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本稿は，2021年3月に開催したNHK文研フォーラム「メディアは“機密の壁”にどう向き合うか～“豪放送局へ
の家宅捜索”を手がかりに～」と題したシンポジウムの抄録に，若干のまとめを加えたものである。このシンポジウ
ムには，ジャーナリストと学者が参加し，国内外のメディアが“機密の壁”に直面した事例をもとに議論を展開した。
議論の中では，“知る権利”“国益”“公益”，そして“国民の利益”などがキーワードとなり，メディアが直面する課
題や，重んじるべき原則などが提示された。

メディアは“機密の壁”にどう向き合うか
～知る権利，国益，公益をめぐる議論～

メディア研究部  佐々木英基　

【進行】柳澤秀夫氏
（ジャーナリスト）

1953年生まれ。元NHK解説委員長。カン
ボジア内戦や湾岸戦争などを取材し，現地の
惨状をリポート。9.11米国同時多発テロ，イ
ラク戦争などに関する番組に参加した。

【パネリスト】西土彰一郎氏
（成城大学教授）

1973年生まれ。憲法，メディア法が専門。
“放送の自由”などの観点から，公共放送の
存在意義を研究する。BPO放送倫理検証委
員会委員。著書に『放送の自由の基層』など。

【パネリスト】太田昌克氏
（共同通信社編集委員・論説委員兼務）

1968年生まれ。広島支局，政治部，ワシント
ン支局などを経て現職。日米核密約を追及す
る報道は，民主党政権による調査のきっかけと
なった。ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

はじめに

シンポジウムは，2021年3月3日，オンライ
ンで1時間30分にわたり行われた。ここでは，

“機密”の中でも，特に“国家安全保障”に関
わる機密に対し，メディアがどう向き合うべき
かをテーマに議論した。

議論の手がかりにしたのが，オーストラリア，
イギリス，日本における3つの報道である。い
ずれも，“知る権利”と“国家安全保障”の対立
を浮き彫りにし，“メディアは機密とどう向き合

うべきか”というテーマを鋭く問いかける事例
である。シンポジウムでは，筆者（佐々木）が
これらの事例の概要を説明した。

シンポジウムではほかに，日本の“特定秘密
保護法”の問題点や，知る権利と国家安全保
障の両立を目指す国際的指針「ツワネ原則」の
可能性についても議論が交わされた。

また，VTRゲストとして，イギリスのジャー
ナリストとアメリカの元政府高官が登場し，そ
れぞれの知見や見解を述べた。

議論に参加したのは以下の3人である。
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 議論①「アフガン・ファイルズ事件」
〜豪メディアに見る“民主主義のディフェンスライン”〜

最初に取り上げたのが，オーストラリアの公
共放送に連邦警察による家宅捜索が入った事
例である。この詳細については，2020年の筆
者の論考で詳しく記した 1）。

〈「アフガン・ファイルズ事件」の概要〉

▪発端は，2017 年 7月の豪公共放送ABC
（Australian Broadcasting Corporation）
による報道。その内容は，アフガニスタンに
派遣された豪軍兵士による民間人殺害事件
が，少なくとも10件発生したというもの。軍
の機密文書がその根拠だった。

▪ABCは機密文書の提供者を明らかにしな
かったが，翌2018年，軍の弁護士だったデ
イビッド・マクブライド（David McBride）氏
が，機密漏えいの容疑で逮捕・訴追された。
無期刑の可能性がある。

▪2019年6月，連邦警察はABCを家宅捜索。
当局は報道担当者2人の逮捕・訴追の可能性
を否定しなかった。

▪これに対して，メディア団体「知る権利連合」
（Australia’s Right to Know）は激しく反発。
テレビ局は“政府が情報を隠している”と批
判するVTRを流し，新聞は1面を黒塗りにし
て抗議した。

▪2019年7月，連邦議会の調査委員会が調査
を開始。調査委に対し，メディア側と政府機
関が自らの主張を記した見解書を提出した。

▪「知る権利連合」は，“機密保護に関する現行
法は拡大解釈のおそれがある”“公益に役立
つと判断して機密情報を報じたジャーナリスト
は，訴追を免除されるべき”などと主張した。

▪対する内務省（国家安全保障を管轄）は全面
的に反論。その主張は，“機密の基準は明確”

“法が寛容になればファイブ・アイズ（情報機
関同士で情報共有する5か国の枠組み。アメ
リカを中心に，イギリス，カナダ，オーストラ
リア，ニュージーランドが加盟）を不安にさせ
る”“メディアは機密情報公開のリスクを判断
できない”など。

▪これらを受け，2020年8月，調査委は政府
に勧告を出した。その内容は，“政府が公益
擁護者を指定し，その者に捜索令状発行に
対する異議申し立ての権限を与えること”“機
密の指定方法を見直すこと”など16項目。

▪勧告に対し，政府は“全面的に受け入れる”
と表明したが，「知る権利連合」は“知る権利
が保障されていない”と批判した。

今回，ABCのゲビン・モリス（Gaven Morris）
報道局長が NHKシドニー支局の単独インタ
ビューに応じた。シンポジウムでは，その内容
をVTRで紹介した。2020年10月に，ABCの
報道担当者が訴追されないことが決まったが，
報道局長は，政府や当局に対し，厳しく批判
する姿勢を示し，メディアの現状について強い
危機感を語った。

ゲビン・モリスABC報道局長
インタビュー

我々の置かれた状況
は，現在もまったくよく
なっていません。豪政
府や警察がその気にな
れば，再び同じこと（家
宅捜索やジャーナリス
トに対する訴追の可能
性）が起きると思いま
す。
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さらに今回，ABCに機密文書を提供したデ
イビッド・マクブライド氏にもインタビューを行っ
た。その肉声は，日本ではほとんど報じられて
おらず，貴重な内容である。今後，収監され
るおそれがある立場だが，マクブライド氏は，
自らの行動は“正しかった”という強い信念を
語った。同時に，政府との間にあつれきを生む
ことが予想される“機密の公開”に踏み切った
ABCの姿勢を高く評価した。

民主主義の“多重防護”

この「アフガン・ファイルズ事件」を土台に，
3氏による議論が展開した。ここでは特に，オー
ストラリアの主要メディアが“結束”したことの
重要性が指摘された。

柳澤秀夫氏（以下，柳澤）：私自身はABCを日
本のNHKに置き換えたらどうなるのか，ずっと
考えていました。お2人はアフガン・ファイルズ
事件をどういう観点からご覧になりましたか?

太田昌克氏（以下，太田）：“民主主義の多重
防護”という視点で捉えました。“民主主義が
瓦解しないように，どうやって多重的に防護し
ていくか”というシステムが，曲がりなりにもオー
ストラリアでは機能している。まず，ABCが最
初のディフェンスラインを守った。セカンド・ディ
フェンスラインとして「知る権利連合」ができた。
3つ目の多重防護は，“議会の動き”です。議会
に調査委員会が設けられたことで，政府側とメ
ディア側が，公開の場で議論を戦わせています。
これは民主主義の多重防護の重要な機能です。

そして，内部通報者のマクブライドさんの判
決は，民主主義の最後のディフェンスラインで

（訴追されないことが決定するまでの）3年
間，記者たちは極めて不安な日々を強いられ
ました。彼らの家族や同僚にとっても同じよう
に不安な日々でした。それにもかかわらず，こ
の件で誰ひとり謝罪しませんでした。

オーストラリアにおいて，“民主主義”や“言
論の自由”は当然のことと考えられてきまし
た。しかし，ABCが家宅捜索を受け，ジャー
ナリストたちが訴追の脅威にさらされました。
その結果，多くの人々が，これまで当然と思っ
ていたことを疑い始めました。

世界中の民主主義国の人々も“言論の自由”
が当然のことだと思ってはいけません。

デイビッド・マクブライド氏インタビュー

判決がどうなるか，
私にはわかりません。
しかし，裁判には毅然
と臨みたいと思います。

私たちが，真によい
統治，誇りに思えるよ
うな真に正直な政府と
軍を持ちたいのなら，
不正を知った人が声を

上げられることが必要です。
刑務所に収監されたとしても，私の良心は

明らかです。私は，正しいことをしたと確信し
ています。私には2人の幼い子どもがいます。
子どもたちは私がいないと寂しいでしょう。し
かし，やがて私がやったことを理解する日がき

たら，私を誇りに思ってくれるでしょう。
今振り返って，ABCのジャーナリストには

とても感謝しています。彼らは危険を冒しまし
た。大きなリスクを冒し，起訴・投獄の寸前
だったのです。

ABCは，間違いなくオーストラリアで最高
の調査報道機関です。しかし，同時にABC
は政府からの資金に依存しています。ですか
ら，政府の要望に応えなければなりません。
そのため，政府を大々的に批判する報道は極
めて困難なのです。今回，彼らはそれをやっ
たのです。
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ある司法の場でどういう判断が下されるかとい
うことです。“機密”を考える際は，市民の目
線で，“公益や市民の利益にとって道理や合理
があるか”という視点で判断しなくてはいけま
せん。

西土彰一郎氏（以下，西土）：“言論の自由”や
“民主主義”を当然と思ってはいけない，ここ
が1つのポイントです。政府に対して，常に言
論の自由を守らせるよう働きかける必要があり
ます。この事例では，メディアがスクラムを組
んでいることが大きなポイントです。ABCだけ
でなく，ほかのテレビ局や新聞社も含め，共同
のスクラムを組んで戦っている。これは，1社，
1局の利益のためではなく，国民の“知る権
利”，すなわち“公益”のために戦っているとい
うことです。それを受けて，最後のディフェン
スラインとして，裁判を受けている最中のマク
ブライド氏の消息を，ジャーナリストが常に追っ
ていくことが今後のメディアのあり方として大事
です。

柳澤：オーストラリアの例は，マスメディアがス
クラムを組むなど，メディアが十分機能している
印象ですが，日本でこんなことが可能でしょう
か? 仮に，民間放送がこうした報道をしたとき
に，NHKのような報道機関が，果たして同じよ
うにスクラムを組めるのか?

太田：核心的な質問です。仮に，同じような事
件が起きて，NHKがこのような事態に巻き込
まれたら，私は，「メディアとして声を上げよう」

「報道の大義を守らなければいけない」と声を
上げます。最後は，ジャーナリスト個 人々の矜
持の問題だと思います。それが今，組織ジャー

ナリズムに勤めている個々の記者にあるのかど
うか，その点が突きつけられています。

柳澤：“我々は，一体誰のために仕事をしてい
るのか，誰のために伝えているのか”，その原
点に立ち返れば，決して政府や権力者のため
ではない。政府や権力者を雇っている国民のた
めに事実を伝える。これがメディアの役割であ
るとすれば，当然，オーストラリアのメディアの
ような行動をとるのが当たり前だと思いますが，
果たして実際問題としてどうなのか……。

“国益”や“公益”を誰が判断するか

柳澤：さて，ここからのテーマは「公益，ある
いは国益を誰が判断できるのか」ですが，この
点についてどうお考えですか?

太田：“客観性と道理”に基づくジャッジメント
ができるレフェリーが必要です。オーストラリア
の事例では，一応，異議申し立てができる制
度が設けられました。その制度ができるきっか
けを作ったのは議会です。つまり，立法府が機
能している。立法府が，「本当に政府が言うよ
うに，公益と国益はイコールなのか?」と疑念を
挟んだからこそ，メディア側と政府側の双方か
ら言い分を聞いたと類推できます。“民主主義
に対するバランス感覚”が働いていることが重
要です。“個々のケースについて，常設の機関が，
専門知を持った人を雇ってチェックしていく”と
いう制度作りは，日本もぜひ学ぶべきです。

柳澤：そうなると，制度や法律が問題になりま
すが，西土さんは法律が専門の立場から，公
益，国益を判断するために“誰がどういう仕組
みで，どんな基準で判断するか”という仕組み
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作りについて，どうお考えですか?

西土：「特定秘密保護法」という法律がありま
す。1つの論点として，“第三者委員会”が公益
を判断する制度作りが早急に求められているの
ではないでしょうか。しかし，日本の現状を踏
まえて言うと，そういう制度が構築されていな
い。であれば，最後は個々のジャーナリストの
矜持だと思います。仮に，個々のジャーナリス
トが特定秘密保護法に違反したとしても，彼
／彼女が考える国民の利益，公益，国益は，

“政府の利益”ではなく，“国民の利益”だと思
います。ジャーナリストは日々取材をして，一人
ひとりの市民の状況を確認し，“声なき声”も
把握している。それらの声の“拡声器”となり，
公益，国益というものを一般市民に伝えてい
く。そこで討論の場を設定する。そういうプロ
セスが必要です。一言でいうと，制度論以前
に，ジャーナリストの矜持が求められているの
ではないかと考えています。

柳澤：確かに，日本の今の政治状況を考えると，
こうしたテーマを議会，国会に投げかけて，オー
ストラリアのような制度ができるかどうか考える
と，それは現実的ではない。とすれば，我々
一人ひとり，国民を含めて，このテーマを絶え
ず考えていくことが大切ではないでしょうか。

この延長線上として，2つ目に取り上げるの
は，イラク戦争をめぐる報道です。

 議論②「キャサリン・ガン事件」
〜なぜ“時流に流されない”報道が可能だったか〜

柳澤：2003年3月，アメリカなどが，イラクに
対して武力行使に踏み切りました。とはいって

も，国連安全保障理事会の決議を伴わない形
でした。ドイツ，フランスはこの武力行使に反
対したので，アメリカは最終的にイギリスと“有
志連合”という形をとり，「サダム・フセイン政
権は大量破壊兵器を開発している，その証拠
はある」として武力行使に踏み切り，フセイン
政権を倒したわけです。しかし，あとになって，

「大量破壊兵器がある」とのアメリカの主張は，
事実に基づかなかったと明らかになるわけで
す。

思い返すと，アメリカは最初からシナリオあ
りきで，武力行使の正当化をするために，さま
ざまな材料を恣意的に集めてきた結果がこうい
う戦争に結びついたのではないかと思うんです
が，イラク戦争の直前に，イギリスでは目を見
張るようなスクープ報道「キャサリン・ガン事件」
がありました。

〈「キャサリン・ガン事件」とは〉

▪2003年3月2日，英オブザーバー紙がスクー
プ報道を行った。その内容は，アメリカがイ
ギリスに対し，国連安保理理事国メンバーへ
の違法な通信傍受をするようメールで要請す
るというものだった。

▪この情報を提供したのは，イギリスの情報機
関GCHQ（政府通信本部）の職員。アメリカ
の情報機関NSA（国家安全保障局）から送
られてきたメールを印刷して持ち出した。印
刷されたメールは何人もの手を経て記者に届
いた。記者は入念な裏づけ取材を経て報道
したが，報道の時点で，メールを持ち出した
人物が誰かを知らなかった。

▪オブザーバー紙の報道を受け，GCHQでは
内部調査が行われた。その結果，翻訳担当
者のキャサリン・ガン（Katharine Gun）氏
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が名乗り出た。ガン氏は，たまたま目にした
メールを読み，違法なやり方で開戦に持ち込
もうとするアメリカの姿勢に疑問を感じ，印刷
したメールを知人に託したのだった。

▪ガン氏は直ちに解雇され，公務秘密法違反
の疑いで政府の監視下に置かれた。その後，
裁判が開かれたが，結局，検察は起訴を取り
下げた。一連の経緯は「キャサリン・ガン事
件」と呼ばれ，2019年には映画化された 2）。

今回のシンポジウムに際し，この記事を書い
たマーティン・ブライト（Martin Bright）氏に
インタビューした。ブライト氏は，報道の経緯，
葛藤，機密情報を報じるうえでの信念など，さ
まざまな角度から語った。その内容は，長年
にわたって国家機密に向き合い続け，入手した
機密情報を報じるべきか否かを，そのつど自ら
に問い続けてきたジャーナリストの深い洞察に
満ちていた。

マーティン・ブライト氏インタビュー

イラク戦争前，米英
の政府は，「最後の最
後まで外交努力を続け
る」「イラク大統領のサ
ダム・フセインが大量
破壊兵器を持つことを
断 念すれば，戦争の
必要はなくなる」と説
明していました。しか
し，このメモで，どの

みち戦争が始まることが明確になりました。
仮に政府が国民に対して透明性を保ってい

れば，“機密”を正当化できるケースがあるかも
しれません。しかし，国民に対し噓をついてい
るならそれは暴露されるべきです。その場合，
暴露の結果，起きたことの責任は政府にあり
ます。ジャーナリストの責任ではありません。

問題は，証拠が紙切れ1枚だったことです。
しかも，このメモは，私の手元に届くまでに
何人もの手を経由していました。インテリジェ
ンスの専門家からは，「ロシアによる巧妙な偽
造かもしれない」と警告されました。

当時の編集長はイラクへの軍事介入を支持
していました。ですから，私たちは苦しい立
場に置かれていました。

NSAからGCHQへのメール送信は2003年
1月31日。我々がメールを入手したのが1 ～ 2
週後。開戦は3月中旬でした。つまり，時間
との競争だったのです。

GCHQの若い翻訳者が逮捕されたと知っ
たときはショックでした。それまで私たちは情
報源が誰なのかをまったく知りませんでした。
ですから，通常行う情報源保護ができなかっ
たのです。

ジャーナリストは常に公益・国益をどう決め
るかを迫られます。しかし，私たちには限ら
れた情報しかないのに，その情報を開示する
ことで国家に損害を与えるか，人々にリスクを
もたらすか，そうしたことをどう判断できると
いうのでしょうか。

かつて私は“情報公開原理主義者”でし
た。しかし，私の考えは変わりました。政府
が情報を“機密”にできる状況はあり得るの
ではないか，と考えるようになったのです。

私はよくウィルキンソン海軍少将の言葉を
引用します。彼は，「公のための情報はすべ
て公開すべきだ。問題は，いつ公開するかだ」
と言いました。もし，特殊部隊の行動をライ
ブで報じたら，それは賢明とは言えないでしょ
う。しかし，情報機関の行動を報じたとして
も，それが5年後であれば，大きな問題では
ないでしょう。

ジャーナリストは注意深くあらねばなりませ
ん。「資料を入手した。ネットに上げよう」と
いう単純な話ではないのです。ジャーナリスト
は，「真に国益を害するものは何か」という結
論に，必ず到達しなければなりません。重要
なのは“自然法”に関することです。そこに
は，常に“公益擁護”があるべきです。「役人
が機密にしたから非公表」という考えは持続
不可能です。インターネット時代にはなおさら
不可能です。

問題は“誰が公益を決めるか”です。この
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米政府発の“虚偽”をもとに報じたメディア

柳澤：当時のパウエル国務長官が安全保障理
事会で「イラクは大量破壊兵器を持っている。
証拠はこれだ」と言ったときに，日本の報道は，

「パウエルが言っているんだから間違いないだろ
う」と。同時に，日本政府の対応も，「独自に
検証することはできないけれども，アメリカが
言っているんだから間違いないだろう」という形
でアメリカの対応を支持していったという経緯
があります。このように，戦争をめぐる，特に
国家機密にあたるような情報については，国が
こういうふうに言ってしまうと，なかなか覆すこ
とはできない。太田さんはイラク戦争報道をど
うご覧になっていましたか?

太田：私は当時，開戦前は東京で日本政府の
取材をして，開戦10日後にワシントンに行って
ブッシュ政権の取材をしました。ニューヨークタ
イムズの有名な記者が，「イラクにWMD（大量
破壊兵器）の実験装置がある」と開戦前に書い
たけれども，まったくなかった。これはドイツ
のインテリジェンス機関の情報源がもたらした
情報で，根も葉もない話だとあとになってわかっ
た。アメリカの情報に依存していた私は愕然と
したんですね。自分の報道も結局間違っていた
ことになるわけです。

開戦3年を機に，ブッシュ政権のいろんな方
にインタビューしました。国防総省，国務省，
ホワイトハウス。中には嫌になって政府を辞め
た人もいました。明らかにあの戦争は“結論あ

りき”“開戦ありき”だったんですね。

メディアに求められる高度な検証能力

太田：ブライトさんのお話の中で大事なことは，
そのつどの“政策検証”です。すなわち，集め
た情報にクロスチェックをかけながら，「今政
府がやろうとしている政策に，本当に合理性，
妥当性があるのか」「それは公益と言えるのか」
と，政策の妥当性，正当性を検証する力，読
み解く力，分析する力，それをメディアは求め
られている。

ブライトさんは，入手したメールについて，
「ロシアの偽情報かも」との警告を指摘されまし
た。今だったらネット時代で何でも作れてしま
うから怖いわけです。そこで2つ目の検証性，

“入手した情報の真贋を見極める検証”をきち
んとオブザーバー紙はやった。それから“政策
検証”の能力を発揮した。「立場の弱い非常任
理事国の情報を盗聴して，弱みを握ってアメリ
カに賛同させよう。イギリスも手伝ってくれ」な
んてことがあっていいのか，その政策は捻じ曲
げられているぞ，とメディアの政策検証能力が
発揮されたケースだと思います。

日本のメディアは“失敗”から学んだか

柳澤：イラク戦争をめぐる一連の報道について，
西土さんはどうご覧になりますか?

西土：いわゆる“発表ジャーナリズム”“アクセ
ス・ジャーナリズム”と呼ばれる問題が，とり
わけ開戦間際において問題になりました。日
本においては，記者クラブをめぐる問題も絡ん
でいると思いますが，政府高官，あるいは政
府からの情報を垂れ流しにしているだけでは
ないか，という問題が日常化していますので，

議論は今も続いています。“公益を定義する独
立機関があるのか”“ジャーナリストはその機関
の権限に従うのか”，これらはすべて，これか
ら決めることなのです。
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日本においては深刻に受け止めなくてはならな
いと思います。

そのうえで私が思うのは，先ほど“メディアに
よる政策検証”というお話がありましたが，例
えばニューヨークタイムズなどアメリカの報道機
関において注目したいことがあります。ジャーナ
リストも間違いはあると思います。人間ですか
ら仕方がない。アメリカの報道機関は，そのつ
ど反省・検証しています。それを受けて今度は
政府の機密情報とどう向き合うかという基準を
立てて，実践していく。その積み重ねがあると
思います。

一方，日本のメディアにおいてそのような反
省・検証があったのか? 「パウエルが言ったこ
とだから正しい」といった姿勢に対し，何がし
かの反省・検証があったかなかったかが，今後
の日本の報道の立ち位置を決める大きなポイン
トだと思いますので，それをお2人に聞きたい。

柳澤：“自分たちが伝えたことが本当にこれでよ
かったのか”と真摯に反省しているかというと，
疑問があります。個人的には「こうすべきだっ
た，ああすべきだった」と心の中では考えてい
ると思いますが。

それと併せて，“戦争をどう伝えるか”という
ことも含めて考えると，イラク戦争では，“非常
に危険である”ということで，現場に行かずに
離れたところ，スタンドオフのところから，戦争
を伝える姿勢があったと思うんです。しかし，
これまで戦争あるいは内戦に関わってきた立場
からすれば，戦争をしている者は，自分の行為
を正当化するために事実を隠したり，捻じ曲げ
るというのは常套手段なんです。そうであれば，
戦場で何が起きているのか，その戦争を遂行し
ている者が噓をついているかついていないかと

いうことを見極めるためには，どうしても危険を
冒しても現場に行かざるを得ないという側面が
あります。そうした部分を，どこまで我々が発
揮できたのかを考えると，反省せざるを得ない
側面もあると思うんです。

太田：西土先生が言われたように，ニューヨー
クタイムズは組織的な検証をやったんです。き
ちんと読者に誤報の経緯を説明する社説を出し
た。今もネットで見ることができますが，間違っ
ていた報道の一覧表を作って，自分たちの過
ちを可視化して，読者に対して非常に真摯で謙
虚な姿勢をとっているんです。私はそれを見て，
日本のメディアはそれができていないな，と正
直思いました。

言い訳めいた話で恐縮ですが，東京で取材
していて完全に乗せられているところもあった
んですよね。で，ワシントンに行って3年後，
2006年の3月に自分なりに総括しようと思って，
長い検証記事を書いたんです 3）。日米で当時
の政策決定に関与した人，CIAの人も含めて
30人くらいにインタビューして「誤算の源流」と
いう特集記事を書いた。それは一応自分の反
省文なんです。なぜ日本とアメリカの政府が間
違えたのか。我々自身がつかめていなかった
情報や，メディアも間違っていたということをき
ちんと読者に伝える必要があると思って検証記
事を書いて，共同通信で配信した経緯がある
のですが，それは私の精一杯のジャーナリスト
としての反省です。もっと真実を磨かなくては
いけなかったのに，それができなかった。詰ま
るところ，西土先生のご質問にお答えすれば，
日本のメディアは組織的な検証が，アメリカに
比べると格段に弱かったと思います。
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柳澤：日本のメディアからも政府関係者からも，
「あれは間違っていた」と言わずに，「やむを得
なかった」という言い訳しか聞こえてこないんで
す，特に政府当局者の側からは。

 議論③ 「日米核密約」報道
〜隠されてきた“真実”を暴いたスクープの裏側〜

柳澤：その意味で，日本という国は，“情報”と
いう分野では，アメリカやイギリスなど先行して
いる国から比べると非常に脆弱な部分がある。
だとすれば，“日本は機密にどう向き合ってい
けばいいのか”が次のテーマになると思います。
ここから，太田さんがずっと追ってこられている

“日本とアメリカの核兵器をめぐる密約”の話題
に入っていきます。

〈「日米核密約」報道の概要〉

▪1960年に改定された日米安保条約では，核
兵器の日本への持ち込みは“事前協議”が必
要とされ，政府は国会でもそう答弁していた。
これは事実上，日本政府に“拒否権がある”
ことを意味する。

▪しかし，実際には，核を搭載したアメリカの
艦船や飛行機の日本への立ち寄りは“事前協
議は不要”との密約があるのではないかと指
摘されていた。だが，政府は密約の存在を一
貫して否定していた。

▪2009年6月，共同通信の太田昌克氏は，当
事者である4人の外務次官経験者の証言な
どをもとに，密約の事実をスクープした4）。
報道によると，密約文書は，外務事務次官
ら外務省の中枢官僚が引き継いで管理し，
官僚側の判断で一部の首相，外相だけに伝
えられていた。

▪この報道は，当時の民主党政権による調査
のきっかけとなり，翌2010年，当時の岡田克
也外相は密約の存在を認め，政府見解を変
更した。

公開情報をもとにしたスクープ

柳澤：太田さんはどうやってこのテーマに風穴
を開けたんでしょうか?

太田：カラクリも何もなくて，極めてオーソドッ
クスな手法，全部オープン情報が頼りの取材
です。実は，このスクープを書くのに1999 年
から10 年かかっているんですね。1960 年代を
ターゲットに，米国立公文書館，ジョンソン大
統領図書館，ケネディ大統領図書館で，開示
された文書を集めて読み解きました。さらに，
文書に出てくる当時の高官，例えばマクナマラ

（ロバート・マクナマラ元国防長官）にも電話イ
ンタビューしましたし，いろんな方に取材しま
した。

その後，日本で取材しました。文書を抱え
て，関係者を回るんですけど，みんなやっぱり
しゃべりたくないんですよね。そんなとき，1人
の元外務次官，村田良平さんが回顧録 5）を出
版されて，800ページほどの分厚い回顧録の中
に2～3行，「密約があった，国民に噓をつい
ていた」と一言書いていたんです 6）。それが目
に留まって，村田さんに取材を申し込んで，ア
メリカで集めてきた史料を抱えていって，それ
を説明したら，村田さんが「ここからオフレコ
ですよ」と話し始めた。「外務次官が（密約を）
引き継いでいたよ」「引き継ぎの紙があるんだよ」
とおっしゃって。

オフレコなので最初は書けなかったんです
が，「歴代外務次官に引き継いでいる」というこ
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とは，前任者や後輩を全員調べていけばいい
ので，確か6，7人，生存している外務次官経
験者に史料を抱えていってインタビューしまし
た。丁寧に説明すると，中には「あ，これと同
じ文書が外務省にあるんだよね」とつぶやく人
が出てきたんです。そういった方が村田さん以
外に3人おられた。

中には，今でも印象に残っているんですが，
「恥ずかしかった」と言う元外務次官がおられ
た。「国会でいつもいつも事実に反すること
を言った」と。“日米核密約”は，多くの先輩
ジャーナリストも追及してきた問題で，冷戦時
代に核持ち込みがあったことは，だいたい明ら
かになっていたわけです。「それなのに，噓を
ついてきた。恥ずかしかった」と，ぽつりとおっ
しゃる方もおられて。皆さん「匿名だったら報
道してもいいよ」と。本来は実名がいいに決まっ
ているんですが，国家公務員は辞めたあとも，
秘密を漏らしたら国家公務員法第100条で裁
かれますから，匿名で報道して，ソースの秘匿
に努めました。

“記事は両手で書く”文化の継承を

西土：太田さんのように10年間も同じテーマを
追求していく調査報道の土壌が日本にあるとい
うことには，安心できる面があります。

一方で，それは太田さんだからできたのか，
それともほかのジャーナリスト全員ができるの
かということは区別して議論しなければなりま
せん。つまり，今のメディア状況において，10
年間も同じテーマを追求することが可能なの
か。私は現場を知りませんので，お2人にうか
がいたい。

太田：四六時中これをやっていたわけではなく，

タイミングを見つけては史料を収集して，インタ
ビューに行った，そして10年かかってようやく
日本側でしゃべってくれる人が現れたんです。

じゃあ，そういった環境があるのか，という
ことですが，組織ジャーナリズムは，ぜひそう
いう文化を残していく必要があると思います。よ
く後輩記者に言うのは，ふだんの原稿，つまり
会社に言われてやらなきゃいけない仕事は“左
手”で書く。“右手”，つまり利き腕は絶えず，「こ
の仕事だけは成し遂げるんだ」というところに
ガッツリ食いつく。もちろん本当は右手で書い
てますが（笑）。言わんとするところは，もう片
方の手を遊ばせずに，しっかり知見を深め，取
材を深めて，事実を磨くことによって，時間を
かければ何かモノにできる，世に送り出せる。
そういう“両手を使う”ことを文化としてきちん
と教えていく。私もいい歳になってきましたの
で，そういうことは常日ごろから若い記者に言っ
ています。

柳澤：“たすきリレー”じゃありませんけど，自
分ひとりじゃなくて，次の世代にうまくバトンを
渡すことを考えておかないと，こういう報道は
うまくいかないのではないかと思います。

 特定秘密保護法の問題点

以上の議論を経て，日本の「特定秘密保護
法」（2013年12月成立）7）をめぐる議論が展開
された。政府によれば，同法は，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
必要であるものの保護に関し，必要な事項を
定めるもの。防衛，外交，テロ活動防止など
に関する情報を一定の条件のもとで特定秘密と
して指定し，情報漏えい等への罰則を定める。
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違反した場合，最高懲役10年。未遂，過失な
ども処罰の対象となり得る。公務員，民間企
業関係者，さらにメディア関係者も対象となる。

この法律に対し成立前から批判していたのが
元米政府高官で国際政治学者のモートン・ハ
ルペリン（Morton Halperin）氏。国防総省上
級担当官として沖縄返還交渉に深く関わり，米
核政策の立案も行った人物である。今回のシン
ポジウムのために行ったインタビューで，同氏
は，一部で報じられた「アメリカがこの法を日
本に求めた」という言説に対し疑念を示した。

“知る権利”を後退させるおそれ

柳澤：「特定秘密保護法」が成立に至る過程
では，世論も動きましたし，我々マスメディア
に身を置いている人間も，「一体これは何なん
だ?」「何のための法律なんだ?」といろいろ議
論しました。西土さんの目から見ると，法律的
な視点から，特定秘密保護法の気になるとこ
ろ，問題点はどこでしょうか?

西土：“国民の知る権利”という観点から考え
たいと思います。第1の問題は，特定秘密を漏
らした者，特定秘密を知ろうとした者をも厳し
く処罰していることです。太田さんがご論考 8）

で指摘されているとおり，「権力監視を手助け
してくれる仲間（内部通報者）の喪失」に至る
ことが危惧されます。つまり，“取材・報道の自
由”，そして国民の“知る権利”を後退させる
危険があることです。

第2に，特定秘密保護法の適正な運用のた
めには，政府による恣意的な秘密指定をチェッ
クできるような独立性を備えた委員会，機関が
必要ですが，日本の特定秘密保護法において
は，このような委員会，機関は設置されていま
せん。であれば，結局このような政府の恣意
的な秘密指定をチェックするのは，最終的に
は報道機関，ジャーナリストに期待せざるを得
ないところがあります。しかしながら，報道関
係者にも特定秘密保護法の“網”がかけられて
いるという問題があります。同法“第22条”に
は，「国民の知る権利の保障に資する報道又は
取材の自由に十分に配慮しなければならない」
という規定がありますが，この規定だけでは不
十分であり，“取材源秘匿権”とか“取材物資
料の押収”を禁止するような規定も併せて設け
なければならないと思います。

モートン・ハルペリン氏インタビュー

私 が 政 府 の 会
議で情報共有につ
いて議論したとき，

「あの国の機密関
連法は不十分だか
ら情報共有するま
い」とは誰も言い
ませんでした。上
級レベルでは，日
本を含め他国の法
が問題になったこ
とはありません。

特定秘密保護法に関わった日本の担当者
が話をした相手は，アメリカの“機密専門家”
です。その人たちに，日米関係についての全
体的視点はありません。アメリカ側が「秘密
保護法があると助かる」と日本側に言ったの
は確かでしょうし，「特定秘密保護法のような
法がないと情報共有は難しいかも」と言った
かもしれません。しかし，それは米政府の公
式見解ではありません。こうした会話は最高
レベル，すなわち日本の首相とアメリカの大
統領が行うべきです。そうすれば，大統領は
機密法を扱う役人のようには心配していない，
と気づくでしょう。
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市民とメディアを“分断”するおそれ

西土：ただ，それは“教科書的”な説明です。
私がそもそも疑問に思うのは，奥平康弘先生
が指摘するとおり9）「ジャーナリストが漏らした
情報は，国家にとって，そんなに深刻ではない
のか」「一般市民が漏らす機密は深刻なのか」
ということです10）。つまり，この条文は，市民
とジャーナリスト，報道機関を二分化してしまっ
ているのではないか。本来，国民の“知る権利”
は，市民が主人公ですから，ジャーナリストは
市民に奉仕するものです。それを二分化し，結
局ジャーナリストや報道機関を“特権化”してし
まう。

特定秘密保護法の最大の問題は，やはり
第22条だと思います。一見，素晴らしい規定
かと思いますが，ジャーナリスト，報道機関
と市民を分断してしまっている。それに対し，
ジャーナリストや報道機関は，何ら異を唱えて
いない。むしろ喜んでいるようにさえ思える。
これは一体いかがなものか。

太田：今のご指摘にはハッとさせられました。
やはり問題は22条1項ですね。「知る権利の
保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮
しなければならない」。ここで書かれているの
は「報道または取材の自由」ですね。これは何
を意味するのか，ということです。すなわち，
私たちがきちんと，市民の利益のために本来
やるべき仕事をしていれば，何の問題もない。
しかし，ずれてしまうことが得てしてある。そ
れはイラク戦争報道もそうですが，権力機構，
情報を持っている側から情報を与えられたら，
検証しないでそのまま書いたり，情報の裏に隠
されている“権力の思惑”をきちんと検証でき
ないまま報道して，市民の利益と相反すること

をしてしまったら，22条で守られていることを
我々自身が実践できていないことになる。むし
ろ22条1項の本来の目的と逆行することになっ
てしまう。ですから，私たちジャーナリストの
技量や力量やモラル，私たち自身の総体，総
力が問われている，と西土先生の解説を聞い
てハッとさせられました。

柳澤：同感です。ジャーナリストは知らない間
に権力側に飼い慣らされてしまう，「情報はちゃ
んと出すよ，だから言うことを聞け」という枠組
みの中に押し込まれかねない危うさがある，と
いう気がしました。

知る権利と国家安全保障を“両立させる”原則

柳澤：その意味で，ジャーナリズムが“機密と
どう向き合うか”については，“何を基準に考え
ていけばいいのか”が大きなテーマになると思
います。先ほどインタビューで登場されたハル
ペリンさんは，政府機関を退いたあと，“知る
権利と国家安全保障をどう両立させるか”とい
うことで，なんと国際的な基準「ツワネ原則」
の策定に奔走されたということなんです。

〈「ツワネ原則」とは〉

▪名称の由来は，この原則が南アフリカ共和
国の都市ツワネ（Tshwane）で採択されたこ
とから。2013年に公表された 11）。正式名称
は，“Global Principles on National Security 
and the Right to Information”（国家安全保
障と情報への権利に関する国際原則）。その
目的は，国家安全保障を脅かすことなく，政
府情報へのアクセスを保障すること。つまり，
国家安全保障と“知る権利”の両立である。
策定にあたっては，世界70以上の国から500
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人以上の専門家が参加した。原則の要点は
以下のとおり。
＊誰もが公的機関の情報にアクセスする権利

を持ち，仮にアクセス権を制限する場合は，
その正当性を証明する責務は政府にある。

＊国際人道上の重大違反等に関する情報は，
国家安全保障を根拠に非公開とされてはな
らない。

＊情報漏えい者に対する訴追は公益に比べ
確認可能な重大損害をもたらす場合のみ。

＊ジャーナリストや市民運動家を罰してはな
らない。

ツワネ原則作成に関わったハルペリン氏は，
ベトナム戦争時に政府が情報を隠していたこと
を暴いた「ペンタゴン・ペーパーズ」報道が，

“国益”と“市民の利益”の関係を考え直す契
機になったとして，次のように語った。

柳澤：政権の中心にいたハルペリンさんならで
はの説得力を感じます。一方で，ツワネ原則を
世界の共通認識として根づかせることは簡単で
はない，という印象を持つんですが?

メディアと公権力が“相互に学ぶ”場を

太田：ハルペリンさんのお言葉の中で，「政府
が安全保障問題を真剣に考えるだけでなく，

“知る権利”を真剣に受け止めるよう説得するこ
と」が大事だというお話がありました。これは，
我 も々同じで，安全保障上の情報で，いきなり
ネットにぽんと上げたら人が死ぬような情報も
あるわけです。そこは，私たちは当然，人様
の命というものをよくよく考えて報道するわけで
す。当然，安全保障の利益を我々も考えます。
そういう教育を受けているし，自分でも勉強し
ています。

ハルペリンさんは，権力側にいる当局者に
も，「“知る権利”ってなぜ大事なのか」「なぜ情
報を可視化することが国益，公益につながるの
か」を伝える重要性をおっしゃったと思います。
ジャーナリストもずっと勉強し続けなければい
けないし，同時に，政治家，行政府の人たち，
機密情報を扱う人たちにも，我々がプロモー
トしている原則をもっと勉強してもらうプラット
フォーム作りを，我々日本の言論界もそろそろ
考えていかないといけない。
「情報をもらう，もらえない」とか，「秘密を

漏らした」とか，そういう議論ではなくて，“何
が本当に将来的な国益なのか”を考えることで
す。民主主義のルールをしっかり守りながら，

モートン・ハルペリン氏インタビュー

ベトナム戦争では，国家安全保障に関わる
判断のため市民がどんな情報を持つべきか，
米政府はまるで考慮しませんでした。国民に
は南ベトナム政府が米軍の介入を望んでいる
と伝えられていましたが，「ペンタゴン・ペー
パーズ」によって事実は正反対だと知りまし
た。ベトナム政府は米兵が来ることに反対だっ
たのです。当時の米政府は，情報の公開を
控えるだけでなく，「噓もOK」という考えでし
た。その考えは現在も残っています。これは
国益に反します。どの国であっても，戦争のよ
うな高リスクの外交は，国民の支持を得て行
うべきであり，国民が賢明な結論を下すため
に必要な事実を提供しなければなりません。

ツワネ原則策定に参加した理由は，政府が，
安全保障だけでなく“知る権利”をも真剣に受
け止めるよう説得するためでした。政府と市民
が互いの言い分を真剣に受け止めれば，互い

に満足できる原則に行き着くと強調しました。
“国益”は“市民の利益”です。そして“市

民の利益”は“国益”です。民主社会では2
つの言葉は同じ意味なのです。



45JUNE 2021

自然法で保障された“生存権”を行使し，より
よき幸福を求めていくという，憲法の理念を実
現するには，“知る権利”が大事です。その1つ
の保証が「ツワネ原則」だと思います。だから，
我 メ々ディアの側で，安全保障を担当している

“奥の院”にいる人たちと議論を始めるきっか
け作りをしなければいけない。

特定秘密保護法は1つの国会だけで通して
しまった。本来は，ジャーナリストの意見を幅
広く聞くことが大切だし，我々も，政治家や情
報を扱う当局者と一緒に勉強する機会を作らな
ければいけないのに，せっかくの相互学習の
機会が奪われている。これが一番よくないこと
だと思いました。

柳澤：議論を深める機会にできたにもかかわら
ず，そうしなかったという残念なケースかと思
います。一方で，権力者あるいは情報を持つ
側というのは，いったん権力を握ったら放した
くない，あるいは情報を持ったら公表したくな
いという，それぞれの立場の習性・本能のよう
なものがある。そこを我々が周囲から切り崩し
て，「“知る権利”って大切なんだよ」とアプロー
チしていく難しさ，壁の高さを感じます。そこ
で，法律が専門の立場から，西土さんは，ど
うすれば権力者，あるいは情報を持っている
側に“知る権利”についての認識を深めてもら
うような機会を作れると思いますか?

国際的原則に基づく“日々の実践”を

西土：「ツワネ原則」は「国際人権規約（自由権
規約）」に則して作られました。日本も同規約を
批准しているわけですから，当然，「ツワネ原
則」に基づいて統治・政治を行うのが筋だと思
います。したがって「ツワネ原則」は，政府に

対する大きな武器・道具を提供する有力な存在
だと思います。

そのうえで重要なのは，“実践”だと思います。
ジャーナリストが「ツワネ原則」に基づいて，
日々の取材を行っていく。そういう当たり前の
取材をやれば，おのずと政府も“知る権利”に
応えてくれると思います。

柳澤：どんな組織に身を置いていても，我々は
組織の長に忠誠を誓っているのではない。そ
の後ろ側にいる，例えば公共放送であれば，
放送を支えてくれている国民・視聴者に向かっ
て我々は仕事をしている。国が，「これは機密
だ」と言っても，「国民にとってその情報を開示
しないことのほうが，本当に国民にとっていい
ことなんだ」ということを納得できる形で説明し
てもらわなければ，いつまでたってもこの話は
前に進んでいかない気がします。

 次世代のジャーナリストへのメッセージ

“メディアは機密の壁にどう向き合うか”を
めぐる今回の議論は以上である。議論に参加
した3人と，2人のVTRゲストに，次世代の
ジャーナリストへの提言をお願いした。

マーティン・ブライト氏

監視時代の今だったらキャサリン・ガン氏
はすぐに逮捕されていたでしょう。彼女がやっ
たこと（情報機関からのメールの持ち出し）は，
現在では絶対不可能です。ですから，ジャー
ナリストには別の手法が必要です。

ジャーナリズムは経済的に弱体化し，調査
報道が困難になりました。しかし，現在の
ジャーナリストは独創性を保ちつつ組織の垣
根を越え，独占スクープにこだわらず，他社と
協力するようになりました。これは，とても前
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柳澤：40年以上ジャーナリズムに身を置いてき
た私にとっても，お2人の話は響くものがありま
す。太田さん，西土さんのお2人からも若い世
代への提言をお願いします。 

太田：大事なことは，“何のために書いているの
か”“誰のために書いているのか”，それを絶え
ず考え続けること。あとは己を客体視すること。
人間，思い込みがありますから，そこから誤報
が生まれてきます。己を広い視野から客体視す
ることです。
“何のために，誰のために”，これは申すま

でもありませんね。“この国の民主主義のため”
であり，“市民の暮らしのため”であり，“世界
の片隅で困っている方のため”。それをしっかり
胸に刻む。これは今後どんなに技術が進展し

ようと，まったく変わらない原則です。
もう1つ申し上げたいのは，ハルペリンさん

の「懐疑的かつ勤勉であれ」という言葉に集約
されると思うんですが，政府が情報を隠そうと
したら，「なぜ隠すことが国民のためなんです
か?」「市民のためになるんですか?」「私の知り
得た知見だと，これは開示したほうがいいとい
う過去の歴史の事象もありますよ」と反駁でき
るくらいの専門知を持つ記者になること。そう
なると，これは超一流です。我々は絶えずそこ
を目指していかないといけない。いろんなテー
マを扱いますから，言い負かされたり，こっち
に知見がないことは多々あるんですが，それで
もそのつど精一杯勉強する。「懐疑的であれ，
勤勉であれ」というハルペリンさんのメッセー
ジは，どんな時代になっても，この職業の要
諦です。

西土：“遊び心”を持ってもらいたいと考えてい
ます。“遊び”というのは，利害関係を抜きにし
て，自分が知りたいことややりたいことを，と
ことん追求できること。それが，国民全員の
利益になる。それがひいてはジャーナリズムに
おける“中立性”につながるのではないかと思
います。

私も大学で“遊び心”を発揮して，「『書く仕
事』は『隠し事』をしない」ということを述べて
いるわけです（笑）。そうすると学生から，い
つも授業評価アンケートで散々な非難を受ける
わけです。その評価を受けて反省して，次の
言葉遊びにチャレンジしていく。その循環だと
思っています。それはジャーナリストも同じだと
思います。だから，批判を恐れずに遊び心を
持って，余裕を持って，仕事をしていただけれ
ば，と。その批判が政府からであれ視聴者か

向きな進歩です。
他国の要求に従うことには常に注意が必要

です。自国と他国の利益は必ずしも一致しま
せん。ジャーナリストの仕事は“同盟関係の割
れ目”を探すことかもしれません。ガン氏が指
摘した次の言葉は，日本にも適用される必要
があります。「政府の利益と国益はまったく別
のものだ。これを常に忘れてはいけない」。

モートン・ハルペリン氏

ジャーナリストの仕事の大原則は「情報を得
ようとすること」です。機密扱いが正当化でき
る場合もあるでしょうが，政府は，“知る権利”
と“公開によって発生するかもしれない損害”
を比べたら，不当に“機密”を拡大するでしょ
う。だからこそ，ジャーナリストは懐疑的かつ
勤勉でなくてはなりません。仮に政府が「公
開したらとんでもない損害が生じる」と言って
も鵜呑みにせず，“何が損害か”を自分で判断
すべきです。機密の分類や損害の判断は，政
府の人間だからといってよりよく行えるわけで
はありません。そのことを理解すべきです。
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らであれ，遊び心を持ち，反省するところは反
省すればいいのではないかと思います。

柳澤：お2人のお話を聞いてふと思い出したん
ですが，私は子どものころからパトロールカー
と消防自動車のサイレンを聞くとひとりでに足
が動くタイプだったんです。現場に行くと規制
線が引かれていて，中に入れない。「なんで入
れないのか」と思うとイライラする。そういうと
ころで「知りたい」という好奇心，それと同時
に，自分自身に謙虚に，疑問に思ったことに対
して向き合っていく姿勢が問われると思いまし
た。今後もこういったテーマで議論する機会が
あればと思います。ありがとうございました。

 おわりに

“知る権利”について多数の著書がある法学
者の奥平康弘 12）は，「（政府は）自然的な傾向と
しては，権力の論理をなにものにもまして優先
させて，情報を操作する，とみなければならな
い」とする。また，「国民主権の原理，民主主
義の原則のもとにおいては，国家機関は，そ
の保有する情報を可能的に広く，国民に開放す
る責務をおうと考えるほかない」と，情報公開
の重要性を指摘する。さらに，「報道機関は政
府情報にアクセスして，これを国民に還元する
という，媒介者役をつとめるのであって，その
地位はきわめて重要である」とメディアの意味
を強調する。

筆者は，これらの奥平の言葉を反すうしなが
ら，1時間半にわたるシンポジウムに参加した。
今回のシンポジウムを通じ， “機密の壁”に向
き合うメディアがその責務を果たすためには， 

“公益”“国益”，そして“市民の利益”について

の認識を深めることが重要であると深く自覚す
ることができた。
“知る権利”と“機密”の相克は，容易に解

消されるものではない。それでも，こうした議
論を重ねることによって，より健全な情報空間
の実現に近づくことができるのではないか，と
いう期待を強く感じた。

（ささき ひでき）

※マーティン・ブライト氏，モートン・ハルペリン氏
への取材・インタビューは，フリーランスのリサー
チャー・柳原綠が行った。また，ゲビン・モリス
ABC報道局長，デイビッド・マクブライド氏への取
材・インタビューはNHKシドニー支局長・青木緑が
行った。
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