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緒 語
政府・軍部が主張する国家安全保障の利益

と報道の自由・国民の知る権利は，しばしば
衝突する。それは，戦時においてはなおのこ
とである。
イラク戦争が開始されてから，今年の3月

で満5年になる。この間に，ブッシュ政権が
掲げた戦争の大義には根拠がなかったことが
明白になったが，最近になって，そのブッシュ
政権が2001年の9.11テロ事件以降，テロ対
策として，違憲・違法の疑いの極めて強いさ
まざまな秘密の活動を国内外で展開している
ことが，マスメディアによって次々とあきら
かにされて来ている。
これに対して，ブッシュ政権は，こうした

国家の安全保障に関わる秘密の情報の漏
ろうえい

洩・
報道は，テロ対策活動を妨げ，国家の安全保
障を阻害する，として，政府職員のみならず
記者に対する訴追も視野に入れた大規模な
「情報漏洩調査（leak investigations）」を展開
している。ブッシュ政権は，アメリカの歴代
政権のなかでももっとも情報統制が厳しい，
と言われているが，こうした情報漏洩調査
をブッシュ政権の「メディアに対する戦争（a 
war on the press）」と言う関係者もいる。
国家安全保障と報道の自由の関係で現在改

めてその意義が認識されているのが，1971年
のいわゆるペンタゴン・ペイパー（Pentagon 
Papers）報道とそれについての最高裁判決であ
る。この事件は，ニューヨーク・タイムズ，次
いで，ワシントン・ポストが，国防総省がまと
めたベトナム戦争政策決定過程に関する秘密
文書いわゆるペンタゴン・ペイパーを入手して，
その内容を報道し始めたのに対して，アメリ
カ政府が報道差し止めの請求を行ったもので，
アメリカ政府が報道に対して事前抑制（prior 
restraint）を求めたのはこれがはじめてである。
これに対して，連邦最高裁は，国家の安全保
障に関わる秘密の文書や情報であっても，政
府はそれだけでその公表・報道を事前に抑制
することはできない，という原則を示し，メディ
ア側が勝利した。
しかし，この判決の存在にも拘らず，アメ
リカのジャーナリズム活動は，今なお，政府
との関係で厳しい状況に置かれている。
本稿では，アメリカ政府の秘密のテロ対策

活動についての最近の報道とあらゆる手段を
使って情報漏洩を取り締まろうとするブッ
シュ政権の「対メディア戦争」の現状につい
て述べると共に，36年前のペンタゴン・ペ
イパー事件についてその今日的意味を確認
し，国家安全保障に関する秘密情報と報道の
自由・知る権利の関係について考える。

国家安全保障情報の漏洩と報道の自由
～戦い続くブッシュ政権対メディア～

 海部一男　　
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I ブッシュ政権の極秘の対テロ活動
ブッシュ政権は，9.11テロ事件以来，第2

のテロ攻撃を未然に防ぐために，秘密裏に，
違憲・違法の疑いが強い様々な対テロ対策活
動を展開して来た。これらの秘密の活動は，
長い間知られることがなかったが，2005年
の末頃から次々にあきらかにされ始めた。

1. CIAの秘密拘置所ネットワーク
（1）CIA の秘密拘置所
その一つが，CIA（中央情報局）が，キュー

バのグアンタナモにあるアメリカ軍の基地の
ほか，タイ，アフガニスタン，東欧諸国，の
世界8か国に秘密の拘置所を持ち，アルカイ
ダの関係者と思われる多数の人々を拘禁して
取り調べを行っている，というもので，2005
年12月2日，ワシントン・ポストの報道によっ
てあきらかにされた。
これらの施設は，政府の秘密文書の中で「闇

の場所（black sites）」と呼ばれており，その
存在は，政府の中でも，ごく少数にしか知ら
れていない。
ワシントン・ポストによると，このCIA

の国際秘密拘置所ネットワークの構築は，
9.11テロの直後に，CIAのテロ対策の一環と
して，検討が開始された。アメリカでは，国
内で容疑者・囚人を秘密の場所に拘禁するこ
とは違法だからである。
9月17日には，ブッシュ大統領が，CIAに

テロ対策に関する広範な権限を与える大統領
決定（presidential fi nding）に署名しており，
「闇の場所」計画もこの決定によって承認さ
れたものと見られている。
アメリカは，拷問などを禁止した国連の

条約（U.N. Convention Against Torture）に
も調印しているが，これらの施設では，この
国連の条約に違反する取り調べも行われてい
る，という。

（2）国連・EUからも厳しい批判
これについて，国連拷問禁止委員会（U.N. 

Committee Against Torture）は，2006年5月，
アメリカに対して，これらの秘密拘置所を閉
鎖するよう要求した。
ブッシュ大統領は，同年9月になって，この
秘密拘置所ネットワークの存在を認める一方
で，CIAは容疑者を人道的に扱っている，と主
張すると共に，この計画を継続する，と述べた。
この問題については，さらに同年11月，ヨー
ロッパ議会（European Parliament）の調査委
員会から，ヨーロッパ各国政府がCIAの人権
侵害に協力した，として，厳しく批判する報
告が出されたほか，今年1月には，CIAによ
るテロリスト容疑者の秘密の移送に対しても
ヨーロッパ各国政府が見て見ぬ振りをしてい
た，とする報告書1）が出され，各国政府がそ
れぞれ独立した調査を行うと共に無実の被害
者に対して補償を行うよう，要求している。

2. NSAによる違法な通信傍受
（1）NSAによる通信傍受計画
9.11テロ攻撃から数か月経った2002年の

はじめ，ブッシュ大統領は，国内でのテロ
活動について調査するため，NSA（National 
Security Agency，国家安全保障局）2）に，
裁判所の令状なしで通信の傍受を行うことを
許可していた。
この事実は，2005年12月15日，ニューヨー

ク・タイムズの電子版での報道によってはじ
めて報道され，翌16日，本紙に掲載された。
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それによると，NSAは，大統領命令に基づ
いて，アルカイダのテロ活動について探るため，
国際電話や国際メールを，裁判所の令状なし
で，内密に調べていた。「テロリスト調査活動
（Terrorist Surveillance Program）」と呼ばれ
る。その対象は，常時500人に上っており，報
道の時点までに数千人に達していた，という。
アメリカでは，①1968年に成立した「一般
犯罪取り締まり・道路安全法第III編（Title 
III of Omnibus Crime Control and Safe 
Streets Act）と②1978年に成立した「外国情
報捜査法（Foreign Intelligence Surveillance 
Act）」という二つの法律3）によって，捜査当局
が国内で通信傍受を行う場合には基本的に裁
判所による令状が必要，とされており，NSA
が国内で通信傍受などの秘密の調査活動を行
うためには，外国情報捜査裁判所（Foreign 
Intelligence Surveillance Court）の許可を必
要とする。従って，このNSAのアメリカ国に
おける活動は，違憲・違法の可能性が大きい。
国家安全保障に詳しいブッシュ政権の元高

官は，NSAが国内でも情報収集活動を始め
たことについて，「これは，まさに方針の大
転換（a sea change）だ。NSAは外国情報の
みを捜査するというのがこの国の基本原則
だ。」と述べている。（NYT,12/16/05）
ニューヨーク・タイムズによれば，この記

事は，報道されれば国家安全保障を損なう，
という当局の主張を入れて，1年ほど掲載が
控えられた。また，内容の一部はテロリスト
を利する懸念から削除された，という。（同上）

（2）噴出する批判
この報道を切っ掛けに，議会内外から，

NSAの秘密活動に対する批判が噴出した。
議会では，時限立法の合衆国愛国者法（USA 

Patriot Act）の延長が審議されていたが，
ブッシュ大統領によってNSAに与えられた
権限は同法によって認められたテロ対策の権
限をはるかに超えており，同法延長の審議は
一時頓挫した。また，外国情報捜査裁判所の
判事の1人が，このNSAの違法な調査活動
に抗議して辞表を提出した。

（3）連邦地裁で違憲の判決
このNSAの秘密の通信傍受活動に対して，

多くの訴訟が起こされたが，2006年8月17
日には，ミシガン州東部地区連邦地裁で，最
初の判決（American Civil Liverties Union v. 
National Security Agency）が出され，①こ
の活動は原告その他の人々の表現の自由とプ
ライヴァシーを侵害しており，表現の自由を
保障した憲法修正第1条と令状のない捜索・
押収などを禁じた修正第4条に違反する，②
ブッシュ大統領によるこの活動の承認は，行
政府の権限を逸脱しており，憲法の定める三
権分立の原則に違反する，などとして，ただ
ちにここの活動を停止することを命じた。
これに対して，政府側は，秘密の情報をあ

きらかにせずに政府側の主張を展開することは
難しい，として，違憲・違法の主張には反論せ
ず，「軍事的・国家的秘密の特権（Military and 
state secrets privilege）」4）を主張して公訴棄
却を求めたが認められず，ただちに控訴した。

（4）ブッシュ政権，NSA計画停止を決定
こうした状況から，ブッシュ政権は，今年
になって，遂に，この令状なしでの通信傍受
活動の停止に追い込まれた。
ゴンザレス（Alberto R. Gonzales）司法長

官は，2007年1月17日，上院司法委員会の
リーヒー（Patrick J. Leahy）委員長に書簡を
送って，このことをあきらかにした。今後は，
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法律に定められたとおり，裁判所からの令状
を得て実施する，としている。

3. SWIFT 計画
もっとも最近では，アメリカの財務省が，ア
ルカイダ関係者の資金の流れを把握するため
に，世界各国の金融機関で組織する協同組合，
SWIFT（Society for Worldwide Inter bank 
Financial Telecommunication）を通じて，極
秘に，資金の流れに関する大量の情報を入手
していたことが，2006年6月，ニューヨーク・
タイムズ，ロサンジェルス・タイムズ，ウォー
ルストリート・ジャーナルの3紙に報道された。
SWIFTは，1973年に設立された，世界各

国の金融機関の間の取り引きの媒介，データ
処理，などを行う協同組合で，本部はベルギー
のブリュッセルにある。現在，およそ200か
国・地域の8,000の金融機関にサービスを提
供している。

（1）SWIFT 計画
この計画は，「テロリスト資金追跡計画

（Terrorist Finance Trakking Program）」と呼
ばれるもので，ニューヨーク・タイムズによれ
ば，他のテロ対策と同様，9.11テロの直後に検
討が開始された。最初は，FBIが，大陪審か
ら召喚令状を得て，国内の銀行組織から資料
を入手していたが，その後，証券業界の専門
家からの提案でSWIFTの利用が開始された。
アメリカでは，政府による国民の銀行記
録の調査は，1978年に制定された「財務プラ
イヴァシー権法（Right to Financial Privacy 
Act）」によって，規制されているため，財務
省は，令状なしでSWIFTの記録を調査する
ことができるかどうか検討を行ったが，結局，
この法律の適用対象は銀行であって，SWIFT

のような協同組合ではない，という都合の
いい結論に達した。こうした結論に至った
背景には，1977年に成立した「国際緊急経済
権限法（International Emergency Economic 
Powers Act）」がある。この法律は，国家安
全保障に重大な脅威がある場合の大統領の権
限を定めたもので，大統領に国際間取り引き
（foreign transaction）について調査・規制す
る広範な権限を与えている。ブッシュ政権は，
この法律を引き合いに出したのである。
これによって，財務省は，SWIFTの保有
する膨大な取り引き記録に接することができ
るようになったが，SWIFT側は，アメリカ
政府に秘密の協力を続けていることに次第に
懸念を感じるようになり，2003年までには，
協力の中止を検討し始め，その後は，記録の
調査には職員を立ち合わせるなどの措置を執
るようになった，と言う。

（2）SWIFT 計画への反発と批判
このアメリカ財務省の活動が暴露される

と，各国の間で批判と反発が広がり，ベル
ギーの私生活保護委員会（Commission de la 
Protection de la Vie Privee）は，2006年9月，
「SWIFTは，効果的で明確な法律的根拠とベ
ルギーとヨーロッパの法律に適合した独立し
た規制のないまま，何年にもわたって，秘密
にそして組織的に，大量の個人データを（テ
ロリストの）監視のために提供して来た。」と
する調査結果を発表した。（IHT, 9/28/06）
これについて，同国のフェルホフスタット

（Guy Verhofstadt）首相は，テロリスト対策と
してこうした個人データを調査する必要性を
認めながらも，プライヴァシーを尊重して行わ
れるべきだ，と述べ，他のEU諸国と協議して，
プライヴァシーが保障されるよう，アメリカ側
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に要求して行く考えを示した。（WP, 9/28/06）
また，この問題について調査していた

EUの特別調査委員会（Article 29 Working 
Party）5）は，11月，SWIFTは銀行記録の保
護に関する規則に違反した，SWIFTに加盟
するEU内の各金融機関も責任を共有する，
とする結論をまとめた6）。
EUの当局者は，ベルギー政府はSWIFT

にEUのデータ保護規則を守らせなかったと
して，ベルギーを訴追するかどうか検討する，
と述べている。（SFC, 11/23/2006）
さらに，今年の2月には，ヨーロッパデー
タ保護監視委員会（European Data Protection 
Supervisor）が，欧州中央銀行（European 
Central Bank）にもこの問題に対する責任が
ある，と指摘する声明を出している7）。

II 政府による漏洩元調査の展開

こうした一連のテロ対策のための秘密活動
に関する情報漏洩に対して，ブッシュ大統領
は，「恥じるべき行為」であり，「テロとの戦
いに勝利することを一層困難にする。」などと
厳しく非難し，司法省は情報漏洩に対する大
規模な調査（leak investigation）を開始した。
この調査には，FBIによる捜査，CIA内部

での嘘発見器の使用，さらには，1917年に
制定されたスパイ法（Espionage Act）に基づ
く訴追，などが含まれている。

1. 広汎な調査と警告
2006年3月5日のワシントン・ポストの報

道によると，CIA，NSA，などの情報組織の
数十人の職員が，FBIから事情聴取を受けた。
また，CIAでも，多数の職員に対して事情

聴取と嘘発見器による調査が行われた。
CIAのグロス（Porter J. Gross）長官は，記

者と接触しないよう，また，秘密情報を漏洩
しないよう，全職員の集会で訴え，海外にい
る職員全員に電報を打った，という。また，
CIA，FBI，司法省などの職員が，司法省から，
NSA計画に関しては一切話をしないよう警
告する手紙を受け取った，という。

2. 1917 年スパイ法適用も示唆
司法省は，秘密情報を受け取って報道した

記者もスパイ法に基づいて訴追する場合があ
る可能性を示唆している。
2006年11月，ヴァージニア州東部地区連

邦地裁は，国防情報を漏洩したとして，ス
パイ法に基づいて訴追されたイスラエルロ
ビーの2人に有罪の判決を下した。（United 
States v. Rosen, 445 F.Supp. 2d 602）
この事件は，AIPAC（American Israel 

Public Aff airs Committee，アメリカイスラ
エル公共問題委員会）と呼ばれる団体の2人
の元職員が，アメリカの中東政策に関する国
家安全保障上の情報をマスメディアなどに漏
洩した，とされるもので，2人の訴追は，秘
密情報の漏洩に関するはじめての非政府職員
に対する訴追である。
この判決の中で，エリス（Thomas S. Ellis, Ⅲ）
判事は，憲法修正第1条も，情報を漏洩した者
が，その情報の漏洩が純粋に国家の安全保障
を危険にさらすことを知っていた場合には，彼
らが政府との間で契約または雇用の関係にな
くても，訴追を妨げることはできない，と述べ
て，有罪の判決を下した。司法省は2006年2月，
この公判の中で，秘密情報を受け取って報道
した記者も，このスパイ法に基づいて訴追さ
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れる可能性があることを示唆している。
スパイ法は，第一次世界大戦が始まった

1917年，アメリカ政府がドイツに宣戦布告
をした2か月後に制定されたもので，その後，
冷戦下の1950年に改正され，国防情報に接
し得る立場にある政府職員がその内容を保有
したり漏洩したりすることを禁じている。し
かし，未だかつてこの法律に基づいて記者が
訴追された例はない。

3. 共和党も厳しい態度
こうした一連の情報漏洩と報道に対して

は，共和党も厳しい態度を示している。
上院情報委員会のロバーツ（Pat Roberts）委
員長は，ニューヨーク・タイムズがSWIFT計
画について報道した翌週，国家情報局のネグロ
ポンテ（John D. Negroponte）局長に対して，こ
うした一連の報道がアメリカの対テロ活動に与
える損害について公式に調査するよう求めた。
また，共和党のヘイワース（J.D. Hayworth）
下院議員は，ニューヨーク・タイムズの連邦
議会での記者章を停止するよう求める書簡を
同僚議員の間に回覧した。（NYT, 6/29/06）
共和党のキング（Peter King）下院議員は，

戦時に「（政府の）秘密工作とその方法につ
いて公表することは，反逆である。」と述べ，
新聞を訴追するよう，ブッシュ政権に求めて
いる。（AP, 6/26/06）

4. ニクソン政権以来の大規模な漏洩調査
こうした情報漏洩に対する調査について，

メディア関係者は，ここ30年でもっとも大
規模なものではないか，と述べている。
歴代の大統領は，いずれも，情報の漏洩に

は神経を尖らせて来た。歴史上，そのもっ

とも有名な例が，後述するニクソン政権時代
のペンタゴン・ペイパー事件である。ブッ
シュ政権の情報漏洩に対する取り締まりはこ
のニクソン政権以来と言われるが，必要なら
ジャーナリストを大陪審の前に引っ張り出す
ことも厭わない姿勢を示している点では，ニ
クソン政権以上，とも言われる。
情報の漏洩には二面性がある。情報を「極

秘（top secret）」あるいは「秘密（secret）」に
指定する権限は大統領にあり，政府職員がこ
れらの秘密情報を漏洩することは違法であ
る。しかし，その一方で，政府は，情報の漏
洩によって世論を観測し誘導するなど，都合
よく利用して来た。「情報の漏洩なしでは政
府は機能しない。」（NW, 7/12/05）のである。
また，従来は，秘密情報が漏洩し報道されて
も，メディアが情報源の開示を求められるこ
とは極めてまれであった。
その点で，ブッシュ政権は，歴代政権の中

でも極めて秘密的である。
2006年11月10日，「メディアに対する戦争

か」と題するPLI（Practical Law Institute，
実用法学研究所）のパネル討論がニューヨー
クで開かれた。
この中で，ペンタゴン・ペイパー事件で

ニューヨーク・タイムズの訴訟代理人を務め
た著名なメディア法専門の弁護士エイブラム
ズ（Floyd Abrams）は，先述のAIPAC事件
判決について，スパイ法の下で，政府職員で
はない者が，しかも，スパイ以外の行為で，
立件され有罪となった最初のケースだ，と指
摘すると共に，「もし記者がスパイ法に基づ
いて大陪審の下に引き出されるようなことが
可能になるとすれば，メディアは，もはや，
政府が何をしているかを伝えることができな
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くなる。」と述べ，この判決はメディアを政
府による支配の下に従属させかねない危険性
をはらむ，と強く警告した。
エイブラムズによれば，ブッシュ政権は，三つ

の方法で，情報漏洩に対する統制を強化して来
た。①広範囲にわたる文書の秘密化，②2001年
10月のアシュクロフト（John Ashcroft）司法長官
の覚え書き，③2001年11月にブッシュ大統領が
署名した大統領命令（Executive Order 13233）
による，「1978年大統領文書法（Presidential 
Papers Act of 1978）」に基づく規制の強化，で
ある。このうち②の司法長官の覚え書きは，情
報公開法に基づく文書公開の請求があっても，
その公開については慎重に検討するよう促すと
共に，何らかの法律的根拠があれば，司法省は
その公開の保留を支持する，としている。
エイブラムズは，情報公開の方針のブッ

シュ政権の下での変更やジャーナリストに対
する情報源についての証言の強制は，メディ
アに対する脅迫であり，召喚と訴追によって
メディアを処罰しようとする行為は，「メディ
アに仕掛けられた戦争（a war on the press）」
である，と述べている。（MLR, 12/12/06, p.2）

Ⅲ ペンタゴン・ペイパー事件
政府が国家の安全保障に関わると主張する

秘密情報の漏洩と報道の自由をめぐる，アメ
リカメディア史上最大の事件が，1971年の
いわゆるペンタゴン・ペイパー事件である。
この事件は，当時のマクナマラ（Robert 
McNamara）国防長官の下でまとめられたベ
トナム戦争の政策決定過程についての秘密文
書「アメリカのベトナム政策決定過程の歴史
1945-1967（History of U.S. Decision-Making 

Process on Vietnam Policy, 1945-1967 ）」，い
わゆるペンタゴン・ペイパーのコピーが，密
かに持ち出され，6月13日からニューヨーク・
タイムズによって，次いで18日からワシント
ン・ポストによって，掲載が始められたのに
対して，ニクソン大統領によって，その差し
止めを求める訴えが起こされたもので，同月
30日，連邦最高裁判所は，この訴えを却下す
る判決を下し，文書全文の掲載が認められた。
この判決は，国家安全保障に関わるとされ
る秘密の情報と報道の自由の衝突に関するは
じめての連邦最高裁判決であり，タイムズとポ
スト両紙がこの訴訟に勝利したことは，それ
以後のアメリカのマスメディアの報道の自由に
画期的な意味をもたらした。最近のNSAの令
状なしでの通信傍受に関する報道もこの判決
なしでは難しかった，とさえ言われる。
ここでは，このペンタゴン・ペイパー事件
を振り返って，その歴史的かつ今日的な意義
を再確認する。

1. 文書の誕生と漏洩
（1）ベトナム秘密文書の誕生
マクナマラ国防長官は，アメリカのベト

ナム政策は失敗だった，と確信するに至り，
1967年6月，こうした失敗を後世に二度と
繰り返させないようにすることを目的に，国
際安全保障問題担当のマクノートン（John 
McNaughton）次官補に，アメリカのインドシ
ナ政策に関する資料をできるだけ広く収集す
るよう，指示した。
このプロジェクトチームは，ランド研究所

（Rand Corpration）の研究員，プリンストン
大学とハーヴァード大学の歴史学教授，国防
総省と国務省の官僚ら，合わせて34人のメン
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バーで構成され，ゲルブ（Leslie Gelb）8）がそ
の責任者になった。
マクナマラは，報告書ができるだけ客観的

に書かれるよう求め，国防総省に限らず，で
きるだけ広い範囲から資料を収集するよう指
示した，という。（マクナマラ，375-377頁）
こうして，1年半後の1968年12月に，47巻，

本文3,000頁，資料4,000頁，に上る膨大な記
録が完成した。各頁には「極秘（top secret）」
のスタンプが押されていた。

（2）文書の漏洩
このプロジェクトチームの中に，かつてマ

クノートンの特別補佐官を務めたランド研究
所の経済学者エルズバーグ（Daniel Ellsberg）
がいた。
エルズバーグは，この文書を公表すれば
ベトナム戦争の終決を早められるのではない
か，と考え，ランドでのかつての同僚のラッソ
（Tony Russo）を呼んで，1969年10月，2人で，
本社の金庫に保管されていた文書のうち，当
時ジョンソン政権の下で進められていた和平
交渉に関する4巻を除く43巻を，「極秘」のマー
クを白紙で覆った上で，コピーした。
エルズバーグは，かつて海兵隊にいたこと

もあり，最初はベトナム戦争の熱心な支持者
であったが，その後，サイゴンのアメリカ大
使館に勤務し，ベトナム戦争の実相を目のあ
たりにして，考えが一変していた。
エルズバーグによれば，この文書は4代の

大統領が，23年間に渡っていかに国民に対
して虚偽と欺瞞を重ねて来たか，を詳細に示
すと共に，政府が，実際には戦費と危険性を
高く見積もる一方で，成功の確率を低くし
か見積もっていなかったことを示していた。
彼はまた，「わが国を攻撃したことのない国

で」「そこに住む人々の強い願いに反して戦
争を行うことは，政策的にではなく道徳的に
間違っている。」，ベトナム戦争は正義の戦争
だったことはなく，そうだとすれば，そこで
の戦争行為は殺人だ，と考えた，と述べてい
る。（LAT, 06/11/2006）9）

エルズバーグは，最初，このコピーを議会
の有力者に公表してもらおうと試みたが，彼
らが政治的危険性を恐れてみずから公表する
ことを拒否したため，最終的に，新聞を通じ
て公表することを決意し，1971年2月から3
月にかけて，ニューヨーク・タイムズの記者
のシーハン（Neil Sheehan）に接触し，文書
のコピーを手渡した。
そして，同年6月13日，ニューヨーク・タイ

ムズに記事が掲載され始め，その2日後，同
紙に対する緊急差し止め命令が出されると，
今度は，ワシントン・ポストにコピーを手渡し，
ワシントン・ポストに対しても差し止め命令
が出されると，他の17紙に手渡した。そして，
同月28日，当局に出頭して逮捕されている。
彼は，のちにスパイ法違反と窃盗の罪で起

訴され禁固115年の刑を求刑されたが，無罪
となった。

（3）掲載
シーハンが持ち込んだ文書に対するニュー

ヨーク・タイムズの当初の反応ははかばかし
いものではなかったが，編集者や記者が文書
の内容を読み進むうちに，社内の受け止め方
が変わった。
この文書は，①いかにしてアメリカがこの

戦争に巻き込まれて行き，②いかにして戦争
が勝利の見込みのないまま開始され，③いか
にしてアメリカ政府が，過去四半世紀の間，
戦争の実態を国民の目から覆い隠して来た
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か，を明白に示していた。（Sachs, p.2）
タイムズの編集者と記者をしてこの文書の報
道を決意させた理由は，特にこの第3点にあっ
た，という。（New York Times, pp.644-645）
この文書の掲載について，ニューヨーク・

タイムズの顧問弁護士グッデイル（James 
Goodale）は，この文書は歴史書であり，現
在の軍事作戦に関わるものではないので，掲
載は問題ない，という認識を持っていたが，
ニューヨーク・タイムズの顧問法律事務所は，
文書が盗まれたものであることを指摘して，
掲載に強く反対した。また，タイムズの経営
陣の一部も，顧問法律事務所の助言に基づい
て掲載に反対した。
結局，掲載するかどうかの判断は，社主の

サルツバーガー（Arthur Ochs Sulzberger）
に委ねられ，サルツバーガーは，6月11日，
掲載を承認した。
最初の記事は，13日・日曜日，1面トップに，

4段抜き2行の，だが，「ベトナム文書 国防
総省の研究，アメリカの30年間にわたる関
与の拡大を跡づけ」という，比較的地味な内
容の見出しで掲載され，連載が始まった。

（4）掲載差し止めの申し立て
これに対して，ニクソン大統領は，記事が

掲載された翌日の14日・月曜日，記事掲載
差し止めの命令を裁判所に請求するよう，指
示した。これを受けて，司法省は，裁判所に
事前抑制（prior restraint）を請求することを
決め，その日の夜，まず，サルツバーガー宛
てに，ミッチェル（John Mitchell）司法長官
の名前で，記事の掲載を自主的に中止するよ
う求める電報を打ち，次いで，15日・火曜日，
「（ペンタゴン・ペイパーの）公表は，合衆国
の防衛上の利益を損ない，国防に回復不能の

損害を与える。」と述べた宣誓供述書をニュー
ヨーク州南部地区連邦地裁に提出して，緊
急差し止め命令（temporary restraining 
order）と暫定的差し止め命令（preliminary 
injunction）の請求を行った。
14日の夜，タイムズでは，ただちに幹部が
集まって対応を協議したが意見がまとまらず，
グッデイルがロンドンにいるサルツバーガーに
電話をして，記事掲載継続の許可を求めた。
サルツバーガーの決断は速かった。タイム
ズは政府による事前抑制の要求に従わないこ
とを決めた。
翌15日・火曜日，ペンタゴン・ペイパー

シリーズの3回目の記事が掲載された。しか
し，トップ記事は，次のような見出しの記事
だった。「ミッチェル，ベトナムに関する連
載記事の中止を要求 タイムズ拒否」。

（5）法廷闘争へ
政府による提訴に備えて，グッデイルは，
顧問法律事務所と話をしたが，事務所はタイ
ムズの訴訟代理人となることを拒否した。こ
のため，グッデイルは，イェール大学の法学
部教授のビッケル（Alexander Bickel）に電話
をし，さらに，ビッケルと親しい弁護士のエ
イブラムズに電話をして，2人に訴訟代理人
になってもらうことが決まった。

2. 下級審の判断
ニューヨーク・タイムズに対する差し止め
訴訟はニューヨーク南部地区連邦地裁で，ま
た，ワシントン・ポストに対する訴訟はワシ
ントンD.C.連邦地裁で扱われ，いずれの裁
判所も政府の訴えを退けた。

（1）ニューヨーク・タイムズ事件
ニューヨーク連邦地裁のガーフェイン
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（Murray I. Gurfein）判事は，まず，15日に
緊急差し止め命令を19日まで認めたあと，
19日，秘密文書の公表が国家安全保障を著
しく損なうという証拠は不十分だとして，暫
定的差し止め命令の請求を退けた。
判決（United States v. New York Times 

Company, 328 F.Supp. 324）の中で，ガーフェ
イン判事は，政府がこの事件への適用を主張
するスパイ法の第37章第793節（e）について，
これは純粋にスパイ行為を禁止・処罰する規
定であって，報道機関を対象にしたものでは
ない，と断じた。
そして，政府には国家の安全を保障する固

有の権利があり，「政府には，国家の安全保
障に絶対的に重要な情報や文書を報道しよう
としている新聞に対して，差し止め命令によ
る救済（injunctive relief）を求める権限があ
ることを疑わない。」（P.330）と述べた上で，
この事件はその場合に当たらない，と述べた。
その一方で，ニューヨーク・タイムズのこ

の報道は公衆の知る権利に仕えるものだ，と
指摘した。（同上）
そして，ガーフェイン判事は，最後に，「国

家の安全保障は，城壁によってのみ確保され
る訳ではない。安全保障は，我々の自由な制
度の価値の中にも存在する。」「それ（憲法修
正第1条）に守られているのは，情報の自由
な流通であり，それによって，公衆は政府と
その行動について知ることができるのだ。」
（P.331）と指摘して，政府の請求を退けた。
地裁の決定の1時間後，政府は，ただちに

第2巡回区連邦控訴裁判所に控訴し，控訴裁 
判所は，政府から提出された新たな宣誓供
述書に基づいてさらに審理を尽くすよう求め
て，22日，連邦地裁に差し戻す決定を行った。

このため，タイムズは，同日，連邦最高裁
に上告した。

（2）ワシントン・ポスト事件
一方，ニューヨーク・タイムズを追い掛けて

いたワシントン・ポストにも，18日・金曜日か
ら，ペンタゴン・ペイパーの内容が掲載され始
め，政府はワシントンD.C.連邦地裁に，暫定
的差し止め命令を請求したが，同地裁のゲセ
ル（Gerhard A. Gesell）判事もこれを却下した。
このため，政府はワシントン地区連邦控訴裁
判所に控訴したが，控訴裁判所は判決（United 
States v. Washington Post Company, 446 F.2d 
1327）の中で，「政府は，ワシントン・ポストの
報道が続くことによって，合衆国の国防の利益
が大きく阻害され，あるいは，合衆国が回復
不能の損害を受ける，と立証することはできな
かった。」として，地裁の判断を支持した。
このため政府は上告し，タイムズとポスト

両紙の事件は，最高裁の判断に委ねられるこ
とになった。

3. 最高裁判決
最高裁は24日，この上告を受理し，25日，

タイムズとポスト両紙に対して判決まで記事
の掲載を控えるよう命令した上で，30日，政
府の訴えを退ける歴史的な判決（New York 
Times Company v. United States, 403 U.S. 
713）を下した。政府が報道差し止めの訴訟を
起こしてからわずか15日後のことである。
最高裁の判決は，9人の裁判官のうち6人

の多数意見によるものであるが，執筆者の名
前のない最高裁全体の意見（per curiam）と
いう形で示された。
判決は，まず，1963年と1971年の最高裁

判例10）を引用して，「表現に対するいかなる
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事前抑制の制度も，この法廷に持ち込まれた
時には，憲法上の有効性が否定される，とい
う強い推定を伴う。」，従って，「（政府は）そ
うした抑制を課する正当性を示す重い立証責
任を有する。」と指摘した。その上で，ニュー
ヨーク・タイムズ事件を審理したニューヨー
ク南部地区連邦地裁とワシントン・ポスト事
件を審理したワシントンD.C.の連邦地裁と
控訴裁が，政府はこの立証責任を果たしてい
ない，と判断したことを指摘し，この判断を
支持して，政府の訴えを退けた。
この最高裁判決には，各裁判官の個別意見

が付けられており，多数意見を形成した6人
の裁判官のうち3人は，報道の事前抑制は絶
対に認められない，という絶対主義的または
それに近い立場，他の3人は，事前抑制の余
地が全くない訳ではないが，それは極めて限
定的な場合に限られており，この事件はその
場合に当たらない，という立場を取っている。

4. 最高裁判決の歴史的・今日的意義
（1）問題は事前抑制の禁止の例外
事前抑制あるいは検閲の禁止は，表現・報

道の自由の中核であり，アメリカ憲法におい
て表現・報道の自由を保障した修正第1条も，
事前抑制あるいは検閲を禁止しているものと
解釈されて来た。この訴訟事件まで，アメリ
カ政府が報道に対する事前抑制を求めた例は
一度もない。
アメリカの連邦最高裁が報道に対する事

前抑制の問題に直面した最初の訴訟事件は，
1931年に判決が出された「ニア対ミネソタ州
事件」である。この事件は，「悪意ある・スキャ
ンダラスな・名誉を棄損する」新聞等の記事
に対する事前差し止めを認めたミネソタ州法

に基づいて，地元紙が州から発行の差し止め
を求められ，州の裁判所がそれを認めたため，
その州法の合憲性が争われたもので，最高裁
は，この事件に対する判決（Near v. State of 
Minnesota, 283 U.S. 697）ではじめて事前抑
制の原則的禁止を確認した。
しかし，このニア事件判決も，事前抑制は

一切認められない，としている訳ではなく，
戦時における輸送計画や軍隊の規模・駐留
場所を公表するような内容の場合を例に挙げ
て，事前抑制が認められる場合があり得るこ
とも指摘している。（at 716）
このため，以後，どのような場合にその例

外が認められるか，が大きな問題点として残
された。ペンタゴン・ペイパー事件では，ま
さにこのことが問われたのである。

（2）報道の自由を保障
結論を先に述べれば，この最高裁判決は，

事前抑制に関する2つの極端な立場，①憲法
修正第1条の下では事前抑制は絶対に認めら
れない，という絶対主義的な立場と，②政府
によって秘密文書に指定されていることを理
由に報道の事前抑制を認める，という立場を
排除しつつ，民主主義社会にとっての報道の
自由の重要性を改めて強く指摘した，と言え
よう。（Rudenstine, pp. 351-352）
その一方，判決は，政府に対して重い立証

責任を課し，政府が秘密文書を公開される
ことによって「差し迫った・回復不能の影響
を与える」ことを証明しなければ，事前抑制
は認められないことをあきらかにしており，
ハーバード・ロー・レビュー（Harvard Law 
Review）誌の1971年11月号は，この判決を
評釈して，最高裁が示した基準は，絶対主義
的立場に近い，と述べている。（pp. 205-206）
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また，ルーデンスタイン（David Rudenstine）
は，この事件に対する最高裁判決は国家の安
全保障を少なくともある程度の危険にさらし
た，と指摘しながらも，「裁判所は，報道の自
由を尊重することによる危険性は政府にとって
差し止め命令による救済を受けやすくするこ
とよる危険性にくらべれば，はるかに小さい，
と判断した。」と述べ，この判決は「民主主義は，
自由に伴う危険性を容認しなければならない。
なぜなら，自由は，同時に，民主主義の基本
的な安全保障を強化するからだ。」という判断
を示したものだ，と述べている。（pp. 354-356）

Ⅳ 国家安全保障情報と報道の役割

1. 最高裁判決で残された課題と懸念
ペンタゴン・ペイパー事件最高裁判決では

マスメディアが勝利した。しかし，既述の
ように，この判決は，事前抑制は絶対に認
められない，としているわけではない。ま
た，メディア側が勝利したとは言え，訴訟
が提起された15日から最高裁判決が言い渡
された30日までの16日間は，アメリカ史上
はじめて，掲載一時中止の緊急差し止め命令
（temporary restraining order）が認められ，
しかも，判決では，この差し止め命令を出す
基準も示されなかった。その意味では，この
判決は，グッデイルが言うように「双刃の剣」
と言うこともできる。（Sachs, p. 6）
1995年，オハイオ州南部地区連邦地裁で係
争中の民事訴訟事件で，訴訟の両当事者が裁
判資料の非公開を望んで，裁判所から開示制
限命令（protective order）を受け，雑誌『ビジ
ネス・ウィーク』がそれを入手したものの，訴
訟当事者からの請求で連邦地裁から報道差し

止めの命令が出されて，報道することができ
なかった。これらの差し止め命令は，翌1996
年，第6巡回区控訴裁判所の判決（Procter& 
Gamble Co. v. Bankers Trust Co., 78 F.3d 
219）によって厳しく批判され無効とされた。
しかし，ペンタゴン・ペイパー事件の審理
過程で一時的にせよ差し止め命令が出された
ことで，この訴訟事件に見られるように，差
し止め命令が安易に出されることにもなった，
とグッデイルは指摘している。（Sachs, [96]）

2. マスメディアの役割
（1）秘密活動報道の賛否は拮抗
政府の秘密の対テロ活動があきらかにされ

たあと，幾つかの世論調査が行われているが，
そこで特徴的なことは，こうした政府の対テ
ロ秘密活動については賛否がかなり拮抗して
おり，また，マスメディアがそれを報道する
ことに批判的な人の割り合いも少なくない，
ということである。
2005年12月にNSA計画が報道された翌月

の2006年1月にCNN・USA Today・Gallupが
共同で行った世論調査によると，海外のテロ
リストとつながりがある疑いが持たれる人々
に対する通信の傍受について，回答者の半数
に当たる50%の人々が令状なしでも構わない
と答え，46%の人が反対している。（http://
edition.cnn.com/2006/POLITICS/01/11/poll.
wiretaps/index.html）
また，CNNが2006年5月に行った世論調

査では，回答者のうちの50%が令状なしで
の傍受は間違っていると答え，44%が間違っ
ていないと答えている。（http://edition.cnn.
com/POLITICS/05/18/nsa.poll）
興味深いのは，同時期に行われたUSAToday
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とGallupによる共同世論調査の結果である。
この調査では，政府が行っている秘密の対
テロ活動についてマスメディアが報道するこ
とに賛成か反対かを聞いているのに対して，
47%が賛成，49%が反対，と，わずかながら
反対が賛成を上回った（誤差＋/－4ポイント）。
しかし，この調査では，同時に，回答者

の3分の2（62%）がこのNSA計画の詳細に
ついて議会がただちに調査を行うことを支持
しており，多くの国民が，秘密計画の報道に
は反対しながらも，自らの自由が侵害されて
いるのではないかと懸念し，計画の詳細を知
りたがっていることを示している。（http://
www.usa.com/news/washington/2006-05-14-
nsa-reax-poll_x.htm）

（2）ニューヨーク・タイムズの社説
ブッシュ政権による秘密の対テロ活動につ
いての報道に対しては，テロリストを助けるも
ので非愛国的だ，とする非難があり，スパイ
法で訴追すべきだ，という意見さえ聞かれる。
これに対して，ニューヨーク・タイムズは，

2006年6月28日の「愛国主義と報道」と題す
る社説で，ケネディ政権の時のピッグズ湾侵
攻作戦や最近のNSAの秘密の通信傍受活動
を例に挙げながら，タイムズは，報道が国家
の安全保障にとって危険だという政府の主張
は十分考慮して来た，と述べた上で，次のよ
うに述べている。

我々の同僚達は，知り得たあらゆる重要な情報
を，報道を差し控える必要がある重要で圧倒的な
理由がない限りは，人々に知らせなければならない，
という考え方に立って，仕事をしている。しかし，
同僚達は，その報道を差し控える必要があるかな
いかの判断を，それが政権にとって助けになるか

痛手になるか，といった政治的計算に基づいて行
わないように努力している。

ブッシュ政権は，9.11テロ事件以来，テロリズム
に対する警戒を高め，その必要性を根拠にして，異
常なほど強大な行政府を形成し，我が国の政治組織
における抑制と均衡から免れて来た。そして，調査
のための強力な手段をつくりあげる一方で，ほとん
どそれが原則であるかのように，議会または裁判所
による監視という通常の手続きを拒否して来た。

自由な報道は，国民が正しい判断をする上で必
要な情報を提供することができるがゆえに，憲法
上中心的な位置を占めるのである。たとえ，その
過程で非愛国的とされる危険性があるとしても。

36年前のペンタゴン・ペイパー事件最高裁
判決で，ブラック（Hugo Black）判事は，「報道
機関は，（建国の父たちによって）統治者ではな
く被統治者に仕えるものとされた。」「自由な報
道機関の果たすべき責任の中でもっとも重要な
ことは，政府のいかなる部分もが国民を欺いて
彼らを遠い国へ送り出し彼らがそこで熱病や銃
弾に倒れて死ぬことがないようにすることであ
る。」と指摘し，ニューヨーク・タイムズなど各
紙の勇気ある報道は，非難されるべきであるど
ころか，「こうした目的に仕えるものとして，推
賞されるべきである。」（at 717）と述べた。
また，ステュワート（Petter Stewart）判事

は，行政府が国防と外交の分野で持つ権限は，
「核ミサイルの時代になってから，立法府に
よっても司法府によってもほとんどチェック
されない程巨大になっている。」と指摘した
上で，大意次のように述べた。

国防と外交の分野での行政府の政策と権限に対
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する唯一効果的な抑止力は，啓発された市民，す
なわち，情報を有し批判的な力を持つ世論にのみ
存在する，と考えられる。警戒心を持ち，事情に
通じた，そして，自由な，報道機関が修正第1条の
基本的な目的にもっともよく仕えるのは，この点
においてである。（at 728）

ブラックマン（Harry A. Blackmun）判事
は，1994年の「CBS対デイヴィス事件」の最
高裁判決（CBS v. Davis, 510 U.S. 1315）の中
で，次のように述べている。

我々は，たとえ，緊急の国家安全保障の問題が
主張され，また，対立する憲法上の問題が関わって
いたとしても，その報道によってもたらされる害悪
が重大かつ確実で，（報道の自由に対する）侵害がよ
り小さい他の方法では問題が解決できない場合にの
み，この「（事前抑制という）もっとも例外的な措置」
を課して来たのだ。（at 1317）

ニューヨーク・タイムズの社説は，ペンタゴン・
ペイパー事件から36年経った今日，最高裁判決
が述べたこれらの原則的な考え方をメディアの
立場から改めて確認した，とも言えよう。

3. 内部告発の必要性と重要性
ここで，一つ付け加えておきたいことは，

国民の知る権利にとっての内部告発の必要性
と重要性，ということである。
第I章で述べたような政府の秘密活動につ

いての報道や第III章で述べたペンタゴン・
ペイパーの報道は，政府職員による告発や報
道機関の取材への協力があってはじめて可能
になったのであり，国民は，それによって，
はじめて，政府が秘密裏に進めている戦争の

実情や違憲・違法の疑いの強い活動の驚くべ
き実態を知ったのである。
エルズバーグは，こうした政府内部からの告
発（whistleblowing）の重要性を説き，政府職員・
関係者による勇気ある行動を強く訴えている。
2004年8月には，「真実告発計画（Truth 

Telling Project）」を発足させ，翌月，次の戦
争が始まる前に政府による事実の隠

いんぺい

蔽や嘘を
あきらかにするよう求める，緊急のアピール
「愛国的内部告発の呼び掛け（Call to Patriotic 
Whistleblowing）」を出した。（http://www.
ellsberg.net）
最近では，ブッシュ政権はイランに対する

核攻撃の可能性を検討している，と伝えられ
ていることから11），エルズバーグは，もしこ
うした計画が実行されれば，中東地域にとっ
ても，アメリカの安全保障にとっても，世界
経済にとっても，破局的なことになる，と予
測されていると指摘し，政府内部の人々に対
してこうした悲劇を防ぐためには，断片的な
情報の漏洩ではなく，戦争計画に関する包括
的な記録，いわば「中東版ペンタゴン・ペイ
パー」を，それも，今度こそ戦争が始まる前に，
国民に明らかにすることが必要だ，と力説し
ている。（Harpers, October 2006）
今年1月，アメリカ法科大学院連盟（American 

Association of Law Schools）の主催による国
家安全保障と情報漏洩に関する会議が開かれ
た。この席で，国家安全保障担当司法次官補の
ウェインスタイン（Kenneth Wainstein）が，秘
密を漏洩しないのは忠誠心の問題だ，と述べた
のに対してエルズバーグは，秘密が違法な内容
を含んでいる場合には，秘密を守ることは公職
に就く際の宣誓（oath of office）に違反する，公
職者として宣誓するということは憲法を尊重す
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るということだ，と述べると共に，政府職員の
間に，忠誠心というのは大統領に対するもの
だ，と考える風潮が強まっている状況に懸念を
示し，政府職員に対して，国民の知る権利のた
めに勇気ある行動をとるよう，呼び掛けている。
（CBSnews.com, 01/05/2007）

結 語
国家安全保障と報道の自由について考える

上での論点は，結局一つ，何が真の国益にな
るか，ということである。
民主主義は，国民が正しい判断をするに必

要な正確で，多面的・多角的な，そして，十
分な量の情報を与えられてこそ成り立つので
あり，報道の自由はそのためにこそ最大限保
障されており，また，保障されなければなら
ないのである。
この点は，国家の安全保障に関わる情報に

ついても同様であり，報道の自由は，ニア対
ミネソタ州事件最高裁判決が述べるように，
安全保障に対する「緊急で回復不能の影響」
が予測されない限りは最大限尊重されなけれ
ばならない。
政府・軍部が国の安全保障の基本にかかわ

る情報を隠蔽し世論を誘導したことによっ
て，国を誤った例は，アメリカにおけるベト
ナム戦争の経験や現在もまだその渦中にある
イラク戦争，戦前の日本を挙げるまでもない。
日本においても，日米の軍事協力が強化され，
防衛庁が防衛省に昇格するに伴って，軍事機
密とされる情報は増えよう。アメリカにおけ
るメディアの戦いは，日本のメディアにとっ
ても無関係ではない。

            （かいふ かずお）

注：
1）Report on the alleged Use of European 
countries by the CIA for the transport and 
illegal detention of prisoners.

2）メリーランド州フォートミードにある，暗号解
読を主任務とする組織。トルーマン大統領時代
の 1952 年に設立された。その存在は長い間多
くの人々に知られていなかったため，NSAは“No 
Such Agency”（そんなものない局）などとも呼
ばれた。

3）これら 2つの法律のうち，Title III は，電話に
よる会話の内容に対するプライヴァシーの権利
を認めた 1967 年の最高裁判決（Katz v. United 
States, 389 U.S. 347）を受けて定められたもの
で，通信傍受を行う際には裁判所による事前の
承認を得ることを定めている。同法はその一方
で，例外的に「緊急事態」における令状なしの
傍受も認めているが，それは，「差し迫った死
の危険または身体的危害」がある場合に限られ，
また，令状なしで傍受を行った場合でも，当局は，
48時間以内に，裁判所に承認の申請をしなけれ
ばならない，と定めている。
一方，外国情報捜査法は，①アメリカ国内に
おける令状に基づかない情報捜査は違憲とす
る1972 年の連邦最高裁判決（United States v. 
United States District Court for the Eastern 
District of Michigan, 407 U.S. 297）と，②令状
なしでの情報捜査活動が広範に行われていると
する，1976 年のいわゆるチャーチ委員会報告書
を受けて，定められたものである。同法は，令状
に基づかない電子捜査（electronic surveillance）
は違法，と定めると共に，この法律を所管する
外国情報捜査裁判所の設置を定め，同裁判所に
電子捜査を認めるか認めないかを判断する権限
を与えた。その一方で，同法は，Title IIIと同様，
「緊急事態」における令状なしでの捜査を認めて
はいるが，その場合でも，当局は，72時間以内に，
裁判所に承認の申請を行わなければならない。

4）訴訟の過程で，国家安全保障に支障をきたす
情報の公開を拒否することができる，とする
連邦政府の特権。1953 年の「合衆国対レイノ
ルズ事件」連邦最高裁判決（United States v. 
Reynolds, 341 U.S. 1）ではじめて認められた。
しかし，この訴訟事件で政府が公開拒否を主張
した情報は，その後 2000 年になって，国家安
全保障とは何のかかわりもなかったことがあき
らかになっている。

5）個人情報処理に関する個人の保護を目的にEU
指令 95/46/EC の第 29 条に基づいて設立され
ている，EUの特別調査委員会。

6）http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/
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index_en.htm
7）http://www.edps.europa.eu
8）ハーヴァード大学 Ph.d。1967-69 年国防総省に
勤務したあと，1977-79 年にカーター政権で国
務次官補。1973-93 年の間，断続的にニューヨー
ク・タイムズの記者・デスク・コラムニストを
務めたあと，2003 年まで外交評議会（Council 
on Foreign Relations）会長。

9）エルズバーグは，1972 年の著書の中で，ペン
タゴン・ペイパーを公表したいと考えるように
なった理由について，「何よりも，政府が政策決
定過程に関する重要なデータを秘密にし」国民
に嘘をついていること，を挙げているが，2006
年 6 月にロサンジェルス・タイムズに寄せた原
稿では，文書を公表する決意をした直接の理由
は，1969 年 9 月 30 日の同紙に掲載された記事
だった，と述べている。この記事は，ベトナム
で，数人の特殊部隊員が，拘置中の二重スパイ
容疑者を殺害した容疑で起訴されたあと，陸軍
長官によって却下されたが，その根拠は虚偽で
あり，しかも，却下はホワイトハウスからの指
示によるものだった，と伝えている。彼は，こ
の記事を読んで，政府と軍全体が，隠蔽のシス
テム，殺人について反射的に嘘をつくシステム，
に支配されていることを悟った，と述べている。
（LAT, 06/11/06）

10）Bantam Books v. Sullivan, 372 U.S. 58, 1970.
Organization for a Better Austin v. Keefe, 402 
U.S. 415, 419.

11）ハーシュ（Seymour Hersh）らによれば，ブッシュ
政権は，空爆によるイランの体制変革（regime 
change）を狙っており，副大統領府は，イラン
に対する戦術核兵器を使用した大規模空爆によ
る攻撃計画を立案するよう指示した，という。
また，イランの地下施設に対する核兵器による
詳細な攻撃計画も立案されたが，統合参謀本
部が反対し，この核兵器使用の選択肢は引っ込
められた，という。今年 2月には，イギリスの
BBCも，アメリカ政府が，イランの核関連施設
だけでなく，主要な軍事施設に対しても大規模
な空爆を行う非常事態計画を策定した，と伝え
ている。
（ht t p : / / n ews . bb c . c o . u k / 2 /h i /wo r l d /
middle_east/6376639.stm）
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