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“知る権利”と“国家安全保障”の相克
～豪公共放送への家宅捜索から浮かび上がった論点～

メディア研究部  佐々木英基　

2019年6月，オーストラリアの公共放送ABC（Australian Broadcasting Corporation,オーストラリア放送協会）
に対し，連邦警察が家宅捜索した。発端は「オーストラリア軍によるアフガニスタン市民殺害」報道。連邦警察は，
ABCが軍の機密文書を入手・公表したことなどを問題視した。この捜索に対し，メディア各社は，国民の「知る権
利」を脅かす行為として強く反発した。

これを受け，連邦議会は「知る権利」と「国家安全保障」のバランスが適正に保たれているかを調査する委員会
を設け，メディアや政府機関に対し，見解を求めた。

本稿では，調査委員会に提出された文書などから，機密保護関連法をめぐる過去の経緯を整理，主要な論点を
抽出した。その結果，同国の機密保護関連法は近年，追加・修正が繰り返され，報道に対する厳しさが増してきた
こと，そのことを法律の専門家が問題視し，是正を勧告していたことが示された。一方，政府は，同盟国からの信頼
を得るためなどの理由から，機密保護は厳密に行われるべきであり，法の厳格化は当然と考えていることがわかった。

また，こうした機密保護関連法の厳格化は世界的な広がりを見せていると言う専門家もいる。その専門家からは，
ほかの民主主義諸国においても「知る権利」が将来，より抑制される可能性があることが示唆された。

〈構成〉

本論考は，以下の構成から成る。

Ⅰ 公共放送に対する異例の家宅捜索
捜索の経緯を概説し，メディア側が何を問
題視したかを示す。

Ⅱ 機密保護関連法の概要とこれまでの議論
同国における機密保護関連法の概要を整理
し，併せて，同法についてこれまで指摘さ
れてきた問題点を示す。

Ⅲ 調査委員会文書から浮かび上がる論点
議会の調査委員会に提出された，政府側と
メディア側の見解を示す文書などから，両
者の対立点を明らかにする。

Ⅳ 今回の事例が問うものは何か
今回の事例が持つ意味を，オーストラリア
のみならず諸外国に視野を広げ，専門家の
見解を交えて考察する。

 Ⅰ 公共放送に対する異例の家宅捜索

まず，今回の家宅捜索の経緯を概説する
（表1）。

表 1　「ABC 家宅捜索」の経緯

2017年7月  ABCが「アフガン・ファイルズ」
報道

2019年6月 4日 アニカ･スメサースト氏宅に
家宅捜索

 5日 ABC本部に家宅捜索

 24日 ABCが捜索令状の無効を求め
提訴

 7月 4日 議会が調査委員会を設置

2020年2月17日 連邦裁，捜索令状は合法との
判決

28日 ABC，控訴断念を発表
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発端となった調査報道「アフガン・ファイルズ」

2017年7月，ABCが「アフガン・ファイルズ」
と題する調査報道を公表した。数百ページに
のぼる軍の機密文書をもとに報じたものだ 1）。
それによれば，アフガニスタンに派遣された
オーストラリア軍兵士が2009～13年にかけて
非武装の民間人を殺害する事件を，10 件以上
起こしたという。公開された文書の表紙には

「TOP SECRET（極秘）」と書かれていた。
　

連邦警察がABCに立ち入り，データを押収

報道から約2年後の2019年6月5日，連邦
警察の捜査官がABC本部に立ち入り，家宅捜
索を行った。令状には「アフガン・ファイルズ」
の記事を執筆した記者など3人の氏名が書か
れていた。捜査官はABCのコンピューターシ
ステムにアクセスし，電子メールを含む9,214件
のファイルを確認，その一部をUSBに保存し，
押収した。

連邦警察は捜索後，「機密情報を公開した
疑いによるもので，『1914年連邦犯罪法』に違
反している」と発表，捜索の正当性を主張した。

ABCのデイビッド・アンダーソン（David 
Anderson）会長は即日，「今回の捜索には，
報道の自由に関する正当な疑念がある」との声
明を出した。6月24日，ABCは，「捜索令状は
憲法で暗に保障された表現の自由を侵害して
いる」として，令状の無効を求め，連邦裁判所
に提訴した。

ABCが「暗に保障された」と言い表すよう
に，オーストラリアの憲法は「表現の自由」を
明文化していない。

例えばアメリカにおいては，「合衆国憲法」
修正第1条で「言論または出版の自由を制限す
る法律（中略）は，これを制定してはならない」

と，表現の自由が明確に保障されている。
オーストラリアでは，憲法で明文化されてい

ないものの，事実上，表現の自由が保障され
ている，というのが学説・判例上のコンセンサ
スである。

しかし，司法相（attorney-general）のクリ
スチャン・ポーター（Christian Porter）氏は，
今後，仮にABCの記者らを訴追（prosecu-
tion）する手続きが進められた場合，「ひどく
気が進まない」としながらも，承認する可能性
を否定しなかった。

連邦警察など治安組織を管理する内務省

連邦警察を管理するのは内務省（Depart-
ment of Home Affairs）である。国家安全保障
に関する活動の中で，とりわけ重要な役割を担
う。設立は新しく，2017年。それまで連邦警
察やオーストラリア安全保障情報局（ASIO），
国境警備隊などに分散していた治安機能が，
テロの脅威が高まる中で一元化された。

内外のメディアが一斉に反発

ABCに対する家宅捜索を受け，内外のメ
ディアは鋭く反応した。このうちイギリスの公
共放送 BBCは，「家宅捜索は報道の自由への
攻撃であり，BBCは深い懸念を覚える」との声
明を発表した。「国境なき記者団」も声明を発
表し，「こうした捜索は独裁国家で目にする光
景であり，民主主義国家にあるまじきこと」と
政府の姿勢を非難した。

メディアなどの強い反発には別の理由もあ
る。ABCに対する家宅捜索の前日，連邦警
察は，ニューズコープ・オーストラリア（News 
Corp Australia）が発行するサンデー・テレグ
ラフ（Sunday Telegraph）紙の記者，アニカ・
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スメサースト（Annika Smethurst）氏の自宅を
捜索した。同氏は2018年4月，「内務省と国防
省が，通信電子局（ASD）に対し，国民をス
パイする権限を与える案を検討中」と報じてい
た。「2日連続」の捜索について，複数のメディ
アは，威嚇の意図があると指摘した。

国内のメディアが結束

連邦警察や内務省などの政府機関に対し反
発を強めたメディア各社は，「知る権利連合」 

（Australia’s Right to Know Coalit ion , 
ARTK）を通し，世論に訴えるキャンペーンを
開始した。例えば，テレビ局は「政府が情報を
隠している」と伝える映像を流したり，新聞各
紙は1面を黒塗りで印刷したりして，政府の姿
勢を批判した。

同連合のメンバーは，ABCのほか，ニュー
ズコープ・オーストラリア， ガーディアン

（Guardian），ナイン（Nine）など19組織。商
業テレビ・ラジオ，ネットニュース，新聞など多
様なメディアが集まった。

ABC 幹部は「内部告発者の萎縮」を懸念

家宅捜索の15日後（2019年6月20日），ABC
のゲビン・モリス（Gaven Morris）報道局長が
来日中にNHKの取材に応じた。局長は，内部
告発者が，国民のために情報を提供しようとす
ることを恐れてしまうことが心配だ，と述べた 2）。

メディアが内部告発者からの情報提供に基
づいて不正を報じる際，情報源を秘匿するの
は基本的な倫理とされる。しかし，今回のよ
うに捜査機関が取材者のコンピューターに保
存されたデータを押収するという手段に出れ
ば，情報源の秘匿は困難だ。今回の家宅捜索
は，メディアに対してだけではなく，内部告発

者を萎縮させる働きがあることを局長は指摘し
たのである。

「捜索は合法」と判決，ABC は控訴断念

2020年2月17日，連邦裁判所は，この家宅
捜索は合法との判断を示した。判決は，「ABC
は，捜索令状の申請と発行をめぐる判断が法的
に不合理であると立証できていない」とした。

しかし，ABCは控訴を断念することを発表
した。アンダーソン会長は声明で「訴訟を続け
ることで根本的な悪法を改正するところまで持
ち込めるとは思えない」と説明した。

 Ⅱ 機密保護関連法の概要と 
     これまでの議論

次に，同国における機密保護関連法の概要
を整理する。併せて，同法について指摘されて
きたさまざまな問題点を示す。

このような捜索がなぜ行われたのか。また，
連邦警察は，この報道を指して，「機密情報を
公開した疑い」があり，「『1914年連邦犯罪法』
に違反」としたが，それは具体的にどのような
根拠に基づくのか。

これらを明らかにするにあたり，まず，オー
ストラリアにおいて機密保護に関する法がど
のようなものか，そして，その法について，過
去にどのような議論が行われてきたかを見てい
く。それを明らかにすることによって，同国に
おける「知る権利」と「国家安全保障」との間
の緊張関係を，より包括的に把握することが
できると考えるからだ。

オーストラリアにおける“機密”の分類

まず，オーストラリアにおける“機密”は誰が
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どのような根拠で決めるのか。それを明確に
示しているのは司法省（Attorney-General’s 
Department）である。司法省は機密を①保護

（Protected），②秘密（Secret），③極秘（Top 
Secret）の3つのレベルに分類している。そし
て，情報の機密性が侵害された場合に影響を
受ける主体を「個人」「組織」「経済」「国際関
係」などのカテゴリーに分け，それぞれにおい
て，どのような情報が，どのレベルの機密に分
類されるかを示している 3）。今回の問題が該当
すると思われるカテゴリーには「国際関係」「犯
罪防止，防衛または諜報活動」があるが，本
論考では，比較的詳しい「国際関係」におけ
る説明を取り上げる。

①保護：国益への損害（damage）
a.短期的損害または外交関係の悪化（dis-

ruption）
b.国際交渉や戦略での不利益

②秘密：国益への重大な損害（serious damage）
a.重要な国際交渉や戦略での著しい不利益
b.広範な不安定化をもたらす，友好国への

直接的な脅威への高まり
c.国際的な緊張の高まり，または正式な抗

議や制裁をもたらす外交関係の悪化
③極秘：国際紛争への直結，あるいは友好国

との関係に著しく重大な損害を招く，国益へ
の非常に重大な損害（exceptionally grave 
damage）

今回の「アフガン・ファイルズ」報道のソース
となった資料は，作成者である国防軍司令官
によって，この「TOP SECRET」に位置づけ
られている。

前述の「情報の侵害」とは具体的に何を意味

するのか。司法省によると，「情報の損失」「情
報の悪用」「情報への干渉」「情報への不正アク
セス」「情報の不正な変更」，または「情報の不
正開示」である。

｢機密の不正開示｣を罰するオーストラリアの
法では，「機密」に分類された政府文書を，誰
かが，政府の許可なく開示や公開した場合，
どのような法が適用されるのか。

連邦警察が今回の家宅捜索の理由として挙
げたのは，「1914年連邦犯罪法」（Crimes Act 
1914）である。同法には，「情報の無資格開示」

（Unauthorised disclosure of information）
などの行為を罰する（2年以下の禁錮刑）項目
がある。

同法を含めて，「機密情報の不正な開示」に
関する行為を取り締まる法律には以下のものが
ある。

これらの法は，「情報の無資格開示」「防衛
に対する情報の違法な譲渡あるいは入手」など
の行為を，「スパイとそれに関連する犯罪」「窃
盗およびその他の物権を侵害する犯罪」などと
して，その内容に応じて，法律違反者に対す
る禁錮5年～終身刑の罰則を規定している。

これらの諸法が念頭に置いているのは，主

1903年 国防法（Defence Act 1903）

1914年 連邦犯罪法（Crimes Act 1914）

1979年 オーストラリア安全保障情報局法
 （Australian Security Intelligence 
 Organisation Act 1979）

1995年 刑法典
 （Criminal Code Act 1995）

2001年 情報活動機関法
 （Intelligence Services Act 2001）4）
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に「機密情報に触れる機会を持つ公務員」で
あり，罰則の対象が「ジャーナリスト」などとは
書かれていない（ただし，「ジャーナリストが法
の適用から除外される」と明記されているわけ
でもない）。

オーストラリアにおける機密保護の違反者に
対する処罰の内容は，同国と安全保障上の同
盟関係を結んでいるアメリカやイギリスと比べ
ても，特に苛烈なものではない。

アメリカの例を挙げると，「外国を利する等
の意図を有する者による外国政府への国防情
報の漏えい」に対しては，最高で死刑が適用さ
れる。

イギリスの場合は，「国の治安・利益を損な
う目的による敵に有用な情報の漏えい」に対し，
3年以上14年以下の自由刑（自由の剝奪を内容
とする刑罰）が適用される 5）。

このように，米英でも，一部の情報を機密に
指定し，機密の保全のために刑事罰を設けて
いる。

オーストラリアにおける情報公開制度

これまで，政府の側が機密を保持するため
の法律を挙げたが，一方で，健全な民主主義
社会を維持するためには，行政プロセスの透
明性が求められる。そこで，ジャーナリズムに
とって重要な知る手段である情報公開制度に
ついても見ていく。

オーストラリアでは，すべての省庁および
公共団体に適用される「1982年情報公開法」

（Freedom of Information Act 1982）が施行
されている。同法の制定により，国民の誰もが，
政府機関または大臣が保持する文書へのアク
セスを要求できるようになった。ただし，直後
に制定された「1983年公文書法」（Archives 

Act 1983）は，連邦政府が保有する記録にア
クセスしようとする場合，原則として「30年以
上前に作成された記録」に限ってアクセス権を
認めている（特別の場合に限り，より新しい文
書の公開も認めている）。

しかし，これらの法は同時に「適用除外規
定」も定めている。例えば，「国家安全保障，
防衛または国際関係に影響を与える」と政府が
判断した場合は，政府機関または大臣はその
文書の開示を拒否できる。

今回の「アフガン・ファイルズ」については，
仮にABCが開示を求めたとしても，この規定
を根拠に公にされなかった可能性が高いと考
えられる。

このように，政府文書の公開について，一
定の制度は整備されているものの，その効力
は限定的である。だからこそ，ジャーナリズム
にとっては，政府関係者の協力を得ながらの，
調査報道が必要となる。

現行法制度に対するこれまでの批判

ここまで「機密」に関する法を概観してきた。
次に，これら現行の法制度に対し，どのよう

な課題が指摘されてきたのかを見る。ここでは
特に，2001年にアメリカで起きた「同時多発テ
ロ」以降，機密保護関連法が多数作られるよう
になったことへの指摘を挙げる。

まず，近年の機密保護関連法が「知る権利」
を奪っていると主張するブライアン・トゥーヒー

（Brian Toohey）氏の見解を取り上げる。氏は，
かつてオーストラリアン・フィナンシャル・レ
ビュー紙のコラムニストを務めた著名なジャー
ナリストで，国家安全保障政策を専門とする。
トゥーヒー氏は，2019年に出版された著書

『Secret: The Making of Australia’s Security 
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State』6）などにおいて，「政府は，さまざまな
新法によって，内部告発者やメディアが権力の
濫用を暴く能力を損なわせてきた」とし，イラ
ク戦争などを例にとりながら，「秘密の拡大は，
正当な理由もなく恐ろしい新たな戦争に引き込
まれるリスクを拡大する」と，機密を開示・公
開した者を罰する法律を批判している。

オーストラリアの法制度に対する批判は，
ジャーナリズムを研究する学者からも上がっ
ている。今回，メールで取材したニューサ
ウスウェールズ大学のジョージ・ウィリアムズ 

（George Williams）教授（憲法学）は，2001
年の同時多発テロが転機だと語る。この事件
以降，国家安全保障の名のもと，約80の新た
な立法がなされ，報道の自由は後退し続けて
いるという。その代表例は，前述した「2001
年情報活動機関法」であり，「同法は秘密の範
囲を従来より大幅に拡大している」という。

法律の専門家も現行法を批判

現行法に対する懸念は，以前から法律の専
門家たちが示していた。その代表例は，「オース
トラリア法改正委員会」（Australian Law Re-
form Commission, ALRC）が2009年に作成 
し，翌2010年に政府に提出した報告書「Se-
crecy Laws and Open Government」7）である。

ALRCは，オーストラリアの法律の見直しを
行うために設立された独立機関である。この
報告書は，2008年に司法相（当時）が，バラ
ンスのとれた機密情報保護の実現を目的として
ALRCに調査を依頼し，その結果作成された
ものだ。ALRCはこの報告書の中で，「秘密主
義の法律は，表現の自由に対する権利を不当
に妨害するという理由で，持続的な批判を集め
ている」とし，現行法が抱える問題点を複数指

摘し，61項目にわたる勧告を行った。ALRC
が指摘した問題点は，主に以下の3つである。

①法執行機関や安全保障機関に対し，新たな
法律で付与された権限が増大している。そ
れにもかかわらず，「機密」の規定が場当た
り的（ad hoc）で一貫性がない。

②（政府関係者などの）「部内者」と（ジャーナ
リストを含む）「部外者」の区別が法的にな
されていない。

③機密の開示が「明らかな危害」をもたらすと
判断する要件が明示されておらず，「公益を
考慮した除外規定」がない。

ALRCによる報告書提出を機に，弁護士な
どで作る「オーストラリア法律評議会」（Law 
Council of Australia）は，ALRCの勧告に 
従って法改正するよう政府に求めた。

同評議会は1933年に設立された，弁護士
会，法曹協会，法律研究所などから構成され
る全国組織である。法律や司法制度の改善に
ついて，政府や裁判所，連邦機関に助言し，
政府に対して一定の影響力を持っている。同評
議会は，「現行法では，報道の自由と，法執行
機関および諜報機関の権限の間に明確な不均
衡がある」としてALRCの勧告に沿った法改正
を求めたのだ。

同評議会は，2年前の2018年に行われた国
家安全保障法改正の際も，ALRCや同評議会
が指摘した問題点はほとんど解決されず，必要
な法改正もされないまま，政府機関の権限が
さらに拡大した，と批判している。

こうして「知る権利」と「国家安全保障」に
関わる法律について行われた議論をたどると，
連邦警察によるABCへの家宅捜索は，必ずし
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も「突発的な出来事」ではなく，以前から指摘
されていた法的な問題が，ここに来て顕在化し
たものだとも言える。

 Ⅲ 調査委員会文書から浮かび上がる論点

次に，今回の家宅捜索の妥当性について，
つまり，「知る権利」と「国家安全保障のため
の機密保持」の相克について，具体的にどのよ
うな議論が交わされたのかを見ていく。その資
料として，今回の家宅捜索を踏まえて政府機関
やメディア組織などから連邦議会に提出された

「見解書」（submission）を取り上げる。

議会が調査委員会を設置

サンデー・テレグラフのスメサースト氏宅，お
よびABCへの家宅捜索から約1か月が経過し
た2019年7月4日，司法相の要請を受け，「イ
ンテリジェンスと安全保障に関する議会合同
委員会（以下，調査委員会）」（Parliamentary 
Joint Committee on Intelligence and Secu-
rity）が調査を開始した。この調査委員会は，
1988年以来，議会に提出された国家安全保障
関連法案を検討したり，既定の国家安全保障
関連法の法定審査を実施するために，名称変
更を伴いながら必要に応じて調査を行ってきた。

今回設置された調査委員会には，与党・自
由党と野党・労働党の上下両院議員10人が
委員として任命された。会の目的は，「法の執
行と情報機関の権限が報道の自由に及ぼす影
響」を調査し，司法相に報告することだ。

調査委員会は，この問題に関心を持つ個人
と組織から61件にわたる見解書の提出を受け
た。提出者は，今回の家宅捜索に関連する「直
接の当事者」（連邦警察，内務省，ABCなど）

のほか，報道の自由に影響を与えうる政府機関
（主に国家安全保障を担う機関），ABC以外
の報道機関，さらに，この問題に対して一定
の知見を持つと考えられる団体や研究者などで
ある。

調査委員会の問いかけ

調査委員会が調査対象者に提出を求めたの
は，以下のテーマについての見解である 8）。

a）法執行機関または情報機関による権限の行
使が，ジャーナリストやメディアにどのよう
な影響を及ぼすか。

b）ジャーナリストやメディアが，法執行機関
や情報機関にどのような影響を及ぼすか。

c）報道の自由の必要性と，法執行や情報機関
による調査の必要性のバランスを改善する
ため，権限行使の手順や基準にどのような
変更を加えることができるか。

d）政府機関がジャーナリストやメディアを調べ
るため捜索令状の発付を求める際，ジャー
ナリストらが異議を申し立てる公聴会を開く
ことは可能か。また，法執行機関や政府機
関が，ジャーナリストらが持つ電子データに
アクセスするうえで定められた現在の基準
は適切か。

本論考においては，61の組織と個人から提
出された見解書の中から，「知る権利連合」と

「内務省」のものを取り上げ，「メディア側」「政
府側」両者の見解を比較・検討する。この2つ
の組織を取り上げる理由は，「知る権利連合」
がABCを含めたオーストラリアの主要メディア
による団体であることから，「メディア代表」と
して位置づけられること，そして，内務省は，
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国家安全保障を担当する包括的な政府機関で
あるからだ。

「知る権利連合」の法改正案と内務省の反論

調査委員会に対し，「知る権利連合」は4回，
内務省は3回にわたって見解書を提出した。両
者は互いの見解書を踏まえ，それに反論，再
反論した。すなわち，調査委員会を舞台に両
者が一種の論戦を交わした形になっている。

2019年7月，「知る権利連合」は最初に提出
した見解書において，内務省による見解書提
出に先んじて，法改正の必要性を主張した。
同連合が改正を求めた法律は，1903年国防
法，1914年連邦犯罪法，1979年オーストラリ
ア安全保障情報局法，1995年刑法典，2001
年機密情報使用法の一部である。

一方の内務省は，同連合の法改正案を受け，
その見解書の中で反論，ことごとく退ける姿勢
を示した。

表2は，「知る権利連合」「内務省」双方から
提出された意見・主張の要点を，対比的にまと
めたものである。ここに見られるように，両者
の意見は鋭く対立している。
「知る権利連合」は，「ジャーナリストらが，

数多くある国家安全保障法によって訴追される
ことからの免除措置が必要」と主張すると同時
に，具体的な法改正案も提出した。そこでは，

「その情報を扱った時点で，その行為が公益に
かなうと信じていた場合などは法の適用を免除
される」などの文言が付け加えられている。

内務省「法律が寛容になれば同盟国が不安に」

対する内務省の見解の中で注目されるのは，
「政府文書の不正開示に対してオーストラリア
の法律が寛容になれば，（同盟国の）『ファイブ・

アイズ』諸国が不安になるだろう」という国家
情報局の見解を紹介したことだ。これは何を
意味するのか。
「ファイブ・アイズ」はアメリカ，イギリス，カ

ナダ，オーストラリア，ニュージーランドの計5
か国による「情報クラブ」である。加盟各国は，
情報機関が入手した情報などを共有・相互利
用する。

内務省は，「ジャーナリストらの保護を強化
するような法の変更は，同盟国との情報共有
に影響を与える可能性がある」と主張，「免除」
を含む法改正案に対し，反対の立場を示した。
つまり，機密に関する管理を厳しく維持する理
由として，「同盟関係にある他国からの信頼を
失い，共有すべき情報を得ることができなくな
る」事態を防ぐ，という点を強調している。

なぜ，ジャーナリストらの保護を強化するよ
うな法の変更は，同盟国からの信頼を失うと
言えるのか。

憲法学者の奥平康弘は，国家間の同盟関係
に関し，日米関係を例にとって次のように説明
している9）。「合衆国の軍事・外交諸政策と一
体的に結合しているわが国の国際上の立場か
らみて，合衆国の秘密主義は，日本へ波及伝
染せずにおかない」。ここで奥平は，その実例
として，「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密
保護法」（MSA秘密保護法）により，合衆国
から供与される情報の多くが，自動的に「防衛
秘密」として刑事上の保護を受ける仕組みを挙
げている。

そのうえで，Ａ国での機密保護のあり方がず
さんであると，同盟国であるＢ国の情報が非同
盟国に漏れるおそれがあることを意味する，と
している。

また，内務省は「ジャーナリストの目的が，
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表２　「知る権利連合」および内務省の見解

「知る権利連合」の見解 内務省の見解

「機密」の分類・定義について

●情報を入手・開示した者を罰する法律の適用条件
が曖昧。例えばその情報に触れた時点で，特殊諜
報活動に関連する情報と知らなかったとしても，
投獄されるおそれがある。

●法律に「（機密開示における）無謀は過失要素」と
あるが，「無謀」の概念が「国家安全保障」に関連
づけられ拡大解釈されるおそれがある。公益のた
めの報道であっても，「国家の国際的な評判を落
とす可能性がある」として犯罪とされるおそれが
ある。

●機密扱いに対する制限措置を設けることが必要。
具体的には，政府が機密扱いする題材に対し，定
期的に，それが妥当かどうかを監査するよう義務
づける新たなルールを作ること。

●表現の自由に関する法改正が必要。この改正によ
り，政府機関が情報公開を遅らせたり，妨害した
り，高い費用負担をかけたり，公開情報に例外を
設けることを禁止・制限する。

■「秘密」「極秘」など情報の分類はすでに明確であ
り，公開可能な文書については「1982年情報公開
法」など既存の立法によって開示できる仕組みが
ある。（情報の扱いを）定義する法律を追加するこ
とが利益をもたらす証拠はない。

ジャーナリスト等に対する捜索・訴追の免除について

●ジャーナリストやメディアが，捜索令状に対して
異議申し立てを行う権利を持ち，機密開示の「公
益テスト」を実施するよう法改正すべき。

●「（機密を開示した者への罰則の）除外規定」が厳
しすぎる。被告は，「特殊諜報活動に害を及ぼし
ていない」ことを「明白に」証明できない限り，
訴追から免除されない。これは実質困難である。

●ジャーナリストらが，数多くある国家安全保障法
によって起訴されることから守られるための免
除措置を設けることが必要。この措置によって，
ジャーナリストは法的に保護され，“公益ジャー
ナリズム”を強化することにつながる。

■「知る権利連合」が求める「公益」の有無を起訴・
処罰の判断基準に組み込む方法は検察の業務の複
雑さを増加させるだろう。

■政府文書の不正開示に対してオーストラリアの法
律が寛容になれば，（同盟国の）「ファイブ・アイ
ズ」諸国が不安になるだろう（国家情報局の見解
を紹介する形で）。

■特定の情報の侵害は，生命に対する差し迫った脅
威をもたらす。法執行機関が，事実の全体像を把
握する能力や，起訴に関する決定を下す能力を制
限するような変更をすべきではない。
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政府の違法行為や腐敗行為を公開することで
あっても，そのジャーナリスト個人が，それを
公開することの影響を理解または評価できない
ため，免除は適切ではない」とする。つまり，
公益が理由だとしても，ジャーナリストには情
報の公開による「リスク評価」が適切にできな
い，という立場だ。

これに対して「知る権利連合」は，「メディア
は，報道がどのような影響を与えるか理解でき
ない可能性がある」という内務省の見解は「ば
かげている」と批判した。

双方の見解書のやりとりなどを踏まえて調
査委員会は2020年8月26日に最終報告書を
発表し，法改正など16の改善策を政府に勧
告した。その具体策として，捜索令状の執行
に対する異議を事前に申し立てる権限を，政
府が任命する「公益擁護者」（Public Interest 
Advocate）に与えることや，政府文書が不当
に機密指定されないよう，指定方法を見直すこ
となどが盛り込まれている。これらは，「知る
権利連合」などメディア側の主張を一部反映し
たと言えるものの，メディア側が強く求めてい
た，令状執行前に自ら異議を申し立てる権限
や，ジャーナリストらが国家安全保障法によっ
て訴追されることからの免除措置については見
送られた。議会調査委の発表を受けてABCは

「この報告書は，現行法の欠陥に対して適切
に対処するには十分ではない」とし，商業放送
大手ナイン（Nine）のヒュー・マークス（Hugh 
Marks）CEOも「政 府の透明性と報道の自
由を重視した政策を取り入れる好機が無駄に
なった」と批判した。

 Ⅳ 今回の事例が問うものは何か

今回の家宅捜索に対する評価を専門家に求
めた。

まず，「知る権利」の危機を訴える立場から，
前出のウィリアムズ教授に聞いた。これまで新
聞に寄稿したコラムなどで，長年にわたり「知
る権利」の重要性を訴えてきた同教授は，「知
る権利連合」の主張を支持し，特に「報道の自
由や内部告発者に法的保護を与える必要があ
る」ことを強調した。特に今回の「アフガン・ファ
イルズ」報道については，国家安全保障を脅か
す情報とは言えず，逆にオーストラリア国民に
とって，自国民である兵士がどのような状況下
にあるかを知る重要な情報であるとする。

また，同教授は，「機密情報の保全は他国
からテロ情報を得るために重要」との理由から
秘密にする範囲が拡大し，報道の自由は年々
厳しい状況に追い込まれている，との懸念を示
した。

さらに同教授は，新型コロナウイルスの感
染対策で政府が国民の行動を制限したことも，
政府の強権主義をいっそう広げ，知る権利の
後退につながるおそれがある，とも指摘する。
同時に，こうした政府の強権主義が，コロナ
禍をきっかけに各国で進行する可能性も指摘し
た。

また，オーストラリアにおける国家安全保障
の危機を訴える専門家にも聞いた。クライブ・
ハミルトン（Clive Hamilton）教授（チャールズ・
スタート大学，公共倫理学）だ。ハミルトン教
授は，2018年に著書『Silent Invasion』10）を出
版。その中で，中国によるオーストラリアへの
影響力拡大やスパイ活動を懸念し，機密保持
の重要性を強調している。
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同教授は，「不正行為の腐敗を暴露する合法
的な内部告発と，機密情報の不必要な漏洩と
の間の境界線は明確ではない」とし，簡単に割
りきれない問題だとする。また，機密資料の
公開には大きな責任が伴い，誤用される可能
性がある，とも指摘する。

今回のABCによる「アフガン・ファイルズ」
報道についての評価を尋ねると，「ただちに国
家安全保障を脅かすものではない」とし，メ
ディアは中国など他国の脅威を伝える大切な役
割を持っているとしたうえで，「メディアが外国
の干渉の実態を暴く能力は，政府の不正行為
を暴露することもできることを意味する」と，メ
ディアの役割を評価する。また，ジャーナリス
トや内部告発者は「政府にとっては悩みの種だ
が，オープンな民主主義にとっては祝福だ」と
して，強力な保護が不可欠だとした。

同教授の見解として興味深いのは，「私の見
解では，エドワード・スノーデンはヒーローで
あり，ジュリアン・アサンジは脅威だ」というも
のだ。スノーデン氏は，アメリカ国家安全保障
局 （NSA） および中央情報局 （CIA） の元局
員であり，NSAによる国際的監視網（PRISM）
の実在を告発した。一方のアサンジ氏は，内
部告発および情報漏洩の情報を伝えるウェブサ
イト「ウィキリークス」の創設者として知られる。

2人は，機密情報を暴露した点では共通して
いるが，大きな違いもある。スノーデン氏は，
直接情報を公開するのではなく，新聞など既
存のメディアに情報を提供した。この方法であ
れば，メディアが情報の出し方を慎重に検討
し，例えば人命が危険にさらされるおそれがあ
る情報を出さないといった判断をすることがで
きる。同教授によれば，スノーデン氏は，「知
る権利」を守るために，合理的な手続きを踏

み，内部告発という危険を冒したという意味で
「ヒーロー」である。

一方のアサンジ氏は，集めた情報を自ら公開
した。その中には，民間人や政府関係者の個
人名も含まれていた。さらに，アサンジ氏は既
存のメディアなどでジャーナリストとしての経験
を積んだことがないうえに，機密情報の公開に
よって生じ得る危険についての配慮が見られな
い。これらのことから，同教授にとってアサン
ジ氏は「脅威」なのである。

むしろ，同教授の懸念は，中国のファーウェ
イ製品がオーストラリアで普及することである
とし，「この問題は，ファイブ・アイズ同盟への
はるかに大きな脅威」と言う。オーストラリア
軍の不法行為が表沙汰になることから生じる
国家安全保障上のリスクは，ファーウェイ製品
を通じて，恒常的に情報が盗まれるリスクに比
べはるかに小さい，というのが同教授の見解
である。

安全保障やインテリジェンスの問題に詳し
く，著書 11）の中で「ファイブ・アイズ」の歴史を
描いた小谷賢教授（日本大学，外交史・軍事
史・インテリジェンス研究）にも見解を聞いた。

小谷教授は，今回の事例について，「ファイ
ブ・アイズ」の中でのアメリカとオーストラリアと
のパワーバランスの存在を指摘した。両国は互
いに同盟国ではあるが，「その影響力において
は歴然とした差がある」とし，「アフガン・ファ
イルズ」をめぐる情報は，米英などファイブ・ア
イズ各国と共有されていると推測され，そのう
えで，「ファイブの総意として公開すべきではな
い，との判断に至り，それがオーストラリア政
府に通達されたのではないか」と推測する。

このことから示唆されるのは，現在，メディ
アや国民が自国の政府に対して情報開示を求
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める際，自国政府のみならず，同盟国の意思
が強く働く可能性が高いことだ。

「知る権利」と「機密」に関する

国際指針から考える

では，オーストラリアのみならず，日本を含
めた各国において，民主主義の要件である「知
る権利」は，「機密保護関連法」との相克の中
で，いかに守っていくことができるのだろうか。

それを考える手がかりとなる国際原則があ
る。それは「国家安全保障と情報への権利
に関する国際原則」（The Global Principles 
on National Security and the Right to In-
formation）12）である。2013年6月に南アフリカ
共和国のツワネで公表されたため「ツワネ原則」

（Tshwane Principles）と略称される。これは，
アメリカのOpen Society財団の呼びかけに応
じ，国際連合や欧州安全保障協力機構の特
別報告者など，70以上の国から500人以上の
専門家が参加して作られたものだ。

ツワネ原則のねらいは，「国家安全保障を脅
かすことなく，同時に，政府情報へのアクセス
を保障するにはどうしたらよいのか」という問
いに応えること。各国において，機密保護関
連法の起草に関わる担当者に向け，具体的な
指針を提供するための原則だ。同原則の内容
は，国際人権法の原理に則っており，ヨーロッ
パ人権裁判所やアメリカの裁判所で行われた
議論の内容を参考にしながら決定された 13）。

ツワネ原則の「あとがき」では，国連特別報
告者のフランク・ラ・ルー（Frank La Rue）氏
が，「すべての国が，国家安全保障に関する国
内法の解釈に，この原則を反映させるべきだ」
と述べている。

この原則の要点は，以下の通りである。

• 誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を
有しており，その権利を制限する正当性を証
明するのは政府の責務である。（原則1・4）

• 国際人道上の重大な違反などに関する情報
は，いかなる場合においても国家安全保障を
根拠に非公開とされてはならない。（原則10）

• 情報漏洩者に対する訴追は，情報を明らか
にしたことの公益に比べ，現実的で確認可
能な重大な損害を引き起こす場合に限って
許される。（原則43・46）

• ジャーナリストと市民活動家を罰してはならな
い。すなわち，公務員でない者は，秘密情
報の受け取り，保持もしくは公開により，ま
た秘密情報の探索，アクセスに関する共謀
その他の罪により訴追されるべきではない。

（原則47）

ちなみに，この原則に対して日本政府は，
「私的機関が発表したものであり，国際原則と
してオーソライズされたものではない」という立
場だ（2013年11月26日，安倍首相の国会答
弁）。この答弁は，日本で「特定秘密保護法」
が審議されている最中のものである。同法成立

（2013年12月）後の2014年5月，ツワネ原則作
成に関わったOpen Society財団のモートン・ハ
ルペリン（Morton H.Halperin）上級顧問は，
日本記者クラブで行われた講演で，特定秘密
保護法が「公務員でない者が国家安全保障に
関する情報を漏らしても，刑事責任を問うては
ならない」とする国際基準（ツワネ原則）から逸
脱しているなどと批判した。同氏は，かつてア
メリカ国防総省や国家安全保障会議（NSC）
の高官を務めた安全保障の専門家である。

ツワネ原則の日本での普及に努めてきた海
かい

渡
ど

雄一弁護士にもABCの家宅捜索について聞



68 OCTOBER 2020

いた。海渡弁護士は，「ABC家宅捜索の件は
ツワネ原則に明確に反している」「ツワネ原則の
ような国際指針は，国内法と大きな矛盾がある
べきではない，というのが民主主義国の原則」
と語った。

もう1人，東京大学学際情報学府にて研究
中にツワネ原則に関する論考14）を発表し，現
在はNGO活動などを通じて国内での普及に尽
力している浜田忠久氏に見解を聞いた。氏は，
前述のフランク・ラ・ルー国連特別報告者に，
当時，日本で成立直前だった特定秘密保護法
の存在を直接伝え，ルー氏が国連を通じて懸
念を表明するきっかけを作った人物である。

浜田氏は，国際的指針は決して万能ではな
い，という前提のうえで，次の点を指摘した。

• こうした国際的指針を実効性のあるものにす
るには，①各国内での啓発活動，②国際的
な連携，が重要。

• ②については，必ずしも大規模な組織が必
要なわけではなく，何らかの形で海外につな
がりのある個人や団体が，互いの国の状況を
伝え合い，連携を呼びかけること。

そのうえで，浜田氏は，「コロナ禍において，
監視と秘密の拡大は世界的潮流であり，それ
だけに国境を越えた市民の連携が求められる」
とする。

ここまで，オーストラリアにおける公共放送
への家宅捜索を題材に，「知る権利」と「国家
安全保障」の相克の詳細を探り，併せて両者
のバランスをとろうとする試みを見てきた。その
過程で明らかになったのは，機密の範囲拡大
を招く新法制定や法改正については，以前か
ら法律の専門家を中心に懸念が示され，是正

の勧告までなされてきたこと，同時に，そうし
た専門家による「警告」が，世論を大きく動か
すには至らず，国民的な議論がなされないまま
に法改正が進んだことだ。特に「2001年の同
時多発テロ事件以降，テロの脅威に備えるた
めに，機密の拡大を受け入れやすい市民感情
が高まった」（ジョージ・ウィリアムズ教授）こと
も，国民的な議論が起こらない理由の1つと考
えられる。

しかし，「テロの脅威」があることは事実と
はいえ，「知る権利」の縮小が国家安全保障に
資するとは言えないだろう。政府の計画や行動
に対するチェック機能が働かなければ，国家
安全保障を害する行為さえ見逃すことになる。
「何を機密にするべきか」「機密情報であって

も，公益に資する報道があるとすればどのよう
な報道か」，こうしたことをメディアや市民が考
えるきっかけを提示したのが，今回の「ABC
家宅捜索」ではないだろうか。

最後に

「知る権利」と「国家安全保障を理由とする
機密保護」の相克は，今後も各国で続く現実
である。コロナ禍の長期化，アメリカの自国第
一主義，米中関係の悪化など，世界が激変す
る中で，メディアの生命線であり，民主主義の
根幹を支える「知る権利」が，どのような影響
を受けるのか，オーストラリアに限らず注視し
ていきたい。 　　　　　　     （ささき ひでき）
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