
秘密保護法の制定に反対する憲法 ・メデ ィア法研究者の声明

安倍政権は、9H26日 、かねて準備 を進めてきた 「特定秘密 の保護 に関す る法律案」を

示 し、臨時国会への提出を目指 してい る。 しか しなが ら、この法案 には憲法 の基本原理 に

照 らして看過 しがたい重大 な問題 点があると考 えるので、私たちは同法案の制定に強 く反

対す る。

1取 材 ・報道の 自由、国民の知 る権利 な どさまざまな人権 を侵害す る

取材 ・報道 の 自由は、国民が国政 に関与すること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 るものであって、憲法21条 が保障す る表現 の自由の保護が及ぶ も

ので あることは言 うまで もない（博多駅事件最高裁大法廷決定な ど）。ところが、本法案は、

防衛 ・外交 ・特定有害活動 の防止 ・テ ロリズム防止の4分 野の情報 の うち特に秘匿が必要

な ものを行政機 関の長が 「特定秘密」 として指定 し、その漏 えいに対 して懲役10年 以下

の厳罰 で もって禁止す るだけでなく、特定秘密保有者の管理 を害す る行為に より取得 した

場合 も同様 の処罰の対象 とし、 さらに漏えいや取得について の共謀 ・教唆 ・扇動に も罰則

を科 し、過失や未遂へ の処罰規定 も置いてい る。

以上の よ うな仕組みが導入 されて しま うと、まずなによりも、重要で広範 な国の情報が

行政機 関の一存で特定秘密 とされ ることによ り、国民の知 る権利 が制約 され る危険が生 じ

る。また、特定秘密 を業務 上取 り扱 う公務員や民間の契約業者の職員が萎縮す ることによ

り情報 提供 が狭 め られるのに加 えて、漏 えいへの教唆や取得 な ども犯罪 として処罰 され る

ことによ り、ジャーナ リス トの取材活動や市民の調査活動そのものが厳 しく制限 され、ひ

いては報道 の 自由や市民の知 る権利 が不当に侵害 されかねない。なお、法案 には、「報道の

自由に十分配慮す る」 との規定も置かれてい るが（20条）、 この種の配慮規定に より、法案

そのものの危険性 を本質的に取 り除 くことはできない。

このほか、本法案は、特定秘密 を漏 らすおそれがないよ う秘密 を取 り扱 う者 に対す る適

性評価制度 を導入 し、評価対象者 の家族関係や犯罪歴 、病歴 、経済的状態 などを詳細に調

査 しよ うとしているが、これ は個人のプ ライバシー を広範囲に侵 害す るものであ り、不当

な選別、差別 を助長 し、内部告発 の抑止 にもつなが りかねない。また、秘密 とされ る範囲

は広範囲に及び、かつ、漏 えい等が禁止 され る事項 も抽象的に書かれてお り、漠然 として

いて処罰の範囲 も不明確であ り、憲法31条 が要求す る適正 手続の保障に反す る疑いも強

い。 さらに、本法案が実現す ると、秘密の中身が明 らかにされ にくく公開裁判 が形骸化す

るおそれがあ り、憲法37条 が保障す る公平な裁判所による迅速な公開裁判 を受ける権利

が脅か されかねない。

2憲 法の国民主権の原理に反する

憲法 の国民主権 の原理 は、主権者である国民の意思に基づいて国政のあり方 を決定 して

い く政治のあ り方 を指 しているが、 これが十分に機能す るためには、一人ひ とりの国民が

国政に関す る事項 につ いて十分な情報にアクセスでき、その提供を受 けられ、自由な表現 ・

報道活動が行 われ、 これ らによって主権者 の意思が形成 され ることが前提 である。

と ころが、本法案が提示 しているのは、そのよ うな国民主権 の前提に反 して、1に も記

した とお り、防衛 、外交、有害活動防止やテロ防止 など国民が大 きな影響 を受 ける重要な

情報にっいて、その入 手、取材、伝達、報道、意見交換 がさま ざまな形で制限 され る仕組

み となっている。 これでは、国民主権 が拠って立っ基盤その ものが失われて しま うことに

なろ う。

そ もそ も、本法案の準備過程そのものが秘密の闇に包 まれ国民に明 らかにされ ないまま

進 められて きた経緯がある（NPO法 人 「情報公開市民セ ンター」が、情報公開法 によって



本法案に関す る情報 の公開を請求 した ところ、内閣情報調査室は、「国民の間に不当に混乱

を生 じさせ る」との理 由で公開を拒否 した と報告 されてい る）。また、本法案が制定 され る

ことになれ ば、国会議員の調査活動や議院の国政調査権 なども制 限を受ける可能性が高 く、

国民主権の原理 はます ます形骸化 されて しまいかねない。現に法案では、秘密の委員会や

調査会に特定秘密が提供 された場合、それ を知 りえた議員 も漏洩等の処罰対象 とされてい

るか らである。

3憲 法の平和主義の原理に反す る

憲法は、戦争 の放棄 と戦力の不保持、平和的生存権 を定める平和主義 を宣言 してい る。

これか らすれば、軍事や防衛についての情報 は国家の正当な秘密 として必ず しも自明なも

のではな く、む しろこ うした情報 は憲法の平和主義原則 の観点か ら厳 しく吟味 し、精査 さ

れなければならないはずである。

本法案 は、防衛 に関す る事項 を別表 で広 く詳細に列記 し、関連の特定有害活動やテ ロ防

止活動 に関す る事項 も含 め、これ らの情報を広 く国民の 目か ら遠 ざけて しま うことになる。

秘密 の指定は行政機 関の一存で決め られ、指定の妥当性や適正 さを検証する仕組みは何 も

用意 されていない。 しかも、本法案 により、現在の 自衛 隊法によ り指 定されている 「防衛

秘密」はそのまま 「特定秘密」に指定 された もの と見倣 され、懲役 も倍化 され るとい う乱

暴なや り方 が取 られている。本法案 のよ うな広範 な防衛秘密保護 の法制化は憲法の平和主

義に反 し、許 され ない と言わなけれ ばな らない。む しろ、防衛や安全保障に関する情報で

あって も、秘密 を強めるのではな く、公開を広げることこそが現代民主 国家の要請 である。

政府は、安全保障政策 の司令塔の役割 を担 う日本版NSC（ 国家安全保障会議）の設置法案

とともに本法案 の制定を図ろ うとしている。また 自民党は先に 「日本 国憲法改正草案」 を

公表 し、 「国防軍」を創設す る とともに、機密保持 のための法律 の制定 をうたい、 さらに、

先に公表 されたr国 家安全保障基本法案」では、集 団的 自衛権 の行使 を認 める とともに、

秘密保護法 の制定を示 したが、本法案は、想 定 され る武 力の行使 を見越 して秘密保護をは

かろ うとす るもので、憲法改正草案、国家安全保障基本法案 と一体の もの と見 る必要があ

る。その背後 には、GSOMIA（ 軍事情報包括保護協定）締結に も示 され るように、 日米の情

報共有の進展 を踏 まえた秘密保護強化 の要請 がある。

以上の よ うに、本法案は基本的人権 の保障、国民主権、平和主義 とい う憲法の基本原理

をことごとく踏みに じり、傷つ ける危険性の高い提案 に他 ならないので、私たちは重ねて

その制定に強 く反対す る。
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