「別班」に関する証言が得られ、記事化す

るに十分な材料が揃った。 

いつ記事を出すかについて社内で検討した結果、秘密保護法案が衆議院を

通過する前ということになった。そして、臨時国会真っ最中の 2013 年 11 月

19 日、共同通信社から防衛省の事務次官と陸幕長に記事を出すことを通告し、

11 月 27 日に記事を配信した。社として事前通告を行ったのは、海外で活動中

の「別班」のメンバーがいれば、同人らを安全な地域に避難させ、海外でスパ

イなどとして逮捕されることを避けるために必要だと判断したからであった。 

４ 記事の影響～政府の対応～ 

記事が配信された当日夜、政府は「別班」の存在を否定する会見を行った。

多くの自衛隊幹部が認めた組織であり、政府の否定発言は、事実を打ち消す力

を持っていなかった。政府という立場上、自分たちが知らない組織やその活動
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を認めるとなると、「別班」の組織と活動内容を調査し把握し、国会に報告し、

「別班」関係者の処分や、「別班」の今後についての説明をしなければならな

くなる。それをすべて回避するためには、「存在しない」と言わざるを得ない

のである。 

12 月 10 日には、鈴木貴子衆議院議員からの質問に対して、「別班」なるも

のは過去にも現在においても自衛隊には存在していないことを確認しており、

これ以上の調査は考えていないとの答弁をした。政府としてはこのような答

弁になる。対外的にはそのような説明をするとしても、内部的にも「別班」の

存在を無視して放置するならば、諸外国に「別班」の存在が知られてしまった

以上、「別班」関係者は海外で生命の危険にさらされるであろうし、外国と日

本の対立の原因になる可能性がある。政府として放置は許されない。 

「別班」の存在は、防衛大臣にさえ知らされていない存在であることからし

て、防衛大臣が秘密指定する特定秘密とは異なる、シビリアンコントロールか

ら外れた組織秘密である。戦前の軍部の暴走を思わせる独自の活動である。

「別班」の存在を明らかにすることは、政府から秘密漏えいの問題として何ら

かの圧力がかかるおそれがあったが、防衛大臣も知らされていない組織活動

だったとすると、記事の発表後に政府から圧力がかかることは考えにくい状

況であった。記者の認識としては、現に政府から圧力を受けることはなかった

ようである。 

ただ、報道後、記者は「別班」について話してくれた自衛隊幹部との付き合

いが途切れてしまったようである。しかし、記者としては自衛隊幹部と親しく

付き合うことが目的ではなく、大きな取材ネタを貰うことが目的だったので

あるから、覚悟していたことであり、特に問題ではないとのことである。共同

通信の他の記者の防衛省の取材活動にも、特段支障は生じていないようだと

のことである。 

第４ イラク派遣報道（中日新聞社） 

１ 自衛隊によるイラク戦争の武力行使支援 

2007 年７月 23 日、中日新聞は、朝刊１面に「米兵中心 一万人空輸 逸

脱・・・説明拒む政府」という見出しのスクープ記事を掲載した。自衛隊小牧

基地からイラクへ派遣された自衛隊輸送機が主に輸送していたのは、人道的

支援物資ではなく、多国籍軍の武装兵や弾薬であることを明らかにする記事

であった。 

２ 取材のきっかけ～小牧基地から忙しく飛び立っていく自衛隊輸送機 

この記事を手掛けたのは、中日新聞の小牧通信局の記者とイラク取材経験

のある社会部デスクである。 

2003 年３月、イラク情勢は悪化し、米英軍の攻撃が始まり、同年５月にブ

ッシュ米大統領が「大規模戦闘終結宣言」をしたが、イラク国内は内戦状態に

なった。11 月には日本の外交官２人が銃撃で死亡した。その直後の 12 月、政
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府は自衛隊のイラク派遣を閣議決定した。状況は悪化の一途を辿り、海外メデ

ィアも日本メディアもイラクにいられなくなった 2004 年１月、自衛隊の派遣

が始まった。 

航空自衛隊小牧基地からは、Ｃ130 輸送機が飛び立っていった。2005 年４月

に入り、当時既に人道支援活動そのものが機能しなくなっているにもかかわ

らず、自衛隊の輸送機が何を運んでいるのかと疑問をもって取材を開始した

のが、先に挙げた二人の記者である。 

彼らは、これまで自衛隊取材の経験もなく、まずは情報源の開拓から始めた。

基地の門で待ち伏せするなど、数多くの隊員に接触を試みて、事実を知る隊員

を探していった。小牧基地の自衛隊員は多いが、その中でもイラクに派遣され

た隊員は 10 人に１人とかの割合で、更に何らかの話をしてもらえる隊員はも

っと少なかった。 

地域支局ならではの地元密着のフットワークの軽さを生かした活動の中で、

偶然、近いところに事実を話してくれる隊員を見つけ、イラク派遣の実態に迫

っていくことができた。イラク派遣から帰ってきたばかりの隊員に聞くと、Ｃ

130 輸送機の中は米兵ばかりであること、政府が言うような人道支援なんてあ

るわけもなく戦争の手伝いをしていること、フライト中は輸送機に向けての

対空攻撃の警告アラームが絶えなかったことなど、非常にリアルで生々しい

話を聞くことができた。 

しかし、実際に派遣された隊員から現場の話を聞けても、全体像をつかむこ

とはできなかった。全体像がなければ、記事にして問題提起することは難しい。

基地の隊員だけではなく、防衛省からも情報を得る必要があった。そこで、小

牧通信局の記者を防衛省の記者クラブに入れて、防衛省内部から情報をつか

むことにした。 

防衛省というところは、他省庁に比べて、外からの取材に極めて非協力的で、

ほとんど答えない。記者クラブに所属していて、信頼が置けると判断した記者

にだけ情報を流すということをするところである。 

記者クラブに入った記者は、地道な記者活動を積み重ねて、ある防衛省幹部

の信頼を得ることができ、武装米兵の輸送人数の確認をするところまでこぎ

つけた。 

そうしてようやく記事にできるまでの情報が揃ったが、更に慎重を期して、

１か月の社内での検討を経て記事となった。 

３ 記事の影響～自衛隊派遣違憲判決へ～ 

この報道の社会的影響は大きかった。 

2008 年４月 17 日、名古屋高裁判決は「航空自衛隊のイラク派兵は憲法９条

に違反する」という画期的な断定を下した。ただ控訴人（１審原告）の請求を

認めなかったため、被控訴人（１審被告国）は上告できず、判決は確定した。 

判決は、イラク戦争「後」の「復興支援」のために航空自衛隊が支援物資を

イラクの首都バグダッドに空輸していたという政府の説明を否定し、「イラク

－341－



 

国内での戦闘は、実質的には 2003 年３月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍

軍対武装勢力の国際的な戦闘」だったと指摘した上で、武装兵の空輸は憲法違

反だと判断した。 

第５ 加計学園をめぐる報道 

１ はじめに 

加計学園問題に関する報道では、現職の総理大臣の強い影響力の下、加計学

園に異例の獣医学部新設が認められたことを疑わせる事実が次々に明らかに

なっている。調査報道として位置付けることができるのではないかと考え、以

下では、報道に焦点を当てて説明する。 

２ 加計学園問題の報道 

2017 年、共謀罪をめぐる議論が紛糾する中、安倍晋三総理大臣が大阪府の

学校法人森友学園に便宜を図ったという疑惑が報じられた。この森友学園問

題についての解明が進まぬ中、新たに浮上したのが、愛媛県今治市に学校法人

加計学園が獣医学部を新設することが認められた経緯をめぐる問題である。 

安倍総理大臣と加計学園の加計孝太郎理事長は、アメリカ留学時代からの

長年の友人であり、安倍総理大臣自身が加計理事長を「腹心の友」と評する、

個人的に極めて親しい関係にある。安倍総理大臣夫人の昭恵氏は 2015 年６月

から、加計学園の運営する「御影インターナショナルこども園」の名誉園長を

務めている。このように、安倍総理大臣と加計理事長との関係は極めて強いも

のであった。こうした関係にあった加計理事長が、愛媛県今治市に岡山理科大

学の獣医学部の開設を望み、その実現に安倍総理大臣の意向が働いているこ

とが強く疑われたのが、加計学園問題である。 

加計学園問題は、当初報道された段階では、森友学園問題に比べてそれほど

大きく扱われる問題ではなかった。この問題に社会的な関心が高まるように

なった発端は、学校法人を所管する文部科学省の内部文書が流出し、そこに、

加計学園の獣医学部の開設は「総理のご意向」であることを示唆する内容が記

されていたことにある。 

この文書には日付も作成名義人もなかったことから、当初、政権は強気な態

度を示していた。菅義偉官房長官は 2017 年５月 17 日の記者会見で、「全く、

怪文書みたいな文書じゃないか。出どころも明確になっていない。」と切り捨

て、内容の検討を一切することなく、記録文書の信頼性を否定した。 

３ 内部告発～前川喜平前文部科学省事務次官の会見 

転機が訪れたのは、それから約１週間後であった。同月 25 日、前川喜平前

文部科学省事務次官が、この内部文書を、文部科学省の内部文書であると認め

たことが、実名入りで報じられたのである。文部科学省の官僚の前代のトップ

が、「総理のご意向」なる内部文書の存在を認めたという内部告発により、文

書の信用性は飛躍的に高まり、マスコミ各社がこぞって加計学園問題を取り
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上げるようになった。 

この内部文書を添付したメールの送受信者と同姓同名の職員が 10 名も実在

することや、複数の文部科学省現役職員が、この内部文書が存在し文部科学省

内で共有されていたことを認めたことなどが、矢継ぎ早に報道されると、報道

の勢いは止まらなくなった。内部情報が出て来る速さからして、文科省内の幾

人もの官僚は経緯を明らかにしたいという意向を明確に持っていたと考えら

れ、疑惑を曖昧に終わらせたい政府とは明らかに対照的な対応であった。翌６

月９日には、同省の当初の調査の後、複数の職員が「文書は省内に保管されて

いる」と幹部に報告していたにもかかわらず、その報告が放置される一方で、

松野博一文部科学大臣は国会などで「文書の存在は確認できなかった」と発言

を繰り返していたことが報じられた。文科省のトップであるはずの文科大臣

と部下である文部官僚とが真っ向から対立していたことが露見したのである。 

４ 明らかになる情報と政権の抵抗 

こうした報道に対し、政権は抵抗を示した。６月 13 日、義家弘介文科副大

臣は、参院農林水産委員会において、「告発内容が法令違反に該当しない場合、

非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可無く外部に流出させることは、

国家公務員法（違反）になる可能性がある。」として、内部告発者を国家公務

員法違反で処罰することを示唆し、内部告発者へ圧力をかける姿勢を見せた。 

真相が明らかになろうとしているところにストップをかけようとすること

の異常さは、誰の目にも明らかだった。義家副大臣の発言は詭弁も甚だしい。

本来、政府としても、松野文科大臣としても、内部資料に基づいて正確な事実

を説明する責任があるはずである。それを虚偽説明や曖昧な説明でごまかそ

うとすることこそが問題である。説明責任を果たすべきだという態度をとる

職員を懲戒処分にすることは、説明責任を果たさない者を守るということで

あり、こうした行政の説明責任を果たさないという開き直りの姿勢は、到底、

許されるべきことではない。そのことに気付いたのか、その後、義家副大臣が、

内部告発をした官僚らを懲戒処分したという報道はない。 

相次ぐ報道の勢いに押し切られるように、政権は、再び文部科学省の内部調

査を実施せざるを得なくなり、同日、松野文科大臣は再調査を実施することを

明らかにした。 

そして、同月 15 日、内部調査の結果、松野文科大臣は、「官邸の最高レベル

が言っている」、「総理のご意向」などと記載された文書を含めて、これまでそ

の存在が報道されていたいくつかの文書が、文科省内に存在することを認め

るに至った。この再調査では、萩生田光一内閣官房副長官が内閣府の藤原豊審

議官に対して、実質的に加計学園しか応募できなくなる条件の追加を指示し

たことがうかがえるメールと文書が公表された。なお、萩生田官房副長官は、

同月１日、加計学園が運営する千葉科学大の客員教授として報酬を得ており、

2017 年現在でも名誉教授として報酬を受領していることを認めている。 

同日、菅官房長官は、記者会見において、自らの発言につき「怪文書という
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言葉だけが独り歩きして、極めて残念だ。」とし、「追加調査で複数の文書の存

在が確認された結果は、大変申し訳なかったと思うし、政府としては真摯に受

け止める。」と述べたが、責任の所在については「第一義責任は文科省の問題

だ。」と述べて会見を終えた。 

さらに、同月 16 日には、内閣府側の調査結果が公表され、山本地方創生大

臣は、「内閣府が文科省に『官邸最高レベルが言っている』とか、『総理のご意

向』などと伝えた認識はなく、また総理からもそうした指示等は一切ありませ

んでした。」と述べた。文科省側の調査結果とは全く異なる内容の調査結果が

発表されたことで、更なる調査が必要となったはずだったが、同日、菅官房長

官は記者会見で、矛盾を解消するための追加調査はしないと断言した。 

そして、同月 18 日、加計学園をめぐる疑惑の検証がなされることなく、通

常国会は閉会した。 

５ ＮＨＫによる更なる報道とＮＨＫに対し呈される疑問 

通常国会は閉会したものの、加計学園をめぐる疑惑の追及が止むことはな

かった。翌 19 日、ＮＨＫが『クローズアップ現代＋』において文科省の新た

な内部文書について報じた。その内容は、萩生田官房副長官が文科省に対し、

はっきりと「総理案件」であることを伝えているというものであった。 

これを受けて、翌 20 日、松野文科大臣は、萩生田官房副長官が文科省の局

長に対して発言したとされる新たな文書を公表した。この文書には、萩生田官

房副長官が「加計学園」の名前を挙げた上で、内閣府、そして総理補佐官と相

談した結果として、四国で獣医学部新設が認められるようにするための具体

的な指示を出し、「官邸は絶対やると言っている」、「総理は平成 30 年４月開学

とおしりを切っていた」などと文部科学省に具体的な時期を示して、新設を認

めるよう求める発言をしたという記載があった。 

６月 23 日に、約１か月ぶりに前川前事務次官が会見し、「内閣府は自分の口

から発した言葉を否定していて、あり得ないことだ。」と批判するとともに、

「すべてが萩生田氏の発言ではない可能性がある。」としつつも、「書いた課長

補佐はしっかりした人物で、取り違えをするとは思えない。中身はほぼ間違い

ないと思う。」と述べ、当該文書に信用性があることを強調した。 

この会見ではＮＨＫの報道姿勢に関する情報も明らかにされた。前川前事

務次官は、この問題について「この加計に関わる文書の信憑性だとか、官邸か

らの働きかけといった問題について、私に最初にインタビューを行ったのは

ＮＨＫですが、その映像はなぜか放送されないままになっている。いまだに報

じられていない。」と述べ、ＮＨＫが報道を控えていたことを明らかにしたの

である。 

６ 閉会中審査の開催に至るまで 

通常国会の閉会後、加計学園の問題の幕引きを図る政権に対し、野党側は加

計学園問題の解明のために閉会中審査の実施を求めてきた。 
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当初、政権側は閉会中審査に応じようとしなかった。他方で、６月 24 日、

安倍総理大臣は「獣医師会の強い要望で 1 校だけに限定し認めた。」、「地域に

関係なく、２校でも３校でも、意欲あるところには獣医学部の新設を認めてい

く。」と発言した。これに対し、北村直人日本獣医師会顧問は「獣医学部の新

設が事実上、決まる前（昨年 11 月以前）には獣医師会から『１校にしてくれ』

とは一度も言っていない。」と反論した。獣医師のニーズが高くなっているわ

けではないにもかかわらず、２校でも３校でも増やすというのは、余りにも無

責任な発言である。 

記者会見でも、「安倍総理大臣の発言が、国家戦略特区の基本方針と矛盾す

るのではないか」との追及がなされた。これに対し、菅官房長官は「とりあえ

ず１校つくり、それがよければ全国展開するのは、ある意味で当然のこと」と

説明したが、その後も、加計学園の獣医学部新設について「空白地帯に限って

１校だけを認める」、「私がどこにしろと指示できることではない」などという、

これまでの安倍総理大臣の説明と矛盾しているとの報道が続いた。 

さらに、７月２日に実施された東京都議会議員選挙では、選挙直前に結成さ

れた、小池百合子率いる都民ファーストの会が圧勝する一方で、それまで都議

会で最大会派だった自由民主党は 57 議席から 23 議席まで減らす歴史的大敗

を喫した。自民党が大敗したのは、都政レベルの政策の対決ではなく、国政レ

ベルの安部政権＝自民党に対する強い不信感や反発が、小池新党に都民を向

かわせただけのことである。大敗の原因が、加計学園問題に対する政権側の不

誠実で不透明な説明にあったことは明らかである。強過ぎる政権の奢りの結

果であると言える。 

７ 読売新聞による報道 

７月 10 日に閉会中審査が開催されるに至り、前川前事務次官が国会の場に

おいて証言をするに至った。 

多くのメディア（新聞、テレビ、雑誌など）が加計学園をめぐる疑惑につい

て報道をする中、異質な報道を行っていたのが読売新聞である。読売新聞は、

前川前事務次官が加計学園について記者会見をする直前に、同人があたかも

売春行為等をしていたかのような報道を行った。 

読売新聞は、５月 22 日に、「前川前次官 出会い系バー通い 文科省在職

中、平日夜」と題し、前川前事務次官が新宿の「出会い系バー」に頻繁に出入

りしたことを報じた。記事では、前川前事務次官が出会い系バーを訪れていた

という事実の前後に、出会い系バーは売春の温床であるとの趣旨の一般論を

織り交ぜ、さらに、売春行為は処罰の対象となるものの摘発が難しいという一

般論を記載した。そして文中で「教育行政のトップとして不適切な行動に対し、

批判が上がりそうだ」との感想を記載した。 

前川前事務次官の会見を受けた菅官房長官は、５月 26 日の記者会見でこの

記事に言及し、前川前事務次官の発言の信用性を落とそうとした。まるで、読

売新聞が政府を手助けしているかのような連携ぶりである。 
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しかし、記事は効を奏しなかった。 

仮に記事が推測した事実があったとしても、そのことと前川前事務次官の

証言の信憑性とは全く別の問題である。読売新聞がこの時期にこのような記

事を出すことは「印象操作」を意図しているものとしか考えようがない。 

『週刊文春』、『週刊ＦＬＡＳＨ』など週刊誌は、真相を明らかにすべく、問

題とされた出会い系バーの当時の店員を取材し、前川前事務次官が何ら売春

等に関与していたものではないことを報道した。 

読売新聞の記事に多数の批判が寄せられると、読売新聞は、６月３日の朝刊

紙面に、社会部長のコメントを掲載した。そこで社会部長は、教育行政のトッ

プである人物が「違法行為が疑われるような店」に出入りすることは不適切で

あるため、こうした報道は「公共の関心事であり、公益目的にかなう」として、

「これからも政権・行政の監視と言う報道機関の役割を果たしていく」と書い

た。 

ここには、記事にしたことへの反省が全くない。前記記事は具体的に個人を

名指しして非難する内容になっているだけに、その裏付取材は十分になされ

ている必要がある。そもそもこの記事は、記者が取材に基づいて書いているの

か疑わしい。記者が、前川前事務次官が出会い系バーに入るところを幾度も目

撃したということであれば、記者は当然その店に入り、前川前事務次官に対応

した女性を確認し、前川前事務次官とどのような会話ややりとりがあったの

かを具体的に聞き出し、そこに文科官僚として問題行動があったとすれば、そ

れを記事にしたはずである。ところが、記事には出入りの事実しか書かれてい

ない。前川前事務次官の行動に問題があると考えたのであれば、なぜ店に入っ

て取材をしなかったのか。それとも、取材したが、取材して分かった事実が記

事にする意図に合わないためにカットされたのか。いずれにせよ、記事にする

こと自体が報道機関にあるまじき暴走であった。そのことを指摘されても、反

省が一切ないどころか、社会部長は、今後も繰り返すかのようなコメントをし

ている。極めて問題である。 

開き直ったコメントに、他のメディアは一斉に批判的な報道をした。 

朝日新聞は、同年６月 13 日の記事において、元読売新聞記者でジャーナリ

ストの大谷昭宏氏のコメントを紹介するなどして、読売新聞の報道について

の批判的な見解を複数掲載した。大谷氏は、出会い系バーの記事が東京、大阪、

西部（福岡）の各本社の紙面で同じ扱いだったことに注目し、他の記事につい

ては各紙面で見出しや扱いに異なる部分があったことから、会社の上層部か

ら指示が出た可能性が高いとの見解を示した。読売新聞グループ本社広報部

からは、「扱いや見出しが同じになるのは日常的に起きています」と文書で回

答があったとのことである。 

毎日新聞もまた、同日、大谷氏や服部孝章立教大名誉教授のコメントを紹介

し、読売新聞の報道について批判的な論調の記事を掲載した。読売新聞は「当

社の見解は紙面に掲載した通りだ。５月 22 日の記事について名誉毀損に当た

る恐れはないかとのおたずねだが、記事の内容は真実であり、公共性・公益性
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があることも明らかなので、名誉毀損に当たるとは考えていない。」と回答し

ている。 

前川前事務次官は、「個人的な行動がどうして全国紙で報道されるのか。昨

年秋に、すでに杉田（和博）官房副長官から注意を受けた。そのことがなぜ読

売新聞に出たのか問題にすべきだと思う。この記事が出た前後に官邸からの

動きも感じた。私に対するメッセージだと思う。私以外にも行われているとし

たら、国家権力とメディアの関係は問題だ。横行しているとするならば、国民

として看過できない。」と述べている。 

８ 多方面からの報道 

加計学園報道は、いわゆる発表報道とは全く異なる。メディア各社がそれぞ

れ取材し、必要に応じて政府に説明させ、その説明に矛盾点や疑問点があれば、

更にそれを追及する取材報道を行うということが行われている。 

このような取材報道があることによって、内部告発者は社会的に孤立させ

られることなく、むしろ逆に、元の職場の部下たちを励まし、彼らが真相を明

らかにすることに協力的な立場で取材に応じることを後押ししている。 

いくら強い政権であったとしても、どのような事実であったとしても、メデ

ィアの役割は、社会的に重要な事実を取材によって発掘し、記事として報道す

ることである。政治権力の私物化に加担するような報道をすることは、報道機

関であることを放棄するに等しい。社会的事象の真相を明らかにすることが

メディアの役割であることからすればこそ、結論を先決めせず、実際に起こっ

ていることに謙虚に向き合うべきである。 

 

第３項 海外の調査報道の実情 

第１ スノーデン事件 

１ 内部告発の目的 

元アメリカＮＳＡ契約職員のエドワード・スノーデン氏による内部告発の

経過及びその内容については、別の章で論じているので、ここでは報道の自由

との関係から論じる。 

スノーデン氏にとって最も重要なことは、内部告発を成功させることであ

った。内部告発した相手が公表を控えてしまったり、更に悪ければ、公表され

ないどころか、アメリカ政府に自身の身柄を引き渡されてしまえば、元も子も

ない。内部告発先を慎重に選ぶ必要がある。 

他方、スノーデン氏から内部告発を受ける側は、スノーデン氏の内部告発の

重大性を十分に理解できる者でなければならず、スノーデン氏の身の安全を

確保しつつ、内部告発を成功させること、すなわち、スノーデン氏が提供した

情報を効果的に公表し、世界に対してアメリカ政府が行っている世界監視の

実態を知らせることが必要である。 
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以下、主に、ルーク・ハーディング著『スノーデンファイル』（日経ＢＰ社、

2014 年）によって説明する（以下、頁だけを引用するものは、同書の該当頁

を意味する）。 

２ 内部告発を批判していたスノーデン氏 

スノーデン氏は、自身が内部告発をする前の 2009 年１月、『ニューヨーク・

タイムズ』紙に掲載された機密情報について、リークした政府関係者を、これ

ほどひどい犯罪はないと痛烈に批判している（33 頁）。 

この記事で報道されたのは、現在及び過去のアメリカ政府関係者、ヨーロッ

パとイスラエルの政府関係者などへのインタビューを基に、「ブッシュ大統領

が地中貫通爆弾の供与を求めるイスラエルの要請を断わる代わりに、イラン

の核開発を妨害する新たな秘密作戦を承認したことをイスラエルに伝えた」

ことが判明したという内容である。 

このスノーデン氏の批判は、その後、自分が内部告発を実行したときにも、

そのまま当てはまるようにみえる。この点について、スノーデン氏は、内部告

発後、「ＣＩＡが手にしている機密情報のほとんどは、コンピュータやシステ

ムではなく、人に関するものです。だから、だれかを危険にさらしかねない情

報開示には賛成できませんでした」（37 頁）と述べている。確かに、スノーデ

ン氏が公表した内容は、アメリカ政府が行っている監視システムであって、特

定の人に焦点を当て、その人を危険にさらすというものではない。 

共同通信社が 2013 年 11 月 27 日に行った自衛隊の「別班」記事の配信の過

程にも同様の配慮がある。共同通信社は配信８日前に、防衛省の事務次官と陸

幕長に事前通告している。これは、海外に「別班」員がいて活動しているので

あれば安全のためすぐに避難させるためであった（高田昌幸他『権力に迫る

「調査報道」』64 頁参照（旬報社、2016 年））。共同通信が問題にしたのは、「別

班」の存在そのものであり、配信時にたまたま外国で「別班」活動をしている

「別班」員個人ではなかったのである。 

３ 誰に内部告発をするか 

これは内部告発を決意した者にとって最も重要な選択、決断である。 

スノーデン氏は次のように述べている。 

「９．11 後、アメリカを代表する報道機関の多くは、権力のチェック者と

しての役割、つまり政府の行きすぎに異を唱える責任を放棄してしまいまし

た。愛国的ではないと見なされ、ナショナリズムの高まりのなか、市場でそ

っぽを向かれることを恐れたからです。ビジネスの観点からすれば、これは

当然の戦略でしたが、企業が潤った結果、市民はその代償を負わされました。

主要メディアはまだこの寒々とした時期から回復しはじめたばかりです」

（73 頁） 

９．11 後の米国の主要メディアは、内部告発先として信用できないという

ことである。 
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「ローラとグレンはそんな時期にあっても、バッシングをものともせず、物

議をかもすテーマについても恐れることなく報じ続けた数少ないジャーナ

リストです。結果、ローラが特に標的にされてしまいました。・・・彼女は、

ジャーナリストとして考えられる最も危険な任務、世界で最も強力な政府の

悪事を暴くという仕事を遂行するのに必要な勇気、経験、技能をそなえてい

ました。間違いなく適任者だったのです」（74 頁） 

スノーデン氏は、ローラとグレンの仕事ぶりをみていて２人を信頼できる

と判断した。ローラとはドキュメンタリー映画作家のローラ・ポイトラス、グ

レンとは元弁護士のジャーナリスト、グレン・グリーンウォルドである。 

ポイトラスは、９．11 後のアメリカに関する長編映画３部作を制作してい

た。第１作（2006 年）では、米軍侵攻後のイラクの実情を描いた。第２作（2010

年）では、オサマ・ビン・ラディンの運転手だったかどで告発されグアンタナ

モ収容所に収容された男性、もう１人はビン・ラディンのボディーガードをし

ていた男性を通じて、ブッシュとチェイニーの暗黒時代を糾弾する作品をつ

くった（72 頁）。2012 年に取り掛かっていた第３作では、アメリカの国内監視

活動の拡大を取り上げていた。ポイトラスは、2006 年から 2012 年の６年間、

約 40 回、米国入国のたびに国土安全保障省の職員に拘束され、そのたびに、

ラップトップ、携帯電話、カメラ、ノートを押収され、３、４時間、足止めを

食うこともあった。だが、罪になるものは何も見つからなかった。様々な嫌が

らせを受けながら、彼女はめげることなく、逆に、情報源や機密情報を守るに

はどうすればよいかを学んだ。 

グリーンウォルドは、10 年間弁護士として働いた後、2007 年からコラムニ

ストとして寄稿するようになり、ジョージ・Ｗ・ブッシュ政権、オバマ政権を

厳しく批判していた。市民権の侵害、無人機による攻撃、対外戦争、イスラム

世界への不幸な関与、グアンタナモ収容所、アメリカの「拷問政治」などなど。

2012 年８月、グリーンウォルドは、『ガーディアン』紙にフリーランスのコラ

ムニストとして加わった。 

４ 内部告発の始まり 

2012 年 12 月、スノーデン氏は、実名も職業も明かさず一読者としてグリー

ンウォルドに思わせぶりな電子メールを幾度も送ったが、グリーンウォルド

の反応は芳しくなかった。2013 年１月末、スノーデン氏は作戦を変更し、ポ

イトラスに電子メールを送った。彼女は興味を抱き、すぐに暗号化キーを教え

た。 

ポイトラスは、アメリカ政府の罠ではないかと疑いながら、素性の分からな

い者（スノーデン氏）との電子メールのやりとりを続けた。そして、2012 年

12 月発効の最高機密文書「大統領政策令 20」（オバマ大統領がアメリカのサイ

バー攻撃のターゲット候補をリストアップするよう、安全保障及び情報関連

の高官に密かに命じたというもの）を手に入れたとの連絡があった。ポイトラ

スは本物かどうかを確認しようとしたが、確証には至らなかった。氏名不詳氏

－349－



 

はグリーンウォルドを関わらせるよう求めてきた。 

氏名不詳氏は正体を明かさない代わりに、なぜ機密資料をリークしようと

するのか、それが必然的にどれほど重大な影響を及ぼすかを示す、私的なマニ

ュフェストを電子メールで送って来た。この内容から２人は内部告発が本物

だと思った。 

香港で直接会うことになった時点で、「エドワード・スノーデン」の名が明

かされた。 

５ 『ガーディアン』の立場 

スノーデン氏の提供した情報を公表することは、ＮＳＡ、ＦＢＩ、ＣＩＡ、

ホワイトハウス、国務省などの逆鱗に触れることは間違いなかった。そこで

『ガーディアン』は、周到に準備を進めることにした。そのために、『ガーデ

ィアン』は、ワシントン特派員であるイーウェン・マカスキルをスノーデン氏

の取材に参加させることにした。内部告発者が本物かどうかを見極める役で

ある。 

６ 香港での取材 

スノーデン氏が香港を取材場所に選んだ理由は、ここには言論の自由の伝

統があると判断したからだ（108 頁）。かつて住んだことがある日本は選ばな

かった。香港での取材状況は、ポイトラスがカメラ撮影し、マカスキルが質問

している。このときの映像を編集したものが『CITIZENFOUR（シチズンフォー）』

（４番目の内部告発者）である。内部告発記事が世界を駆け巡ったあと、ドキ

ュメンタリー映画として世界中で公表された。 

インタビューのなかで、スノーデン氏は次のようにいう。「アメリカは基本

的によい国です」、「すぐれた価値観を持った、すぐれた人々がいます。でも、

いまの権力構造は自己目的化しています。全市民の自由を犠牲にして、自らの

権力を拡大しようとしています」（111 頁）。 

『ガーディアン』米国は、３大紙『ニューヨーク・タイムズ』、『ワシントン・

ポスト』、『ウォール・ストリート・ジャーナル』が市場の大半を占めるアメリ

カでは小さな存在に過ぎなかったが、インターネット上に記事を出す分には

企業規模の大小は関係ない。確実な素材によって確実な記事が書けるかどう

かだ。そして十分過ぎる確実な素材が、スノーデン氏によって示されている。

問題は、『ガーディアン』が本当に記事にするかだった。 

７ スパイ活動法 

最大の障害は、第一次世界大戦中につくられたスパイ活動法の存在だった

（124 頁）。同法は、アメリカの諜報資料を外国政府に「提供、発信、伝達」す

ることを犯罪としていた。ジャーナリストにこの規定が適用されるかは不明

だった。報道側が訴追されたことは１度もなかったが、楽観はできなかった。 

『ガーディアン』は記事として公表する前にＮＳＡに４時間の猶予時間を
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与えた。この間にアメリカ政府が安全保障上の具体的な懸念を表明すれば（で

きれば、だが）、記事は止まったのかもしれない。しかし、アメリカ政府はこ

こで対応を誤る。泥縄式の対応で記事を止めようとした。その手法はアメリカ

の３大紙には通用しても、イギリスの『ガーディアン』には通用しなかった。

アメリカでは競争がほとんどないため、のんびりした紳士的な態度でことを

進めても構わないが、イギリスでは、ロンドンで 12 の全国紙が生き残りをか

けた厳しい競争をしている。スクープを公表しなければ、他社が公表してしま

う（131～132 頁）。『ガーディアン』はイギリスの新聞だ。 

８ 『ガーディアン』のスクープ記事 

『ガーディアン』米国は、超スクープ記事を次々に掲載した。 

最初は、米国最大級の電気通信事業者であるベライゾンに対し、毎日、継続

的に何百万もの顧客の通信記録（電話メタデータ）をＮＳＡに提出するよう命

じた、外国情報監視法（ＦＩＳＡ）裁判所のロジャー・ビンソン裁判官の署名

がある 2013 年４月 25 日付命令書だ。90 日間、何百万人の顧客は、自分の知

らない間に自分の通信記録を政府に取られ続けていた。 

ＰＲＩＳＭの記事化（ＮＳＡは、マイクロソフト、ヤフー、グーグル、フェ

イスブック、パルトーク、ユーチューブ、スカイプ、ＡＯＬ、アップルという

アメリカＩＴ大手のシステム（194 頁）に直接アクセスできる。分析官は、電

子メールコンテンツ、検索履歴、ライブチャット、転送ファイルなどの収集が

可能）に当たっては、公正さの観点から、登場するＩＴ企業に連絡して反応を

みることにした。 

９ 実名告発 

『ガーディアン』米国は、スノーデン氏の取材動画をインターネット上にア

ップした。アップした１時間後、どのネットワークもスノーデン氏の映像を流

していた。ＣＮＮは 12 分のビデオを全編放映した。これでスノーデン氏は、

無名人から一気に世界一のお尋ね者になった。 

スノーデン氏は、最初から、実名告発することを予定していたという。理由

は、匿名で告発をすると、自分以外の者が多数疑われ調査対象になってしまう

ので、それを回避したかったとのことである。が、同時に、このような実名告

発は、スノーデン氏の生存や言動を世界中の人々の監視下に置くことを意味

し、アメリカ政府やこれに協力する国がスノーデン氏を暗殺したり身柄拘束

して虐待したりすることをやりにくくする。 

10 『ガーディアン』対イギリス政府 

『ガーディアン』は、なぜ、イギリスから記事を発信しなかったのか。 

イギリスでは、アメリカと違って、憲法で言論の自由が保障されていない。

また、アメリカでは、ジャーナリズムが社会の重要な機能を果たすという文化

的な理解も根強い。調査報道の伝統が生きている。これと対照的に、イギリス
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では、国家の機密を優先させる抑圧的な文化が色濃い（168～169 頁）。 

スノーデンファイルをロンドンで保有しているだけでも、政府に知られれ

ば、報道禁止を命じられる可能性がある（169 頁）。 

1993 年、イギリスでは、情報公開へ向けた暫定措置の一環として、国家の

安全保障を揺るがすと思われる記事の発表に先立って政府に問い合わせるＤ

Ａ（Defence Advisory）通告ができた。問い合わせるかどうかは任意とされて

いるが、実際には、マスコミ報道を阻む手段として利用されていた。 

元空軍少将アンドリュー・ヴァランスは「ＤＡ通告」のシステムを運営して

いた。ヴァランスは、ＧＣＨＱ（政府通信本部）に代わって、『ガーディアン』

やＢＢＣ、スカイニュースなどの放送局、新聞に対して、『ガーディアン』米

国によるＰＲＩＳＭのスクープ記事に追随してはならないという極秘の通告

を行い、『ガーディアン』以外はほとんどが通告に従った（174 頁）。 

『ガーディアン』は記事を書き続けた。スノーデンがイギリスの『ガーディ

アン』を選ばず、グリーンウォルドを信頼して『ガーディアン』米国を選んだの

は正解だった。 

７月 20 日、ＧＣＨＱの指示で、『ガーディアン』のスタッフは自社のコンピ

ュータを叩き壊した。政府の高圧的な姿勢はその後も続いた。 

11 国境を越えたメディア連携 

『ガーディアン』は、イギリス政府が法的な圧力を掛けて来ることを懸念し、

米国メディア『ニューヨーク・タイムズ』との連携を考えた。これが実現すれ

ば、イギリスの『ガーディアン』は、アメリカの憲法修正１条に基づく権利の

保護を手に入れることができ、アメリカの『ニューヨーク・タイムズ』はイギ

リスの新聞社が持っているＵＳＢメモリーを手に入れることができる。７月

12 日、双方の新聞がファイルを共有することが取り決められた。報道業務を

ニューヨークに丸ごと移す。スノーデン氏が批判していた『ニューヨーク・タ

イムズ』が連携することになった。 

第２ パナマ文書 

１ はじめに 

2016 年４月、世界各国の調査報道記者が作る「国際調査報道ジャーナリス

ト連合」（ＩＣＩＪ）が、タックスヘイブン法人の秘密文書を入手したと発表

し、ＩＣＩＪに参加する世界各地の報道機関が一斉に報道を始めた。 

日本から参加した澤康臣共同通信記者の『グローバル・ジャーナリズム』（岩

波新書、2017 年）では、内部告発から世界一斉報道に至るまでの経過が詳し

く説明されているので、以下、基本的に同書に基づいて説明する。 

２ 隠された真の所有者 

タックスヘイブン（租税回避地）は、従来、税金逃れが大きな問題とされて

きたが、各国政府が税の抜け穴を徐々に塞ぐようになると同時に、各国が法人
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税率を下げる傾向が増えてきた。そうすると、税金逃れ問題は希薄化してくる。 

問題はむしろ匿名性にある。 

会社の株主や役員が誰か分からないよう秘密が保持され、他国の捜査当局

からの問い合わせにも協力しない。代表役員は名前を出さざるを得ないが、名

前だけの“レンタル役員”を就任させればよく、名義貸しビジネスが横行して

いる。これにより、匿名法人では、犯罪組織やテロ組織であっても、不正な蓄

財をやりたい放題になっている。そんなタックスヘイブンを誰が利用してい

るのか。 

３ 「パナマ文書」報道 

ＩＣＩＪが入手した秘密文書は、タックスヘイブンで匿名法人の設立を代

行するパナマの大手法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した 1,150

万通に及ぶ 21 万社分の内部資料。モサック・フォンセカと顧客、その代理人、

関係企業とがやりとりした電子メール、ファックス、法人設立手続書類、株主

名簿、役員名簿、手数料請求書、本人確認のためのパスポートのコピー。これ

が「パナマ文書」だ。 

このなかに、プーチン大統領の少年時代からの友人で、チェロ奏者のセルゲ

イ・ロルドゥギンや、イギリスのデービッド・キャメロン首相の父親、アイス

ランドのシグムンドゥル・グンロイグソン首相夫婦、習近平国家主席など中国

共産党の現・元最高幹部８人の親族の名前が出て来た。 

犯罪者は、犯罪で得た巨額の金を、実名前提の金融機関に預けるようなこと

はしない。「私は犯罪者です」と名乗りを挙げているようなものだからだ。彼

らにとってこそタックスヘイブンは使い勝手のいいカネの隠し場所だ。 

４ 内部告発 

このときの内部告発者の守り方は特殊だった。 

2015 年初め、ドイツ・ミュンヘンに本社を置く南ドイツ新聞の一記者に、

インターネットを通じて情報提供の連絡があった。誰が何を提供しようとし

ているのか全く分からない。それでも、「興味がある」と返事をすると、「いく

つかの条件がある」と言ってきた。「私の命が危ない。暗号化された通信でし

かやりとりはしない。直接会うことは絶対だめ」。「どういう報道をするかはそ

ちらに任せる」というやりとりの結果、南ドイツ新聞が手に入れたのが 2.6 テ

ラバイト、1,150 万通の文書だった。 

南ドイツ新聞は、内部告発者とのやりとりをこれ以上詳しく説明しない。情

報源の秘匿を守れなくなるおそれがあるからだ。南ドイツ新聞でさえ内部告

発者を知らない。これは取材源の守り方としては最高の手段だ。 

しかし、ジャーナリズムの世界では、取材源を確認しないのは極めてまれだ。

記事の信憑性こそが最重要であることからすれば、取材源を確認しないとい

う選択はほとんどあり得ないからだ。その代わりに南ドイツ新聞がしたこと

は、独自取材により、内部告発者から提供された資料に出て来る人物や企業の
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情報を、開示可能な公共情報と照らし合わせることであり、これがぴったり一

致したことから、「本物」との判断をしたのである。 

５ 取材過程 

パナマ文書は法人登記関連資料でしかないから、これだけでは誰が法人の

真の所有者かは直ちにはわからない。ＩＣＩＪの記者たちは、真の所有者の実

名や住所、生年月日などのデータと、公開されている裁判記録、法務当局が開

示している犯罪記録、その他の公文書、過去のメディア報道などの公表資料を

１つ１つ照らし合わせていく。そして具体的な人物と結び付いたところで、関

係者に取材して裏付けを取り、反論や説明を求めるべき相手（首相など）には

その機会を提供し、間違いがない部分を報道する、という手法をとっていた。 

この照らし合わせ作業では、実名が記載されている資料が閲覧できること

が重要な鍵になっている。これらの資料を閲覧できない、閲覧できても個人名

はことごとく閲覧禁止となっていたら、照合は不可能である。 

６ ＩＣＩＪによる国際協力報道 

それにしても、世界規模のデータを南ドイツ新聞が１社で分析し報道する

のは不可能である。南ドイツ新聞は、ＩＣＩＪに資料を渡し、ＩＣＩＪの調査

報道プロジェクトとして展開することを提案した。国境を越えて世界中のジ

ャーナリストが連携して、調査報道をしようという提案である。 

ＩＣＩＪには、これ以前にも国際共同報道の実績があった。2013 年に、世

界各地のタックスヘイブン匿名法人の設立者を暴露した「オフショア・リーク

ス」、2014 年の「ルクセンブルク・リークス」、2015 年の「スイス・リークス」。

南ドイツ新聞もこれに参加していた。 

世界中から約 80 か国、100 を超えるメディア、400 人近い記者が集まった。

日本からは共同通信、朝日新聞が参加し、途中からＮＨＫが参加した。 

世界中の権力者が不正蓄財に関与しているらしいという取材が、世界規模

で行われていることが、取材されている側に分かると、権力者側は様々な手を

使って潰しにかかってくる。 

７ 世界一斉報道 

日本時間、2016 年４月４日午前３時。世界中のメディアが一斉に「パナマ

文書」報道を行った。それまで１社も出し抜くような報道はなかった。 

一斉報道が危ぶまれた時期があった。2015 年に行なわれたアルゼンチンの

大統領選挙で当選したマウリシオ・マクリの大統領就任２日前に、同人とその

父親、兄弟の名前がタックスヘイブンのバハマの会社「フレッグ・トレーディ

ング」に出ていることを、アルゼンチン・チームの記者が発見した。報道すれ

ば国中大騒ぎになる大スクープだったが、同記者は報道を断念した。 

解禁直前の時期、世界中で一斉に、パナマ文書に名前が出て来る本人に対し、

事実を確認する作業が行われた。このとき、ロシア大統領府のドミトリー・ペ
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スコフ報道官は、ＩＣＩＪがロルドゥギンやロシア銀行会長のコバルチュッ

クに対して、タックスヘイブンについて見解を求めてきたことを公表した。そ

のため、ＩＣＩＪがタックスヘイブンとプーチン大統領の関係を報道しよう

としていることが明らかになってしまった。このとき解禁日を早めるべきだ

という意見がＩＣＩＪ内に起こったが、ＩＣＩＪ事務局長が記者たちを説得

しなだめて、世界一斉報道を実現した。 

８ その後 

ＩＣＩＪの昨年暮れのまとめによると、世界一斉報道後のパナマ文書をき

っかけに、欧州、米州の大部分の国々、韓国、インド、豪州など約 80 か国で、

少なくとも 150 件の捜査・検査・訴追・逮捕が行われた。 

日本でも、昨年夏以降、国税局が、パナマ文書に絡む税務調査に本格的に乗

り出し、今年６月までに関連する個人や法人について全国で数十件の調査を

行い、所得税など総額 31 億円の申告漏れがあったことが明らかにされた。ほ

かに数億円規模の修正申告をした個人が複数いたとされる。この中には、光通

信の会長が、英領バージン諸島の法人の株式譲渡をめぐって約３億７千万円

の申告漏れを指摘された案件も含まれているとのことである（2017 年 8 月 24

日付け朝日新聞）。 

 

第４項 日本における調査報道の衰退 

調査報道の衰退ということは、かなり以前から記者の間で言われていたことで

あるが、現状ははるかに深刻な状況にある。 

社会的に意義のある調査報道は、十分に時間と手間と費用をかけた取材という

前提が不可欠である。かつて、新聞でもテレビでも、重厚な調査報道やドキュメン

タリー番組を多数つくることができたのは、この前提があったからである。前提が

崩れることによって、調査報道は作られにくくなる。 

もう１つの前提である費用。一定の費用を投入しなければ、取材に時間も手間も

かけられない。費用を捻出するには、メディア各社に収入がなければならない。新

聞の収入源は広告料（や折り込みチラシ代）であり、テレビの収入源はコマーシャ

ル料である。多くの人々が新聞を買い、テレビを見ることによって、高額な広告料

収入が新聞社に、高額なコマーシャル料収入がテレビ局に入った。 

それがインターネットの普及により大変動を起こしている。インターネットでは、

いつでも誰でも費用をかけずに、自由にニュースを発信できる。様々な分野に関し

て、優れた内容の記事が個人や少人数集団によって公表される一方で、「フェイク

ニュース」が世界中に蔓延しているのは、インターネットの特性に起因している。

新聞の朝刊、夕刊のような原稿締切時間がないし、テレビ局のニュースのように定

時報道ということもない。緊急速報もいつでもできる。速報性においては新聞もテ

レビもインターネットには敵わない。新聞社、テレビ局、通信社がインターネット

ニュースを多く出すようになって来たことは、情報環境の変化からして当然の流
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れである。しかし、そこでは、新聞の購読料と同じ料金、テレビのコマーシャル料

金と同じ金額を集めることはできない。 

誰もがパソコンや携帯電話で、無料でニュース記事を読んだり、テレビ以外の映

像を世界中から探し出して見ることができるようになった。そのため、大資本があ

る会社でないと発行できない新聞を買わないと記事が読めない、大資本がある会

社でないと経営できないテレビ局の番組を見ないとニュースが分からないという、

従来の大前提が崩れた。新聞を購読する人、テレビを見る人が確実に急減してい

る。 
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日本新聞協会の調べによると、新聞（一般紙・スポーツ紙）の発行部数は、2000

年：53,708,831 部（100％として）、2005 年：52,568,032 部、2010 年：49,321,840

部、2015 年：44,246,688 部、2016 年：43,276,147 部（80.6％）と確実に減少して

いる。朝夕刊セット部数をみると、2000 年：18,187,498 部（100％）、2005 年：

17,111,533 部、2010 年：13,877,495 部、2015 年：10,874,446 部、2016 年：10413,426

部（57.3％）となっており、朝刊だけを購入する読者が多く、朝夕刊セット購入者

は半減に近い。 
 新聞の発行部数 セット部数 朝刊単独部数 

2000 年 53,708,831 18,187,498 33,702,727 

2001 年 53,680,753 18,013,395 33,862,600 

2002 年 53,198,444 17,616,627 33,900,896 

2003 年 52,874,959 17,464,928 33,781,260 

2004 年 53,021,564 17,341,993 34,066,442 

2005 年 52,568,032 17,111,533 33,927,821 

2006 年 52,310,478 16,789,314 34,047,660 

2007 年 52,028,671 16,408,728 34,174,558 

2008 年 51,491,409 15,715,332 34,403,818 

2009 年 50,352,831 14,727,162 34,399,779 

2010 年 49,321,840 13,877,495 34,259,015 

2011 年 48,345,304 13,235,658 33,975,622 

2012 年 47,777,913 12,876,612 33,827,147 

2013 年 46,999,468 12,396,510 33,552,159 

2014 年 45,362,672 11,356,360 32,979,682 

2015 年 44,246,688 10,874,446 32,365,532 

2016 年 43,276,147 10,413,426 31,889,399 
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同じく日本新聞協会の調べによって、新聞社の総売上高（単位：億円）の推移を

みると、2005 年度：24,188、2010 年度：19,375、2015 年度：17,904 と 27％近い

減収になっている。 

 
 総売上高 

2004 年度 23,797 

2005 年度 24,188 

2006 年度 23,323 

2007 年度 22,490 

2008 年度 21,387 

2009 年度 20,024 

2010 年度 19,375 

2011 年度 19,534 

2012 年度 19,156 

2013 年度 19,000 

2014 年度 18,261 

2015 年度 17,904 
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総販売収入・総広告収入（単位：億円）（構成比）は、2005 年度：12,560（51.9％）・

7,438（30.8％）、2010 年度：11,841（61.1％）・4,505（23.3％）、2015 年度：10,466

（58.5％）・3,983（22.2％）となっており、総販売収入は、2015 年度は 2005 年度

と比較して 83.3％に落ちているのに、総売上高に占める割合は６％以上高くなっ

ている。広告収入はほぼ半減している。 

 
 総売上高 販売収入 広告収入 

2004 年度 23,797 12,573 7,550 

2005 年度 24,188 12,560 7,438 

2006 年度 23,323 12,521 7,082 

2007 年度 22,490 12,428 6,646 

2008 年度 21,387 12,317 5,674 

2009 年度 20,024 12,087 4,785 

2010 年度 19,375 11,841 4,505 

2011 年度 19,534 11,642 4,405 

2012 年度 19,156 11,519 4,458 

2013 年度 19,000 11,309 4,417 

2014 年度 18,261 10,762 4,186 

2015 年度 17,904 10,466 3,983 

 

 
 

民間テレビ局のコマーシャル料収入についても同じ問題が起こっている。 

インターネットの普及による既存メディアの経済基盤の急激な弱体化は、日本

だけでなく、世界中で起こっている。特に経営の基盤を広告収入に頼る比率が高い

国ほど、この傾向は極端になっている。ＯＥＣＤが 2008 年以降に調査した結果に

よれば、アメリカは 87％、カナダは 77％と極めて高く、ドイツは 53％、イギリス
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は 50％とほぼ半分、日本は 35％という低さであるゆえ、打撃は小さい方である（大

治朋子『アメリカ・メディア・ウォーズ』51 頁（講談社、2013 年））。 

経営基盤の弱体化による調査報道を作る難しさは、世界中の既存メディアにと

って共通の課題になっている。 

メディアが積極的に調査報道に取り組むようになることを、メディアの自主性

に委ねているだけでは、調査報道は衰退する一方ではないだろうか。メディア外に

いる者も、日本のメディアの実情から問題点を知り、改善の方向性を考え、メディ

アやジャーナリストに協力してゆく必要があるのではないだろうか。 

 

第２節 「調査報道」を阻害している要因 

第１項 「発表ジャーナリズム」 

第１ 記者クラブ 

日本の報道状況を考えるとき、欠くことができないのが記者クラブ問題であ

る。 

日本では、多くのニュースが、役所等から特定のグループに属する記者だけに

告知される記者会見に基づいている。この特定のグループが記者クラブである。 

記者クラブは、主に大手メディアが構成する私的な組織で、中央省庁・国会・

政党を初め、企業・業界団体、都道府県庁（県警本部）などに置かれている。記

者は、ほとんどがクラブに常駐していて、加盟社が当番制で「幹事」社となって

クラブの運営に当たる。記者会見の参加者は加盟社に限られ、加盟社以外の記者

が参加できる場合でも質問はできないということなどが行われてきた。  
これまでの日弁連人権擁護大会でも指摘しているところであるが、記者クラ

ブ制度は、公的情報へのアクセスへの一手段となり得るものの、むしろ仲良しク

ラブ的な緊張感の欠如から、取材対象への厳しい追求がおろそかとならざるを

得ない上、加盟社以外のジャーナリストや海外メディアの取材を排除すること

から、その閉鎖性が以前から問題とされている。この点は、去る５月、国連特別

報告者も報告書で明確に指摘している。  

第２ 記者会見 

記者は毎日、記者室に出勤する。待っていれば、広報部の職員などがプレスリ

リースを持ってくる。広報部の職員とは親しい顔見知り関係になる。また業界団

体や市民団体などからのプレスリリースの投げ込みもあるので、その中から自

社で扱いそうなものを選んで記者会見に臨む。記者は自らあちこちに取材に出

かけて裏付けを取らなくても、記事にできそうな資料の方から来てもらえる。 

第３ 警察担当 

新人記者が最初に担当する記者クラブが、警察（警視庁、道府県警察本部）で
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ある。メディア各社は、警察の記者クラブを「記者の養成所」と位置付けている

ようである。警察担当記者の業務内容は、社会に起こった事件を追う内容のもの

がほとんどで、特殊な事件でないかぎり、新人記者でも理解しやすく、記事を書

きやすい。これに対して、他の担当、政治や行政関係などは、多方面にわたる内

容である上、背景事情や経緯なども分からないと正確な理解が難しいこともあ

って、社会人経験の乏しい新人記者では、理解力がなかなかついていかない面が

多分にある。 

メディア各社は、新人記者のほかに中堅記者をキャップとして配することに

よって、警察の発表内容を鵜呑みにしないよう牽制し、新人記者を指導するよう

にしている。 

しかし、日本の事件報道は、警察の捜査を後追いするようなものになっている。

読者は、殺された被害者を気の毒に思い、警察と一緒に憎むべき犯人を探し、警

察が犯人を捕まえたことをもって安堵し、事件は一件落着する。その後は付録的

扱いになる。被疑者が否認すれば、悪あがきをしていると決め付ける。比較的軽

微な事件であれば、被疑者逮捕報道で終わり、その後、不起訴になっても記事に

ならなかったり、記事になっても不起訴になった経緯を詳しく報道することは

ほとんどない。起訴後は殺人事件や著名人が絡んでいるような事件でもないか

ぎり、公判手続過程が報道されることもない。判決後に裁判批判（更に検察・警

察・弁護活動・マスコミ報道批判）が報道されることもない。被疑者逮捕と被疑

者が自白したか否かが報道の一番の山場で、必然的に、警察は治安、正義を回復

する正義の味方として描かれ、捜査批判記事が出ることはほとんどなく、「警察

は正義の実現者」という幻想を作り出している。 

第４ 特性～「発表ジャーナリズム」 

記者クラブでは、限られたメディア企業の記者だけが参加できる記者会見で、

全く同じ情報を配られて、発表者の説明を聞いて記事としてまとめ、自分の所属

する新聞社、テレビ局などに電子メールを送ることが、日々行われており、それ

を受け取った編集者が取捨選択して記事として報道される。編集者が記者に補

充を求めたり、内容の確認を求めたりすることはあるが、基本は発表された内容

の範囲にとどまる。 

このようにして作られる記事は基本的に記者会見で発表された内容のメモや

ダイジェスト版となるため、各社横並びで、同じ内容になる。同じ時期に、複数

の新聞、テレビの記事報道の内容がほとんど同じになるのは、このためである。

これだけで記事ができてしまう特性から、「発表ジャーナリズム」と言われる。

ここでは、取材される側とする側が、資料提供者と資料発表者という役割分担を

している仲間同士のようになってしまっている。 

役所等にとっては自ら公表する手間が省け、やり方によっては、役所等の都合

のよいことだけを市民に知らせる都合のよい手段になる。 

役所が発表するものをそのまま記事にすることによって、内容に誤りがあっ

ても、抗議を受けるべきは発表した役所であって、自分たち記者、メディアでは
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ないという安心感が生じる。メディアがリスクを負いたくないという考えを強

く持てば持つほど、記事は役所の発表モノになってゆく。 

第５ 不毛な速報競争 

メディア界ではニュースの速報性が異常なまでに重視されている。日本も例

外ではない。その典型が逮捕や強制捜査の予測記事（「明日にも・・・を逮捕」

見出し記事）である。このような見出しを見ると、他のメディア各社は色めき立

ち、大慌てで真偽を確かめる取材を行い、必死に追いつこうとする。そして数時

間遅れで報道することになる。メディア間では「抜いた」、「抜かれた」の競争が

日々行われ、メディア社内では、抜いた記者が高く評価され、抜かれた記者は低

く評価される。 

一般市民の側からすると、ほとんどのニュースの内容は、直接、緊急にすぐに

必要不可欠な情報ではない。逮捕予測記事を、新聞の朝刊で読もうが夕刊で読も

うがどちらでもよいし、なくてもよい。 

速報ニュースの欠点は、発表されたものをほぼそのままニュースにしている

感が強く、記事としての深みがないだけでなく、取材不足を感じるものが多いこ

とである。一方的な発表を記事にすれば、必然的にこのようになる。 

速報は一般市民に第一印象を植え付けてしまう。第一印象がネガティブなも

のである場合、それが誤りとして後日訂正されたとしても、第一印象を払拭する

ことは極めて困難である。 

第６ 低い質問力 

速報性の重視は、記者会見を一変させている。記者会見に臨んだことのある弁

護士であれば体験しているであろうが、記者たちは記者会見している者の表情

を見ながらメモを取るのではなく、記者会見している者の方を見ないで、その者

の発する言葉をひたすらパソコンに入力しているだけなのである。一刻も早く

記事を書き上げて、デスクに記事として送信することが役割だということとな

ると、必然的にこのようになる。入力することに主眼が置かれるから、記者会見

をしている者の態度や表情、言い回しなどから気が付くような質問をすること

はなく、ごく形式的な確認質問（記者会見に並んでいる者の氏名や生年月日、連

絡先など）のようなものしか出て来ない。 

記者クラブで発表されたものを記事の形にするという癖がついてしまうと、

記者クラブの記者はとにかく記事ができればよくなってしまい、役所に対する

厳しい質問や批判を控えがちになる。役所の広報担当者と親しくなれば尚更の

ことである。政治部記者のぶら下がり質問や官房長官会見での質問などを見て

いると、読者視聴者が苛立つほど、記者はごくごく単純で表面的な質問しかせず、

質問された側も紋切り型の類型的な答をするだけで済ませ、記者はそれ以上突

っ込んだ質問をしない。事前に双方で出来上がっているかのようなやりとりに

なっており、まるで仲間内である。北海道警裏金追及を始めたとき、北海道警の

幹部が北海道新聞の記者に面と向かって、「飼い犬に手を咬まれた」と言ったと
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のことであるが、この感覚はこの警察官僚だけでなく、どこの役所にもある感覚

なのではないだろうか。 

記者クラブの記者が、記者クラブに所属しない者（フリージャーナリストなど）

が記者会見に同席することを嫌うのは、フリージャーナリストなどが記者クラ

ブの平穏な秩序を乱す厳しい質問をすることで、記者会見の平穏を害されるか

らなのではないだろうか。 

第７ お先棒担ぎ 

更に酷くなると、記者会見の発言者を追及する場面で、追及事項とは関係のな

いことについて、質問の体裁をとりながら、追及されている者を誉めそやす発言

を堂々とする記者がいる。さらに、取材を受ける役所側から事前に頼まれてして

いるとしか思えない質問をする記者もいる。役所の側から言いたくても言いに

くいことを、記者の側から質問させることで、役所の側が言いやすくなるという

ものである。 

第８ 社会部と政治部の対立 

一般市民にはほとんど意識されていないであろうが、新聞でもテレビでも、記

者は新聞社ごとテレビ局ごとに、皆同じような考え方や価値観で仕事をしてい

るわけではない。どの社でも、特に社会部と政治部の考え方の違いは大きい。卑

近な例では、日弁連が秘密保護法案の反対運動をしていた時期、新聞社、テレビ

局ごとの法案学習会を行ったことがあるが、そこで驚いたのは、日弁連の反対意

見に対する社会部記者の態度が同調的だったのに比べて、政治部記者の態度が

冷ややかで懐疑的であったことである。まるで、政府与党の代弁者と向き合って

いるかのようであった。 

このことは、加計学園問題の政治部記者の態度にもはっきり表れている。政治

部記者のぶら下がりでは、政治家が沈黙したり、自分の言いたいことを一言言う

だけで済ませることを許容し、官房長官の記者会見では、官房長官が一方的に言

いたいことを言っているのに対し、記者からしつこい厳しい質問が出ることは

ほとんどない。東京新聞は、普段は官房長官の記者会見には出席していない社会

部の記者を記者会見に派遣した。この社会部の記者は、菅官房長官に対し、当該

内部文書がどのように文部科学省のＰＣ内に保存されているか等、取材によっ

て判明した具体的な状況を次々と突きつけ、菅官房長官が回答をするや、「情報

源が匿名だと信憑性がないということか」と直ちにその回答の趣旨を明確にさ

せ、更に具体的な事情をぶつける、といった効果的な質問を繰り出した。その記

者がしつこく質問を繰り返すことにより、周りの記者も同調して、官房長官に質

問をするようになったという。これに対して、記者クラブに所属し、普段から記

者会見に臨んでいる他の記者からは、場を乱したと否定的な反応があったとい

う。加計学園をめぐる記者会見は、記者クラブの可能性と問題点を浮き彫りにし

た。 

2017 年６月 19 日放送の『クローズアップ現代＋』（武田真一・鎌倉千秋キャ
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スター）は、学校法人「加計学園」が計画している獣医学部の新設を取り上げ、

独占入手の資料や証言などをもとに、「行政がゆがめられた」のではないかとい

う問題を追及する内容だった。獣医学部新設の選定は適切だったかという話に

なったところで、以下のやりとりがある。 

── 諮問会議のメンバーからは、選定のプロセスについて一点の曇りもない

という発言が出ているが、これはどういうこと？ 

政治部記者：全ての決定の過程が議事録として残っている上に、オープンにイ

ンターネット上でされていると。全ての場所に必要な人が出席して、意思決定

をしている中において、間違いが起きるはずがないということなんですね。さ

らに先ほど「広域的」という文言もありましたが、有識者の方々は記者会見で、

我々が獣医師会や、規制を緩和したくない文科省に譲歩してなんとか認めて

もらうために入れた文言であって、なんらかの変な形で入ったわけではなく、

われわれのサジェスチョンで山本大臣が決定したのだと。ですからそこに違

法性はない、政府もこうしたプロセスを踏んでることから、手続が適正に行わ

れていて違法性もないと強調しているわけなんです。 

社会部記者：今の議論、この透明性というのは確保されていると思います。た

だ今回の獣医学部をめぐっては、内閣府と文科省は水面下で交渉を繰り返し

ていました。今回の文書は、先週存在が確認された文書と同様に、そうした水

面下での交渉が記録された文書の１つなんです。選定に当たっては、公平性・

透明性が保たれたかどうかということは、こうした省庁間の交渉も含めて、検

証する必要があるのではないでしょうか。 

政治部記者の説明はまるで政府答弁そのものである。手にしているフリップ

はマジックの手書き。通常、ＮＨＫの番組のフリップ作成は、番組開始２時間く

らい前までだったら十分に間に合う。それができていないのはフリップを作っ

た時期が番組開始直前だったことを伺わせる。新聞の朝夕刊のテレビ欄の放送

時間は、いつもどおりの午後 10 時から 10 時 25 分までの 25 分間になっていた

のに、実際の放送時間は５分拡大されていた。これは、政治部が放送直前になっ

て放送に割り込んできたからだとしか考えられない。政治部記者は政府を代弁

するために出演していたかのようである。 

社会部と政治部の間では記者の異動があまりないことから、社内に価値観の

大きく異なる勢力が対立しながら存在している。 

これに対して、『週刊文春』や『週刊新潮』などの週刊誌は、記者クラブに加

盟していない。そのこともあって、政府や与党議員に対して気を遣うことなく、

厳しい追及をすることができる。 

第９ 遊軍 

新聞社には記者クラブに属さない「遊軍」という部署がある。ここに属する記

者は、記者クラブに関係なく、記事を書くことができる。記者クラブ中心の取材・

報道ではできない取材・報道をするという隙間を埋めるような機能がある。長期

連載記事などは遊軍で行われることが多く、調査報道としてこれまで多くの傑
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作を世に出してきた。 

しかし、速報を重視する価値観が強い中では、他社よりも早く報道することが

最優先課題となるため、いつどのような形で記事にできるのか、またそもそも記

事にできるのかどうかもわからないような取材のために、多くの記者を配置す

ることはできない。大手メディアや比較的大きなメディアでも、遊軍記者の人数

が少なくなっているようである。 

各メディアは、記者クラブの記者が取材をやりにくい場面では、それを遊軍記

者にやらせるという使い方をすることがある。例えば、警察官の個人的な不祥事

はたいてい警察が発表するので、記者クラブの記者が発表されたことを書けば

よい。しかし、警察は警察組織の不正（捜査費裏金など）を積極的に公表するこ

とはないし、記者に追及されても不正を否定する。記者会見で事実を明らかにす

ることはできない。それでもメディアとして警察組織を追及する記事を書こう

とするときに、遊軍記者を使う。遊軍記者が警察組織を追及する記事を書く分に

は、記者クラブの記者は警察幹部に「遊軍の記者が勝手なことをしている。すみ

ません。すぐに終わりますから。」と弁解し謝ることで、警察組織との人間関係

を悪くしないで済ませることができる。遊軍の追及記事が短期間で終われば、記

者クラブの記者は、記者会見から外されるなどの実害を受けずに済む。この手法

は、矛先を納める頃合いを暗黙のうちに最初から決めているような場合は、報道

する側、される側双方にとって無難ではあるが、組織的な問題を徹底に追及して

もらいたい一般市民の側からすると極めて問題がある。 

 

第２項 記者の育て方 

第１ 生涯の就職先としてのメディア 

我が国では、新聞記者は特定の新聞社に入社すると、定年までその新聞社の記

者として終わるか、あるいは途中で、あるいは途中から、その新聞社や関連企業

の他の業務を行う。記者にとって新聞社は生涯の就職先であり、記者は組織の人

事に従って異動し、与えられた仕事を処理する組織人である。立場は一般の企業

に就職するサラリーマンと変わらない。そこでは、主観的にはジャーナリストの

つもりであっても、個人として自己の仕事に責任を負うジャーナリストはいな

い。 

新人記者には、入社すると最初に短期間の研修があるが、そこで記者としての

基本全てを教わるわけではなく、仕事の現場で経験しながら資質を身につけて

行くという方法が採用されている。 

第２ 新人教育 

大手新聞社はどこも、新人記者を最初に警察担当に配属する。１、２年は、警

察発表や警察官から情報をもらって記事を書くということに慣れさせる。警察

が最初の部署に選ばれるのは、他の省庁と異なり、事件ものが中心の取材である
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ため、行政の専門知識のようなものは必要なく、新人記者でも入りやすい仕事だ

という面があるからではないだろうか。ここでは、新人記者は、先輩よりも取材

相手の警察によって育ててもらっている感がある。 

しかし、「体で覚えろ」式の記者体験は、様々な体験から自分で考える力を育

てることに有意義な面もあるであろうが、記者としての技量を確実に磨く方法

になっているとは考えられない。かえって、新人記者に様々な不合理な体験をさ

せ、それにひたすら耐えることを学ばせてしまっているのではないだろうか。そ

うすると、記者が特定の新聞社に記者として居続けるためには、社の方針に疑問

を抱くことなく、異論を述べず、ひたすら従うしかない。そのような環境からは、

権力の不正に徹底的に立ち向かう記者は育たない。 

第３ 記者の心構え 

欧米の記者は、メディア間を移り、国境を越え、更には職業を変えることさえ

するのが当たり前である。記者の経済的基盤を終生、特定の企業が保障してくれ

るという関係がない。それよりも、様々な経験を経て、ひとりのジャーナリスト

として高い評価を得るようになり、一流になって行く。 

これに対して、日本のマスメディアの記者は、特定の新聞社やテレビ局に就職

し、定年まで同じ会社に勤務するため、必然的に会社中心主義にならざるを得な

い。会社内の空気を察知して、無理して余計なチャレンジはしない風潮がより一

層強固になる。個々の記者の内心にジャーナリズム精神があれば何とかなると

いう状況ではない。 

記者を志した者のなかには少なからずいる、「調査報道」をやりたいと考えて

記者になった者が、記者の置かれている現状に驚き呆れ、調査報道を諦め、ある

いは記者を辞めることになっていないだろうか。 

第４ テレビ局 

テレビ局の場合、ＮＨＫでは記者として新人を採用するが、民間テレビ局では

そのようになっていないとのことである。また、テレビ局の場合、ニュースの外

注が多い。ジャーナリストの不在は、新聞よりも深刻ではないだろうか。 

 

第３項 取材の自由を妨げる法律 

第１ 刑事訴訟法 

刑事訴訟法 53 条は、1 項本文で「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲

覧することができる」と定めている。これによれば、誰もが刑事裁判終結後の訴

訟記録を閲覧し、事件報道から離れて、事件の実態や問題点を独自に研究するこ

とができる。このようなことをする市民が増えれば、犯罪に対する市民の考え方

が多様になり、被疑者、被告人、犯罪者、受刑者、その家族、被害者、被害者の

家族などの置かれている状況や苦悩について考える市民も増えてくるに違いな
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い。 

ところが、同項ただし書と同条 2 項では、「訴訟記録の保存又は裁判所若しく

は検察庁の事務に支障のあるとき」と「弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又

は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録」について

は、閲覧することができないとされている。「事務の支障」は漠然とした極めて

曖昧な概念であり、ほとんど自由裁量的な運用がなされるおそれがある。 

裁判員裁判制度の導入時に新たに設けられた刑事訴訟法 281 条の４は、弁護

人が公判前手続で取得した証拠を目的外に使用することを禁じており、違反す

れば刑罰が科される（同法 281 条の５）。 

第２ 刑事確定訴訟記録法 

刑事確定訴訟記録法は更に厳しい制限を設け、以下の記録を閲覧させないも

のと規定している（刑事確定訴訟記録法４条２項）。 

① 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき  

② 保管記録に係る被告事件が終結した後３年を経過したとき  

③ 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとな

るおそれがあると認められるとき 

④ 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることと

なるおそれがあると認められるとき  

⑤ 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害す

ることとなるおそれがあると認められるとき 

⑥ 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁

判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められると

き 

上記６項目の閲覧禁止事項は、まるで閲覧の原則禁止である。刑事裁判記録は

刑事裁判のためだけに使うものであり、それ以外への利用は許されないという

発想に立って規定されているものと考えられる。 

このような刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法により、報道機関が取材目的の

ために刑事記録を閲覧しようとしても、実際にはほとんど機械的に拒否されて

いるのが実情である。 

 

第４項 取材源の秘匿 

第１ 取材源の秘匿 

報道の自由は取材の自由が十全に確保できなければ空虚なものになってしま

う。取材源の秘匿が法律上尊重されなければ、取材源の秘匿を条件に取材に応じ

た者は、メディアに裏切られる危険を背負うことになる。取材源の秘匿を守れな

ければ、守れなかった記者が取材対象者との関係で個人的に信用を失うだけで

なく、その記者が所属するメディアの信用も失うであろうし、場合によってはメ
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ディア全体の信用を損なうことにもなりかねない。その意味では、取材源の秘匿

が守られることは極めて重要である。 

第２ 最高裁判例 

この問題に関して、最高裁判所第三小法廷（上田豊三裁判長）は 2006 年 10 月

３日、アメリカの健康食品会社の日本法人が所得隠しをしたとのＮＨＫの報道

に関して、ＮＨＫ記者が民事裁判で取材源に関する証言を拒絶したことについ

て、「報道関係者は原則として取材源にかかわる証言を拒絶できる」とする決定

を行った。同決定は、「取材源は、一般に、みだりに開示されると、報道関係者

と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ、将来にわたる自由で円滑な取

材活動が妨げられ、報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難に

なる」として、民事訴訟法で証言拒絶ができる「職業の秘密」に当たると解した

上、取材方法が違法である場合、取材源が開示を了承している場合、社会的価値

を考慮してもなお公正な裁判を実現するために証言が不可欠な場合を除き、記

者は証言を拒絶できるとした。 

第３ 実名告発 

加計学園報道では、当初、取材源となっていたはずの人物（前川喜平前事務次

官）が報道上、明らかにされていなかった。取材源を明らかにしないままの報道

は弱々しかった。間もなく、前川前事務次官がテレビカメラの前で記者会見を開

き説明するようになると、説得力が一気に高まり、多くのメディアが安倍総理、

萩生田光一内閣官房副長官などに対して疑惑を抱くようになった。前川前事務

次官の実名告発に続いて、文科省の官僚が次々に政府の説明を覆す資料提供や

説明をするようになった。 

これは、北海道新聞の北海道警察裏金追及報道が成功したきっかけに、元北海

道警察釧路方面本部長の原田宏二氏の捜査費裏金を認める実名告発があったこ

とと類似している。原田氏の内部告発後、北海道警察の中には北海道新聞の取材

に応じる警察官が続いた。 

 

第５項 被取材者のプライバシー 

１ はじめに～個人情報保護法の施行 

取材源の秘匿の問題と似て非なる問題として、被取材者の肖像権・プライバ

シー権保護の問題がある。 

2003 年に個人情報保護法が成立して以降、罰則もなく、直ちに不法行為に

なるわけでもないにもかかわらず、日本社会全般において、個人情報の扱いが

異常なまでに消極的になっている。メディア自身は、取材の自由、報道の自由

を尊重される場面において個人情報保護法の制限を受けないものの、多くの

取材対象者は個人情報保護法の適用を受ける。そして法律の内容について正

しい理解のないまま、過剰なまでの自制と過剰なまでの権利意識により、取材
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の自由、報道の自由が著しく抑制されている。 

被取材者の取材内容を記事にすることで、誰が被取材者かが読者にわかり、

被取材者が非難の対象になったり、笑いの対象になったりすることがある。そ

こで、被取材者の肖像権・プライバシー権、名誉権を保護するために、モザイ

ク処理や音声編集などが行われる。多くの取材報道を行うメディアとしては、

１つでも問題が起こると、その対応に多くの時間と手間がかかることになる

ことから、類型的に、過剰にモザイク処理や音声編集をしがちになる。 

２ 報道の説得力 

報道内容が説得力を持つのは、十分な取材に裏付けられた事実を内容とす

るからである。そのような記事では、できるかぎり、取材対象者を具体的に明

らかにすることによって説得力が増す。取材対象者を明らかにすることによ

って、取材対象者本人は、自分自身の説明した内容が正しく書いてあることを

知ることができるし、第三者は、記事内容が正しいかどうかを同一人物に取材

することで検証できるからである。 

記事中の発言者が匿名になっている場合、発言者自身、自分が言ったことが

書いてあるのか、自分以外の者が言ったことが書いてあるのか判別できない

こともあるであろうし、第三者はなおさらのこと、同一人物を取材して発言の

有無真偽を検証することができない。更に言えば、匿名氏の実在性にも疑いが

生じる余地がある。匿名の多用は、取材をしやすくするであろうが、被取材者

が匿名であることをいいことに、無責任なことを言う危険性もある。 

政治記事では、「政府関係者」、「与党幹部」など、発言者を特定できない匿

名コメントが非常に多い。取材した政治記者本人しか被取材者を知らないと

いう記事が多いことは、問題ではないだろうか。政治部記者には名前を出せな

い理由がわかるのかもしれないが、一般読者にはわからない。実名にするとは

っきりコメントできない、曖昧なコメントしかできない、コメント拒否という

のも、日本の今の国政を反映した現実であり、一般市民がその現実を知ること

には意味がある。コメントを断われたら、そのことを記事にするという方法も

あるのではないだろうか。 

３ インターネット上の誹謗中傷 

被取材者が特定できなくても、インターネット上で誹謗中傷されることが

ある。 

2016 年８月、ＮＨＫがニュース番組で紹介した女子高校生にネット上で批

判が殺到した。ＮＨＫは「貧困女子高生」と報じたが「生活に余裕がある」、

「捏造」という内容だ。片山さつき参議院議員もツイートで「拝見した限り自

宅の暮らし向きはつましい御様子ではありましたが、チケットやグッズ、ラン

チを節約すれば中古のパソコンは十分買えるでしょうからあれっと思う方も

当然いらっしゃるでしょう。経済的理由で進学できないなら奨学金等各種政

策で支援可能！」と書いたことから、事態は更に炎上した。絶対的貧困しかイ
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メージできない人には、相対的貧困は理解しにくい。ＮＨＫが取り上げたのは、

「相対的貧困」も貧困問題として考えるべきではないかという問題意識から、

相対的貧困に苦しむ子ども達の問題を同世代の高校生や教員に発信するため、

神奈川県が主催したイベントに参加していた当事者に語ってもらったという

ものだ。相対的貧困に対する無理解がネットを炎上させた。取材に応じた高校

生にしてみれば、まるで自分個人が社会全体から非難されているかのような

恐怖を感じたのではないだろうか。それとも、国会議員も含め世の人々の無理

解を嘆いただろか。 

ニュース番組の視聴者は、報道の意図を常に的確に理解する善人だけでは

ない。各自の経験や知識から誤解、曲解をしてしまうこともあれば、おもしろ

おかしく揚げ足取りをする者もいる。 

インターネット上の言論の自由は、無理解による暴走になることがあるだ

けに、攻撃されている側を守るべきメディアは十分な説明反論を尽くす必要

がある。 

 

第６項 フェイクニュース 

第１ はじめに 

「フェイクニュース（偽ニュース）」という言葉は、今年１月、アメリカ大統

領に就任したドナルド・トランプ氏が、気に入らないニュースを非難する際の決

め台詞として有名になった。始まりは、１月 20 日の大統領就任式への国民の参

加人数のニュースである。新聞やテレビが、歴代の大統領の就任式に比べて極端

に参加人数が少ないと、就任式に詰め掛けた国民を空撮した写真を、オバマ大統

領の就任式のときの写真と比べながら、指摘した。写真の比較では参加人数の違

いは歴然としていた。オバマ大統領の就任式では約 180 万人が詰め掛けたのに、

トランプ大統領の就任式では多く見積もっても約 90 万人だったという。これに

トランプ大統領が素早く反応して、「フェイクニュースだ」と怒鳴ったのだ。 

その後、トランプ大統領は、トランプ政権に批判的な内容の報道に、一々反応

し、「フェイクニュース（偽ニュース）だ」という決め台詞を繰り返した。フェ

イクであることの具体的な説明は一切ない。それでも、トランプ大統領を熱狂的

に指示する国民が多数いる。トランプ大統領が言うことが正しい、説明などいら

ない、と結論づけている国民。移民国家であればこそ、各人の自由と民主主義を

大事にしていたはずのアメリカは、思考停止に陥ろうとしているかのようだ。 

アメリカだけでない。ヨーロッパでもフェイクニュースによる世論の混乱が

広がっている。その背景には、フェイクニュースをネットに拡散させることで経

済的利益を得ている者がいるという現実がある。また、昨年のアメリカ大統領選

挙期間中、外国政府が意図的にヒラリー・クリントン候補の「フェイクニュース」

をネット上に公表し、クリントン候補の当選を妨害したという疑惑も指摘され

ている。「フェイクニュース」が外国の政権づくりに影響を与える社会になって
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来ている。 

第２ 日本では 

日本では、「フェイクニュース」と指摘される報道は聞かない。しかし、「フェ

イクニュース」と言わないまでも、森友学園問題や加計学園問題などに関する政

権批判報道に対して、安倍総理大臣や菅官房長官などが「印象操作だ」と批判す

る場面がいくつもあった。具体的な反論や説明をしないまま、「印象操作だ」と

言い切る話し方は、トランプ大統領の「フェイクニュースだ」という言い返しに

酷似している。そこには、一般市民向けには、「フェイクニュースだ」、「印象操

作だ」という決め台詞を繰り返していれば、支持をつなぎとめておくことができ

るという判断が働いているのではないか。 

第３ 「フェイクニュース」の範囲 

トランプ大統領の「フェイクニュースだ」という決め台詞自体は、「フェイク

ニュースではないか？」という疑問型に変えれば、どのようなニュースにも当て

はまる疑問である。意図的で悪質な嘘だけでなく、重要な事実の指摘が不正確で

ある場合も、些細な事実が不正確である場合も、更に小さくは誤記によって意味

が僅かにせよ変わってしまう場合も、読者視聴者の判断を誤らせるという点は

共通であり、「フェイクニュース」である。 

公安事件記事では、５Ｗ１Ｈが揃っていないことが珍しくない。揃わないのに

記事にし、揃っていないことの問題性を指摘しないのは、一種の「フェイクニュ

ース」である。 

第４ 「フェイクニュース」の問題提起 

トランプ大統領の「フェイクニュースだ」という指摘について、トランプ氏は

アメリカ大統領に相応しくないという評価しかしないのは、適当でない。彼の指

摘する様々な事実については、実は部分的に彼の指摘が正しいこともあるので

はないかという疑問を抱かせることがある。実は、誰もが日々、「フェイクニュ

ース」にさらされているのではないかという疑問を抱かせてくれたことは重要

な問題提起である。 

「フェイクニュース」が社会問題となるのは、それが人々に事実を誤認させ、

誤った評価判断をさせ、政治判断を誤らせ、そのような人々に基盤を置く政府の

政治判断を誤らせ、それが諸外国との関係を悪化させるようなことにもつなが

りかねない危険性さえ持っているからである。 

第５ 「フェイクニュース」への対抗 

１ 読者は全てを疑え 

「フェイクニュース」を広く捉えるなら、私たち誰だれもが日々、「フェイ

クニュース」にさらされているかもしれない。一人で作れるネットニュースで

はチェック役がいないだけに、虚偽が入り込む危険性がある。特定のスポンサ
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ーに経済的基盤を置いている書き手は、たとえ著名人であったとしても、スポ

ンサーの価値観に反する記事を書くことはないという弱点がある。ひとりで

なく数人のグループで作っているニュースだとしても、大きくは組織メディ

アであっても、組織としての慎重なチェックの仕組みがなかったり、あっても

機能しなければ、内容の信頼性に疑問が生じる。 

２ ファクトチェック 

諸外国でもメディアが発表報道を主流としていることは日本と同じである。

それは、発表する側の都合に沿った報道になりがちであるが、発表の内容の虚

偽に気付かず報道すると、この報道に接した一般市民に誤った事実認識、評価

をさせてしまうことになりかねない。これは広い意味では「フェイクニュース」

である。この批判に対抗するため、世界では、記事を書く側において、改めて

ファクトチェックに力を入れる動きが広がっている。 

アメリカのオンライン専門のＮＰＯメディア『ボイス・オブ・サンディエゴ

（ＶＯＳＤ）』では、地元住民のＱＯＬ（生活の質）に関わる問題に取り組む

中でファクトチェックを行い、住民に評価されている（大治朋子『アメリカ・

メディア・ウォーズ』（講談社 2013 年））。例えば、サンディエゴ警察の幹部が

テレビ出演し、予算増額を求めた理由として、「６月の犯罪がまた増加した。

これで６か月連続の上昇だ」と犯罪の急増を強調したが、ＶＯＳＤが生データ

を取り寄せて集計した結果、警察が恣意的なデータ集計をしていたこと、警察

幹部の説明が嘘であったことが明らかになり、これを公表した（同書 171 頁）。 

日本の報道でも、ファクトチェックが必要である。 

３ スローニュース 

ネット上で世界中のニュースを見みることができる情報環境になると、既

存メディアの報道が、実は拙速で、正確性を欠いたり、問題の本質からずれて

いることがわかるようになってきた。かつては記者も読者も「フェイク」だと

は思っていなかったことが、実は広い意味の「フェイクニュース」になってい

ることに気づくようになってきた。そのような情報環境の下で速報性を最優

先にすることは、「フェイクニュース」の量産につながりかねない。それは既

存の組織メディアに対する不信感を生み、深めることは必至である。 

今年、イギリスのＢＢＣは、速報性を最優先とする方針を止め、事案の真相

を追究したり、真偽の不明瞭な事実につき検証したりする「スローニュース」

に報道の軸足を移すことにした。そのために、リアリティチェックチームとい

う専門の事実検証チームを発足させた。具体的には、客観的なデータの活用や、

長尺の綿密なテキストを使用し、速報性や報道の量ではなく、報道の質を追求

するという手法である。発表報道からの訣別である。ＶＯＳＤの上記ニュース

も、スローニュースの１つである。 

日本で調査報道への取組を強化すべきだという問題提起は、まさにスロー

ニュースの提案である。 
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第３節 権力による報道の自由に対する介入問題 

第１項 テレビに対する権力の介入問題 

新聞や雑誌などの活字メディアと異なり、テレビなどの放送メディアは、政府権

力からの介入がよく問題にされるが、それはなぜなのか。 

その理由は、活字メディアについては、特段、規律立法は存在しないが、放送メ

ディアについては、電波の有限性の観点から放送法や電波法などがあり、一定の規

律立法が存在しているからである。具体的には、下記の放送法４条１項各号の規定

（以下「番組編集準則」ともいう。）と電波法 76 条１項の規定が、政府権力からの

介入との関係では問題となる。なぜなら、放送法４条１項各号に法規範性が認めら

れるとすれば、総務大臣は、電波法 76 条１項に基づき、放送法違反を理由に、電

波停止措置を取ることができるとも解釈できるからである。 

2016 年２月の総務大臣発言は、まさにこの点に関わる問題である。放送法と電

波法の規定は下記のとおりである。 

記 

放送法４条１項２号 政治的に公平であること。 

３号 報道は事実をまげないですること。 

４号 意見が対立している問題については、できるだけ多く

の角度から論点を明らかにすること。 

電波法76条１項   総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれ

らの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反

したときは、３箇月以内の期間を定めて無線局の運用

の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数

若しくは空中線電力を制限することができる。  
 

第２項 放送法４条１項の法規範性に関する見解 

第１ 学者の通説的見解 

放送法は、憲法 21 条が報道の自由を保障していることから、政治権力による

介入を受けないことを当然の前提としており、各条項は自律的規制と解すべき

であって、法規範性はない。したがって、放送法違反を理由に、電波法で電波停

止措置はできないというのが、学者の通説的見解である。 

これは、放送法４条１項の規定は、放送番組の内容について規定しているため、

同条を理由にする規制は内容規制となり、憲法上許されないから、法規範性がな

いと解さないと憲法 21 条との整合性が保てないことを理由とする。 

なお、放送法４条は内容規制である以上、法規範性の解釈にかかわらず、違憲

と解する学説もある。 
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第２ 総務省（郵政省）の見解（態度） 

「番組編集準則に基づく行政指導について」（2007 年４月 27 日・国立国会図

書館）よれば、総務省（郵政省）の態度については次のようにまとめられている。 

１ 1984 年まで 

行政指導「常態化」以前－番組編集準則の「精神的規定」解釈 

２ 1985 年～1993 年 

行政指導の「常態化」の契機－深夜の低俗番組に対する行政指導に端を発

して 

３ 1993 年以降 

行政指導の正当性「追認」－「椿発言」に関する放送行政局長答弁など 

1984 年まで、郵政省（当時）は、番組編集準則について、「法が事業者に期待

すべき放送番組編集上の準則は、現実問題としては、一つの目標であって法の実

際的効果としては多分に精神的規定の域を出ないものと考える。要は、事業者の

自律にまつほかない。」（郵政省「放送関係法制に関する検計上の問題点とその分

析」より）としていた（上記文書３頁より引用）。 

このように、郵政省は、現放送法４条１項に該当する番組編集準則について、

「精神的規定の域を出」ず、「事業者の自律にまつほかない」としていたことか

ら、番組編集準則は、法規範性を持たない自律的規定と解していたといえる。 

ところが、1993 年の「椿発言」事件をきっかけに、郵政省放送行政局長は、

番組編集準則の政治的公平性の判断は郵政省が行うと国会で答弁した。それ以

前から、郵政省による放送事業者に対する行政指導は行われていたが、同年以降、

行政指導が常態化したと言える。 

「椿発言」事件の概要は以下のとおりである。 

1993 年６月の衆議院解散後の総選挙で、与党自民党の議席数が過半数を割っ

たため、非自民で構成される細川連立政権が誕生し、自民党は結党以来、初めて

野党に転落した。 

同年９月 21 日、日本民間放送連盟（民放連）の放送番組調査会の会合で、テ

レビ朝日の椿真良取締役報道局長は、与党大臣がテレビ朝日の番組に圧力をか

けてきたとして、選挙時の局の報道姿勢に関して、 

「小沢一郎氏のけじめをことさらに追及する必要はない。今は自民党政権の

存続を絶対に阻止して、なんでもよいから反自民の連立政権を成立させる手

助けになるような報道をしようではないか」、「日本共産党に意見表明の機会

を与えることは、かえってフェアネスではない」 

と発言したとされる。 

同年 10 月 13 日、産経新聞が朝刊一面で椿発言を報道した。これを受けて郵

政省放送行政局長は緊急記者会見で、放送法に違反する事実があれば電波法第

76 条に基づく電波停止措置もあり得ることを示唆した。 

同年 10 月 25 日、衆議院が椿氏を証人喚問し、同氏は民放連での軽率な発言

を陳謝したが、社内への報道内容の具体的な指示については一貫して否定した。 
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翌 1994 年、郵政省は椿発言について、厳重注意の行政指導を行っている。 

第３ 小括（放送法４条１項に法規範性は認められない） 

憲法 21 条１項を受けて、放送法は１条２号で、「放送の不偏不党、真実及び自

律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を原則とし

て掲げている。また、同法３条は、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場

合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」として、放

送メディアの自律的な放送番組編集の自由を規定している。このように、放送法

は、放送メディアの自律によって報道の自由を確保することを前提としている。 

また、日本放送協会及び社団法人日本民間放送連盟は、自らが放送倫理確立の

ための自律的取組を一層推進するために、放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）を

設立し、放送倫理を自律的に遵守する体制を構築している。 

このように放送法は、放送メディアの自律によって放送番組の適正さや放送

倫理の確立を実現することを予定しているのであって、公権力が報道の自由を

規制することを通じて、「政治的公平性」等を確立することを想定していない。 

さらに、放送法４条１項の規定内容は、理念的・抽象的なものであって、一義

的な評価が困難な基準であり、この点からも、同項が、公権力によって放送メデ

ィアを規制する根拠となるものとは解されない。 

したがって、放送法４条１項に法規範性は認められず、倫理規定と解すべきで

ある。 

 

第３項 1993 年以降のテレビ放送への政治的介入の具体例 

第１ 1993 年 椿発言事件に端を発する国会答弁 

椿発言を受けて、郵政省放送行政局長は、番組編集準則のうちの「政治的に公

平であること」に関して、郵政省が番組の政治的公平を判断することを初めて政

府解釈として示した。 

また、椿氏は、メディア関係者として初めて国会で証人喚問された。 

さらに、1994 年には、椿発言について、郵政省がテレビ朝日に対して、厳重

注意の行政指導を行った。 

第２ 2001 年 「女性国際戦犯法廷」番組改変事件 

ＮＨＫが「女性国際戦犯法廷」を番組として報道するに際して、番組作成段階

で安倍官房副長官（当時）らが、ＮＨＫの番組制作に介入し番組が改編されたと

して、裁判で争われた事件。次項で詳述する。 

第３ 2004 年 ＴＶタックル（ア）、ニュースステーション（イ）
問題 

① 「自民党総裁選挙と北朝鮮問題」で、総裁選立候補者４人の内、藤井議員
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について、1997 年２月の国会審議で拉致問題に関する野党の質問にヤジ

を飛ばす同議員の映像を流したが、この映像は別の質問に対するヤジを

つなげた誤った編集だったこと（ア）、 

② 総選挙期間中の放送で、民主党・菅代表らが番組に出演し、同党が選挙に

勝った場合の主要官僚とマニフェストについて約 30 分にわたり報道した

こと（イ） 

に関して、ア「報道は事実をねじ曲げないですること」、イ「政治的に公平で

あること」に問題があったとして、総務省がテレビ朝日に厳重注意の行政処分を

行った。 

第４ 2006 年 731 部隊安倍顔写真問題 

ＴＢＳの「イブニング・ファイブ」において、第二次世界大戦中の 731 部隊を

取り上げた中で、内容とは関係のない安倍官房長官（当時）の写真パネルが写っ

たことに関し、番組編成上問題があったとして、総務省が厳重注意の行政指導を

行った。 

 

第５ 2014 年 11 月以降の政権及び与党自民党から放送メディ
アに対する一連の政治介入 

2014 年 11 月以降の政権及び与党自民党による放送メディアに対する政治介

入が顕著となっている。その内容は以下のとおりである。 

１ 2014 年 11 月 18 日 

安倍首相が出演したＴＢＳのテレビ番組で、いわゆるアベノミクス政策に

関して、街頭インタビューのコメントが批判的なものばかりだったことにつ

いて、首相は、「選んでおられる。おかしいじゃないですか」と発言し、強く

反発した。しかし、実際の街頭インタビューでも、政策に批判的だったコメン

トは、８割ほどだったとされている。 
２ 2014 年 11 月 20 日 

政府与党である自民党が、衆議院選挙前の筆頭副幹事長及び報道局長名で、

在京テレビキー局の編成局長及び報道局長宛に「選挙時期における報道の公

平中立ならびに公正の確保についてのお願い」と題する文書を送付した。 

なお、文中には、「テレビ局が政権交代実現を画策して偏向報道を行い、そ

れを事実として認めて誇り（原文ママ）、大きな社会問題となった事例も現実

にあったところです」という上記の椿発言を意識した記載もあった。 
３ 2014 年 11 月 26 日 

自民党の報道局長が、同月 24 日放送のテレビ朝日の「報道ステーション」

でアベノミクスを取り上げたことに関して、「アベノミクスの効果が、大企業

や富裕層のみに及び、それ以外の国民には及んでいないかのごとく、特定の富

裕層のライフスタイルを強調して紹介する内容だ」として、番組内容が政府の

政策に批判的であることを問題視し、公平中立な報道を求める文書を送付し
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た。 
４ 2015 年３月 12 日 

安倍首相が、自身の発言が番組への圧力になるかについて、「圧力と考える

人は世の中にいない。番組の人たちは、それぐらいで萎縮してしまう人たちか。

極めて情けない。」と発言した。 
５ 2015 年３月 30 日 

同月 27 日放送のテレビ朝日の「報道ステーション」で、元官僚が「官邸の

皆さんからバッシングを受けてきた。」と発言したことに対して、菅官房長官

が、「事実無根。放送法という法律がある。テレビ局がどのような対応をする

か、しばらく見守りたい。」と批判した。 
６ 2015 年４月 17 日 

自民党の情報通信戦略調査会が、ＮＨＫの情報番組における「やらせ」疑惑

報道、及びテレビ朝日の上記５における元官僚による発言について、放送法４

条１項３号の「放送は事実をまげないですること」との規定を理由に、両局の

幹部を呼んで事情聴取を行った。 
また、同会長は、民放各社とＮＨＫで加盟する自律的組織である放送倫理・

番組向上機構（ＢＰＯ）について、政府関与も含めて、ＢＰＯの組織の在り方

を検討することにも言及した。 
７ 2015 年６月 25 日 

自民党の議員 37 名が参加する「文化芸術懇話会」の会合において、出席議

員が、当時の安保法案を批判する報道に関して、「マスコミを懲らしめるため

には広告料収入をなくせばいい。文化人が経団連に働きかけて欲しい」と発言

した。 
８ 2016 年２月８・９日 

自民党の高市総務大臣が、「国論を二分するような政治的課題であっても、

一定の場合には、番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認

められるといった極端な場合には、政府が行政指導をし、なお改善されない場

合には、電波法 76 条に基づいて電波停止の措置を採ることができる」と発言

した。その際、番組全体ではなく、一つ一つの番組のみから政治的公平性を判

断することにも言及した。 
その後、同月 12 日、総務省は、総務大臣が発言した判断基準を「政治的公

平の解釈について（政府統一見解）」として発表し、官房長官及び首相は総務

大臣発言を容認している。 

 

第４項 女性国際戦犯法廷 

１ 女性国際戦犯法廷とは 

2000 年 12 月、市民団体（亡松井やよりが代表者となり、戦時・武力紛争下

の女性への暴力を無くすために女性の人権の視点に立って平和を創る役割を

担い、世界の非軍事化を目指すことを目的として設立された団体）が、アジア
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諸国のＮＧＯとともに、東京で「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」を

開催した。この法廷は各国の検事団、支援団体、判事団・法律顧問など、「法

廷」に関わった多方面の人びとの意見を集約して練り上げられた「法廷」憲章

に基づいて開かれた。 

２ 海外メディアは「法廷」をどう報道したか 

「法廷」には、143 社 305 名のメディア関係者が参加した。そのうち海外メデ

ィアは、95 社 200 名と全体の３分の２を占めた。「法廷」に関する海外メディ

アの関心は高く、海外メディアの多くは「天皇裕仁に有罪判決」を見出しにな

らべ、「法廷」の核心は「責任者処罰」であることを明確に伝えた。 

これに対し、日本の主要メディアは、「法廷」について詳報する報道がなく、

「法廷」が広く国民の関心の対象となることはなかった。この一事から日本の

メディアが他国のメディアに比べて駄目だと考えるべきではない。戦争当事

国が個人の戦争責任を問うこと事態が、どの国にとっても極めて難問であり、

メディアにとっても取り上げにくい課題になっている。例えば、アメリカで、

トルーマン大統領の原爆投下責任を問う市民運動や報道はないし、メディア

がベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争を開始した大統領の個人責任を問うこ

ともない。この種のテーマでは、決して日本のメディアの報道姿勢だけに問題

があるわけではない。 

そうであるだけに、ＮＨＫが「法廷」を１つの番組として作ったことは画期

的である。 

３ ＮＨＫによる番組の改変問題はなぜ起こったのか。 

(1) 提訴の経緯 

2001 年 1 月、ＮＨＫは、「戦争をどう裁くか」というシリーズの第２回目と

して「問われる戦時性暴力」と題する本件番組を放映した。極めて重いテーマ

について、ニュースという形ではなく、特集企画として時間をかけて丁寧に番

組づくりをした姿勢は、番組内容の影響の大きさを考えたとき妥当な対応と

いえよう。ＮＨＫはＮＨＫエンタープライズ 21 に番組の制作を発注し、同社

はさらに、これをドキュメンタリージャパンに下請に出していた。 

市民団体は、ＮＨＫらから事前に、「法廷」の内容をつぶさに紹介するとの

説明があったことから、その旨の期待を抱き、番組の制作に多大な協力をした。

しかし、実際にはＮＨＫらが当初説明したのとは異なる趣旨の番組が制作・編

集・放送された。実際の番組では、「法廷」での加害兵士の証言が削除された

り、「法廷」の結論部分となる審理結果についても触れられず、更に「法廷」

の主催者や審理対象が何かがわからない内容になっていた。 

番組放送後、市民団体らは、信頼利益が侵害された、また市民団体らとＮＨ

Ｋらとの間には契約類似の関係が成立しており、当初説明した番組の趣旨が

変更される場合、ＮＨＫらにはこれを説明する義務があったのにそれを怠っ

た等と主張して損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴した。市民団体は、提
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訴前から、本件番組の編集過程において政治家の圧力なり介入があったので

はないかと疑いを抱いていたが、真相は不明だった。 

(2) １審判決 

第１審判決（2004年３月24日（判タ1181号263頁））は、ドキュメンタリージ

ャパンの市民団体に対する信頼の侵害事実のみを認め、無形損害として100万

円の賠償責任を肯定した。 

ＮＨＫに対する請求が認められなかったので、市民団体は控訴した。 

(3) 控訴審の審理の過程で明らかになった番組改変の経過 

ア 本件番組のデスクによる内部告発 

控訴審の最終局面を迎えようとしていた 2005 年 1 月、本件番組のデスク

が記者会見を開き、本件番組については政治家による介入があったとする旨

の内部告発を行った。このため、この問題は、主要なメディアにおいても大

きく取り上げられることになった。 

イ 控訴審の審理内容 

控訴審では、上記デスクの証人尋問のほか、番組のプロデューサーの証人

尋問が第１審に続いて行われた。これらにより、本件番組の編集過程には、

通常の編集過程と大きく異なる実態があることが浮き彫りとなった。すなわ

ち、番組の事前試写は、通常ではあり得ない、番組制作局長、放送総局長、

政治家対応を専門とする総合企画室担当局長が同席して行われ、上層部から

現場に対して様々な指示が出され、それが放送間際まで繰り返されるという

異常な実態が明らかになったのである。 

上記の編集過程に鑑みて、市民団体は、ＮＨＫに対して、番組を改変した

最大の理由が政治家等の外部圧力による他律的なものであったとして、損害

賠償額を更に増額するよう求める訴えを追加した。 

ウ 控訴審判決（2007 年１月 29 日（判タ 1258 号 242 頁）） 

控訴審判決は、第１審判決ではＮＨＫに対する責任を認めなかった部分を

覆し、ＮＨＫを含めた３社に対する損害賠償を認めるに至った。 

すなわち、ドキュメンタリージャパンは、本件番組が女性法廷を中心に紹

介し、実際に行われる法廷の手続の冒頭から判決に至るまでの過程を、被害

者の証言や証拠説明を含めて客観的に概観できる形で取り上げるドキュメン

タリー番組ないしそれに準ずるような内容の番組になるとの期待と信頼を市

民団体に生じさせたのに、その期待と信頼を侵害し、また、番組の制作過程

において素材が様々に編集され得ることや、番組の内容が変化していく可能

性があることについて説明すべきであったのにこれを怠った不法行為責任が

あるとした。 

また、ＮＨＫもドキュメンタリージャパンとの実質的な共同作業により原

告らの期待と信頼を侵害した不法行為責任があること、ＮＨＫエンタープラ

イズ 21 についても、ドキュメンタリージャパンのディレクターの取材活動

をいわば自己の活動として利用し、原告らの期待と信頼を侵害し、原告に対

して番組内容の改編の説明義務を行った不法行為責任があることを認定し、
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100 万円の支払いを命じた。 

控訴審判決の中で特筆すべきは、ＮＨＫが国会議員等の意思を忖度して当

たり障りのないように番組を改変した責任は重大であるとしてＮＨＫに対し

更に 100 万円を付加して支払うよう命じた点にある。 

エ 控訴審判決の重要な事実認定 

控訴審判決は、上記結論を導くに当たり、「本件番組の制作・編集及び放送

までの間における一審被告ＮＨＫと外部団体等とのかかわり等」の項の中で

「イ 国会議員等との接触等」として「平成 13 年 1 月 25 日、一審被告ＮＨ

Ｋの平成 13 年度予算案が総務大臣に提出された・・同月 26 日ころ、一審被

告の政治部出身の総合企画室担当部長が一審被告ＮＨＫと安倍官房副長官と

の面談の約束を取り付け、同月 29 日午後、首相官邸内にある官房副長官室に

おいて、（一審被告ＮＨＫ３名が）官房副長官と面会した・・安倍官房長官は

（一審被告ＮＨＫ３名）に対し、いわゆる従軍慰安婦問題について持論を展

開した後、一審被告ＮＨＫがとりわけ求められている公正中立の立場で報道

すべきではないかと指摘した。安倍官房副長官は自身のホームページで「・・

明確に偏った内容であることが分かり私は、ＮＨＫがとりわけ求められてい

る公正中立の立場で報道すべきではないかと指摘した。これは拉致問題に対

する沈静化を図り北朝鮮が被害者としての立場をアピールする工作宣伝活動

の一翼も担っていると睨んでいた」と記載している」と事実認定し、本件番

組の編集過程についても詳細に認定した上で、そのような「経緯を辿った理

由」についても「一審被告ＮＨＫの予算につき国会での証人を得るために各

方面への説明を必要とする時期と重なり、一審被告ＮＨＫの予算担当者及び

幹部は神経を尖らせていたところ、本件番組が予算編成等に影響を与えるこ

とがないようにしたいとの思惑から、説明のために（一審被告ＮＨＫ２名が）

国会議員等との接触を図り、その際、相手方から番組作りは公正・中立であ

るようにとの発言がなされたというものであり、この時期や発言内容に照ら

すと、（一審被告ＮＨＫ２名が）相手方の発言を必要以上に重く受け止め、そ

の意図を忖度してできるだけ当たり障りのないような番組にすることを考え

て試写に臨み、その結果、そのような形とすべく本件番組について直接指示、

修正を繰り返して改編が行われたと認められる」と判示した。 

要するに、控訴審判決は、ＮＨＫが政治家の発言を必要以上に受け止め、

その意図を忖度して当たり障りのない番組に改編したと明確に認定したうえ

で、ＮＨＫに憲法で保障された編集権があるとは言っても、上記のような編

集過程に鑑みるならば、ＮＨＫは編集権を濫用し又は逸脱したものであると

断じて、編集の自由の範囲内であるとのＮＨＫの主張を一蹴したのである。 

(4) 最高裁判決（2008 年６月 12 日（民集 62 巻６号 1656 頁）） 

ＮＨＫの上告に対して、最高裁は原告ら（市民団体ら）の請求を全て棄却し

た。すなわち、原審が認定した、番組編集過程における政治家等の意思を忖度

して当たり障りのないように番組改変がなされたとの事実関係を、一切認定

しなかった。番組の趣旨、内容についての取材対象者の期待、信頼は原則とし

－380－



 

て法的保護の対象にならないとし、極めて例外的な場合として放送された番

組がこれと異なるものとなった場合に、放送事業者が不法行為責任を負う余

地があるとした上で、本件は例外的な場合に当たらないと判断した。 

４ 最高裁判決の問題点 

最高裁判決は、メディアの取材ないし編集の自由と取材対象者の抱いた番

組への期待なり信頼とを対立関係に置き、前者を尊重する立場から後者の要

保護性を特殊例外的なものとした。メディアは、メディアの編集の自由を保障

するものとして、肯定的に受け取る報道を行った。 

しかし、本番組は市民団体がＮＨＫ番組作成者に協力して作り上げたもの

で、通常のニュース記事でコメントを求められる識者などとは関係性が全く

異なる。コメントを求められた識者のコメントが放送されないことは、番組編

成上ときどき起こることであって、それによって識者に特に実害が生じるこ

ともない。他方、本番組の場合、放送主体はＮＨＫであるにせよ、ＮＨＫと市

民団体は対等協力関係であり、市民団体の放送に対する期待値は極めて高い。

そこには本来、対立関係はなかった。だからこそ、控訴審の最終局面の時点で、

本件番組のデスクが記者会見を開き、本件番組については政治家による介入

があったとする旨の内部告発を行うに至った。政治家の介入により編集過程

がゆがめられた点こそが、本件の最大の問題だったのである。つまり、対立の

構図は、ＮＨＫ・市民団体 VS 政治家だったといえる。報道の自由が政治家に

よってゆがめられ、ＮＨＫは内部で報道の自由を維持できなくなり、本来、協

力関係にあった市民団体を裏切る展開となったのである。 

最高裁の報道の自由尊重論は、本来最もあってはならない報道の自由の担

い手に対する政治権力の介入という大問題を覆い隠す詭弁である。 

５ 女性国際戦犯法廷からうかがえるメディアの課題 

女性国際戦犯法廷事件の問題点は控訴審の法廷で明らかになり、判決で明

確に認定された。この事実認定は、将来、再び起こりかねない政治権力の介入

の問題を考える上で、極めて有益である。 

他方、被告となったＮＨＫに不利な証言をしたデスクとプロデューサーは

番組制作の現場から外され、最高裁判決後の 2009 年には定年までかなりの年

数を残して退職を余儀なくされた。最高裁で控訴審判決が維持されていたら

どうなっていただろうか。最高裁の逆転敗訴判決が、彼らをＮＨＫに居づらく

したのではないだろうか。最高裁判決が、証言したデスクらのＮＨＫ内におけ

る立場を激変させてしまったのだとすると、報道の自由の担い手である報道

機関の内部で、公権力に対峙するという立場から独自の問題整理をしていな

かったのではないかという疑いが生じる。 

仮に、ＮＨＫの現場スタッフ（最終的に内部告発に踏み切ったデスクやプロ

デューサー）が市民団体と一緒に原告となって、ＮＨＫとＮＨＫに圧力をかけ

た政治家を共同不法行為で訴えていたら、最高裁は、ＮＨＫの編集の自由を強
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調することで簡単に訴えを退けることはできなかったはずである。そのとき

には、政治家の圧力が報道の自由を妨害したとして正面から問題になったで

あろう。 

そのような展開になろうとなかろうと、ＮＨＫ以外のメディアが「法廷」を

ニュースで積極的に取り上げ、市民の間に広く多面的な議論が起こるような

状況をつくっていれば、ＮＨＫの番組に対する政治介入は起こらなかったか

もしれない。あるいは、政治介入が起こっているときに、それがスクープ報道

されるようなことになっていれば、ＮＨＫは番組の内容を変更することなく、

放送したかもしれない。 

メディアが報道の自由を各社で分断して考える限り、メディアの報道の自

由は、些細な政治介入で限りなく後退して行くであろう。 

 

第５項 日弁連の対応 

日弁連では、本節第３項第５・６及び７の案件に関して、2015 年７月 24 日、「報

道の自由を尊重することを求める会長声明」を発出している。（注１） 

また、本節第３項第５・８の事案に関しては、2016 年４月 14 日、「放送法の『政

治的公平性』に関する政府見解の撤回と報道の自由の保障を求める意見書」を公表

している。（注２） 

なお、電波停止発言は、民主党政権下の 2011 年にも当時の総務副大臣からなさ

れている。しかし、上記第５・８の事案については、テレビの番組全体ではなく、

個々の番組をのみで政治的公平性を判断すると従前よりも踏み込んだ答弁であっ

たことから、上記意見書では、その点が重視されている。 

 

第６項 小括 

本節第３項の各事案は、これまでの総務省による行政指導ではなく、政権そのも

の、あるいは政府与党が、放送メディアに対して、放送の内容が自身に批判的であ

ることを理由に、直接的に介入してきたことに特色があると言える。 

総務省が放送法に対して法規範性を強化しようとする態度以上に、政権あるい

は政府与党が、直接放送メディアに対して政治的介入を行おうとする度合いは、以

前よりも確実に強まっていると言わざるを得ない。 

 

第４節 報道の自由、ジャーナリズムの意義の再確認 

第１項 改めて報道の自由、取材の自由の意義 

憲法 21 条１項は表現の自由を保障しており、同項によって、知る権利及び報道

の自由も保障されている。報道の自由及び知る権利を保障することは、市民の情報
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アクセスを確保することに直結し、充実した市民生活を実現するだけでなく、民主

主義の達成のためにも不可欠である。 

現在、インターネットやＳＮＳ等の発達により、以前よりはるかに情報そのもの

の流通量は増え、市民からの情報発信なども頻繁に行われており、従前よりも政府

等に関する公的情報を入手できる機会も増えたと言える。しかしながら、ネット上

などで流されている情報は、必ずしも裏付けが確かなものとは言えないものも相

当数存在すると言わざるを得ない上、裏付けがないまま転送・拡散されることによ

り、間違っている情報があたかも真実であるかのように流布されることもある（い

わゆる「フェイクニュース」）。現に、アメリカ大統領選においては、対抗陣営が某

ピザ屋で児童売買を行っているというフェイクニュースを真実と思い込んだ者が、

そのピザ屋に銃を持って乗り込むという事態も発生している。 

個人が世界に向けて自由に発言できる社会は、素晴らしい言論の自由社会であ

ると同時に、世界中を大混乱に陥れかねない危険な社会でもある。 

そのような社会にあって、組織的、専門的に情報を集め、分析し、公表する専門

組織としての私的企業＝既存メディアの役割、存在価値は、ますます強まっている

と言ってよい。政府に対する情報アクセスを確保して確かな情報を入手するとと

もに、政府による情報統制等を抑止して情報公開を実質的なものにするためには、

既存メディアが果たす役割を再認識し、強化する必要がある。 

既存メディアが報道の自由及び取材の自由を確保することは、市民社会を充実

させ、民主主義を実現するために必要不可欠である。過去の人権擁護大会におい

て、1987 年、1999 年、2009 年の３回にわたり、日弁連が、メディアに対して厳し

い意見を述べながらも、メディアの報道の自由の重要性を確認する宣言を採択し

ているのは、まさにそのためである。 

 

第２項 今こそ憲法上の表現の自由を強化する必要性が高いこと 

上述したとおり、近年は、権力による報道の自由に対する政治的介入が行われて

いると評価せざるを得ない現状にある。 

上記の事例以外にも、ドイツの地方紙であるフランクフルター・アルゲマイネ・

ツァイトゥング紙のカーステン・ゲルミス記者は、2010 年から 2015 年まで、東京

支局長として日本に滞在していた「５年間を振り返って」と題する手記の中で、安

倍政権下において、あからさまな権力からの介入があった事実を明確に指摘して

いる。 

また、2016 年４月に日本を公式訪問して調査活動を行った「表現の自由」国連

特別報告者であるデイビッド・ケイ氏は、2017 年５月に公表した報告書において、

政府からの放送メディアに対する介入や総務大臣による電波停止発言に懸念を示

している。 

表現の自由、報道の自由、取材の自由は、政府からの介入を排除し、政府に対す

る情報アクセスを確保するために強く保障されるべきものであるが、現状は、報道

の自由及び取材の自由が脅かされていると言わざるを得ない。政治権力の介入が

－383－



 

頻繁になってきている今こそ、メディア関係者だけでなく、私たち市民も、憲法上

の表現の自由の意義を再確認し、報道の自由及び取材の自由を意識的に強化して

いかなければならない。 

 

第３項 現状を打開していくための課題 

第１ 刑事裁判記録の閲覧を制限する法律 

１ アメリカの連邦裁判所の公式データベース「ＰＡＣＥＲ」 

アメリカの連邦裁判所の公式データベース「ＰＡＣＥＲ」は、裁判所が保管

している訴訟記録が検索でき、クレジットカードを登録すれば、誰でも使える。

裁判記録はパブリック・ドキュメント、つまり市民に公開、共有された公的書

類と考えられている（澤康臣「グローバル・ジャーナリズム」206 頁以下（岩

波書店、2017 年））。訴訟記録の位置付けについてこのような考え方も存在す

る。 

２ 「スポットライト」 

近年、映画化されて注目を浴びた「スポットライト」でも、全米最大のカト

リック都市ボストンで行われていた、聖職者による性的虐待とその継続を許

した組織ぐるみの隠蔽（ボストン教会にとどまらず、バチカン組織そのものの

腐敗体質）という大問題が、「ボストン・グローブ」紙のチームの調査報道に

よって明らかにされた。 

ここまで辿り着く過程においては、取材チームが大勢の被害者や加害神父

を特定し、事実関係を詳細に把握することが当然必要である。その導入になっ

たのが、裁判所に保管されていた刑事裁判記録であった。取材チーム記者たち

は、刑事裁判記録を読み込み、被害の深刻さ、同じ名前の加害者が繰り返し出

て来る異常さに気付く。取材チームの記者は、虐待児童側で関与した弁護士や、

教会側で関与した弁護士にそれぞれアクセスした。しかし、当然のことながら、

弁護士はどちらも依頼者を世間の晒し者にしたくない。すぐには記者の取材

に協力してくれない。幾度も取材の目的や報道することの意義を聞かされ、説

得され、納得して、最終的には記者に対し貴重な情報を提供するようになる。

取材チームは、手に入れた情報をすぐに記事にすることなく、慎重な裏付取材

を積み重ね、大々的に問題提起の記事を書く。カトリック教会の政治勢力の強

いボストン市で読者がどういう反応を示すか。沈黙か抗議が殺到するか。どち

らもでなかった。驚きと称賛の嵐だった。 

３ 閲覧制限を見直す 

刑事裁判記録は、社会に問題提起する上で貴重な情報源になる。それは決し

てアメリカだけのことではない。世界中で刑事裁判記録は、取材のヒントを与

えてくれる重要な取材源になっている。 
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ところが、日本では前述のとおり、取材のための刑事裁判記録の閲覧を認め

ない実務が横行している。犯罪者として処罰した者の刑事手続に関する記録

を刑事裁判のためだけにしか使わせない、せいぜい、他の裁判の証拠として不

可欠な場合だけだ、という考え方で、解釈運用されている。 

【裁判例】 
東京地決 1997 年１月 31 日／平成８年（む）第 1094 号では、民事訴訟の証

拠収集の一環として閲覧請求したもののうちの一部について、 「関係人の名

誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがある」（刑事確定訴訟記

録法４条２項５号）とまでは認められないとして、閲覧の不許可が取り消さ

れた。 

東京地決 2003 年 2 月 14 日／平成 14 年（む）第 1915 号では、新聞記事に

ついて名誉毀損の損害賠償等請求訴訟を起こされた新聞社の訴訟代理人弁護

士が、上記民事訴訟における重要な争点である記事内容の真実性についての

立証の用に供する目的で、当該事件に係る刑事確定訴訟記録の閲覧を請求し

たのに対して、閲覧不許可となったので、準抗告を申し立てたところ、一部に

ついては、申立人らに閲覧させても、「関係人の名誉又は生活の平穏を著しく

害することとなるおそれがあるとまでは認められないとする一方で、「本件に

おいては、被告人の身上・経歴・前科が本件事案の理解、解明に必要であると

いう特段の事情はないことなどに照らすと、この部分の閲覧について申立人

らが「正当な理由」（刑事確定訴訟記録法４条２項ただし書）を有するものと

は認められない。」として不許可を維持した。 

横浜地裁川崎支部決定 2003 年 8 月 14 日／平成 15 年（む）第 143 号では、

申立人（弁護士）が、事件名を同じくする刑事事件の控訴審弁護人として職務

を遂行するに当たり、立証活動の参考にするため類似事案を検討したいと考

え、閲覧申請をしたとの事案について、次のように述べている。 

「申立人が準抗告の対象としているのは、第１審及び控訴審の判決書の閲覧

についてのみであるところ、終局裁判の裁判書の閲覧は、その性質に照らし、

それ以外の保管記録の閲覧に比して同項３号ないし５号に列挙する制限事

由に当たる場合が類型的に見て少ないと考えられる上、終局裁判の裁判書は

国家の刑罰権の行使に関して裁判所の判断を示した重要な記録であって、裁

判の公正担保の目的との関係においてもこれを一般の閲覧に供する必要性

が高いといえる（刑事確定訴訟記録法４条２項柱書本文参照）。 

更に本件申立てに係る判決書について検討するところ、その申立てが判決

書の閲覧に際し、被告人の身上や被害者の人定に関する部分は除くことを前

提にしていることを踏まえると、被告人、被害者の氏名等固有名詞や犯罪地

などの住所地番を仮名処理等することによって、本件申立に係る判決書中の

犯罪事実等の記載内容をある程度一般化、抽象化することは可能であるから、

かかる配慮をした上でこれらの閲覧を許可したとしても、検察官の主張する

ような事態が生じるとは認められず、刑事確定訴訟記録法４条２項３号ない

し５号に該当する事由があるとは認められない。」 
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刑事裁判記録を他の訴訟の証拠として利用する場合などには、閲覧が一定

程度認められているだけで、報道目的の閲覧が広く認められる状況にはない。 

しかし、再審が争われている刑事事件でなくても、捜査や刑事裁判手続、判

決に問題があるのではないかと、市民が疑うことは認められてしかるべきで

ある。訴訟手続の当事者ではなかった記者が、刑事裁判記録から様々な疑問を

抱き、その疑問をもとに取材を重ね、記事として公表するならば、多くの人々

が既に終わっている刑事裁判について関心を抱くようになる一方で、逮捕報

道に熱狂することの軽率さにも気付くであろう。このような報道は、裁判の公

開の意義をより高めるものと言えよう。 

フリージャーナリストの江川紹子氏の、「もしプライバシーを侵害するよう

な問題が何か起きるなら、それは閲覧した側の責任であって、閲覧させた検察

庁の問題ではない。そうやって『元栓を閉める』のはおかしい。」という指摘

は正鵠を射ている。 

弁護士は、裁判中も裁判後も、依頼者がメディアの晒し者になることを望ま

ない。そのため、弁護士・弁護士会が、報道の自由や知る権利のために、率先

して、現行の刑事記録の閲覧制度の見直しを積極的に提案するようになると

は考えられない。 

この問題こそ、全メディアが連携し、閲覧制限の大幅な緩和を求める活動を

積極的に行い、実現を目指すべきである。その活動が活発になったとき、初め

て弁護士・弁護士会は協力するようになるのではないだろうか。 

第２ 犯罪報道の在り方について（新たな視点からの検討） 

１ はじめに 

日本の犯罪報道は、警察の発表に基づく捜査活動が主な内容となっている。

そこでは、犯人の残虐な犯行、悲惨な被害、犯人は誰か、動機は何か、いつ逮

捕されるか、逮捕された被疑者は自白するかなどが主な報道内容となってお

り、読者視聴者はこの内容に沿って事件を認識、理解する。読者視聴者は、自

然と警察と同じ視点に立って、「早く犯人が捕まればいい。」という観点で捜査

の推移を見守り、被疑者が逮捕されると、「犯人が捕まってよかった。」と喜ん

で一件落着。以後、事件への関心は一気に薄れる。 

このような犯罪報道に慣れてしまうと、一般市民は事件や被害者に目を奪

われ、違法不当な捜査を見分け批判するという観点を持つことができない。時

間をかけて冷静に考えないとわからない事件の背景事情などには関心が向か

ないし、自分との関わりを考えることもない。 

殺人事件などの冤罪事件で再審請求をしているような事案では、捜査の違

法性が問題になっていることが報道されることもあるが、日々、多くの市民が

関わる微罪事件や不起訴事件でも起こり得る冤罪や違法不当な捜査について

報道されることは、東京新聞の『こちら特報部』のコーナー以外ほとんどない。

日常的に行われている微罪事件における違法不当な捜査の延長線上に、重大

事件の冤罪が起こるという関連性が見落とされている。 

－386－



 

２ 令状裁判官の氏名 

共謀罪法案について警察の暴走を危惧する声が多いが、警察の暴走は警察

だけでは行えない。 

現在の逮捕報道、家宅捜索報道は、「○月○日、○○警察署が△△を逮捕し

た」「○○警察署が△△宅を家宅捜索した」と書いている。したがって、読者

視聴者が逮捕や家宅捜索をひどいと感じたとき、「○○警察はひどい」と考え

る。 

しかし、このような判断は的確ではない。現行犯逮捕やこれに伴う家宅捜索

は現場の警察官の判断で行われるが、通常は裁判官の発する逮捕状や捜索差

押許可状に基づいて逮捕、捜索が行われるからである。警察官は逮捕状や捜索

差押許可状を裁判官に申請し、令状が出たら、これに基づいて令状を執行する

立場である。裁判官が令状を出さなければ、逮捕や捜索はできない。警察官が

不当な逮捕や家宅捜索をしているのは、裁判官が令状を発したからなのであ

る。令状裁判官は、不当な逮捕、捜索に決定的な役割を果たしていると言わざ

るを得ない。記事に警察署名だけが出て、令状裁判官の名前が出ないことで、

令状裁判官は安易に逮捕状や捜索差押許可状を発する心情に陥りやすくなっ

ていないだろうか。 

逮捕や捜索を受けた経験のない市民には、逮捕状によって市民生活の自由

が奪われることの重大性や、捜索差押許可状によって私生活上、社会生活上重

要な物品（例えば、携帯電話やパソコンなど）の占有を突然奪われることの重

大性が想像できない。ここには、自由や財産を奪われる者と一般市民との間に

大きな意識の落差がある。これは一般市民が令状捜査の適正という問題を考

えるときの盲点である。この落差を少しでも小さくするには、逮捕状や捜索差

押許可状などを発した裁判官名を常に記事で明らかにすべきである。そうす

ることによって、一般市民の関心が令状を発した裁判官の職務執行の在り方

に向かうようになるはずである。強制捜査報道で令状裁判官名が書かれるこ

とが当たり前になれば、これらの記事をデータベース化することによって、ど

の裁判官がどのような事件で逮捕状や捜索差押許可状などを発しているかを

チェックすることもできる。 

共謀罪の強制捜査が行われるとき、現行犯は考えにくい。令状捜査になるで

あろう。その記事でも、逮捕状、捜索差押許可状を発した裁判官の氏名が記事

に掲載されることが当たり前になれば、どの裁判官が共謀罪事件に謙抑的な

のか、積極的なのかがわかるようになる。 

そのような事実が明らかになるだけでも、これまで余りにも安易に行われ

て来た逮捕状や捜索差押許可状の発付を、いくらかは抑制する役に立つであ

ろう。 

犯罪捜査報道では常に捜査の違法性を視野に入れて報道をすべきであり、

読者視聴者に令状裁判官の存在の重要性を意識してもらう報道がなされるべ

きである。 
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３ 適正手続の保障に関する報道 

事件発生直後の捜査情報は、思い込みや誤解により誤っていることがある。

犯罪報道も、このような状況に流されてしまう危険がある。事件発生直後の報

道は、少ない情報の中で過熱気味になりがちである一方で、過剰報道された当

事者や関係者には、深刻な偏見差別が生涯にわたってつきまといかねない。 

また、被疑者・被告人が真犯人か否か、有罪になるか否か、宣告刑がどうな

るか、執行猶予がつくかどうかは、刑事手続に関わっている者（被疑者、弁護

人、被害者、警察、検察、裁判所）にとっては重大な関心事であるが、一般市

民にとっては自分の生活に関係ない他人事である。真剣に関心を抱いたとし

ても、自分のその後の生活に役立つわけではない。 

一般市民に関係することとして関心を持つべきは、被疑者被告人が適正手

続の保障の下に裁判を受けているかどうかである。それは自分や自分の周り

の人々の誰かが刑事手続に関わるようなことがあったときのために、真剣に

考えておいた方がよい問題である。冤罪はもちろん起こってはならないこと

であるし、冤罪ではなくても不当な扱いを受けるようなことがあってもなら

ない。そのような観点から捜査や裁判の過程を報道してこそ、一般市民にとっ

て意味のある情報提供になるのである。冤罪事件に対する一般市民の関心が

捜査機関が証拠を捏造したり重要な証拠を隠したりすることの不当性に向く

のは、冤罪の受刑者に対する同情心とともに、適正手続の保障の現実化に一般

市民の関心があることを示している。 

メディアは、警察の仕事ぶりに焦点を当てた警察と同じ視点からの捜査報

道よりも、被疑者・被告人の適正手続の保障という観点からの取材、報道を積

極的に行うべきである。犯罪被害者を取り上げる場合であっても、単に被害者

としての類型的なコメントをとってよしとするのではなく、犯罪捜査上の扱

いの問題点や私生活上の苦悩など事件発生後の諸事情を取材、報道するべき

である。 

第３ マスメディアの現状を改善するためには何が必要か 

１ 記者クラブの開放 

本章第２節第１項第１のような実情から、記者クラブを廃止すべきだとい

う意見が、元記者からさえ多く聞かれる。世界的にも、日本と同じような記者

クラブがある国はほとんどないとのことである。国民の知る権利に応じるた

めに記者クラブが必要ないのであれば、廃止すべきだ。 

しかし、記者クラブが有効に機能することがある。先に実例として説明した

北海道新聞の北海道警察捜査費裏金追及報道、共同通信の「別班」報道は、い

ずれも記者が記者クラブに所属していたからこそできた報道であった。いず

れの報道でも、記者たちは当該調査報道に着手する前から取材対象者とは顔

見知りの関係にあり、あるいは更に親しい関係になっていたからこそ、取材対

象者は「この記者なら話してもいい」という判断をして話してくれているので

ある。こうしてみると、記者が日々、記者クラブを通じて取材対象者と接して
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いること自体は、取材する上で大きなプラスである。 

このことを認めるとしても、本章第２節第１項で指摘したマイナスはあま

りにも大きい。また、大きなプラスを、大手メディアの記者だけに独占させる

必要はないのではないだろうか。フリージャーナリストは、メディアに所属す

る記者と違って、自分の専門領域を持ち、自分で取材テーマを決め、それを掘

り下げて継続的に取材し、新聞やテレビ、雑誌などに記事を売り込んでいる。

そのため、記者に比べて取材対象者に対して鋭い質問をすることができる。こ

のようなフリージャーナリストが記者クラブの記者会見に自由に出席し、自

由に質問できるようになるならば、記者会見をする側は馴れ合いができなく

なる。大手メディアの記者がおとなしくしていても、フリージャーナリストが

厳しい質問をするであろうし、政府の記者会見に社会部記者が出席するなら

ば、政治部記者がおとなしくしていても、社会部記者が鋭い質問をするであろ

う。厳しい質問をするフリージャーナリストや社会部記者を目の当たりにす

れば、他の記者も単なる形式を整えるためだけの質問をすることに物足らな

くなり、鋭い質問をするようになるに違いない。記者クラブは、大手メディア

の記者だけの特別席ではなく、記者会見に臨むフリージャーナリストにとっ

ても取材拠点になるべきである。 

なお、日弁連においても、1999 年の「報道のあり方と報道被害の防止・救

済に関する決議」で「新聞・テレビなどの報道機関は、記者クラブを全てのジ

ャーナリストが取材できるように改めるとともに、情報公開制度を活用する

などして、真実に基づき問題の本質に迫る取材と報道を行い、市民の知る権利

に奉仕するよう努めること」を提言している。前述した国連特別報告者も同様

の指摘をしている。 

２ 報道の客観性・検証可能性の担保 

(1) はじめに 

重要なことは報道の客観性・検証可能性が担保されていることである。事後

的に検証できる報道であればこそ、爾後に検証され評価、批判されることを意

識した報道になるのであり、報道の内容の正確性に対する責任感が強まる。 

(2) 客観性・検証可能性を担保する手段 

では、客観性・検証可能性を確保するには具体的にどうすべきか。有用な手

法として考えられるのが、可能な限り取材源・取材プロセスを開示することで

ある。取材源や取材プロセスが開示されれば、第三者がその取材源に当たった

り、プロセスを精査したりして問題点を洗い出すことができる。特に調査報道

の場合は、発表報道に比べて、第三者が取材プロセスを把握するのは容易でな

いことから、記事の筋立てを記事に沿って第三者が検証できるようにしてお

くことが重要である。 

取材源が開示できない場合がある。発言者が、匿名性が確保されなければ報

道機関に対する情報提供を拒むという事態も考えられる。こうした事態は一

見、報道を困難にする状況を生むようにも思われる。しかし、このようなこと
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は取材過程において日常的な困難にすぎない。匿名性を求める理由も様々で

ある。取材の過程で実名にすることの意義の大きさ、不利益の小ささなどを理

解して、実名での取材に協力するようになることもあるのである。取材源を開

示できた方が説得力のある報道になる。加計学園問題に関連して文科省内部

から出た文書の真偽が問題になったとき、前川喜平前事務次官が実名告発し

たことは決定的に信用性を高める契機となった。さらに、報道には実名が出て

いないものの、複数のメディアが文科省内の複数の官僚から裏付取材をした

ことが、一層説得力を高めた。この場面は、あたかも、真相を隠そうとする官

邸と、真相を公にしようとする文部官僚との対立構図になっていた。 

しかし、取材源を明らかにできなくても説得力のある客観性の高い報道は

できる。『パナマ文書』では、報道の元になった膨大な資料を南ドイツ新聞に

提供した者が誰かは不明のままであったが、提供された資料の分析を通じて、

これらが真正のものであることが明らかになったことから、南ドイツ新聞は

国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）に資料提供し、世界中の記者が

これに基づいて各国内の調査を行った。『パナマ文書』の場合、提供された資

料の中身に本当のことが書かれているか否かこそが重要なのであって、資料

提供者が誰かという問題は重要な要素ではなかったのである。 

(3) 取材過程の公表 

通常、インタビュー記事は、実際にあったインタビューのうちのごく一部を

抜粋したものであり、字数を少なくするために言葉尻も変えてしまう。そのた

め、実際にあったインタビューの雰囲気が読者には分からない。テレビ番組の

場合でも、インタビューのごく一部が編集されて放送されることで、インタビ

ューを受けた本人は、不本意に感じることが少なくない。これらの記事、放送

では取材の過程は分からない。 

これに対して、秘密保護法が成立した直後（2013 年 12 月）、高知新聞が、

中谷元防衛大臣を相手に秘密保護法についてのインタビューを行い、そのと

きの対談の内容を全て記事にした。紙面２頁を全面的に使ったものだった。こ

れを読むと、インタビューのやりとりがリアルにわかる。中谷防衛大臣（衆議

院高知２区）が秘密保護法案の内容を理解していないことが、随所に表れてい

た。この手法は、インタビューする側の質問の仕方もわかり、法案の賛否とそ

の理由を言わせるだけの一方的なコメントに比べて、はるかに読み応えがあ

り、説得力がある。 

３ 取材源を守るということ 

「パナマ文書」では、南ドイツ新聞に情報を提供した者は誰か分からないま

まである。南ドイツ新聞は特定しようとすればできたのかもしれないが、して

いない。また、外部に対しても、情報提供者の特定につながる可能性のある情

報を知らせていない。 

これと対極をなすのがスノーデン氏である。同氏は、内部告発が記事として

公開されるときに自分の姿を全世界に見せるという対応をした。スノーデン
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氏の場合、匿名を守ろうとしても、ニュースで取り上げている情報の内容やス

ノーデン氏の欠勤状況などから、ＮＳＡに内部告発者がスノーデン氏である

ことを知られるのは時間の問題であったであろうから、隠す意味が余りにな

かったと考えられる。また、仮に匿名を続けていれば、スノーデン氏の同僚た

ちが執拗な身辺調査を行われ、一時的にでも内部告発者として疑われる可能

性がなくはなかった。スノーデン氏の家族も執拗な調査を受けることになっ

たであろう。自分の周囲の人々に迷惑をかけたくないと考えたスノーデン氏

としては自分が内部告発したことをＮＳＡに知らせるしかなかった。また、Ｎ

ＳＡだけでなく、全世界に一気に知らせることによって、ＮＳＡなどがスノー

デン氏を暗殺しにくくすることができた。 

取材源を秘匿することと、取材源を守ることは同じではない。メディア側が

取材源を秘匿しても、組織内では「犯人」（内部告発者）捜しが行われ、職場

内で内部告発者がわかってしまうことがある。メディア側は、そのような展開

になることを含めて、取材源の守り方を考える必要がある。取材源にそのよう

な危険があることを告げ、危険が現実化したときのメディア側の対処の仕方

について相談し、決めておくべきである。内部告発内容を記事にしたいばかり

に、このリスクを内部告発者に伝えないことは、取材者として不誠実である。 

４ 取材力を上げるための研究交流 

(1) 記者という仕事 

世界の多くの国々や地域において、記者という仕事は、大学を卒業した直後

に特定の企業に就職し、定年まで同一の企業で働き続けるという職業ではな

い。一人のジャーナリストとして、メディア間を移動したり国を移動したりす

ることは珍しくない。映画『スポットライト』の中でカトリック教会の秘密を

暴露する企画を進めた編集長は、他紙からボストン・グローブ社に移って来た

ばかりだった。他の記者たちも、記者以外の職業経験を持った者がメンバーに

なっていた。読者視聴者に社会の現実をリアルに見せ考えてもらうというジ

ャーナリズムの使命からすれば、記者という職や特定のメディア企業内の地

位に安住すべき職業ではない。 

(2) ジャーナリストを育てる 

しかし、欧米の記者が職業を転々としたり、メディア間を移ったりするよう

なことを、日本の記者にすぐに求めることは不可能である。そこで、日本の現

状を前提とした上で、記者が優秀なジャーナリストに近づく具体的な方法を

考えるべきである。 

記者がジャーナリストとして優秀になっていくには、一企業内の人間関係の

中だけの努力では不可能である。ジャーナリストとして記者の仕事をしよう

と思う記者ほど、そのことを強く認識しているはずである。アメリカでは既に活

発に行われていることだが、2016 年にも調査報道記者編集者協会（ＩＲＥ）が大

会を開催し、そこでは「記者による記者のための講座」が約 200 あり、全米と海

外を合わせて 1800 人が参加したという（澤・前掲書）。日本でも、早稲田大学は、
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「アカデミズムの場とジャーナリズムの場を連携させるツールの研究開発」の

ために「ジャーナリズム研究所」を発足させた。 

ジャーナリストを志向する記者にとって、素晴らしい調査報道がどのよう

な取材経過で実現したのかを具体的に学ぶことは、自分が新たな調査報道に

取り組むとき、何に注意し、どのような手順で進めていくかを考える貴重なヒ

ントになる。これがあるかないかは、調査報道の実現の可否に影響するに違い

ない。 

取材のノウハウを他の記者に教えることは、我が国では、企業秘密を教える

かのように思い込まれていて、教えたがらない傾向があるのではないだろう

か。そのような心情は理解できないではないが、実際の調査報道のために取材

した過程を振り返って考えてみればいい。ある時期にある取材が成功したこ

とには様々な要因があり、しかも、取材記者さえ自覚していないかもしれない

事情も絡んでいる可能性があることも考えると、重要と思われるノウハウを

他の記者に教えたところで、全く同じことはできないのである。当の本人でさ

え、同じような状況に出遭っても同じようにうまく取材できる保障はない。取

材は取材する記者と取材される側の相関関係として展開するものである。い

くら教えても教え切ることはない。教わる側にとってプラスになることは、教

える側にとってマイナスになることではないのである。むしろ、教えることで、

教わる側から質問を受けることで、自分の取材の仕方を改めて検証する機会

を持つことになり、さらにレベルの高い調査報道をするための素地づくりに

なるのである。 

このような経験交流が毎年、行われるようになるならば、経験交流に参加し

た記者のレベルは確実に上るであろうし、参加しなかった記者も参加した記

者の影響を受けることで、更に影響は広がる。 

記者が優秀なジャーナリストになることは、メディア企業にとっても良い

記事を公表でき、名誉的にも経済的にも明らかにプラスである。 

(3) フリージャーナリストの役割 

既存メディアに属していないフリージャーナリストの存在は、日本の報道

の多様性を維持する上で極めて重要である。 

５ メディア間の連携 

報道機関は、それぞれ自立したメディアとして、表現の自由・報道の自由を

行使する上で、できるだけ法令違反にならないように心掛けることは重要で

ある。しかし、ときの為政者の法律解釈（曲解もある）をそのまま受け入れ、

従い、何ら反撃しないとすれば、それは報道の自由の担い手として余りにも弱

気の姿勢である。ましてや、為政者に迎合し、為政者の権力行使を増長させる

ことなど論外である。 

テレビの報道の自由の重要性からすれば、放送法４条（番組編集準則）に法

規範性を持たせるべきではないし、政権であれ政府与党以外の政党であれ、同

準則を理由とした番組内容への介入が正当化されるべきではない。 
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重要なことは、法律の解釈ではない。法律の解釈は、そのときどきの為政者

の強さいかんによって、簡単に捻じ曲げられる。法律の解釈の曲解が効果的だ

とわかれば、法律の解釈の曲解は日常化し、法治社会が空洞化しかねない。 

そのようなことにならないようにするには、活字メディアと放送メディア

が、共同して権力チェックの役割を果たすべきことが期待されるところであ

る。とりわけ活字メディアに関しては、放送メディアと異なり、放送法や電波

法などの規律立法が一切ないことからして、放送メディアへの政治権力の介

入に対して、積極的に強く批判し、介入を抑制する役割が期待されるところで

ある。 

しかしながら、現在のメディアは、政権を擁護する論調と政権を批判する論

調に二分される傾向にある。もちろん、政権に対するスタンスには様々な立場

があり得るのは当然であり、それこそが多元的な意見を前提とする民主主義

の基本であるが、多元的な意見が確保されるためには、政権等によるメディア

に対する介入は絶対に許されてはならない。したがって、政権に対する各メデ

ィアのスタンスがどうであれ、少なくとも、メディアへの政治的権力の介入に

対しては、前述した国連の特別報告者も指摘するように、政権に対するスタン

スを超えて各メディアが連携し、介入を絶対的に排除する必要がある。 

上記で見たように、北海道新聞の北海道警に対する裏金疑惑の追及報道は、

各メディアが連携できなかったことにより、権力に対する調査報道の限界を

露呈したとも言える。したがって、各メディアが連携して、権力に対して立ち

向かうことの重要性が忘れられてはならない。 

６ 弁護士の取材協力 

現在、弁護士は、メディアの取材要請に適切に対応しているだろうか。 

映画『スポットライト』では、しつこく取材を申し込んでくる記者に、被害

者側弁護士、教会側弁護士が取材に応じるようになる場面が出てくる。弁護士

からすれば、記者から取材協力要請があった場合に、どのように答えるべきか

は、非常に悩ましい問題である。もとより弁護士には守秘義務があるので簡単

に詳細を語ることはできないが、事情いかんによっては説明する決断をしな

ければならないのではないか。もし『スポットライト』の取材チームの取材に、

弁護士が守秘義務を理由に最後まで何も明らかにしなければ、前記のスクー

プに辿り着くことはなかったに違いない。社会的関心が極めて高い事件、ある

いは公表する必要性ないし公益性が極めて高い事件の場合、弁護士はどう振

る舞うべきなのか。私たち弁護士はこのことを、個々の事件ごとに、記者ごと

に、慎重に考える必要があるのではないだろうか。 

７ 弁護士の取材支援 

今、メディアに求められているのは、報道の自由を強化し、調査報道を充実

させることである。積極的な取材活動を展開している過程で、様々な妨害や悩

ましい問題が次々に生じることがあるであろう。取材を担当している記者が
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取材を続けたいと思っても、会社の顧問弁護士は企業防衛の観点からストッ

プをかけるのではないだろうか。しかし、それでは社会的に重要な問題提起が

できなくなる。 

この点を修正するには、弁護士が取材、報道の実情を詳しく知り、記者の立

場に立って、どのようにすれば、違法にならない取材報道ができるかを考え、

報道する方向性で記者の相談に乗ることである。そのためには、弁護士も前記

の研究会に参加し、取材報道の現場の最前線の実情を学び、積極的に発言すべ

きである。 

また、弁護士は言葉で仕事をしている関係から、他人の言葉の詭弁に気づき

やすい。政治家や官僚の詭弁に記者が翻弄され、記事が迷走しそうになってい

るとき、政治家や官僚の詭弁を記者に説明し、逆に取材攻勢をかける相談に乗

ることもしてよいのではないか。 

情報公開請求に詳しい弁護士であれば、取材の過程でどのような場面でど

こにどのような情報公開請求をすればよいか、開示された情報をどのように

読むかということの相談にも乗れるだろう。社会に生起する様々な事件を扱

っているという点では、弁護士は記者と同種のタイプの人間である。記者のた

めに手伝えることはいろいろあるだろう。 

ちなみに、スノーデン氏の世紀の内部告発を手伝ったグレン・グリーンウォ

ルドは弁護士兼ジャーナリストである。 

 

（注１）https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2015/150724_2. 

html 

（注２）https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_160414 

.pdf 
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第４編 提言 

民主党政権下において、情報公開法改正案の提案がされていたが（日弁連の 2010 年

４月 30 日付け「『情報公開制度の改正の方向性について』に対する意見」、同年７月 15

日付け「『情報公開制度の改正の方向性について』に対する追加意見書」参照）、政権交

代後の自公政権下においては、継続課題とはされなかった。他方、2013 年 12 月には、

特定秘密の保護に関する法律が採決強行の上制定された。さらに、2014 年７月１日の

臨時閣議において、集団的自衛権行使容認の閣議決定がなされ、2015 年９月には、集

団的自衛権の行使を可能とする武力攻撃事態法改正案やＰＫＯの「駆け付け警護」を

盛り込んだ国連平和維持活動法改正案など、計 10 法案の一括改正に加え、海外で他国

軍を後方支援する国際平和支援法案からなる安全保障関連法が、採決を強行して制定

された。その後、2017 年６月には、277 の犯罪類型を、いわゆる共謀罪の対象として

追加する改正組織犯罪処罰法の採決が強行された。戦前の治安維持法、国防保安法、軍

機保護法等は、1945 年８月のポツダム宣言受諾によって無効な法律となっていた。積

極的平和主義の展開という見方もあるが、自衛隊の権限の強化と共に、情報法制に関

連する新たな戦時立法が法制化されたという状況にある。 

このような状況において、日弁連は、憲法 21 条１項の保障する市民の知る権利を具

体化し、発展させるために、「情報自由基本法（仮称）」を制定すべきことを提言してき

た（2016 年２月 18 日付け「情報自由基本法の制定を求める意見書」参照）。 

さらに、本基調報告書においては、第１に、「情報は誰のもの？」という問題を憲法

理念に基づいて解明した。ここにいう憲法の理念とは、個人が尊重される民主主義社

会の実現である。 

第２に、拡大し続ける現代監視社会におけるプライバシー権の危機的状況、並びに

現代日本における情報公開と権力監視の不十分さがもたらしている国民主権及び知る

権利の危機的状況を直視し、それらの状況の深刻さを明らかにした。 

第３に、これらの危機的状況を踏まえつつ、個人が尊重される民主主義社会という

憲法理念を実現するための様々な対策等について、主として以下の提言を試みた。 

１ 現代監視社会におけるプライバシー権保障の充実 

(1) 公権力が、自ら又は民間企業を利用して、あらゆる人々のインターネット上

のデータを網羅的に収集・検索する情報監視を禁止すること。 

(2) 監視カメラ画像やＧＰＳ位置情報などを取得し、それを捜査等に利用するに

際して、これを適正化するため、新たな立法による法規制を行うこと。 

(3) 捜査機関による通信傍受の対象犯罪を更に拡大し、また、会話傍受を可能と

する立法を行わないこと。加えて、通信傍受の適正な実施を監督する独立した

第三者機関による監督を制度化すること。 

(4) 市民監視を拡大し、市民の自由を著しく萎縮させるおそれの強い、組織犯罪

処罰法改正法によって多数新設された、いわゆる「共謀罪」の規定を削除する

こと。 

(5) 公安警察や自衛隊情報保全隊などの情報機関の監視権限とその行使について、
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法律により厳格な制限を定め、独立した第三者機関による監督を制度化する

こと。 

(6) マイナンバー (共通番号) 制度が、あらゆる個人情報の国家による一元管理

を可能とする制度となり、市民監視に利用されることのないよう、制度上・運

用上の問題点を明らかにし、廃止、利用範囲の大幅な限定、民間利用の禁止等

の対応を行うこと。 

２ 知る権利の保障の充実のための情報公開の促進と権力監視の仕組みの強化 

(1) 公的情報の公開、保存及び取得に関し、基本理念と基本事項を定める情報自

由基本法（仮称）を制定すること。 

(2) 情報公開法等を改正し、本来市民が入手すべき情報を、行政機関が恣意的に

隠匿できない情報公開制度を確立すること。 

(3) 公文書管理法上、電子データが「行政文書」とされていることを踏まえて、全

ての電子データを長期間保存することとし、また、行政文書の恣意的な廃棄等

が行われないよう監視するために独立性の強い第三者機関を設けること。 

(4) 秘密保護法について、廃止を含めた抜本的見直しを行うこと。 

(5) 内部告発者の保護を強化するとともに、公益通報制度を周知すること。 

(6) メディアによる権力監視を一層強化するために、自律的に多様な報道を行う

ことが促進される仕組みを構築すべきであること。 

 

これらの提言を展開するに至った契機は、いわゆるスノーデン・ショックに由来す

る。2013 年６月、元ＮＳＡ（米国国家安全保障局）局員エドワード・スノーデン氏は、

米国政府がインターネット関連企業の協力を得て、全世界のインターネット上のデー

タを監視できる情報環境を作り、秘密裏に活用していた実態を内部告発し、世界を震

撼させた。同氏の内部告発は、国家が高度デジタル技術等を用いて、国境を越えて、秘

密裏に個人の行動を過去にまで遡って監視することが可能な社会（超監視社会）の下

で、プライバシー権が脅かされている実態と、国家が隠匿していた公的情報が内部告

発等により市民に公開されることの重要性を明らかにした。 

日本においても、インターネット、監視カメラ、ＧＰＳ装置など、大量の情報を集積

する技術が飛躍的に進歩し、マイナンバー制度も創設された。また、改正組織犯罪処罰

法により、いわゆる「共謀罪」の規定が多数新設されたことで、市民に対する監視が強

化されることへの懸念も指摘されている。 

公的情報の公開については、特定秘密保護法が施行され、政府が恣意的に情報を隠

匿する懸念が高まる中、ＰＫＯ派遣部隊の日報や学校法人の獣医学部設置の過程文書

が不存在扱いされ、また、学校法人への国有地売却経緯に関する文書を行政機関の判

断だけで短期間で廃棄したとされるなど、情報公開と国民の知る権利を軽視する運用

が政府によってなされている。 

このままでは日本は、保護されるべき私的情報が国家により自由に収集・利用され、

公開されるべき公的情報が公開されない国になってしまいかねない。パノプティコン

（政府による一望管理）と呼ばれる社会化である。こうした現状に歯止めをかけ、個人

が尊重される民主主義社会を実現するためには、プライバシー権及び知る権利の保障
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を充実させるとともに、情報公開の促進を図ることの重要性を改めて確認する必要が

ある。 

人は監視されていると感じると、自らの価値観や信念に基づいて自律的に判断し、

自由に行動して情報を収集し、表現することが困難になる。すなわち、プライバシー権

及び知る権利は、個人の尊重にとって不可欠な私的領域における人格的自律を実現す

るとともに、表現の自由の不可欠な前提条件となっており、立憲民主主義の維持・発展

にも寄与する極めて重要な人権である。私的領域における個人の主体的な自己実現が

あってこそ初めて自由な表現行為に到達できるのである。 

したがって、大量の情報が集積される超監視社会とも呼ぶべき現代にあって、個人

が尊重されるためには、公権力により監視対象とされる個人の私的情報は必要最小限

度とし、公権力が私的情報を収集、検索、分析、利用するための法的権限と行使方法等

を定めた法制度を構築すべきである。特に、いわゆる「共謀罪」の規定の削除や、新し

い捜査方法の立法による規制や独立した第三者機関による監督の制度化が必要となる。 

また、個人が尊重される民主主義社会の実現のためには、その手段である民主制の

過程が健全に機能しなければならない。代表民主制下において国民が自律的に代表者

を選任し政策形成に参加するためには、公的情報が国民に対して十分に公開されてい

ることが不可欠である。そのためには、知る権利の保障の充実と、情報公開を促進する

制度の整備が必要である。あらためて、ここに情報自由基本法の制定や情報公開法・公

文書管理法の改正を意義付けておきたい。 

さらに、知る権利には、メディアによる自律的な報道や内部告発による権力監視が

大きく奉仕するのであり、これらを萎縮させない仕組みの構築も重要である。違法秘

密は「特定秘密」としては保護に値しないという公益通報制度による内部告発者の保

護の強化、更には秘密保護法の廃止を含めた抜本的見直しも求められている。 

こうした知る権利及び情報公開の重要性に照らせば、行政機関をして重要な政策決

定に係る意思形成過程の公的情報は必ず記録・保存させ、恣意的な秘密指定や廃棄を

許さず広く公開させるとともに、メディアによる権力監視の仕組みを一層強化して、

自律的に多様な報道を行うことが促進される仕組みを構築する必要がある。 

日本国憲法施行 70 周年の本年、第 60 回の記念となる人権擁護大会において、危機

的状況に抗しつつ、国民主権の理念に則り、平和に生き、個人が尊重される民主主義社

会という憲法理念を実現するための様々な対策等の提言を実現していきたい。 
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