「情報公開法」「公文書管理法」から「特定秘密保護法」の廃止に迫る
― 情報公開法・公文書管理法の連続学習会を経て ―
2015 年 10 月 6 日 「秘密保護法」廃止へ！実行委員会
１. はじめに
2013 年秋以来、特定秘密保護法案の成立に反対して取り組んできた市民団体が、法律が成立した翌
2014 年に、
「秘密保護法」廃止へ！実行委員会と名称を変え、「法律の廃止」を目指して活動を開始し
た。
国会への野党統一廃止法案提出を目指し、野党各党に働きかけを行ったり、全国に呼びかけて廃止署
名を集めたりした。結局、統一廃止法案の提出には至らなかったが、民主党・維新の党による施行延期
法案と、共産党・社民党・無所属議員による廃止法案の提出が行われたことは、喜ばしいことであった。
2014 年春にはモートン・ハルペリン氏を招いたシンポジウムを開いて、ツワネ原則について学んだ。
そして夏には、秘密保護法施行のための政令や運用基準の案についてのパブリックコメント募集に対し、
ワークショップを開き、特に運用基準案の問題点を明らかにしながら、積極的に取り組んだ。このよう
な取り組みを通して、国家秘密の存在を認めないという視点だけではなく、国家秘密の存在を前提にし
て、その秘密をどのように管理させ、公開させていくかという視点の必要性を認識していった。
２. 情報公開法、公文書管理法の連続学習会の設定
「国家秘密の存在を前提にして、その秘密をどのように管理させ、公開させていくか」という課題に
対し、アプローチの仕方を検討していった結果、情報公開法と公文書管理法について学習することの必
要性が、実行委員会内の会議の場で論じられた。
そして、2015 年 2 月以降の「６日行動」時の院内学習会を、次のように設定して行うことが確認さ
れた。
(1) 第１回学習会
日

時：2015 年 2 月 6 日

13:30～15:30

テーマ：秘密・非公開から公開へ 市民の権利としての情報公開制度
講

師：三木由希子 氏（情報公開クリアリングハウス）

(2) 第２回学習会
日

時：2015 年 4 月 6 日

13：30～15：30

テーマ：特定秘密保護法と公文書管理法
講

師：右崎正博 氏（獨協大学法科大学院教授）

(3) 第３回学習会
日

時：2015 年 6 月 8 日

13：30～15：30

テーマ：情報公開の実際
講

師：三木由希子 氏（情報公開クリアリングハウス）

３. 連続学習会の実施
計画に基づき、3 回にわたる学習会を実施した。
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その内容および、学習会から得た成果は以下のようなものであった。
(1) 第１回学習会から学んだ事柄
情報の存在と情報公開制度
情報の存在は常に「非対称」であることを前提に、私たちは主体的に情報を知る一方の当事者に
なる必要がある。そして、公的機関が情報を知らせることは、「市民のための組織」として当たり
前のことであるとの認識に立って、情報公開を求めていくことが重要である。
民主主義が機能するためには、市民の「知る権利」が保障されなければならない。しかし、放っ
ておくと秘密・非公開・非公表はどんどん増えていく。また、放っておくことによって、責任をい
かに回避するかという行動論理が公的機関の中にでき上がっていく。そこで情報公開を求めること
になるわけだが、そのためには、具体的な情報公開の制度やシステムの存在と同時に、情報公開を
求める市民の圧力が重要な要素となる。
公的機関の情報公開の仕組みとしては、公開請求に応じて原則的に情報を公開する開示請求権制
度（情報公開制度）
、法や条例などによる情報公開の義務付け、自主的・政策的に情報を公開する
情報提供などがある。市民が情報の公開請求を行うための制度として、日本で最初の情報公開条例
が制定されたのは 1982 年だった（3 月：山形県最上郡金山町、10 月：神奈川県）
。そして、1999
年 5 月に情報公開法が成立し、2001 年 4 月から施行された。
情報公開法の第 1 条では、その目的を次のように掲げている。

この法律は、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する。
情報公開制度は手続きを定めた制度であり、権利を行使するためのものである。そして、原則公
開で例外として不開示になる場合を規定している（情報公開法第５条）が、実際は原則と例外がひ
っくり返っているのではないかという議論もある。つまり、原則不開示で例外として公開があると
いう指摘である。
たとえば、不開示の範囲として掲げられているものに個人情報があるが、人の生命・健康等を保
護するために必要であると認められる場合は開示できる規定がある。しかし、あまり機能していな
いということである。また、行政機関の事務事業情報についても、事務や事業の適正な遂行に支障
を及ぼすという理由から、不開示にされることが多いとのことである。
情報公開制度の課題と限界
情報公開法によって「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」ことになっている。しかし、そもそも情報が
記録されて公文書になっていなければ、情報公開請求をすることができない。このことは、情報公
開制度の根本的な課題となる。その他にも、前述のように非公開となる範囲が広いことや、情報公
開を請求する際に費用がかかること、請求から開示までに相当の期間がかかることなどが指摘され
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ている。
情報公開制度は、情報の公開を請求する権利を保護する仕組みであり、情報の公開を請求するこ
とによって、市民の「知る権利」が保障されるという構造になっている。したがって、情報公開請
求をしなければ情報は公開されない。
また、行政機関の活動を記録すること、記録を適切に管理していることが、情報公開制度が機能
するための条件となる。つまり、公文書の管理が情報公開の重要な要素となる。しかし、公文書管
理の制度と情報公開制度は、歴史の経過を見ると一体のものとして整備されてきていない。
情報公開法と公文書管理法
公文書管理法の第 1 条では、その目的を次のように掲げている。

この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、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にかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関す
る基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保
存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国
及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うさ
れるようにすることを目的とする。
前述のように、情報公開法では政府が国民に対して説明責任を果たす手段として「情報が記録さ
れた公文書」が存在しているが、公文書管理法では「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知
的資源」として公文書が位置づけられている。
さらに、公文書管理法の第 4 条は次のように規定している。

行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政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、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げ
る事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一

法令の制定又は改廃及びその経緯

二

前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議（こ
れらに準ずるものを含む。）の決定又は了解及びその経緯

三

複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示
す基準の設定及びその経緯

四

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

五

職員の人事に関する事項

ここで注目したいのが、
「経緯も含めた意思決定に至る過程」について、
「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」という部分
である。
情報公開法の学習が、公文書管理法の学習へと繋がっていく重要なポイントである。
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(2) 第２回学習会から学んだ事柄
公文書管理法の概要
第１回学習会で公文書管理法の概略を情報公開法との対比で学んだが、それ以外にも公文書管理
法が規定している内容で注目すべき点は多い。それらの概要を掴んでおきたいので、前記の内容と
重複する項目もあるが、第２回学習会で右崎正博氏が配付してくれた資料を引用したい。ただし引
用に際しては、右崎氏が記した法律の“条”ごとに改行して箇条書きに整理した。したがって、箇
条書きのそれぞれの項の文末は、区点（。
）と読点（、）が混在した状態になっていることをお許し
いただきたい。

1) 行政機関の職員は、意思決定に至る過程と事務・事業の実績を跡づけ、検証できるよう、
事業が軽微なものである場合を除いて、文書を作成しなければならない（4 条）。
2) 行政機関の長は、職員が組織的に用いるものとして行政文書を職務上作成し又は取得し
たときは、それを分類し、名称を付し、保存期間を設定し、相互に密接な関連を有す
る行政文書を一の集合物（行政文書ファイル）にまとめ（5 条）、
3) 保存期間満了の日まで、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適
切な記録媒体により保存しなければならない（6 条）。
4) 行政文書ファイルの管理を適切に行うために行政文書ファイル管理簿を作成して一般
の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を利用するなどの方法で公表しなければ
ならない（7 条）
。
5) 行政機関の長は、行政文書の保存期間満了前のできるだけ早い時期に、歴史公文書とし
て国立公文書館等へ移管するか、廃棄するかを定めなければならないが（5 条）、
6) 廃棄しようとする場合には、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
ならず、内閣総理大臣の同意が得られない場合には、新たに保存期間とその満了の日
を設定しなければならない（8 条）
。
7) 国立公文書館等で保存されるに至った特定歴史公文書については、国立公文書館等の長
は、利用の請求があった場合には、情報公開法が開示義務の例外と定めた不開示情報
に該当する場合等を除いて、これを利用させなければならない（16 条）
。
8) 利用請求に対する拒否処分や不作為について不服がある者に対しては、行政不服審査法
による異議申立てを認め（21 条）
、
9) 異議申立てがあったときはこの法律により内閣府に設置される公文書管理委員会（28
条）に諮問し、その答申を受けて裁決・決定を行う（22 条）。
10)利用拒否について司法的救済を求めることも排除されていない。
公文書管理法制定・施行の意義
「第１回学習会から学んだ事柄」で情報公開制度の課題に触れたが、要するに情報公開法では保
有している情報の公開を行政機関に義務づけてはいても、公文書の適切な作成・整理・保存等の管
理について、詳細な手続を定めてはいない。そのため、杜撰な文書管理に起因する公文書の不存在
等（行方不明や違法な廃棄、文書隠しなど）に対しては無力だった。それでは、その課題が公文書
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管理法の施行によってどのように改善されたか、第２回学習会の右崎氏の資料を引用して示したい。

しかし、情報公開法の施行から 10 年を経て、公文書管理法の施行により、ようやく制
度の両輪がそろうことになり、現用の行政文書については情報公開法の定める手続により、
また、非現用とされた行政文書のうち国立公文書館等に移管された特定歴史公文書につい
ては公文書管理法の定める手続により、誰もが開示や利用を請求することができる「権利」
を保障されることになった。国立公文書館等に移管されずに廃棄されるものについても、
内閣総理大臣の同意を要するとすることで、行政機関の都合や一存で廃棄することへの歯
止めをかけた。
情報公開法に加えて、主権者である国民が共有の知的資源としての公文書を主体的に利
用し得る条件が整えられたことは、日本における民主主義にとってきわめて重要な一歩を
記したことは間違いない。
公文書管理法の課題 ― 内閣委員会での附帯決議
法律が衆参両院の内閣委員会で可決されたときには、それぞれの院で「附帯決議」が採択された。
衆議院では 15 項目、参議院では 21 項目におよんだ。そこで、課題について押さえるために、法成
立時の「附帯決議」を見ておきたい。以下に参議院内閣委員会で採択された附帯決議を記した。

《参議院附帯決議》
1. 公文書管理の改革は究極の行政改革であるとの認識のもと、公文書管理の適正な運用を
着実に実施していくこと。
2. 国民に対する説明責任を果たすため、行政の文書主義の徹底を図るという本法の趣旨に
かんがみ、外交・安全保障分野も含む各般の政策形成過程の各段階における意思決定
に関わる記録を作成し、その透明化を図ること。また、軽微性を理由とした文書の不
作成が恣意的に行われないようにするとともに、文書の組織共用性の解釈を柔軟なも
のとし、作成後、時間を経過した文書が不必要に廃棄されないようにすること。
3. 行政機関の政策決定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
できるようにするため、行政機関による委託事業に係る元データが確実に取得される
仕組みを検討すること。
4. 行政文書の管理が適正に行われることを確保するため、作成から一定期間が経過した行
政文書をその保存期間満了前に一括して保管等の管理を行う制度（いわゆる中間書庫
の制度）の各行政機関への導入について検討を行うこと。
5. 保存期間の満了により廃棄される行政文書の量が膨大なものであることを踏まえ、廃棄
に係る行政文書の内容の審査等に要する内閣総理大臣の補佐体制を強化すること。
6. 公文書の管理・利活用に関する情報を十分に公開し、その在り方について多角的な専門
的知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
7. 特定歴史公文書等の適切なデジタルアーカイブ化を推進し、一般の利用を促進すること。
8. 公文書の電子化の在り方を含め、セキュリティーのガイドラインの策定、フォーマット
の標準化及び原本性確保等の技術的研究を推進し、電子公文書の長期保存のための十
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分な検討を行うこと。
9. 国立公文書館等へ移管された特定歴史公文書等に対する利用制限については、利用制限
は原則として三十年を超えないものとすべきとする「三十年原則」等の国際的動向・
慣行を踏まえ、必要最小限のものとすること。
10.特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱いにおける除外規定である本法第十六条に
規定する「行政機関の長が認めることにつき相当の理由」の有無の判断に関しては、
恣意性を排し、客観性と透明性を担保する方策を検討すること。
11.宮内庁書陵部及び外務省外交史料館においても、公文書等について国立公文書館と共
通のルールで適切な保存、利活用が行われるよう本法の趣旨を徹底すること。
12.本法に基づく政令等の制定・改廃に際しては、十分に情報を公開し、多角的な専門的
知見及び幅広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること。
13.公文書の適正な管理が、国民主権の観点から極めて重要であることにかんがみ、職員
の公文書管理に関する意識改革及び能力向上のための研修並びに専門職員の育成を計
画的に実施するとともに、専門職員の資格制度の確立について検討を行うこと。また、
諸外国における公文書管理体制の在り方を踏まえ、必要な人員、施設及び予算を適正
に確保すること。
14.既に民営化された行政機関や独立行政法人等が保有する歴史資料として重要な文書に
ついて、適切に国立公文書館等に移管されるよう積極的に対応すること。また、国民
共有の知的資源を永く後世に伝えるため、特定歴史公文書等の保存・修復に万全を期
することができる体制を整備すること。
15.本法の趣旨を踏まえて地方公共団体における公文書管理の在り方の見直しを支援し、
また、国立公文書館と地方公文書館との連携強化を図ること。
16.一部の地方公共団体において公文書館と公立図書館との併設を行っていることを考慮
しつつ、より多くの公文書館が設置されることを可能とする環境の整備について検討
すること。
17.刑事訴訟に関する書類については、本法の規定の適用の在り方を引き続き検討するこ
と。
18.附則第十三条第一項に基づく検討については、行政文書の範囲をより広げる方向で行
うとともに、各行政機関における公文書管理の状況を踏まえ、統一的な公文書管理が
なされるよう、公文書管理法制における内閣総理大臣の権限及び公文書管理委員会の
在り方についても十分検討すること。
19.公文書等の管理に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための司令塔として公文
書管理に係る政策の企画・立案及び実施を担当する部局及び機構の在り方について検
討を行うこと。
20.行政機関のみならず三権の歴史公文書等の総合的かつ一体的な管理を推進するため、
国立公文書館の組織の在り方について、独立行政法人組織であることの適否を含めて、
検討を行うこと。
21.公文書管理と情報公開が車の両輪関係にあるものであることを踏まえ、両者が適正か
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つ円滑に実施されるよう万全を期すること。
公文書管理法の２つの課題

― ①「知る権利」が明記されていない

第２回学習会では右崎氏より、この法律の根幹にかかわるとして、２点について指摘がされた。
１点目は、第１条の目的で、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」と規定されているにも関わらず、国民の
知る権利の保障の観点が明記されなかったことである。逆に、特定歴史公文書の利用請求権に対し
て、情報公開法の不開示情報規定をほぼそのまま横滑りさせる形で広い除外規定が設けられたこと
で、
「公文書を利用する国民の権利が制限される根拠を提供することになったのではないか」と、
右崎氏は危惧している。
情報公開法制定時の議論で、憲法 21 条に含まれる「知る権利」の保障を具体化する立法である
ことを明確にするために、
「知る権利」の保障を明記すべきだとの主張もされたという。しかし、
行政法学者と憲法学者の間に、情報公開法の受け止め方に対する落差があり、その法的性格が明確
ではないとして見送られ、
「説明責任」を明記するにとどまった。その結果、開示請求権も情報公
開法における権利にとどまるとされて、開示請求権に対するさまざまな制約が法律に残されること
になった。結局、行政運営への支障を理由に、実質的にはむしろ不開示を原則とするかのような扱
いを許す結果となった。このことは、第１回学習会で情報公開法について三木由希子氏が指摘した、
「実際は原則と例外がひっくり返っているのではないかという議論」に繋がる。
したがって公文書管理法でも、国民の「知る権利」の保障が明記されなかったことによって、情
報公開法における不開示と同様の利用拒否の扱いが生じないかという危惧が残る。
さらに、公文書の廃棄に際しても、アメリカ国立公文書記録管理局（NARA）で行われているよ
うな、公文書の廃棄決定を官報で公示し、国民が意見書を提出する機会を保障している状況とは大
きな隔たりがある。この点も、公文書に対する国民の権利に関わる重要な課題である。
公文書管理法の２つの課題

― ②「30 年原則」が明記されていない

２点目は、国際標準である「30 年原則」が明記されなかったことである。
公文書についての「30 年原則」とは、右崎氏によると、1966 年に国際公文書館評議会マドリッ
ド大会において決議された、公文書の利用制限は原則として 30 年を超えないものとするという原
則のことだそうだ。30 年を経た公文書はすべて公開し、国民の利用に供すべきと定めた。
国立公文書館等に移管された特定歴史公文書の利用請求に際し、情報公開法の不開示規定がほぼ
そのまま、利用請求の拒否事由とされるという。
「30 年原則」が明記されないことで、防衛・外交・
犯罪予防等に関する情報が、永久に開示されない可能性を残してしまうことになった。
この点について右崎氏は、日本におけるアーキビスト（過去の記憶として永続的な価値を持つ記
録を、査定して保存管理し、情報として利活用することを手助けする専門職）の法的位置づけの弱
さを指摘していた。たとえば隣国の中国や台湾では、日本よりも充実したアーキビストの養成が行
われている。
国の財産として残していかなければならない公文書が不用意に、あるいは恣意的に廃棄されない
ようにするためにも、そして不当な制限を受けずに公文書を活用できるようにするためにも、必要
な事項が法律に明記され、さらに文書管理の専門家としてアーキビストの法的な位置づけがきちん
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とされることが重要である。
公文書管理法の改正による特定秘密のチェックの可能性
特定秘密保護法の施行により、様々な情報が秘密の闇の中に隠されてしまうようになった。唯一
国の行政から独立した形で設置された国会の情報監視審査会の会議も、秘密会が原則で、作成され
た議事録を公表する仕組みも作られていないという。しかも、公文書管理法は行政文書を対象とし
ているので、国会の文書には適用されないという問題がある。したがって、特定秘密の監視を担う
両院の情報監視審査会の活動そのものが、秘密のベールに包みこまれてしまうという危惧を拭えな
い。そしてそれが、特定秘密の運用に対するチェックを、よりいっそう難しくしている。
そこで、
「公文書管理法の改正とその活用による特定秘密のチェックの可能性」に希望を見出し
たい。公文書管理法ではその附則で、次のように規定している。

（検討）
第十三条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案

しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると
認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
２

国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判

所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。
公文書管理法が施行されたのは平成 23（2011）年 4 月 1 日だった。したがって、上記の第 13 条
に照らすと今年はまさに法の改正を検討する年に当たる。また、同条 2 項では、国会及び裁判所の
文書管理のあり方についても検討を行うことを規定している。国会における情報監視審査会の活動
が公文書として管理されることによって、その活動内容が闇の中に隠されてしまうことなく、最長
でも 30 年後には公開されるような仕組みを、国会自らが構築する可能性が見えているのである。
右崎氏は、特定秘密の運用に対する公文書管理法によるチェックという観点から、公文書の「30
年原則」の下で、第三者的な機関によるチェックを行う選択肢の可能性に言及した。参考例として
アメリカの公文書管理のあり方をあげて、NARA に属する情報安全監察局（ISOO）の審査を経な
ければならない事例を示した。右崎氏によると、ISOO は、1978 年にカーター大統領によって設立
され、政府の秘密指定の運用に対して、第三者的な立場からチェックする役割を担っているとのこ
とで、NARA は当初、連邦政府の一機関（国立公文書館）という位置づけで設立されたが、その後
に政府から独立した連邦機関になり、その職員数は 2006 年時点で 2504 人とされているそうだ。
公文書管理法の改正については、利用制限規定の見直しなど様々な角度から、多岐に渡る検討が
望まれる。
(3) 第３回学習会から学んだ事柄
情報公開請求をしなければ情報は公開されない。
私たちは第１回学習会で、
「情報公開請求をしなければ情報は公開されない」ことを学んだ。そ
こで第３回学習会では、実際に情報公開請求を行う場面を想定して、三木由希子氏から具体的な手
続きについて学んでいった。
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まず準備段階として、行政機関からすでに公表されている情報や、新聞・出版・放送などのメデ
ィアを通して報道されている情報を収集し整理することから始める。つまり、情報公開請求は、他
に情報を入手する方法がない時に使う手段だということである。私たちの周囲には、探せば手に入
れることのできる情報が、隠れているかもしれないということだ。また、知りたい事柄を整理する
ことも大事である。たとえば、所有している機関、入手したい情報の仕組み・制度・時系列・関係
機関・関係者等、そして具体的に入手したい情報の内容などである。
次は具体的に請求書を提出して決定を待つことになる。決定内容に不服がある場合は不服申し立
てをして、権利救済を求める。このようにして情報公開を進めていく。
情報公開制度の活用
情報公開請求によって公開された情報から、新たな手がかりを手にすることもできる。つまり、
やみくもに情報公開請求をするのではなく、情報を整理し系統立てていくことが重要である。リー
クなどで入手した情報があれば、公文書を公開させることでオーソライズする。共通の問題や課題
については、自治体間や複数の機関などについて比較を行う。情報公開制度を使うことによって、
問題や課題を顕在化させる。テーマを決めて大きく網をかけていくと、思わぬところから大きな発
見が得られることもある。
このようにして公開された情報をどう評価するか、その価値判断が情報を生かすか殺すかの分か
れ目になると、三木氏は語った。公開された情報を意味のあるものにするには、請求当初からター
ゲットとする問題や課題に対して仮設を立てておくことが大事だとのことである。そして、得た情
報を横軸、縦軸など様々な視点で整理すると、見えてくるものがあるとのことであった。
例えば、
「特定秘密保護法の適性評価の実施状況を知りたい」と考えた場合には、次のような手
順が想定できる。
① 明らかにしたいこと、明らかにする目的は何かなどの論点設定をする。
② 「法」「施行令」
「統一基準」
「特定秘密保護法規程（各省庁が策定）」で公開されている仕組
みの整理、構造化。
③ 公表される情報は何かを確認する。
④ 公開される可能性のありそうな情報がないかを探す。
４. 「特定秘密保護法」の廃止に迫る
一連の学習会を経て私たちは、情報公開法と公文書管理法について、おぼろげながら輪郭を掴むこと
ができたのではないだろうか。一方で、国家が有する秘密とは何か、それを情報公開制度を使って公開
させることの意義とは何か、行政文書を管理するとはどういうことか、それは国家が有する秘密とどの
ように関わっているのかなど、心中に問いかける事柄も多かったのではないだろうか。
私たち、「秘密保護法」廃止へ！実行委員会は、特定秘密保護法の廃止を目指して活動してきた。な
らば、心中に問いかけるだけでなく、学んだことを生かして特定秘密保護法の廃止に迫っていくための
行動を起こすことが重要だと考える。
そこで、もう一度、特定秘密保護法の問題点を整理し、そのうえで、今回の一連の学習の結果から特
定秘密保護法の廃止に迫る糸口を探ってみたい。
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特定秘密保護法の問題点
私たちが「戦争法」と規定する２つの法律が、9 月 19 日未明に参議院本会議で可決された。法
律に携わる多くの専門家が違憲だと主張した戦争法だが、同じように特定秘密保護法も違憲立法だ
と言われており、現在、違憲訴訟も行われている。
そして、この２つの法律が深い関係にあるだけでなく、一体的に運用されることも、私たちは認
識し、強い危機感を抱いている。実際に、戦争法案の国会審議の過程で中谷防衛大臣が、集団的自
衛権を行使するための対処基本方針に記載する前提となる情報が、特定秘密に含まれる可能性があ
ることを認めている。
これでは、特定秘密は増えるばかりで、主権者である私たちが政府を監視することができなくな
る。それでは、私たちに代わって政府を監視する機関として衆参両院に設置された情報監視審査会
は、その役割を十分に果たせるのだろうか。その点について検証してみたい。
まず現在の委員構成だが、衆議院は 8 名の委員の内、自民 5、民主 1、公明 1、維新 1 となって
いる。参議院は自民 4、民主 2、公明 1、維新 1 となっている。特定秘密保護法を成立させた与党
の委員が多数を占める中で、どのような監視ができるのだろうか。甚だ疑問である。
国会への特定秘密の提供については法第 10 条第 1 項に規定されている。しかし同時に、その提
供によって、
「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがない」ことを規定している。政府
の逐条解説（P.64）には次のように書かれている。

国会等の提供先において必要な保護措置が講じられた場合、原則として、特定秘密を提
供することとなるが、例えば、外国の情報機関から提供された情報であって、第三者に提
供することについて、提供者の承諾が得られていない情報等、我が国の安全保障に著しい
支障を及ぼすおそれがあると判断せざるを得ない場合など、例外的な場合には、特定秘密
を提供しないときがあると考える。
これでは特定秘密だからと、恣意的に国会にも情報を提供しないことが可能になる。
それでは、情報監視審査会側から行政に対して強制力を持つことはできないのだろうか。
国会法では第 11 章の 4 に情報監視審査会を規定しており、
第 102 条 13 で設置の理由を述べてい
る。その趣旨は、特定秘密保護法の運用を常時監視するために、特定秘密の指定、解除、適性評価
の実施状況について調査し、議会からの特定秘密の提出要求に対する行政機関の長の判断の適否等
を審査する、となっている。実際には、特定秘密の提供を求めても、前述のように、行政側が恣意
的に提供しない可能性がある。
また、第 102 条 16 では、行政の特定秘密の保護に関する制度の運用について、改善勧告をする
ことができるとしている。しかし、改善勧告だけでは何の強制力も持たないのと同じである。
この状況を打破するためには、選挙によって、自公が多数を占める議会の議員構成を変えていく
ことが、絶対条件であることは間違いない。しかし、他の手段、たとえば情報公開法や公文書管理
法を活用することによって、状況を改善する道を開くことはできないだろうか。知恵を絞ってみた
い。
情報公開請求によって特定秘密に迫る
第３回学習会で、特定秘密保護法の適性評価の実施状況を例にあげて、情報公開請求をするケー
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スを考えた。特定秘密を取り扱う業務に従事する者には、適性評価が行われる。今年 6 月 22 日に
政府が国会に提出した報告書によると、法施行日の昨年 12 月 10 日から 12 月末までの期間の、特
定秘密指定件数は 382 件であった。しかし、政府機関別の数や情報の大まかな分類は公表されたが、
内容は全く見えない。また、適性評価は 0 件ということであった。
今年に入って 9 か月が経過したので、その後の特定秘密の指定件数はかなりの数にのぼっている
のではないか。またそれに伴い、適性評価も行われていると思われる。したがって、適性評価の実
施状況の情報公開を求めることは、最初のアプローチとしての意義が十分にあると考えられる。
情報公開法および公文書管理法の改正によって特定秘密に迫る
第２回学習会で右崎氏が、
「特定秘密に指定された情報であっても、情報公開法に基づく開示請
求の対象にはなり得る」と話された。ただし、情報公開法第 5 条に示された不開示情報として扱わ
れて、不開示処分にされる可能性が高いそうだ。とは言え、その後の手続きで、不服申立て、裁判
所による救済を求めての行政訴訟と進めていくことも可能となる。
しかし、現在の情報公開法には裁判所のインカメラ審査権限が定められていないので、第三者で
ある裁判所の審査は制限される。したがって情報公開法についても、特定秘密に迫るために、第三
者の審査が行われるような改正の必要がある。
そして、第２回学習会で学んだように、公文書管理法の改正による国会及び裁判所の文書管理も、
特定秘密に迫る手がかりとなる。
私たち「秘密保護法」廃止へ！実行委員会が取り組んできた「特定秘密保護法の廃止」への道のりは
決して平坦なものではないが、情報公開法と公文書管理法を活用することで、決して不可能な道のりで
はないと考えてよいのではないだろうか。
私たちが今取り組まなければならないことは、目の前にある公文書管理法の改正の検討に際し、“意
味のある改正”を行わせるための行動である。そしてさらに、情報公開請求を実践して特定秘密に迫る
と同時に、情報公開法の改正を求めてアプローチしていくことである。
このような目標を掲げて、今後の活動を推進していきたい。
［文責：前田能成（
「秘密保護法」廃止へ！実行委員会事務局／出版労連）
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