【未定稿】
国家安全
平成２５年１２月５日

○佐藤正久君 矢倉委員︑大門委員︑そして私︑

○委員長︵中川雅治君︶ 静粛にお願いします︒

す︒

ので︑詳細はこれにより御承知願いたいと存じま

会議の内容は︑速記により記録をいたしました

平成二十五年十二月五日︵木曜日︶
︵未定稿︶
佐藤の計八名で︑三名の公述人から意見を聴取し

午後一時開会
○委員長︵中川雅治君︶ ただいまから国家安全
た後︑委員からの質疑が行われました︒
まず︑公述の要旨について報告をいたします︒

ては︑公述人及び関係者の方々に多大な御協力を

最後に︑今回の地方公聴会の開催に当たりまし

保障に関する特別委員会を開会いたします︒
︵発
言する者あり︶

以上で報告を終わります︒
︵発言する者あり︶

第であります︒

いただきました︒ここに深く感謝の意を表する次

述人からは︑化学兵器防護における秘密の重要性︑

最初に︑前陸上自衛隊化学学校長の川上幸則公

委員の異動について御報告いたします︒

諸外国との関係において秘密を保護する枠組みの

席に着いてください︒
本日までに︑平木大作君︑猪口邦子君︑小野次
れ︑その補欠として山本香苗君︑石井浩郎君︑井

ィー研究所所長の伊東寛公述人からは︑サイバー

次に︑株式会社ラック理事サイバーセキュリテ

れを本日の会議録末尾に掲載することといたしま

なお︑地方公聴会の速記録につきましては︑こ

○委員長︵中川雅治君︶ 以上で派遣委員の報告

上義行君︑和田政宗君及び室井邦彦君が選任され

セキュリティーを確保する観点からの秘密保護制

す︒

必要性などについて意見が述べられました︒

ました︒

度の必要性︑本制度の迅速な整備と国会及び裁判

郎君︑山勇一君及び藤巻健史君が委員を辞任さ

│││││││││││││

所のチェック機能などについて意見が述べられま

は終了いたしました︒

○委員長︵中川雅治君︶ 特定秘密の保護に関す

した︒

○委員長︵中川雅治君︶ この際︑委員の異動に

│││││││││││││

る法律案を議題といたします︒︵発言する者あ

ついて御報告いたします︒
からは︑広範な特定秘密の指定による情報隠蔽と

欠として熊谷大君が選任されました︒

最後に︑埼玉弁護士会元副会長の山崎徹公述人

昨四日︑本委員会が行いました委員派遣につき

適性評価導入等による監視社会化の懸念︑知る権

│││││││││││││

り︶
まして︑派遣委員の報告を聴取いたします︒佐藤

利を奪い人権抑圧につながる危険性などについて

本日︑佐藤ゆかり君が委員を辞任され︑その補

正久君︒
︵発言する者あり︶

意見が述べられました︒

願いいたします︒
︵発言する者あり︶質疑をお願

質疑をお願いいたします︒白眞勲君︑質疑をお

︵発言する者あり︶

質疑のある方は順次御発言願います︒白眞勲君︒

あり︶

る法律案について質疑を行います︒
︵発言する者

○委員長︵中川雅治君︶ 特定秘密の保護に関す

○佐藤正久君 委員派遣について御報告申し上げ

る安全保障環境に関する認識︑サイバー攻撃︑サ

公述人の意見に対し︑各委員より︑日本をめぐ

昨四日︑特定秘密の保護に関する法律案の審査

イバーテロの脅威の現状︑特定秘密の運用基準及

ます︒
︵発言する者あり︶
のため︑委員派遣を行い︑さいたま市において地

び指定の有効期間︑原発事故情報が特定秘密に指
侵害等について質疑が行われました︒

定される可能性︑適性評価によるプライバシーの

方公聴会を開催いたしました︒
派遣委員は︑中川委員長︑島尻理事︑西田理事︑
石川理事︑北村委員⁝⁝︵発言する者あり︶
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眞勲君︑お願いいたします︒
︵発言する者あり︶

法案の審議ですので︑質問を続けてください︒白

願いいたします︒
︵発言する者あり︶国民注視の

ださい︒

いいたします︒
︵発言する者あり︶席にお戻りく

えてくださいよ︒

○白眞勲君 あなた︑何で答えないんですか︒答

︵発言する者あり︶

○委員長︵中川雅治君︶ 質問を続けてください︒

えください︒

ということは︑採決するわけないですよね︒お答

今も後刻理事会で報告しますと言いましたよね︒

○白眞勲君 皆様の意見を真摯に受け止めるとい

てまいりたいと思っております︒

の意見を真摯に受け止め︑しっかりと御説明をし

おります︒いずれにしても︑政府としては︑皆様

は国会の方で御判断なさるということを承知して

○国務大臣︵森まさこ君︶ 国会の運営について

に考えていらっしゃいますか︒

いいたします︒
︵発言する者あり︶

○委員長︵中川雅治君︶ 白眞勲君︑質問をお願

ましたよね︒採決しないですね︒お答えください︒

協議事項を︑今︑後刻理事会で協議しますと言い

もう一回聞きます︒あなたはなぜ︑今︑理事会

ないかというような御懸念が寄せられておりまし

ついて︑特定秘密になる内容が︑範囲が広範では

○国務大臣︵森まさこ君︶ 例えば︑この法案に

答えしたことは何ですか︒

意見を真摯に受け止めた中で具体的にあなたがお

うことを言っていましたけれども︑じゃ︑皆様の

質問をお願いいたします︒白眞勲君︒質問をお

質問をお願いいたします︒質問をお願いいたしま

白眞勲君︑質問をお願いいたします︒白眞勲君︒

○白眞勲君 委員長︑答えられないんですか︑そ

た︒それに対しては︑別表において限定をしてい

す︒
︵発言する者あり︶席へお戻りください︒

︵発言する者あり︶

れも︒それが︑あれなんですよ︒

っと委員長にお聞きしましょう︒今までこの委員

とやってくださいよ︒それで︑まず︑じゃ︑ちょ

まず︑委員長に申し上げます︒理事会をきちっ

か︒前日に突然開催するなど︑これで国民の声を

があったようですけれども︑一体これ何なんです

ね︒それで︑昨日の地方公聴会についても今報告

じゃ︑今日は官房長官もいらっしゃっています

民の皆様に公表してまいります︑そして︑そのこ

それを有識者会議において細目を決め︑それを国

法令に比べても非常に限定をされており︑さらに

るということ︑この別表の事項は諸外国の類似の

質問をお願いいたします︒
︵発言する者あり︶

︵発言する者あり︶席へお戻りください︒

質問をお願いいたします︒質問をお願いします︒

○白眞勲君 民主党の白眞勲でございます︒

会の質疑の中で多くの内容が委員会の理事会での

議で定期的に公表し︑国会にも報告をしてまいり

とについて︑特定秘密の指定︑それから有効期間︑
と同時に︑森大臣︑森大臣︑あなたは福島の公

ます︑そういったことを御説明をしてまいりまし

聴いたなんて︑こんな茶番はやめていただきたい

聴会︑あなたは福島の選挙区の御出身でいらっし

た︒

協議事項となっておりました︒ちなみに︑委員長︑

何件なんですか︑お答えください︒

ゃる︑そういう中で︑この福島の公聴会について

○白眞勲君 今︑説明してまいりましたと言うけ

解除の件数︑そういったことについても有識者会

○委員長︵中川雅治君︶ 後刻調査いたします︒

も様々な意見があることはあなたは御存じだと思

れども︑全然説明になっていないんですよ︒要は︑

んですね︒

○白眞勲君 委員長︑今日の新聞見ますと︑今日

います︒今回︑こういう埼玉の公聴会についても

我々が納得するような説明をしていただきたいん

あなたがおっしゃった︑後刻理事会で協議します

この法案の採決を与党側が強行すると書いている

こういう形になったこと︑あなた自身はどのよう

と言った協議事項のうち︑協議されていないのは

んですよ︒よもや委員長として︑理事会協議事項︑
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か︑皆さん︑ちょっと挙手をお願いしましょうじ

皆さんも同じなんじゃないでしょうか︒どうです

ん︑私︒恐らくここにいらっしゃる多くの議員の

たけれども︑このような運営は見たことありませ

はいいタイミングだったと私は思うんですね︒

委員会のこの状況を見て︒しっかり見てもらうに

ゃっているわけですけれども︑どうですか︑この

ですから︑その辺で︑今日は官房長官いらっし

な感じが私︑すごくするんですね︒

ですね︒そこがアリバイづくりになっているよう

もうそういうことなんですね︒

○白眞勲君 全然答えていないと言っていますね︒

ております︒
︵発言する者あり︶

受けて御説明に上がらせたというふうに承知をし

○国務大臣︵森まさこ君︶ 藤田委員の御指摘を

りませんけれども︒御答弁お願いします︒

いわけで︑これ︑本人が納得しなければ答えにな

たわけですから︑人をよこすと言ったわけではな

一体どういうことなんでしょうか︒答えると言っ

人は来たけれども全く答えられなかったと︒これ

れたわけですけれども︑藤田議員に言わせると︑

ね︒十二月二日の午前中でお答えするとお約束さ

うな政府答弁は非常に残念だと言っているんです

議院議員も︑附則九条を実質的に骨抜きにするよ

○白眞勲君 これ︑修正案提出者の維新の桜内衆

ふうに承知をしております︒

総理から詳しい内容を御答弁を申し上げたという

申し上げてまいりました︒それを受けて︑昨日︑

上訴委員会等を参考につくっていくということも

ついて︑米国の情報保全監督局︑それから省庁間

か等の御質問もいただいてまいりました︒これに

てまいりました︒その具体的な内容はどうなるの

るということをこれまでも答弁の中で御説明をし

十八条及び附則九条︑それぞれ別々の組織をつく

で︑それで今日採決しようじゃないかみたいなこ

一体何ですか︒こんな︑こんなでたらめな委員会

問席に誰もいないのに︑質問してください︒これ

発言しようとしても知らんぷり︑それでいて︑質

それで︑そもそも理事会では︑野党側の議員が

から言わないでいただきたいと思いますね︒

委員長の権限かどうか︑私が発言権があるんです

あり︶そんなものは︑いや︑いいじゃないですか︑

方︑ちょっと挙手してくださいよ︒
︵発言する者

いただきたいと思うんですけど︑これちょっと簡

ばならないんです︑私の気持ちもちょっと考えて

森大臣︑全く分からないような質問をしなけれ

るわけ︒こんなことで審議なんかできませんよ︒

ですよ︑まだ︒今日の午後三時に出ると言ってい

えていると言うけれども︑議事録が出ていないん

ょうか︒
︵発言する者あり︶今︑答えている︑答

諮問会議︑これ初耳なんですね︒これ何なんでし

全監視委員会︑独立公文書監︑それから情報保全

体何だかさっぱり分からないんですよ︒急に︑保

日の答弁で言及した新しいチェック組織︑これ一

それで︑昨日︑唐突に出てきたのが︑総理が昨

かりと定めていき︑さらにその内容を定期的に国

定秘密の指定の基準︑それから運用状況等をしっ

は︑有識者会議を設置をいたしまして︑ここで特

うお尋ねでございますけれども︑十八条について

○国務大臣︵森まさこ君︶ それぞれの関係とい

るんですか︒

○白眞勲君 ですから︑その関係はどうなってい

機関は別のものでございます︒

て設置をいたします独立した公正な立場の第三者

置をいたします有識者会議と︑附則九条に基づい

○国務大臣︵森まさこ君︶ 十八条に基づいて設

んですか︒

私もいろいろな委員会を今まで見てまいりまし

ゃありませんか︒こんな委員会初めて見たという

とが新聞に出ている︒とんでもない話だというふ

潔にお答えください︒

民︑それからまた国会にも報告をするというもの

それと︑森大臣にお聞きしたいんですけれども︑

よね︒これ︑附則九条との関係はどうなっている

先日︑当委員会で英文の資料が届かないという件︑

○国務大臣︵森まさこ君︶ これにつきましては︑

うに思います︒

これ︑藤田議員の件︑御記憶にあるかと思います
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○白眞勲君 全然よく分からないんですよね︑そ

監察をする機関でございます︒

適正性をしっかりと独立した立場で公正に検証し︑

は全く別の組織でございまして︑指定そのものの

附則九条の場合は︑この十八条の有識者会議と

威についても様々な観点から御見識がある方だと

事にも自ら進んでいらっしゃる︒当然︑テロの脅

敬している政治家の一人であります︒自衛隊の行

で石破幹事長は今までされてきたわけで︑私も尊

実際︑防衛庁長官︑防衛大臣︑そして農水大臣ま

議員と同様︑与党きっての防衛の専門家である︒

特に︑石破幹事長は︑これは法案提出者の中谷

引っ張ると我々を批判しているんですよ︒

るマスコミは︑法案の中身に関係がないのに足を

の疑問の声が上がっているという中で︑また︑あ

我々は︒また︑参考人からもテロの定義について

定義というものを議論しているわけですよね︑

ですけれども︑その中で︑これ︑特にこのテロの

が︑我々はこう言っているから問題にしているん

はいただけないと私は思うんですよね︒ですから︑

があり︑そしてそれをテロと同一視するというの

める範囲内で行われるデモについては言論の自由

特に官房長官が答弁されているように︑法令の定

いてお聞きしたいと思います︒

デモをテロに例える発言をブログに記した件につ

で言っているようなものですよ︑これ︒

の中に審議しろということを与党議員からのやじ

から困るんですよ︒そういうものをちゃんと法律

んだけど︑条文がないものをただ言葉で説明する

○白眞勲君 そうなんですよ︑防衛の分野で物す

てきたというふうに承知をしております︒

しては︑防衛の分野でこれまでも御経験を積まれ

○国務大臣︵森まさこ君︶ 石破幹事長につきま

○白眞勲君 森大臣︑いかがですか︒

ですから︑そのとおりだと思います︒

○国務大臣︵菅義偉君︶ 中谷議員が言われるん

○白眞勲君 官房長官︑いかがでございますか︒

ございます︒

○衆議院議員︵中谷元君︶ はい︑そのとおりで

ということでよろしゅうございますか︒

今の私の見解︑つまり与党きっての防衛通である

まず︑中谷議員︑仲よしですよね︒ですから︑

んです︒仙谷発言の件について︑
﹁極め付けは︑

参議院の問責決議案の中でこうおっしゃっている

ですね︒

保安庁も含まれています︑こう発言されているん

と警察です︑日本では自衛隊と警察︑それに海上

定義だろうと︑暴力装置というのはすなわち軍隊

法的に独占所有しています︑それが国家の一つの

国の独立や社会の秩序を守るために暴力装置を合

おっしゃっているんですね︒国家という存在は︑

な﹂という本があるんですけれども︑そこでこう

発刊された本で﹁軍事を知らずして平和を語る

ょっと発言されているんですけど︑二〇〇六年に

ことがあるんだけど︑石破幹事長は過去にこうち

でございます︒

れね︒もう一回⁝⁝︵発言する者あり︶ちゃんと
私は思っております︒

本人は一部撤回したと言うんですけど︑今まさに

ごい経験を積まれてきたすばらしい政治家なんで

自衛隊を暴力装置と発言したことです︒学生時代︑

でも︑この際だから︑私︑どうしても聞きたい

条文がないから言っているんですよ︒やじが飛ぶ

参議院でこの法案を審議している中︑テロの定義

すね︒その方がこういう発言をしたということだ

社会主義学生運動組織で活動していた仙谷長官に

この発言︑極めて問題のある発言ですけれども︑

ところで︑次に︑石破茂自民党幹事長の市民の

についても議論が行われているわけですよ︒与党

から︑我々は問題視をしているということなんで

とっては日常用語なのでしょうが︑平和憲法に基

づき国家の根幹である国防を担い︑国際貢献や災

これ︑仙谷官房長官に対して森大臣は︑これは

の幹事長が自らテロの定義をされたようなものじ

すね︒
そのように︑この与党内で極めて見識のある方

ゃありませんか︑これじゃ︒だから我々は問題視
しているんですね︒
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【未定稿】
国家安全
平成２５年１２月５日

設その他の物を破壊するための活動﹂をいいます

で︑これらの目的で﹁人を殺傷し︑又は重要な施

える目的で﹂というふうに記載をしておりますの

これを強要し︑又は社会に不安若しくは恐怖を与

その他の主義主張に基づき︑国家若しくは他人に

なお︑本法案のテロリズムの定義は︑
﹁政治上

ん︒

について政府からコメントすることはございませ

○国務大臣︵森まさこ君︶ 与党の幹部の御発言

御見解を持っていらっしゃるんでしょうか︒

うことをおっしゃっているんです︑あなた︒

装置と発言し︑海上保安官を守らない︑
﹂
︑こうい

とは許されることではありません︒自衛隊を暴力

害救助に汗をかく自衛隊を暴力装置と侮辱したこ

しからぬ︑そういうことじゃないの︒こういうの

よ︒自民党の発言はいい発言︑民主党の発言はけ

と言う人たちがいたんですね︒同じことなんです

兵器は悪い核兵器と昔言った人たちは左翼集団だ

答弁︒ソ連の核兵器は良い核兵器︑アメリカの核

○白眞勲君 あのね︑それって逃げていますよ︑

破幹事長の発言については承知しておりません︒

発言をしたということは事実でございますが︑石

ふうに発言をしたことについて︑私がそのような

の仙谷由人元官房長官が自衛隊を暴力装置という

○国務大臣︵森まさこ君︶ 私は︑当時の民主党

を聞いているんですよ︒お答えください︒

対してどういうふうに考えているのかということ

とを言っていたわけですよ︑石破先生も︒それに

○白眞勲君 だから︑それで︑石破発言も同じこ

たことは事実であります︒

に該当するわけでございます︒書いてないものを

に指定をされます︒これは別表に書いてあるもの

て国民を守れないというような場合には特定秘密

れが公表した場合にテロリストに知られてしまっ

うもちろん国民のためにテロリズムの情報を︑こ

こってそのような情報が来たときには︑これはも

食品にテロが毒物等を混入するという事態が起

いくわけでございます︒

をした後は別表に該当するものが対応︑該当して

はありません︒そして︑特定秘密保護法案が成立

定秘密に入っているとか入っていないということ

本法案はまだ施行されておりませんので︑現在特

○国務大臣︵森まさこ君︶ それは全く違います︒

れば入るという可能性なんでしょうか︒

で特定秘密に入らなかったものも要件が当てはま

私︑これちょっと疑問なのは︑とすると︑今ま

れないと答弁されました︒

ので︑一般の皆様のデモ活動についてはテロリズ

を機会主義者というふうに言う人もいるわけなん

じゃ︑石破発言については︑どういうあなたは

ムに該当するわけではございません︒

拡大するとか︑書いていないものに新たに当ては

めるということではございません︒

ですけれども︒
では︑森大臣︑私はもう一つ疑問なことがある

○白眞勲君 私が聞いているのは︑石破先生も暴
力装置であると言っているんですよ︒それに対し

いるんですよ︒全然違うことを︑はぐらかさない

ういう御見解をお持ちですかということを聞いて

ゃっていたんですよ︒これに対してあなたは今ど

ば食品の中にテロが何か毒物を入れるとか︑そう

ゃっているんですね︒この分野については︑例え

いらっしゃいます︒先日の国会答弁でこうおっし

森大臣は今食品の安全について御担当をされて

ることでございますので︑それはもちろん︑国民

○国務大臣︵森まさこ君︶ テロリズムに該当す

よね︒

可能性があるということでよろしゅうございます

別表に入っていれば︑食品の安全であっても入る

○白眞勲君 だから︑そこなんですね︒つまり︑

でいただきたい︒お答えいただきたい︒

いうようなおそれのある情報がもし入手されたと

の生命と国家の存立のために︑テロリズムの危険

んですけれども︑全然違う話です︒

○国務大臣︵森まさこ君︶ 当時︑私が民主党の

きは︑特定秘密として取り扱うこともあるかもし

てあなたは︑これ仙谷長官に対してはこうおっし

仙谷由人元官房長官に対してそのような発言をし
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【未定稿】
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平成２５年１２月５日

報︑これをテロに知られてしまったら警備できま

備のためにどういう配置をするのか︑そういう情

テロの警備のために必要な情報︑例えばテロの警

の長が指定をし︑警察機関で︑失礼いたしました︑

がこれは指定をいたします︒ですので︑行政機関

ました︒ただ︑この特定秘密というのは行政機関

原発の事故に関する情報は入りませんと言ってき

私がこれまで繰り返し御答弁をしてきたのは︑

合には入るということです︒

リズムに対する警備の情報︑これを︑該当する場

いなかった情報が入るのではなくて︑新たにテロ

○国務大臣︵森まさこ君︶ いえ︑今まで入って

ことでよろしゅうございますよね︒

今まで入っていなかった原発の情報も入るという

そういう記載がされるものに該当する場合には︑

撃のおそれがあるというふうに︑いわゆる別表に

るわけですよね︒ところが︑原発に対してテロ攻

察官の警備状況などは秘密になり得るとされてい

秘密ではないけれども︑テロに対しての例えば警

これ︑今までの答弁で︑原発の中の地図は特定

力発電所なんですね︒

○白眞勲君 そうすると︑私︑疑問なのは︑原子

ということでございます︒

というこの条文に該当する場合は入ることもある

から国家の安全保障上特に秘匿する必要性がある

それは︑中谷さんなんかよく分かると思うんです

いんじゃないかなと思うところがあるんですよね︒

もう一つ︑森大臣︑私︑認識がちょっとこれ甘

ような形になるわけなのに︑今度︑原発の場合は︒

まであったものが︑テロリストが入った途端なる

○白眞勲君 私︑分からないのは︑食品だって今

はございません︒

今までなっていなかったものがなるということで

うことで︑今まであった情報が突然特定秘密に︑

すと︑そういうものが特定秘密に指定されるとい

った警備計画が︑こことここに警察官を配置しま

の警備計画を作ったと︑その新たに行政機関が作

来るということで新たにテロリストのための警備

情報︑それが特定秘密になったり︑テロリストが

そうではございません︒テロリストが来るという

った情報も入るのかという御質問でございますが︑

ているという情報があれば︑今まで入っていなか

○国務大臣︵森まさこ君︶ テロリストに狙われ

ます︒もう一度確認します︒お願いします︒

そういうことでよろしいですね︒もう一度確認し

るということを私︑何度も聞いているんですね︒

テロリズムの情報があるといえば入る可能性があ

○白眞勲君 ですから︑そこなんですよ︒つまり︑

おります︒

秘密に入る可能性があるということを申し上げて

ストの攻撃から守るための情報ということで特定

ては厳格な管理を行うことになっているわけでご

電力が特定核燃料物質の防護に関する秘密につい

ざいまして︑原子力事業者等︑つまり例えば東京

物質及び原子炉の規制に関する法律というのがご

外のものについては︑別途︑核原料物質︑核燃料

○国務大臣︵森まさこ君︶ 警察が持っている以

確認させてください︒

じゃないでいいですよ︒そこをちょっともう一度

すけれども︑そうじゃないと言うんだったらそう

たら︑それは隠すのは当たり前だと私は思うんで

ですから︑そういう面で︑そういう情報があっ

んですよね︒

するようにしていかなければいけないと私は思う

っぱりここは機密にして︑それは対象を見せなく

では警備し切れない部分がある︒私だったら︑や

れないと言っているわけですね︒つまり︑警察官

全領土が我々の報復攻撃対象になることは避けら

こういう中長距離攻撃を重視する現代戦で日本の

ういうふうにも書いているわけですよ︒つまり︑

ね︒それから︑北朝鮮︑日本には原発がある︑そ

企画︑こういうことも記事も出ているわけですよ

これは産経ニュースか︑北が対日原発自爆テロを

はないと思っているんです︒これ︑聯合ニュース︑

けれども︑警察官だけで原発は守れるものでは私

特定秘密については︑民間の例えば東京電力が

ざいます︒

せんので︑そういうものは︑これは原発をテロリ
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秘密があるかということを一つ一つ明らかにする

だいておりますが︑個々の装備にどれだけの防衛

のくらいかということは私どもは公表させていた

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 防衛秘密全体がど

構です︒

ですか︒件数だけ教えてください︒件数だけで結

もお答えできないというのはおかしいんじゃない

ありません︑私︒件数だけなんですね︒件数だけ

○白眞勲君 いや︑別に中身聞いているわけじゃ

それはお答えはできません︒

という具体的な装備に関してのお問合せですので︑

○国務大臣︵小野寺五典君︶ ﹁そうりゅう﹂型

あり︶いや︑質問通告しているよ︒

質問通告していますよ︑ちゃんと︒
︵発言する者

の防衛秘密︑一体今何件あるんでしょうか︒これ

う﹂型というのがあると思うんですけれども︑そ

いことがあって︑最新鋭の潜水艦で﹁そうりゅ

がないのだけれども︑これ︑どうしても私聞きた

かく来ていただいているから︑ちょっとこれ時間

それで︑私はここでまた別に︑防衛大臣にせっ

はそれは広がるということじゃありませんか︒

○白眞勲君 ですから︑テロ情報が入ったときに

いものだけを特定秘密にするのでございます︒

テロの警備等の本当に特に秘匿しなければならな

ではございません︒その行政機関が原発に対する

持っているものも全て特定秘密にするということ

だけの方々︑配偶者と︑これは子供は一応二人と

の調査範囲︑これだけの︑つまり本人以外にこれ

要は︑特定秘密の評価対象者と関連する家族など

るから︑私パネル作ったんですよ︒
︵資料提示︶

ますけど︑今日は傍聴人の方もいらっしゃってい

時間も限られちゃっているんでちょっとはしょり

今度は適性評価についてお聞きしたいんですね︒

ちいただけるかと思うんですけれども︑いわゆる︑

○白眞勲君 お手元に配付されている資料をお持

っております︒

もとして必要なものについての限定的なものとな

とではございません︒あくまでも︑その中で私ど

丸々一つが全て防衛秘密かというと︑そういうこ

ます︒今委員が御指摘ありました︑例えば潜水艦

防衛秘密に設定する場合には厳格な基準がござい

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 御指摘のように︑

ではないですね︒そこだけ︑じゃ確認しましょう︒

う﹂型潜水艦が防衛秘密として一件だということ

とだってあるんじゃないでしょうか︒
﹁そうりゅ

一個丸ごと一つの秘密にしてしまう︑そういうこ

ると思っているんです︒つまり︑そういう潜水艦

防衛秘密が何件かといったら︑私は数が少な過ぎ

○白眞勲君 あのね︑そこがポイントなんですよ︒

ません︒

もございますので︑公表はさせていただいており

ということは︑これは私どもは装備の問題の関係

また︑適性評価の結果につきましては︑結果が

の四項目のみで判断されるものではございません︒

さわしいかどうかが判断されますので︑この家族

て七項目について調査をした上で︑適性評価がふ

の四項目に基づきまして︑調査対象者につきまし

生御指摘のように四項目のみでございまして︑こ

家族についての調査項目については︑先ほど先

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

さい︒

うふうに言うんでしょうか︒その辺︑お答えくだ

その辺りについて何も言わないで不適格ですとい

いうふうに理由を言うんでしょうか︒それとも︑

ては︑この家族の人がいるから不適格なんですと

ょうか︒そして︑あった場合に︑その本人に対し

査したら不適格になることというのはあるんでし

ことを言っているんだけれども︑その四項目を調

うことあるんでしょう︒総合的に評価するという

場合もあるわけですね︒この四項目で不適格とい

けれども︑これ︑どうやって︑不適格︑不適格な

生年月日︑そして国籍と住所ということなんです

調べませんということでありますね︒それは氏名︑

の項目について調べるということで︑それ以外は

森大臣は今まで︑この御本人︑本人以外は四つ

象者というか︑の調査範囲になるわけですね︒

の方々が特定秘密のこの︑何というんですか︑対

いうことで仮定しましたけれども︑これだけの数
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平成２５年１２月５日

思います︒

いては個別具体的に判断されることになろうかと

通知されますが︑ただ︑理由の具体的な中身につ

本人に通知されますが︑必要に応じまして理由も

れ︒憲法第十四条に違反しませんか︒この辺どう

けで判断するということは大変なことですよ︑こ

断するって︑これ︑おかしくないですか︒住所だ

よ︑判断するのが︒そうでしょう︒住所だけで判

がね︒そうすると︑住所だけになっちゃうんです

対してはいろいろなことを書きましたよ︑だから

対して︑あなたの御家族の中に︑まあ外国の人に

たっていいじゃないですか︒逆に言えば︑本人に

い人いっぱいいますよ︑それ︒だったら聞かなく

だって考えられないわけですよ︑住所だけしかな

氏名︑生年月日︑国籍︑住所の四項目を家族に

もう一回お答えください︒これ︑ほかの部署︑

○白眞勲君 この四項目というの︑私︑不思議で

そうでしょう︒その場合に︑じゃ︑名前と生年月

ついて調査した上で︑その情報を端緒にしまして

そういったところにこの四つのデータを聞くとい

外国の人について︑いますかと聞けばいい話じゃ

日でこの人怪しいということは言えないでしょう︑

本人について適性を評価していくものでございま

うこと︑これ︑連携するって書いてあるんですよ︑

なんですか︒

それは︒白眞勲と︑自分の名前にクン付けている
す︒

たしか二十条だったかな︑他省庁と︒この辺はど

しようがないんですね︒四項目のうちの名前と生

から変だとかね︒姓名判断するわけじゃないでし

○白眞勲君 あのね︑どうやってそれを端緒にし

うなんですか︒これ︑ちゃんと答えてください︑

ないですか︒住所まで聞く必要性がどこにあるの

ょう︒だから︑そういう部分で言えば︑当然これ

てその評価できるんですか︒ここにこの人住んで

ここ︒

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

は住所か国籍になっちゃうんですよ︑そういうこ

いますよといって︑それで本人がどうやって評価

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

年月日というのは︑これみんな持っていますよ︑

とになるんですね︒そうすると︑その辺り︑どう

できるんですか︒私︑そのやり方分かりません︒

例えば︑国籍が日本でありましても住所が外国

かということなんですね︒

いうふうに特定するんですか︒それ︑ちょっとま

どうやったって評価できませんよ︑それは︒私︑
これ︑まさかほかの︑何というんです︑省庁に

○白眞勲君 いや︑だから質問に答えていないで

ず聞きましょうか︒
家族の四項目の調査の目的は︑あくまでも調査

連絡するとかして聞くということはあるんでしょ

すよ︒ほかの省庁に聞くのかどうか聞いているん

にある場合の方もおりますので︑住所も人定事項

対象者本人について特定有害活動との関係につい

うか︒その辺ちょっとどうなんですか︑お聞かせ

ですよ︒ほかの省庁に聞くんですか︑聞かないん

その辺ちょっとよく分からないんですけれども︒

て調査するための端緒を得る情報として得るもの

ください︒

ですか︑どちらなんですか︒

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

でございまして︑それ自体で本人について適性か

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

として重要な情報と考えております︒

どうかということを判断するものではございませ

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒
照会は︑あくまでも調査対象者本人についてのみ

○白眞勲君 どこへですか︒

十二条に基づきます関係の公私の団体に対する

○白眞勲君 これ変ですね︑端緒を得るって変で

照会するものでございます︒

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

ん︒
すね︒つまり︑そうすると︑これみんな日本人の

○白眞勲君 いや︑だから︑私が聞いているのは︑

家族の調査項目については照会は行いません︒

場合もあるわけですよ︑今の御家族のその関係者
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公私の団体に照会はいたしません︒

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

またまそれを知り得た情報があって︑その知り得

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

っと答えてくださいよ︑そこ︒

ったところに調査をするんですか︒ゆっくりちょ

よ︒

は早口なんだけど︑ゆっくりしゃべってください

ないですよね︒そこをちょっとお話聞かせてくれ

だけで調査するんだったら端緒っていう言葉使わ

四項目しかないんです︒それを基本として︑それ

端緒って言うんだけど︑この端緒って何ですか︒

○白眞勲君 いや︑その端緒って何ですか︒端緒︑

して情報として得るものでございます︒

ものではなくて︑あくまでも本人の調査の端緒と

その情報で本人が適性があるかないかを判断する

ないし︑黙っちゃったんだけれども︑その辺だけ︑

はどうなんですか︒ちょっと何か︑うなずきもし

罪にはなりませんよね︑これはね︑別に︒その辺

ゆるアルバイトさんたちに話を聞くということは

その捜査の対象の罪になったときに︑そのいわ

りますよね︒

れちゃったというところから捜査の対象の罪にな

けですよ︒場合によっては罪になるわけです︒漏

になった場合に︑それは捜査の対象としてなるわ

た情報がどこかの拍子に漏れてしまって新聞記事

とか信用調査機関に照会はいたしません︒

ませんか︒そこ本当に重要なんで︑お話聞かせて

そこまでちょっと聞かせてください︒じゃ︑ちょ

家族の調査項目については︑国籍も含めまして︑

○白眞勲君 そうしますと︑やっぱり分からない
ください︒

っと確認しましょう︒

○白眞勲君 いやいや︑ちょっとそう早口で︑私

んですね︒今言ったほかの外国の住所があるんだ

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

人権問題として︒そこはきちっと私は押さえてい

んですか︒それ大変な問題なんですよ︑これもう

ですよ︒そういった方と︑どうその辺を判断する

している外国の方いっぱいいらっしゃるわけなん

だからといったって︑ここでつつましやかに暮ら

いう可能性はあるわけですよね︒でも︑そこで︑

あった場合に︑それで外国籍だからはねられると

の聞かなくたって私はいいと思いますよ︒

ますよ︑そういう人は別に調査対象としてそんな

連のない︑日本にずっと住んでいる人いっぱいい

ですよね︒その代わり︑その方は評価されていな

して一緒になって働いている方いっぱいいるわけ

今アルバイトとかそれから派遣でスタッフさんと

べられた契約業者さんがいますよね︒その方が︑

は︑何かこれ契約業者さんですね︑そうやって調

すが︑これ森大臣に聞きたいんですけれども︑要

と︑時間が来ましたので一つだけ私聞きたいんで

○白眞勲君 もう一つだけどうしても聞きたいこ

参考にするというものでございます︒

度掘り下げるかにつきまして︑そういった情報を

いたしますが︑その調査内容についても︑どの程

本人につきましては法定の七項目について調査

せんよ︑あるいは︑あなたは別に罪にはなりませ

捜査機関は聞きますよ︒あなたは別に逮捕されま

然︑警察としては︑これ警察かどうかは知らない︑

というのがちょっと私は分からないんですね︒当

○白眞勲君 ただ︑その捜査の対象となり得ない

にはなりません︒

い者にお話を聞いたとしても︑これは捜査の対象

では処罰をされませんので︑その秘密取扱者でな

すけれども︑秘密取扱者でない者の漏えいは本法

った場合の御質問だというふうに承知をいたしま

事をしているアルバイトの方が秘密取扱者でなか

取扱者がいた場合に︑その秘密取扱者と一緒に仕

○国務大臣︵森まさこ君︶ 民間業者の中に秘密

家族につきましては︑今御指摘の他省庁である

他省庁とか︑それから信用調査機関とかそうい

と︒じゃ︑その人に︑だから︑要するに外国と関

きたいと思うんですね︒そこ︑ちょっとお話しい

い場合があるわけですよね︒そうした場合に︑た

それともう一つ︑外国の人が︑外国籍がそこに

ただけませんか︒
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ういう人たちも話を聞いたりすることがあり得ま

て︑私が聞いているのは︑捜査する対象としてそ

○白眞勲君 いや︑だから︑処罰の対象じゃなく

にはなりません︒

の対象になりますので︑それ以外の場合には対象

うことを認識して取得行為をする場合にのみ処罰

り︑秘密取扱者に対して︑それが特定秘密だとい

○国務大臣︵森まさこ君︶ 今お答えをしたとお

聞きしてよろしいですね︒

きをするということはあり得ますよね︒それはお

帯電話番号とかそういった交友関係についてお聞

ん︑しかし協力してくださいとして︑あなたの携

とを私は言っているということを最後に申し上げ

うような嫌な思いをすることがあり得るというこ

あなたの交友関係を知らせてくれませんかとかい

ったとするだけでも︑もしかしたら︑誰かから︑

何かでたまたま知り得た情報が自分のところにあ

に本人は当たっていないとしても︑アルバイトか

もいらっしゃいますから言いますけれども︑秘密

り聞かないと︑要は︑今日はインターネットの方

ういう法案についてはね︒そういうことをやっぱ

り得ますよということは言ってもらわないと︑こ

こでごまかしちゃいけないんですよ︒やっぱりあ

○白眞勲君 いや︑もう︑ちょっと︑やっぱりそ

れば︑強制捜査はないというふうに思います︒

しますとおっしゃいましたけれども︑理事会開か

ど白委員からの︑後刻理事会で調査します︑協議

○神本美恵子君 じゃ︑今の質問と︑それと先ほ

たします︒
︵発言する者あり︶

○委員長︵中川雅治君︶ 法案の質問をお願いい

○神本美恵子君 まず答えてください︒

○委員長︵中川雅治君︶ 質問をお願いします︒

員長に御質問したいと思います︒

元をちゃんとやっていただくのかどうか︑まず委

に削られてしまっている︑奪われている︑その復

された時間が委員長の一方的な委員会運営のため

これまでにも私どもの質問者の質問権である約束

私は昨日の本会議でも申し上げましたけれども︑

すねということを聞いているんですけど︑最後に

れるんですね︑二問︒

○委員長︵中川雅治君︶ 筆頭間で協議をお願い

まして︑私の質問とさせていただきます︒
ありがとうございました︒

イエスかノーかだけお答えください︒
○国務大臣︵森まさこ君︶ 捜査の一環というこ

あり得るんですね︒被疑者じゃなければあり得る

○白眞勲君 だから︑被疑者としてはないけど︑

ここに︑委員会室に二︑三分前に入ろうと思って

議になりますけれども︑この五日間︑毎回毎回︑

先週の木曜日から今日で五日目のこの委員会審

○神本美恵子君 先ほど委員長は後刻理事会で協

間で協議をお願いいたします︒

○委員長︵中川雅治君︶ 筆頭間で協議を︑筆頭

いたします︒
︵発言する者あり︶

ということでよろしゅうございますね︒そこを確

来ると︑理事会室で理事会が長引いていることも

議しますというふうにおっしゃったので︑その開

○神本美恵子君 民主党・新緑風会の神本美恵子

認したいんですよ︒ちゃんと答えてくださいよ︒

ありました︒今日は二︑三分前に来ましたけれど

くかどうかということを今お聞きしているんです︒

とでございますけれども︑例えば被疑者としてお

そこごまかさないでいいですから︑ちゃんと答え

も︑理事会室が空なので︑あっ︑順調に始まるの

開くんですね︒

○神本美恵子君 筆頭間で話をして協議が調わな

てください︒

かなと思いましたら︑やはり理事会がきちっと行

○委員長︵中川雅治君︶ 法案の質問をお願いい

でございます︒

○国務大臣︵森まさこ君︶ 個別の捜査の方法に

われないで︑この有様で︑白委員の質問時間が削

たします︒
︵発言する者あり︶

話を聞くということはないというふうに思います︒

ついては私お答えすることはできませんけれども︑

られております︒

ければ開かないということですか︒

それは︑捜査というのは強制捜査という意味であ
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ないのが残念です︒とても答弁とは思えない︒

お願いいたします︒
︵発言する者あり︶

○委員長︵中川雅治君︶ 筆頭理事の間で協議を

も変わってきますので︑答えてください︒

われているわけでありますから︑我が国の安全保

が各国において保全をされることを前提にこれ行

が高まっている状況や︑外国との情報共有は情報

厳しい中にあって︑この情報漏えいに関する脅威

特に︑この我が国を取り巻く安全保障が非常に

での五日間と衆議院での議事録も読みました︒ず

森担当大臣の答弁の仕方に︑私はこの間︑参議院

させようという︑そういう態度にはおよそ欠ける

してこの法案の必要性を分かってもらって成立を

不安を払拭して本当に理解をしてもらおうと︑そ

あり︶静かに聞いてくれませんか︒国民の懸念や

を丁寧に説明をし︑御理解をいただくように努め

○神本美恵子君 今日はたくさん傍聴の方もおい

障に関する情報のうち特に秘匿とすることが必要

っとその繰り返しです︒何個あったかまで数える

○神本美恵子君 法案審議をこれから進めていく

でいただいております︒この参議院のこの委員会

なものについては︑その漏えい防止について適確

時間はありませんでしたけれども︑本当にこうい

本当に︑およそ国民の懸念や⁝⁝︵発言する者

が中川委員長のこの横暴な進め方によって︑参議

に保護する体制をやはり確立することが大事だと

う答弁の仕方で審議が尽くされたとはとても思い

てきているというふうに考えております︒

院始まって以来とは申しませんが︑私は︑十二年

いうふうに考えております︒政府としては︑本法

ません︒

に当たって︑これから進めていくに当たって︑委

間︑参議院議員としてこの立法府におりましたが︑

案の速やかな成立に向けて努めてまいりたいと考

員会の運営がどうなるかによって私の質問の仕方

こんな常軌を逸した委員会の在り方は初めての経

えています︒

それで︑官房長官に再度お聞きしますけれども︑

験であります︒

○国務大臣︵菅義偉君︶ 採決等の国会の運営に

に見えますけれども︑その理由は何でしょうか︒

案を強引に成立させようとしていらっしゃるよう

は五日間今審議をしておりますけれども︑この法

議院では強行採決をされました︑そして参議院で

なに急いで︑官房長官︑何でそんなに急いで︑衆

もおいでいただいておりますけれども︑なぜそん

たいことがございます︒まず︑今日︑官房長官に

のことは官房長官もお聞き及びのことと思います

が進めば進むほどこの声が高まっております︒そ

取材︑報道の自由が奪われるのではないか︑審議

かと︑国民の知る権利が制限されるのではないか︑

につれ︑各界各層から︑なぜこの法律が必要なの

本当に国民の皆さんが注目をし︑審議の日がたつ

ます︒しかし︑この特定秘密保護法案というのは︑

閣法を出されるときはそう︑それは承知しており

重に御審議くださいというのが︑いつも政府側は

いについては︑これまで国会の審議の中で森大臣

○国務大臣︵菅義偉君︶ まさに︑この本当の狙

いらっしゃるか︑お伺いしたいと思います︒

は今のこの国民世論の状況をどのようにとらえて

変化というのを感じていらっしゃるのか︑あるい

いますけれども︑官房長官自身︑この国民世論の

疑念に変わってきているというふうに私は感じて

ろうか︑なぜこんなに成立を急ぐのかというその

もう疑念に変わってきている︒本当の狙いは何だ

に山と積まれたファクスやメールを読みますと︑

国民の皆さんの懸念や不安は︑今や︑私のところ

関する事柄については︑ここはやはり政府として

けれども︑この審議の中での森担当大臣の答弁は︑

が繰り返し答弁をしておられますように︑本法案

○神本美恵子君 どの法案においても速やかに慎

お答えする立場にはこれはないということで︑国

そういう懸念には当たりません︑議事録をお読み

は我が国の安全保障に関し︑特に秘匿を要する情

限られた時間ですので︑私はたくさんお聞きし

会の皆さんに委ねるということであります︒

いただければ分かります︑全く理解していただけ

私たちは︑決められた審議の中で政府の考え方
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な場面において説明を尽くし︑また︑本案成立を

てきたところでありますけれども︑今後とも様々

も承知をしています︒これまでも丁寧に説明をし

皆さんから様々な御意見︑御懸念あるということ

保する目的であります︒さらに︑本法案に国民の

の防止を図って我が国及び国民の安全︑安心を確

報の保護について必要な事項を定め︑その漏えい

その中の一人であるむのたけじさんが︑このイン

た方は︑もう今本当に数少なくなっております︒

りました︒この戦前︑戦中︑戦後を生きてこられ

刊に︑インタビュー記事が︑その方の︑載ってお

すけれども︑その方が十一月二十八日の新聞の朝

いう本を読んだりして大変感銘を受けた方なんで

私は︑若いころ︑この方が書かれた﹁詞集﹂と

○国務大臣︵菅義偉君︶ 我が国は︑戦後六十八

ついてはどう受け止められますか︒

歴史︑経験に基づいた指摘ですけれども︑これに

いう我が国の︑これは紛れもない我が国の戦前の

によって国民統制が強められていくという︑そう

由を制限して国民を情報から遮断する︑そのこと

ありました︒取材︑報道の自由︑言論︑表現の自

を築いてまいりました︒今回の法案についても︑

年一貫して︑まさに平和と自由と民主主義の社会

現在の社会の空気はかつての戦争突入時に似て

先ほど来私申し上げておりますように︑我が国の

タビューの中でこうおっしゃっております︒

れるように万全の準備を図っていき︑国民の皆さ

いる︒これは単なる予見ではなくて︑御自身が戦

安全保障に関して︑秘匿を要する情報の保護につ

させていただいた後にも︑本法案が適正に運用さ
んの理解をいただくように努力をしてまいりたい

前︑戦中︑そして戦後を生きてきて︑その時代の

さらに︑本法案は︑特定秘密の恣意的な指定が

と思います︒

版︑集会︑結社等臨時取締法︑こういった法制に

行われないようにこれは重層的な仕組みが設けら

いて必要な事項を定め︑その漏えいの防止を図っ

国民の皆さんが抱き始めているということを私は

よって国民統制が強まっていく中を生きてこられ

れており︑これからもこの運用というものもしっ

ジャーナリストとして生きてきた経験の中からの

お聞きしたんです︒

た経験から︑法律ができただけで国民を脅せる︑

かりと行っていきたいというふうに考えます︒

○神本美恵子君 これまでと同じ︑本案に対する︑

それで︑先日︑私︑新聞記事で︑むのたけじさ

これが今回の特定秘密保護法とそっくりなんだと

○神本美恵子君 これは国民の安全を確保するた

て︑我が国の国民の安全︑安心に資する︑そのこ

んという九十八歳になられるジャーナリストのイ

いうふうに︑これはむのたけじさんがおっしゃっ

めというふうに必ず︑総理もこの前その言葉を繰

肌感覚の言葉だと私は受け止めました︒戦前の治

ンタビュー記事を読みました︒これはもちろん通

ていることであります︒新聞や出版などの統制が

り返していらっしゃいましたけれども︑この戦前

本案の必要性についての御説明でしたけれども︑

告はしておりませんけれども︑むのたけじさんっ

強まったが︑実際の検閲が始まる前にもうジャー

の︑私がむのたけじさんの経験を引用しましたの

とを目的としている法案であります︒

て︑官房長官︑御存じですか︒

ナリズム自らが二重︑三重に自己規制︑二重︑三

は︑私たちは︑こういう歴史をこの国は持ってい

安維持法︑国家総動員法︑国防保安法︑言論︑出

○国務大臣︵菅義偉君︶ 承知をしておりません︒

重に検閲をして自己規制を掛けていくというよう

それでは︑本当にそれが目的なのかという疑念を

○神本美恵子君 この︑むのたけじさんという方

念に変わりつつあるという︑そのことを払拭しな

るということを踏まえた上で︑今国民の懸念が疑
先日︑この委員会でも︑ジャーナリスト出身の

い限り︑私は国民の皆さんが納得してこれを賛成

なことをおっしゃっております︒
山議員からもメディアの萎縮を懸念する質疑が

は︑戦争中は従軍記者をして︑一九四五年︑敗戦
とともに自らの戦争責任を背負って大新聞社を辞
職された方です︒
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しかも︑これは国内だけではなくて︑国民だけ

するというふうにはなかなかいかないと思います︒
ことがあります︒

に大変悔いておりました︒私は母を何度も責めた

な無謀な戦争になるとは知らなかったというふう

○神本美恵子君 先ほどから申し上げているよう

の御指摘は当たらないと私は考えます︒

ているというふうに考えておりますので︑今委員

の自由を弱体化させ︑自らに権力を集中させよう

秘密保全の考えに隠れて︑ただ市民の情報と言論

るためのものでもない︑政治家と官僚が︑過剰な

では︑国にとって差し迫って必要でも︑公益を守

会長が反対声明を出しております︒その声明の中

十一月二十日に国際ペンクラブというところの

官房長官︑中谷議員もそこにいらっしゃいますけ

そういう懸念を持っていらっしゃるから︑私は︑

進むためのこれは一歩になるんではないかという︑

るんです︑今の政府に対して︒戦争への道を突き

思えません︒そういう方たちが今疑いを持ってい

じつけや飛躍とはとても思えないんです︒心から

さんやこの国際ペンクラブが言っていることがこ

そういう経験を持った私は︑今の︑むのたけじ

も分からないという中で︑この秘密保護法案が提

れるかも明らかにされない︑公開もあるかどうか

事録も取られない︑その後どういうふうに保管さ

全保障会議というものが設置されて︑そこでの議

の歴史が︑今この法案によって︑あるいは国家安

その憲法に基づいてこれまで歩んできた我が国

とは言うまでもないことです︒

国をつくろうと決意して日本国憲法が作られたこ

な︑戦前の歴史を踏まえて戦後平和と民主主義の

ではなくて︑海外からもこれが警鐘として鳴らさ

としているというふうに述べられております︒

れども︑同じような恐らく世代だと思いますが︑

れていることを御紹介したいと思います︒

この政治家と官僚というところを軍人と官僚に

をこれからもこの国が歩むのかということへの疑

出をされている︒そのことを結び付けたときに︑

○国務大臣︵菅義偉君︶ 私も委員と全く同世代

念を私は申し上げているんです︒

こういうとらえ方について︑本当に飛躍したこじ

過剰な秘密保全の考えに隠れて自らに権力を集中

でありますし︑私の母も教員でした︒そういう中

そうなりますと︑官房長官はお答えになりまし

置き換えれば︑まさに過剰な⁝⁝︵発言する者あ

していたのが戦前の日本であり︑国民を情報から

で︑私たちは戦後六十八年間︑私たちの日本とい

たけれども︑私は︑この疑念が消えないもう一つ

本当に日本国憲法に基づいた平和と民主主義の道

完全に遮断し︑戦争へと突き進んでいったのが我

う国は︑まさに世界でも類のない平和と安定︑そ

の理由を申し上げます︒

つけだと思われますか︒

が国の戦前︑戦中︑そして敗戦の歴史だと思いま

して自由民主主義の社会をみんなで築き上げてき

り︶戦前がそうだったから置き換えてみました︑

す︒
︵発言する者あり︶

六十五歳です︒私の両親や祖父母︑またその両親

ぎというふうにおっしゃっておりますが︑私は今

国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十

配慮のバランスを考慮したものであって︑例えば︑

今回のこの法案も︑秘密の保護と知る権利への

及を恐れて︑こういった公文書など行政軍事資料

日本政府と軍部が行ったことです︒戦争責任の追

ポツダム宣言を受諾するということを決めた後に

変古い資料なんですけれども︑これは︑我が国が

お手元に︑今日資料をお配りしております︑大

たちは戦前を経験しております︒私の母親は戦前

分配慮しなければならないことだとか︑あるいは

を燃やして歴史を隠蔽しようとしたことです︒

たんではないでしょうか︒

から教員をしておりました︒そして︑教え子たち

通常の取材行為は正当業務行為である︑そうした

与党席から︑こじつけだとか︑それは飛躍し過

にお国のために役に立てという教育をしてきて︑

旨を明記するなど︑そうした措置をしっかり行っ

政府は︑一九四五年八月十四日︑当時の政府で

戦後︑あの戦争がこんな結果になろうとは︑こん
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指定のままで︑三十年も六十年もたった後もそれ

ポスターの件はその横に書いてあるものであり

もこのことを伝えて︑全部焼却をするようにとい

体の機密文書の廃棄を命じた通達を政府は出して

ます︒これは︑いずれも長野県の東筑摩郡今井村

私は︑こういう歴史を踏まえたときに︑こうい

すが︑国や自治体の機密文書の破棄を閣議決定し

おります︒その通達には︑各種機密書類︑統計印

というところの﹁昭和二十年 庶務関係書類綴﹂

う疑念にはきちっと答えられるように︑二度と同

が公文書館にきちっと保管されるのか︑あるいは

刷物などの棄却を命じたもので︑それだけでなく︑

に入っていたもので︑もしこのような現物が︑こ

じことを繰り返さないようにするために明確にす

う通達であります︒

その通達そのものまで棄却しろということを命じ

れはたまたまそこに残っていたと︑村ですから︑

べきだと思いますが︑もう一度お伺いします︒我

ております︒その四日後の八月十八日︑国や自治

ています︒この通達に基づいて︑軍閥︑軍関係︑

残っていたと︒これがなければ︑全てこういう閣

が国がこういったことを行ったことに対する官房

廃棄されるのかということが随分この委員会でも

町村役場︑学校︑地域で数日をかけて重要書類を

議決定で証拠隠滅のための焼却がなされたという

長官自身の御所見をお願いします︒

って今日の日本というのはあるというふうに思っ

議論になってきました︒

焼却廃棄したのです︒

ことが何も残っていない︑証拠がないということ

今回︑八月十四日の閣議決定及びその通達を確

○国務大臣︵菅義偉君︶ そうした反省の上に立

この敗戦直前の証拠隠滅の通達のことを官房長

になると思います︒

認するために︑内閣府と国立公文書館と私の事務
所は何度もやり取りをしました︒その結果︑敗戦

は︑八月二十一日に戦争ポスターの焼却を命じた

文書の廃棄を命じた通達であります︒二ページ目

お手元に配付したのは︑一ページ目がその機密

家を近代国家と言えるのでしょうか︒

さえも消し去ってしまう︑こうしたことを行う国

かになりました︒責任逃れのため閣議決定の中身

○国務大臣︵菅義偉君︶ 戦争当時はいろんなこ

が行われたということについては御存じでしたか︒

めに行ってきた政策を消すための証拠隠滅の焼却

当時の政府が行ってきた︑あるいは戦争遂行のた

○神本美恵子君 いろんなことの一つにこういう

ます︒

いろんなことがあったということは承知をしてい

いることは︑もうこれまで繰り返し審議されてき

かということが今この法案の焦点の一つになって

後の歴史の検証に堪えられるようにするのかどう

ってきたことを隠滅することなく適正に管理され︑

○神本美恵子君 歴史的な文書として︑政府が行

ています︒

づいて適正に管理されていくと︑このように考え

公開法が適用されるとともに︑公文書管理法に基

ています︒また︑今回のこの特定秘密に記録され

通達であります︒ちょっとこのままでは非常に読

とが行われたということは承知をしています︒

たことであると思います︒それについての疑念が

官︑御存じでしたか︒

みづらいので︑三枚目に打ち直したものを付けて

○神本美恵子君 こういったことを行ったという

戦前のようなことになるのではないかというとこ

前の閣議決定については何一つ記録が残っていな

おりますけれども︑一枚目の文は︑各種機密書類︑

歴史を踏まえて︑今この特定秘密保護法案の中で︑

ろまで広がっているということを私は官房長官に

た文書については︑他の行政文書と同様に︑情報

物動関係書類︑その他︑国力判定の基となるごと

文書が秘密にされたものがどのように解除される

改めてここで申し上げておきたいと思います︒

○国務大臣︵菅義偉君︶ あの戦争状況のときは

き数字ある文書並びにこれらの台帳は焼却せよと

のか︑あるいは解除されないのか︑いつまで秘密

い︑通達についても実物はないということが明ら

いうこと︒しかも︑これは中等学校や国民学校に
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るのか︑それとも当該企業に全てその評価情報が

れた個人情報が︑評価終了後も行政が保存し続け

森大臣︑この評価結果の可否にかかわらず︑得ら

ほしいということでお伺いしたいんですけれども︑

民間で働く労働者の方からの︑是非これは聞いて

性評価を実施することになっております︒これは

定秘密を取り扱う民間企業の労働者に対しても適

保護法十二条第一項によれば︑行政機関の長が特

次に︑細かいことに行きますが︑この特定秘密

○神本美恵子君 じゃ︑企業の方にはその情報は

し︑保存経過後︑確実に廃棄をしてまいります︒

機関の内部に管理責任者をお定めして適切に保管

とおり︑行政機関の内部にその情報ですね︑行政

○国務大臣︵森まさこ君︶ 今御答弁をしました

お伺いしています︒

そのデータはどちらが保管するのかということを

者に伝えなければ評価した意味がありませんので︑

結果ではなくて︑結果はもちろん本人とその事業

には︑その事業者に対し︑またその後の特定秘密

います︒もし万が一不利益な取扱い等が出た場合

い旨をしっかりと周知を徹底してまいりたいと思

適性評価によって不利益な取扱いをしてはいけな

又は事業者団体の皆様にこの法案の内容︑また︑

たしましたら︑適性評価をしてまいる民間事業者

○国務大臣︵森まさこ君︶ この法案が成立をい

やって取るんですか︒

民間事業者が守るとは限らない︒その担保はどう

○神本美恵子君 規定をしていても︑そのことを

ただ︑適性評価のその結果︑結果が企業にそれ

るというふうに思います︒

渡さないということなんですね︒

○国務大臣︵森まさこ君︶ 適性評価により収集

は当然知らされるでしょう︒その人が適正な取扱

○神本美恵子君 そのことはどこかに書かれてお

提供されるんでしょうか︒
した情報は︑適性評価を実施する部署︑つまり行

者であるかどうかを判断しなければならないので

の取扱いについても︑これは判断をする材料にな

政機関内部において管理責任者を定め︑適切に保

りますか︒どう担保されるんでしょうか︒

ここで森大臣がそういう気持ちでありますとい

結果が知らされると思いますが︑それが企業の人
事に影響を及ぼすことになるのではないかという

管をし︑保存期間経過後︑確実に廃棄をしてまい
ります︒

ましては︑もちろん本人には言いますけれども︑

○国務大臣︵森まさこ君︶ 評価した内容につき

した情報︑これはどちらが保管するんですか︒

○神本美恵子君 結果だけを通知して︑この評価

ては通知をされません︒

のようにお考えでしょうか︒

得なくなるのではないか︒このことについてはど

その人が企業の中で異動を伴う対応を取らざるを

やる調査によって不適というふうになった場合︑

取扱いをやっていたその人が︑今回︑行政機関が

た優秀な事業者として︑これまでは適性評価をし

これまで漏えいなどについて何の問題もなかっ

について不利益な取扱いをできないということは︑

○国務大臣︵森まさこ君︶ この適性評価の結果

ように担保されますか︒

心できないということになると思いますが︑どの

も︑そこで働く労働者たちには担保がなければ安

人たち︑労働者たち︑経営者には幾ら周知をして

所で働くこの取扱者としての適性評価をされた本

用されるときに担保されなければ︑そこで︑事業

うことを幾ら表明されても︑そのことが実際に運

民間業者の方には︑業者の長に対してはこれを通

○国務大臣︵森まさこ君︶ 適性評価の結果につ

条文に書いてあるだけではなく︑これから有識者

ことを大変懸念をされております︒

知をされることはございません︒結果を通知をい

いて︑不利益な取扱いをしてはいけないことを条

会議で決めていく適性評価の運用基準について定

また︑民間企業にはこの適性評価の結果につい

たします︒

文の中に規定をしております︒

ては通知をいたしますけれども︑その内容につい

○神本美恵子君 その評価をしたデータ︑情報︑
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基地労働者というのは︑日米関係にとっても大

とができませんでした︒

いう御答弁をいただいたとは︑私は受け止めるこ

○神本美恵子君 明確にこの時点で担保できると

ます︒

業者等に周知をしてまいりたいというふうに思い

ども︑そこでもしっかり明らかにし︑それを関係

までも審議の中でも答弁をしてまいりましたけれ

めていくということになっておりますので︑これ

しぶりに同じ答弁をされたような気がしますけれ

○神本美恵子君 衆議院での答弁と同じ︑何か久

すし︑適性評価の対象になることもありません︒

はそもそも特定秘密になり得ないわけでございま

を想定しておりまして︑米軍基地の中にある情報

えば自衛隊の装備品等の製造業者の従業員の方等

対象になることはございません︒適性評価は︑例

すけれども︑これは︑そこで働く方が適性評価の

○国務大臣︵森まさこ君︶ 米軍基地でございま

ならないということでよろしいですか︒

における適性評価の対象になるのかならないのか︒

米軍基地で働く日本人従業員の方々は︑この法案

に特定秘密事項が存在し︑それを米軍基地の日本

をする︑そこに米軍の従業員が居合わせる︑そこ

○神本美恵子君 自衛隊が米軍とともに共同訓練

えております︒

とにより処罰されることも通常想定されないと考

って︑駐留軍等労働者が特定秘密を漏えいしたこ

り扱うとは通常想定をされておりません︒したが

しているところ︑駐留軍等労働者が特定秘密を取

政府が労働者を雇用し︑その労働者を米軍に提供

定を受けて締結した労務提供契約に基づき︑日本

私の方からお答えさせていただきます︒

直接の雇用主は防衛省ということになりますので︑

労の方からお聞きしたお話でございます︒

駐留軍等労働者の雇用については︑日米地位協

切な方々だと思います︒こうした労働者の皆さん
ども︒

次に︑米軍基地で働く人たちの労働組合︑全駐

は︑この秘密保護法が成立すると一体自分たちに

ります︒

私も付き合い始めて知りまして︑本当に驚いてお

ないという現実の中にいらっしゃるということを

かしながら︑国家公務員法も自衛隊法も適用され

雇用主は日本政府︑つまり防衛省であります︒し

にお伺いをしました︒米軍基地の従業員の法的な

念をされておりますけれども⁝⁝︵発言する者あ

対象に含まれていくのではないかというような懸

なし崩しに米軍基地の日本人従業員も適性評価の

り︶だから連携した訓練ですね︑頻繁にあるので︑

訓練や任務は頻繁にあるので⁝⁝︵発言する者あ

ムスのインタビューで︑自衛隊と米軍が連携した

員長ですが︑この方が十一月二十七日の沖縄タイ

軍内部の情報を不用意に漏らせば解雇ということ

○神本美恵子君 米軍基地の日本人従業員は︑米

処罰の対象にはなりません︒

すので︑これを他人に漏らしてしまったとしても

あるということを認識をしていないことになりま

せん︒意図せずに取得した場合には︑特定秘密で

○国務大臣︵森まさこ君︶ 処罰の対象になりま

てしまった場合︑この処罰の対象になりますか︒

人従業員が意図せずに取得し︑ほかの人に漏らし

そこで︑お伺いいたします︒衆議院の委員会の

り︶私は与党議員には聞いておりません︒何の責

になっております︒しかし︑特定秘密は自衛隊の

全駐労の與那覇栄蔵という︑沖縄県の全駐労委

質疑においては︑防衛の用に供する施設から米軍

任も取れないでしょう︒

どういうことが起きるのか暗中模索だというふう

基地を除外するという答弁がありました︒それに

ないということでしょうか︒この特定秘密︑特定

秘密事項ですので︑そのことで解雇されることは
と思います︒どちらでもいいです︒

秘密というのは自衛隊の秘密事項なので︑米軍内

その懸念に対して明確にお答えをいただきたい

の定義から米軍基地を除くという御答弁があって

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 米軍基地従業員の

違いはないのか︒防衛の用に供する施設というこ
おります︒それに違いはないのか︒したがって︑
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れるということはないのでしょうか︒

部の情報ということとは違うので︑それで解雇さ
いうふうに思っています︒

きく侵害する︑そういう懸念が表明されていたと

なく思います︒審議はまだ尽くされていないと思

号ややじが飛び交う審議は国民の代表として情け

います︒是非丁寧に審議を尽くしていただきたい︒

通常想定されておりません︒

地の日本人従業員が特定秘密を取り扱うことは︑

基づき判断されることになります︒なお︑米軍基

従業員の解雇は︑当該者が締結した雇用契約に

報保全の諮問会議の意見を反映させる基準作りが

また︑その指定は︑仮称でありますけれども︑情

大臣等の行政機関の長が責任を持って指定する︑

添に限定列挙された事項に該当するものに限って

公務員法上の秘密に当たるもののうち︑法律の別

私はその観点から質問をしてまいります︒

くてはならない点が何点もあると思っております︒

あると考えます︒しかしながら︑まだ確認をしな

私は︑この法案は日本国の国防上必要な法案で

しかしながら︑今回の特定秘密は︑現行法制下

○神本美恵子君 次に︑今度はＮＧＯで働く︑国

行われるなど︑特定の恣意的な指定が行われるこ

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 防衛省が雇用主と

際活動をしていらっしゃるＮＧＯの皆さんからの

とはないというふうに考えています︒

防空識別圏設定に対応するためにもこの法案が必

強く要望いたします︒

やはり御懸念であります︒今回の法案について︑

○神本美恵子君 ＮＧＯの方からの質問はまだま

要だという趣旨の発言をしております︒私も︑日

においても自衛隊法上の防衛秘密︑あるいは国家

百二の団体の国際協力活動をする皆さんから︑秘

だたくさんあって︑今日は残念ながら時間が足り

本固有の領土である尖閣諸島の上空に中国が防空

なりますので︑お答えをさせていただきます︒

密保護法を制定しないことを求める国際協力ＮＧ

ません︒

ところには寄せられてくると思います︒

ことを知れば知るほど︑恐らくもっと疑問が私の

ほかにも︑市民の方がこの特定秘密保護法案の

国防上どのような危険性があると認識しているの

えますが︑今回の中国の防空識別圏設定によって

識別圏を設定したことはゆゆしき事態であると考

昨日︑安倍総理は︑党首討論において︑中国の

ら聞いていきます︒

まず︑中国の防空識別圏の問題に対する発言か

Ｏの要請書というものが十一月九日に安倍総理あ
てに出されております︒
官房長官︑この要請書について︑官房長官自身
は御覧になったことがありますでしょうか︒ある

○国務大臣︵菅義偉君︶ 御指摘の要請書につい

れるか︑お伺いしたいと思います︒

て︑新たに民主政治に資する法案を作ることをお

そのことを申し上げ︑これは直ちに私は廃案にし

に対する進め方には大きな瑕疵があると思います︒

視しつつ︑我が国の領土︑領海︑領空を断固とし

ては︑中国の活動を引き続き強い関心を持って注

しましては︑中国による防空識別圏の設定につい

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 防衛省・自衛隊と

か︑政府の見解を聞きます︒

ては︑私も目を通しています︒

願いをしまして︑質問を終わりたいと思います︒

て守り抜くという観点から︑引き続き周辺海空域

私は︑冒頭に申し上げましたように︑この法案

その内容というのは︑指定の範囲が広範囲に広

○和田政宗君 みんなの党の和田政宗でございま

いは︑安倍総理がどのように受け止められておら

がる︑あるいは特定秘密の国会への提供の制限及

による警戒監視等に万全を期してまいります︒ま

ていくとともに︑韓国︑台湾を含めた地域の安定

た︑同盟国であります米国と引き続き連携を強め

す︒
極めて強引であると考えます︒しかしながら︑怒

まず冒頭申し上げたいのは︑自民党の議事運営︑

び国会議員を処罰の対象とすることは︑国会議員
の活動を制限し︑議会制民主主義の否定につなが
る︑さらに︑適性評価は市民のプライバシーを大
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本法案は︑防衛に関するものを含め︑我が国の

日本の考えにつき理解を求める所存であります︒

と安全に関心を有する関係国やパートナーにも︑

ございます︒

み許されるというのが従来からの政府の考え方で

正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にの

法第八十四条に規定いたします必要な措置として︑

交流が一層進むこと︑もって我が国の安全保障に

報の保全が担保されることにより︑各国との情報

うのが大変重要になります︒この法案によって情

を得て︑そして対応するためには情報の保全とい

立することで情報共有の一層の促進が図られるこ

制が整備され︑秘密保護に関する共通ルールが確

障会議の運営に関し︑かかる秘密保全に関する法

や米国を含めた関係国との情報交換︑国家安全保

図るものです︒これまで述べました自衛隊の行動

が必要であるものについて︑その漏えいの防止を

場合︑こういう場合には武器を使用して適切に対

な侵害を加える危険が間近に緊迫しているような

あるいは領空侵犯機が国民の生命及び財産に大き

場合︑例えば領空侵犯機が実力をもって抵抗する︑

一般論として申し上げますと︑必要やむを得ざる

にお答えすることは困難でございますけれども︑

個別具体的な状況にもよりますことから︑一概

が︑同じように︑この動向について注視を行って

際に当然私どもとして警戒監視を行っております

中国が一方的に言っている話でありますが︑その

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 今回の防空識別区︑

示してください︒

に例示すべきところ︑例示できるところ︑あれば

○和田政宗君 大臣︑その辺り︑もう少し具体的

安全保障に関する情報のうち︑特に秘匿すること

とにより︑我が国の国民の安全を確保することが

応することになりますが︑撃墜といったことも排

資するものだと思っております︒

できるものと考えております︒

防衛当局の中でも行っておりますが︑今後︑例

いる国も様々ございます︒その中で関係国と通常

こうが撃ってくるですとか攻撃を仕掛けてくると

えばこの空域でありましたら︑民間航空機の問題

除はされないということでございます︒

能性も考えられるわけです︒国籍不明機や明らか

いうようなことでないと撃墜できないのではない

もございます︒そうなりますと︑民間航空機の例

○和田政宗君 尖閣に防空識別圏をかぶせてきた

に外国軍の戦闘機が領空侵犯したときに︑現在の

かなというような感じがするんですけれども︑と

えば航空管制については国土交通省が所管をする

様々な情報のやり取りをしております︒

法体系で撃墜することはできるんでしょうか︒

しますと︑緊密に情報を交換して相手に対処して

ことになりますし︑省内で様々意見交換する中で

○和田政宗君 そうしますと︑これ︑一義的に向

○政府参考人︵中島明彦君︶ お答え申し上げま

いかなくてはならないというふうに私は考えてお

私どもとしてはその基盤となります情報の保全と

ということは︑中国軍機が領空侵犯をしてくる可

す︒

ります︒

場合は︑自衛隊法第八十四条に基づきまして︑自

した国籍不明の戦闘機が我が国の領空を侵犯する

ども︑一般的には︑外国籍︑今御指摘いただきま

様々な検討を行っているところでございますけれ

えをさせていただきましたが︑私どもとして︑や

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 先ほども一部お答

うな点でプラスになるんでしょうか︒

するに当たって︑この法案が成立すると︑どのよ

では︑お聞きします︒中国の防空識別圏に対処

っと今までの秘密の運用がどうなっていたのかと

たというふうに思うんですけれども︑では︑ちょ

れば︑この法案の必要性というところ更に深まっ

○和田政宗君 これ︑少しでも例示をしてもらえ

変重要だと思っております︒

領空侵犯への対処につきましては︑政府として

衛隊の部隊が必要な措置を実施することになりま

はり周辺国そして関係国︑同盟国から様々な情報

いうことがこの法案によって担保されることが大

す︒この際︑武器の使用につきましては︑自衛隊
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十年ですが︑三千件ということになります︒

すが︑二千三百件︑それから二〇〇八年の平成二

自民党政権であります二〇〇七年︑平成十九年で

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 具体的に︑例えば

のか少ないのか︑お答えを願います︒

このペース︑それ以前の自民党政権時代より多い

三万件廃棄されているとの政府答弁がありました︒

千件廃棄されている︑このうち民主党政権時代に

と思っています︒また︑やみに葬られることもあ

用が変わるということはあってはならないことだ

○和田政宗君 私は︑時の政権によって秘密の運

ん︒

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 変わっておりませ

のか︑これ︑いかがでしょうか︒

政権時代で違っていたのか︑それとも同じだった

も︑廃棄に対する基準が自民党政権時代と民主党

○和田政宗君 そうしますと︑確認しますけれど

せていただいております︒

出し︑防衛秘密に関しては現在廃棄を全て止めさ

演会などで漏らしてしまった防衛秘密や特別管理

去に官僚や大臣︑政務三役がメディアですとか講

○和田政宗君 では︑更に聞きますけれども︑過

注意を払っているところでございます︒

暴力集団の動向につきましては警察として十分に

報には接しておりません︒

ル派等の極左暴力集団に情報が漏えいしたとの情

警察としましては︑これまで閣僚などから革マ

す︒

○政府参考人︵橋清孝君︶ お答え申し上げま

に聞きます︒

いうことを聞いていきます︒

この数字を見ると︑確かに自民党政権のときの

ってはならないと考えています︒この後︑仮に極

秘密というのはあるんでしょうか︒

防衛秘密︑二〇〇七年から二〇一一年で三万四

廃棄というのは数としては少ないということにな

端な主義主張を取る政権や特定の団体の影響下に

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

御指摘のメディアや講演会等がいかなる場であ

一般論として申し上げれば︑革マル派等の極左

りますが︑実はこの背景にはウィニー事案という

ある政権によってそのようなことが起きないよう
にしなくてはなりません︒

のがございました︒ウィニー事案のときに︑通常
の省秘をしっかりとした形でやはり秘密管理をす

るか必ずしも明らかでございませんが︑公の場で

○和田政宗君 これは元内閣安全保障室長の佐々

次の質問︑特定の政党を攻撃する意図は毛頭あ

政府答弁では︑ＪＲ総連やＪＲ東労組には極左

淳行さんなどが新聞で言っていることですけれど

る必要があるということで︑その後︑この防衛秘

一概にどの政権がどの政権でということを明確に

暴力集団・革マル派が相当浸透しているとしてい

も︑秘匿性の高い情報を政治家が新聞記者に情報

漏らしたということであれば︑御指摘のような事

言えることではありませんが︑いずれにしても︑

ます︒そのＪＲ総連やＪＲ東労組から推薦や献金

を漏らしてしまうために外国から信用されない︑

りませんけれども︑今申した観点から事実確認の

私どもしてはこの秘密の管理は大切だと思ってお

を受けた議員が︑民主党政権時代︑主要閣僚や国

この法案の最も大きい意義は政治家に守秘義務を

密の内容について精査の上︑防衛秘密の文書の数

ります︒

家公安委員長になっています︒こうした組織に恩

課せられるようになることだと発言をしておりま

例は承知しておりません︒

なお︑この文書の廃棄につきましては︑今回こ

を売られますと︑何かで返すという懸念も生まれ

す︒

ための質問をします︒

の法案が成立しますと︑私どもの防衛秘密は特定

ます︒民主党政権時代︑こうした閣僚による秘密

が増えたということもその背景にありますので︑

秘密ということで︑今後︑その取扱いが違ってま

の漏えいはあったのでしょうか︒事実確認のため

私も︑前職︑ＮＨＫのアナウンサーでジャーナ

いります︒審議が始まる段階で私の方から通達を
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襟を正すべきは政治家であって︑報道や取材の自

ような観点があると思っています︒しかしながら︑

くてはならない要因に︑佐々淳行さんが言われる

を熟知しております︒私は︑本法案を成立させな

材が掛けられて︑どういった情報が出てくるのか

リストでしたから︑どのように政治家に対して取

思います︒

ますので︑もうやるということで認識をしたいと

○和田政宗君 これは安倍総理も発言をしており

りと配慮をするものというふうに考えております︒

条文の適用︑また一つ一つの態様に対してしっか

道の自由に配慮がされているかどうか︑一つ一つ

当たる当事者の全てが︑取材源の秘匿を含めて報

閣議の決定を経た方針に基づいて行われることと

第十八条第四項の行政各部に対する指揮監督は︑

を指揮監督することとされているところ︑本法案

閣議にかけて決定した方針に基づいて︑行政各部

求めなければならないとされております︒

はこれを変更しようとするときは︑閣議の決定を

道又は取材の自由に十分配慮しなければならない

本法案では︑国民の知る権利の保障に資する報

思います︒

○国務大臣︵森まさこ君︶ そのとおりであると

これについて︑政府の見解いかがでしょうか︒

大臣は第三者機関にならないという主張がありま

はならないというふうに考えています︒内閣総理

治がしっかりチェックできる体制をつくらなくて

定秘密がやみからやみに葬られないためにも︑政

ならないと言いましたけれども︑一方で私は︑特

政治家は情報の管理について襟を正さなくては

うふうに考えていますでしょうか︒

私も当然そう考えます︒その点についてはどうい

ではないかというふうに主張してきております︒

定秘密についてチェックできる体制を強化すべき

たって︑みんなの党は内閣改造や政権交代時に特

○和田政宗君 そうしますと︑本法案の修正に当

そもそも内閣総理大臣は︑内閣法第六条により︑

由は最大限保障されるべきであると考えています︒

と規定をいたしまして︑本来報道されるべき情報

すが︑私は違うと思います︒国会議員は国民の代

なるものと考えております︒

が隠されたり︑報道機関の正当な活動が制限され

ります︒本規定は︑行政機関はもとより︑捜査機

本法案では︑
﹁内閣総理大臣は︑特定秘密の指

その観点から確認をします︒

監督し︑また附則九条の第三者機関についてもチ

チェックをし︑さらにそれを内閣総理大臣が指揮

けれども︑大臣がそれぞれ指定権者として適切に

○国務大臣︵森まさこ君︶ 本法案では︑政権交

関や裁判所においても解釈適用の準則となるとい

定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関

ェックする等の仕組みが入っております︒

表です︒政治が関与することで国民の目が届く仕

うふうに考えております︒

し︑その適正を確保するため︑第一項の基準に基

御指摘のような政権交代時においても︑これは

ることがないように︑本法案の解釈や運用には慎

○和田政宗君 国民ですとか報道機関が懸念して

づいて︑内閣を代表して行政各部を指揮監督す

新たに就任した総理又は大臣等が特定秘密の指定

代時というものは明確に規定はされませんでした

いるのは︑例えば慎重な対応ですとか︑そういっ

る﹂とありますが︑この場合に︑指揮監督に当た

状況及び指定の要件を満たしているか否かを確認

組みになると考えています︒

たちょっと曖昧な発言というのが︑答弁というの

って閣議の開催必要とするんでしょうか︒

重な態度をもって当たることというふうにしてお

が懸念をしているというふうに私は認識しており

いうふうに考えております︒

のような確認は不断に実施するべきものであると

をしていくことは当然あり得ると思いますし︑こ
本法案第十八条第二項におきまして︑内閣総理

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

すとか言論の自由に対していかがでしょうか︒

大臣は︑特定秘密の指定等の運用基準を定め︑又

ます︒それをもう少し踏み込んで︑報道の自由で
○国務大臣︵森まさこ君︶ 本法案の解釈適用に
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たときにも定期的にそれがなされるものというふ

て国会に報告をいたしますので︑政権交代があっ

また︑内閣総理大臣が有識者会議の意見を受け
委員会の設置︑特に我が党が主張しておりました

ただきまして︑四党の協議の中でも︑国会による

ただいて︑立法府によるチェックを主張させてい

えております︒

が恣意的に拡大解釈されるおそれはないものと考

判断した上で内閣の承認を得ることとなり︑例外

ずるもので政令に定める重要な情報を規定をして

また︑例外的に六十年を超えて特定秘密の指定

このことによって︑第三者機関の話もあります

おりますが︑例外的に六十年を超えて延長できる

のは︑監視及び審議できる委員会というのを設け

んだというふうに思うんですが︑これは︑そうす

が︑同時に一番民主的統制の観点から︑この主権

場合についての規定であることに鑑みまして︑同

うに考えます︒

ると︑政権交代時ですとか内閣改造時にはやると

者たる国民から選ばれた国会議員による委員会を

規定は極めて限定的に解すべきと考えておりまし

を延長することができる場合として︑暗号や人的

いうことでいいんでしょうか︒

設置することによって︑チェックの様々な観点か

て︑また現時点ではこれに該当するものは想定し

るように四党で協議して︑それを確認いたしまし

○国務大臣︵森まさこ君︶ 私は︑これは不断に

らのバランスを取ることが可能だというふうに思

ておりません︒

○和田政宗君 今大臣︑不断に行うべきだという

していくべきものと考えております︒有識者会議

っておりまして︑この国会の委員会︑是非各党の

○和田政宗君 ちょっと︑政治家の発言として︑

情報源に関する情報等に加えまして︑これらに準

を︑本法案成立後︑組織をさせていただくことに

賛同を得て実現をしてまいりたいと思います︒

そして大臣の発言として聞きたいんですが︑同じ

た︒

なるわけでございますが︑そのような中で有識者

○和田政宗君 これは︑修正合意した政党同士で

ようなことを申しましたけれども︑これ︑踏み込

の皆様の御意見を聴いて︑運用基準の中に御指摘

えをさせていただいたとおりでございますけれど

質問︑大臣いかがでしょうか︒
本法案の修正議決︑これ衆議院のものでござい

も︑五年以内のものが三十年︑三十年で原則公文

必ずやるという固い決意を国民の皆様にも示した

○和田政宗君 国会によるチェック体制について

ますけれども︑秘密の期限について︑六十年で原

書館に移管︑そしてその後の六十年の場合の七項

の面も取り入れてまいりたい︑そのことを検討し

更に聞きますけれども︑国会に例えばこうした問

則指定解除となりますけれども︑七項目の例外が

目でございますけれども︑これはしっかりと内閣

○国務大臣︵森まさこ君︶ 今審議官の方でお答

題を扱う常設委員会︑この特定秘密を扱う常設委

設けられました︒しかしながら︑例外については

の承認を得てまいりますので︑例外が恣意的に拡

いというふうに私は思っております︒

員会を設置することについてはいかがでしょうか︒

行政の裁量で拡大解釈のおそれがあります︒更に

大解釈されるおそれはないものというふうに考え

てまいりたいというふうに思います︒

○国務大臣︵森まさこ君︶ 国会における委員会

絞り込むべきと考えますが︑いかがでしょうか︒

そして︑具体的に絞り込むべきではないかとい

については︑国会の御判断でなされるものという

特定秘密の指定の有効期間を通じて六十年を超

うような御意見でございますけれども︑これは極

ております︒
えて延長しようとする場合︑当該特定秘密の指定

めて限定的に解すべきと考えておりますし︑これ

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

を延長しようとする行政機関の長がその該当性を

ふうに承知をしております︒
○衆議院議員︵畠中光成君︶ 委員の質問にお答
えいたします︒
我が党がこの修正協議の中でも盛り込ませてい
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推進本部長など特定秘密をおよそ取り扱う組織で

みならず︑中心市街地活性化本部長︑郵政民営化

関の長を調べてみますと︑例えば︑観光庁長官の

○和田政宗君 特定秘密の指定権限を持つ行政機

者︑自衛隊法別表第四に該当するものに限定する

おるわけでございます︒この際︑防衛秘密の管理

防衛大臣が指定をすると︑こういうことになって

当たりましては︑防衛秘密管理者の上申を受けて

防衛秘密につきましては︑まず︑事項の指定に

いうことに関しては︑特別管理秘密の指定権限︑

○和田政宗君 これ︑現在現場でできてしまうと

ことになると思います︒

仕方というのは従前と同じようにしていくという

定秘密に移るという中で︑防衛省の中での管理の

を期しておりますので︑少なくとも防衛機密が特

密ということに移行することになっております︒

はない機関の長が含まれています︒こうした行政

ことはもちろんでございますけれども︑防衛秘密

行政機関の長となっていますけれども︑外務省で

○政府参考人︵地秀士君︶ お答えをいたしま

機関の長は指定権限を持つ者からあらかじめ外す

に関する運用を定めました通達等に従って︑真に

は大臣が定めた別の規則によって特別管理秘密の

についても有識者会議の皆様の御意見を聴いてし

べきだと考えますけれども︑見解はいかがでしょ

秘匿することが必要な要素︑事項を抽出して上申

指定を各局長に委任していると報道等で聞いてい

そして︑恐らく︑現在もその運用については万全

うか︒

を行うということにされておるところでございま

ます︒これは事実なのかという確認と︑本法案が

す︒

○国務大臣︵森まさこ君︶ 修正案によりまして︑
す︒

っかりと適正に運用をしてまいりたいと思います︒

内閣総理大臣が︑有識者会議の意見を聴いて︑政

成立した場合にどのような改善が見られるか︑そ

○和田政宗君 政治の関与が必要ではないかとい

思います︒

きる行政機関を限定してまいりたいというふうに

の御意見を伺って︑特定秘密を指定することがで

踏まえまして︑本法案成立後︑この有識者会議等

行政機関をできる限り限定すべきという御意見を

みを設けることになりました︒指定権限を有する

という可能性もあるのかなというふうに思います

○和田政宗君 そうしますと︑これ現場でできる

います︒

認を得ると︑このようにされておるところでござ

ありましたり課長等でございますが︑これらの承

長でありましたり︑あるいは各自衛隊の幕僚長で

担当者が防衛秘密管理者等︑これは内部部局の局

に関する訓令に従いまして︑当該秘密文書の作成

かなか現実的に難しいことから︑外務大臣名で発

臣自身が特別管理秘密の指定を決定することはな

ございます膨大な秘密文書の逐一について外務大

これは外務大臣でございます︒ただし︑外務省に

房が取りまとめました基本方針を踏まえまして︑

ざいますが︑の指定権者は︑平成十九年に内閣官

外務省における特別管理秘密︑現行のものでご

ます︒

○政府参考人︵山田滝雄君︶ お答えを申し上げ

そしてその上で︑具体的な防衛秘密文書の作成

う観点で︑現在の防衛秘密や特別管理秘密の指定

けれども︑これ︑本法案が成立したときにそうい

出された訓令でございます秘密保全に関する規則

令で定める行政機関の長には特定秘密の指定権限

や運用がどうなっているのか︑本法案成立後どの

った改善点︑具体的な運用はどうなるんでしょう

に基づきまして︑局長等の秘密管理者が特別管理

の点教えてください︒

ようになるのかということを聞いていきたいと思

か︒

秘密文書の取扱いに責任を負うと︑これが現行の

でございますけれども︑これは︑防衛秘密の保護

いますけれども︑まず︑防衛秘密において︑現在

○国務大臣︵小野寺五典君︶ 防衛秘密は特定秘

を付与しない︑そういうこともできるという仕組

具体的な文書の指定は誰が行うんでしょうか︒

参議院記録部

- 22 -

【未定稿】
国家安全
平成２５年１２月５日

二号ハ又はニに該当し︑特定秘密に指定されるも

及び能力が明らかになることから︑本法案別表第

像した画像については︑情報収集衛星の撮像内容

とはありませんね︒

約束できますね︒今言った発言︑変えるというこ

ございます︒そういった約束できますね︒やると

ます︒そして︑今日踏み込んで発言したところも

制度でございます︒
本法案成立後に有識者の御意見も踏まえつつ統一
のと考えているところでございます︒

治の関与︑国民の代表たる国会議員の関与という

○和田政宗君 聞いておりますと︑だからこそ政

応︑体制を考えてまいりたいと考えております︒

に従いまして︑外務省におけるしっかりとした対

に配付して︑それぞれの所掌事務の遂行における

うに︑必要な判読︑分析を加えた結果を関係省庁

いますけれども︑まずはさきに申し上げましたよ

秘密に指定された画像情報の活用についてでござ

大規模災害等の発生時の危機管理における特定

た上での成立を願い︑質問を終わります︒

考えています︒本法案については議論が尽くされ

案であると考えますが︑より審議が必要であると

○和田政宗君 本法案は我が国の国防上必要な法

っかりと守ってまいりたいと思います︒

特定秘密でございますが︑これにつきましては︑
の運用基準が定められると聞いております︒これ

ものをしっかりやっていかなくてはならないとい

情報源の一つとして活用していただくことになり

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございま

○国務大臣︵森まさこ君︶ 御答弁したことをし

うふうに私考えております︒
ます︒

また︑公益上特に必要があると認められる場合

前回の質疑で︑適性評価にかかわる法案十二条

ちょっとこれも各論で確認しますけれども︑特
別管理秘密の取扱いにおいて︑現在ですけれども︑

には︑法案第十条第一項の規定に基づき︑一定の

す︒

福島第一原発事故直後の原発上空画像が特別管理

四について︑公務所若しくは公私の団体への照会

にかかわって︑公務所というのはおよそ国と地方

要件の下で地方公共団体等に当該情報を提供する
ことが可能であると考えております︒

秘密との理由で東京電力の事故対応に活用されな
かったようですけれども︑これは本法案成立後︑

やかに撮像を行い︑必要な判読︑分析を加えた結

した際は︑内閣衛星情報センターにおきまして速

的の一つとしておりまして︑福島原発事故が発生

情報収集衛星は︑大規模災害への対応をその目

○政府参考人︵河有二君︶ お答えいたします︒

てはないんでしょうか︒

○和田政宗君 すなわち︑これは国会議員︑政治

し公開することはあり得るものと考えております︒

断により︑情報収集衛星の画像の秘密指定を解除

その際︑例外的な措置として︑高いレベルの御判

つあらゆる手段を動員する必要がございますが︑

いては︑国民の生命︑身体を守るため︑政府の持

るような未曽有の大規模災害が発生した場合にお

○仁比聡平君 二〇一〇年の十月に︑警視庁公安

す︒

○国務大臣︵森まさこ君︶ はい︑該当いたしま

当いたしますね︑大臣︒

安警察あるいは公安調査庁︑こうしたところも該

あるいは都道府県警察の公安部などのいわゆる公

そこでまず確認ですが︑この機関には警視庁︑

のあらゆる行政機関が当たるということを確認を

果を関係省庁に配付し︑関係省庁においてそれぞ

家がどのようにチェックをしていくか︑そういっ

部が作成した国際テロ対策に関するデータという

更に申し上げれば︑例えば東日本大震災を上回

れの所掌事務の遂行における情報源の一つとして

たところによって︑恣意的に秘密が隠されない︑

のがインターネット上に流出していたことが発覚

このような危機管理の事例において活用する手だ

その結果を活用してまいったところでございます︒

そういったことができるというふうに考えており

いたしました︒

本法案が施行されますれば︑情報収集衛星が撮
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りませんね︒

流出した︑そういう事件であったことは間違いあ

民の個人情報︑約六百三十の法人︑団体の情報が

警察庁おいでだと思いますが︑およそ千人の市

をして︑国会でも大問題になってまいりました︒

と︒

上で︑どんな実態把握をそれなら行っているのか

て重要ですと︑そうこの実態把握の狙いを掲げた

ィーを形成しているかを把握しておくことが極め

だけの対象国人が居住し︑どのようなコミュニテ

各種国際テロ対策を進めていく上で︑管内にどれ

そういうものなんじゃないんですか︒

握をして︑徹底的にこの際調査をしてしまおうと︑

を大規模かつ組織的にそうした四事項について把

ども︑今日問題としたいのはその内容︑つまり公

○仁比聡平君 この流出自体も重大なんですけれ

ネット上に掲出されたものでございます︒

ァイル共有ソフト・ウィニー等を用いてインター

を含む国際テロに関連する記載のある文書が︑フ

お尋ねの事案は︑平成二十二年十月︑個人情報

で︑ムスリムとはイスラム教徒をいうと︒ＯＩＣ

る者及びその他の国籍を有するムスリムとした上

私の質問を聞いてください︒ＯＩＣの国籍を有す

臣︑いいですか︑大臣︒後ろの人のじゃなくて︑

実態把握の対象は︑イスラム諸国会議機構︑森大

要点﹂という文書がありますが︑御覧のとおり︑

資料の三枚目ですが︑
﹁実態把握強化推進上の

で︑この点についてはお答えを差し控えさせてい

後の警察活動に支障を及ぼすおそれがありますの

分析するかということを明らかにすることは︑今

警察がどのような情報を収集するか︑あるいは

を行っております︒御承知のとおりでございます︒

果たすために︑必要な情報について収集及び分析

けれども︒公共の安全と秩序の維持という責務を

ざいます︒もう委員御承知のとおりでございます

警察におきましては︑警察法第二条に定めがご

○国務大臣︵古屋圭司君︶ お答えいたします︒

国家公安委員長︑そうした調査ですか︒

○政府参考人︵橋清孝君︶ お答えいたします︒

安警察の情報収集の実態なんです︒

加盟国五十六か国一地域の国籍を有する者の把握︑

刷りをしたものですけれども︑これ︑明らかにな

ました︒この問題についての公刊物から私が抜き

文章の最後の部分︑言動︑服装等からムスリムと

全員ということですよね︑を最重点として︑その

だったらそうした国籍を有していらっしゃる方々

ながら︑それを明らかにすることはならないなん

が社会問題にも︑そして国会でも重大問題になり

○仁比聡平君 これだけ重大なプライバシー侵害

ただきたいと思います︒

そこで︑お手元に三枚資料を配らせていただき

った文書の中に︑二〇〇四年の三月十八日付けで

認められる者︑その下の行には︑判別が困難な場

これからも続けていくということですか︒その手

外事第三課長が関係所属長にあてたこの一枚目の

これはまさにムスリムを狙い撃ちにしたもので

法が︑この実態把握の手法がまた驚くべきものな

て︑つまり︑それ特定秘密という話かと︒それを

ろにあるように︑現在︑各種通達等により国際テ

すけれど︑その下︑報告要領︑必要事項というの

わけです︒

合は公安係に報告し︑判断を任せよと︑こういう

ロ対策を推進中でありますが︑各署から報告を受

がありますね︒①国籍︑②氏名︑③生年月日︑④

二枚目の資料を御覧いただきたいと思うんです

﹁国際テロ関連実態把握の集中的な推進につい

け︑当課で把握している外国人の居住実態と入管

住所︒これ︑法案に言う四事項というのと基本的

が︑︵３︶モスク等の集中的実態解明というのが

明らかにしないということは︑反省もしないし︑

統計を比較しますと︑統計上の都内居住対象国人

に同じなんですが︑そうした中で︑結局︑一律網

あります︒当面︑四月二日から期間中の毎週金曜

実態把握のやり方なわけですよ︒

約四万人︑把握している都内居住対象国人約四千

羅的に都内在住四万人のムスリムの実態というの

て﹂という文書があるわけです︒この趣旨のとこ

人と大きな隔たりがあるのが実態ですとした上で︑
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う指示をしているわけでしょう︒

を明らかにした要員の配置︑体制を整えようとい

か︑行動確認ですか︑を実施するのでという目的

同による集中的実態解明︑これ行確というんです

礼拝参加者に的を絞り︑指定署と外事第三課の合

日︑墨塗りにされていますが︑その三施設の金曜

るところにもあります︒

基に︑その一人一人の身上調書をまとめ上げてい

○仁比聡平君 更に恐ろしいのは︑集めた情報を

ていただきたいと思います︒

ましたとおり︑お答えをすることは差し控えさせ

その具体的な中身については︑先ほど申し上げ

っております︒法律に基づいてやっております︒

んですね︒

い︑とりわけ思想信条に及ぶ調査までやっている

り情報を収集し︑調査をしていなければ分からな

的に長期間にわたって監視をし︑微に入り細に入

礼賛する書き込みをしていたなどの︑まさに継続

るとか︑イスラム・トゥデイにハマスの指導者を

とか︑この人は契約に関するトラブルを抱えてい

工場︑土建会社︑新聞店等︑そして学生寮などに

イスラム諸国出身者が経営する店舗︑社員寮︑町

を絞ること︑外国人を雇用している企業や会社︑

眼点という指示があります︒安価なアパートに的

巡回に当たる警察官に対して︑三項めで具体的着

ているわけですね︒そこには︑人との交友関係と

して顔写真まで洗いざらい調べ上げて調書を作っ

在留資格︑本国の住所やその本国の電話番号︑そ

出入国歴︑出入りしているモスク︑旅券の番号︑

などの人定事項から始まって︑極めて詳細です︒

その内容は︑先ほど来の氏名︑住所︑生年月日

これは法律に基づいて我々は取り組んでいるとい

必要な情報を収集をしてそれを分析を行っている︒

必要な情報︑すなわち公共の安全と維持のために

した︑答弁させていただきましたとおり︑やはり

○国務大臣︵古屋圭司君︶ 先ほども申し上げま

か︒

資料の三枚目︑もう一度御覧いただきますと︑

対する︑こうしたところの巡回連絡を強化せよと︑

か誰と会ったかとか誰と連絡を取っているという

国家公安委員長︑こんな調査が許されるんです

推進せよと︑そういうふうに求めているわけです

的に監視をして尾行をすると︑こんな理不尽な人

いうだけで個人情報を丸裸にして︑モスクを継続

た︒何でも許されるというんですか︒ムスリムと

ほど公共の秩序維持のためにはとおっしゃいまし

何ら犯罪は発生していないにもかかわらず︑先

この誰かということを面割りをした率というのま

その礼拝︑モスクに来ているその礼拝者が一体ど

礼拝者︑そして面割り率ですね︑面割り︑つまり

の礼拝時間︑礼拝参加者数︑それぞれの日ごとの

報も流出をしたようですが︑ここにはそのモスク

モスクなどに対する解明作業進捗状況という週

している︑これに尽きるわけでございます︒これ

全と福祉を守るために必要な情報を警察は収集を

○国務大臣︵古屋圭司君︶ あくまでも公共の安

るんですよ︒大臣︑それでいいんですか︑本当に︒

も許されるんだという︑そういう理由の答弁にな

理由とすればどんな根こそぎのプライバシー侵害

○仁比聡平君 今の答弁は︑公共の安全と秩序を

う︑ここに尽きます︒

権侵害行為が︑大臣︑許されていいと思っている

で進捗状況として報告をさせているわけですよ︒

は法律にも︑警察法第二条にもその趣旨は定めら

ようなことも書かれています︒

んですか︒

これはまさに張り付いて監視しているということ

よね︒

○国務大臣︵古屋圭司君︶ 先ほどもお答えさせ

○仁比聡平君 与党席から︑よしなんという声が

以上です︒
︵発言する者あり︶

れていると︑こういうことでございます︒
ですから︑流出した情報のある人の身上調書に

にほかならないじゃないですか︒

維持のために︑その責任を果たすためには︑警察

は︑長女の誕生をきっかけにモスクに通い出した

ていただきましたが︑やはり公共の安全と秩序の
としては必要な情報について収集並びに分析を行
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なた方でしょう︒

︵発言する者あり︶後ろからやじっているのはあ

るわけでしょう︒とんでもないやり方ですよ︒

こんな乱暴なやり方であなた方は強行しようとす

そういう発想だから︑この特定秘密保護法案を︑

出ていますけれども︑とんでもない認識ですよ︒

なた︑法案担当者なんでしょう︒

したなんて言うんですか︒絶対に許されない︒あ

ないんですか︒何で質問に答えない︑それで答弁

○仁比聡平君 あなた︑何でそんな︑質問に答え

をして行うことになります︒

調査をすることになり︑プライバシーに十分配慮

質問票に記載をしていただき︑それにのっとって

つまり︑あなたの答弁は︑法案の担当者としては

いうことをお認めになったということでしょう︒

ついて︑この法律案が何らの制約もしていないと

権侵害であると指摘をしている調査のありように

案担当大臣でありながら︑こうした私が厳しく人

りました︒つまり︑法案担当者でありながら︑法

基本︑一番恐ろしいその根本の一つをお認めにな

うになっている方の︑六︑対策推進上の留意事項

がら何と言っているか︒百八十九ページというふ

いますが︑こうした根こそぎな人権侵害をやりな

はこうした公安警察も当たると答弁をしたわけで

いて︑あなたは先ほど︑そして前回も︑公務所に

て︑適性評価の︑事実︑評価事項に係る調査にお

法案︑例えば十二条の四項における調査におい

○国務大臣︵森まさこ君︶ 今御答弁をしました

というのはそういうことじゃないですか︒

ういう答弁でしょう︒担当外だから答えられない

この公安警察︑そこの部署の問題ですという︑そ

答えられない質問であって︑あとは調査に当たる

二枚目の資料をちょっと見ていただきたいと思

というのがあります︒作業については秘匿を原則

す︒あなたが︑法案には人権尊重だとか取材の自

案につきましては︑ここの法案に書いてある事項

とし︑人権に十分配意をお願いしますというんで

ふうに言うけれども︑だったら︑十二条の四項に

のみを︑適性評価の対象者に限ってこの書いてあ

とおり︑御指摘の資料は︑この秘密保護法案の適

知られないように密行して洗いざらい調べ上げて︑

おいて︑あなたが一般的には認めているこの公安

る事項だけを調査をする︑その中で必要な部分が

由への配慮だとかそういう規定があるから︑だか

膨大なプライバシーを自ら手中にして蓄積をして

警察による調査においてこうした人権侵害が行わ

あれば公務所に問い合わせる︑そのことについて

すね︒これ私︑最初読んで何を言わんとしている

いく︑そのことが国民に知られないようにすれば

れないという条文上の根拠を明らかにしなさいよ︒

は公務所に問い合わせることも含めて本人の同意

性評価についての調査ではございません︒この法

それは人権に配慮していると︑そういうことなん

○国務大臣︵森まさこ君︶ 委員が御指摘のこの

を得ているということを御答弁を申し上げたわけ

ら処罰はされないだとか対象外だとか︑そういう

じゃないんですか︒あなた方が使う人権の配慮と

資料による調査については︑私の方は担当ではご

のか全く分かりませんでしたが︑つまり︑国民に

か尊重とかという言葉というのはそういう意味な

でございます︒

あなたね︑私が︑私が今日ここで問題にしている

ざいません︒今国家公安委員長が御答弁したとお
本法案については︑適性評価の事項については

のは︑日本の︑我が国の情報機関と一応言ってお

んですか︑森大臣︒
つきましては︑適性評価につきましては︑評価対

適性評価対象者の事項に限って︑この七つの事項

きますけど︑公安警察だとか︑これまで我が党が

○仁比聡平君 とんでもない話ですよ︑あなた︒

象者の同意を得まして︑条文に書いてある事項の

のみを対象するというふうになっております︒

問題にしてきた︑取り上げてきた防衛省・自衛隊

りだというふうに思います︒

みを調査することになっております︒それによっ

○仁比聡平君 今担当大臣が︑この法案の骨格の

○国務大臣︵森まさこ君︶ 特定秘密保護法案に

て︑まず評価対象者からこの七つの事項について
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発とか︑この問題での流出とかいうことで明らか

そして︑それが何らかの事情で︑例えば内部告

る︒

これまでの制度の下でもこういうことをやってい

力も十分持っているということなんですよ︒現に

民のプライバシーを密行して調べ上げる体制も能

そうした情報機関はこうして無法に洗いざらい国

の情報保全隊だとか︑あるいは公安調査庁だとか︑

実際にそれを絶対に許さないという法的な拘束を

して︑もうやらないという態度を明らかにして︑

イバシー侵害や違法︑無法な調査を︑真摯に謝罪

しても︑こうして明らかになっている重大なプラ

○仁比聡平君 幾らあなたがそんなふうに繰り返

とをここに明記をしてあるわけでございます︒

についてもプライバシーの侵害を︑ないというこ

解釈指針になるわけでございますので︑適性評価

ているわけでございまして︑これが全ての条文の

○仁比聡平君 とんでもない答弁ではないですか︒

た方針で対応していると承知をしております︒

明させていただいたとおりでございます︒そうし

対応については︑先ほど国家公安委員長から御説

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 政府としての考え方︑

などということが外交上許される行為なんですか︒

大使館に公安警察が潜入し︑その活動を監視する

外務大臣︑我が国が正式に受け入れている国の

ですね︒とんでもないと思うんですね︒

になっても︑その無法を自ら正してやめようとし

掛けない限り絶対に繰り返されるんですよ︒

これまで行われてきた氷山の一角としてあらわに

員長の答弁はそういうことでしょう︒だったらば︑

護法案においてのテロリズムの規定というのは︑

目で行われているものなんですが︑今回の秘密保

それで︑この調査を︑テロリズム対策という名

ン大使館の大使以下八十人もの大使館員の銀行口

房長官も聞いていただいていていいですか︑イラ

なくて︑流出情報によると︑イラン大使館の︑官

潜入して先ほどの様子を報告しているだけでは

ていないじゃないですか︒先ほど来の国家公安委

なったこうした無法なプライバシー侵害は︑これ

座情報︑給与の振り込みから現金の出入りまで︑

その報告書には詳細に記録をされているわけです︒

今日ここを取り上げるわけではありませんけれど
も︑極めて曖昧で限定がないと︑テロリズムの定

から更に行われるということになるじゃないです
か︒そこについて担当大臣として何の認識もない

○政府参考人︵橋清孝君︶ お答えいたします︒

警察庁︑こうした銀行口座情報というのはいか

そういう中で︑この公安警察の調査ですけど︑

御指摘の事案につきましては︑本年十月二十九

義そのものに︒テロ特措法は︑それでも九・一一

ましているとおり︑この特定秘密保護法案による

外務大臣にもおいでいただいたんですが︑これ︑

日に偽計業務妨害罪の時効期間が経過しましたが︑

んですか︒森大臣︑答えられないんだったら︑官

適性評価については︑本人の同意を得た上で法定

一般市民だけでなくＯＩＣ諸国の大使館にまで及

被疑者の特定など事案の解明に至っていないため︑

なる手法で手に入れたんですか︒金融機関に記録

事項に限ってその適性評価者の事項を調査をする

んでいるわけですね︒イラン大使館のレセプショ

委員御指摘の文書の出所など︑提出された経緯は

の同時多発テロとの関係でテロを概念をしていた

ということで︑限定をしております︒さらに︑そ

ンに公安警察が潜入をしていたという︑その情報

明らかになっておりません︒

房長官︑いかがです︒

のことによって不利益な取扱いをしないこと︑又

も流出をしています︒大使館のレセプションの参

○仁比聡平君 問いに答えられないというのは︑

を提出をさせたのか︑御答弁いただきたい︒

はこの法案によって規定してありますのは︑二十

加者︑出席者の言動︑領事の発言内容︑そのやり

指摘を否定できないということでしょう︒

わけですが︑今回は一切限定もないと︒

二条に︑国民の基本的人権を不当に侵害するよう

取りの具体的な様子が逐一報告をされているわけ

○国務大臣︵森まさこ君︶ 先ほど来お答えをし

なことはあってはならないということも規定をし
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できるんですか︒

て本当に外交上の友好関係をつくっていくことが

岸田大臣︑どうですか︑こんなことをやってい
れば私は問題ないと思います︒

収集というのは法律の中で行われていることであ

員長︑外務大臣等の答弁を聞いていまして︑情報

○室井邦彦君 いや︑先ほど来︑そういう質問に

︵発言する者あり︶

○委員長︵中川雅治君︶ 質問を続けてください︒

っとお答えいただけないですか︒

簡単に言われれば済むことなので︑それを質問に

○仁比聡平君 委員長︑本当にとんでもない︑法

それで︑こうした問題が法案審議すればするほ

対して答えられない︒これをサービス精神という

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑御指摘の点に

外交に関しましては︑外務大臣の立場から最大

ど山積みなんですよ︒あしたが会期末だといって

のか︒やはりこれ︑衆議院で︑野党間の暗黙のう

対して︑そんなに大層なことではないんですよね︑

限様々な外交関係を進展させるように努力しなけ

強引に質疑を打ち切るなんてあり得ないですよ︒

ちの了解というか︑緊急上程はしないとか︑そう

案そのものの絶対に憲法原理と相入れない骨格が

ればいけない︑これは当然のことであります︒

それで︑今日この開会前の理事会で︑私︑改めて︑

いうふうな形で︑荒れながらでもこの法案に対し

つきましては︑先ほど国家公安委員長から御説明

○仁比聡平君 全くはっきりしない︒

委員長が後刻理事会で協議をすると︑そう発言を

て審議をしてきました︒しかし︑最終的には緊急

理事会というものはどういうものだということを

官房長官にそこを伺いたいんですけど︑この秘

してきた数々の問題をちゃんと理事会で協議をし

上程をして強行採決をされた︒

この問題でもあらわになったと思うんですよ︒

密保護法案を作るなら︑許すなら︑これまでも私

て︑政府に提出を求めるべきだと強く求めました︒

させていただいたとおりであります︒

は︑とんでもない人権侵害であり外交関係も損な

私は︑前回の月曜日の質疑において︑様々な検

いいのかと︒官房長官︑いかがですか︒

ですと言えば何でもやり放題と︑そんな国にして

ではありませんけど︑いや︑秘密を保全するため

ていたけれども︑先ほどの国家公安委員長の答弁

国民に知られたらとんでもないということになっ

て︑そういう法的根拠を得て︑これまでは密行︑

秘密を保全するためにという︑そういう名目を得

あるいは政府部署相互の協力という下で︑言わば

価における公務所としての照会を受けたからと︑

それは明らかじゃないか︒これが︑例えば適性評

な調査がこれまで行われてきた︑氷山の一角でも

というものはどういうものなんでしょうか︑ちょ

で非常に申し訳ございませんが︑委員長︑理事会

をしたいことがございます︒それは初歩的な質問

質問に入る前に︑一言︑二言︑委員長にお尋ね

○室井邦彦君 日本維新の会の室井でございます︒

いと強く申し上げて︑私の質問を終わります︒

ければ︑委員会を打ち切るなんて絶対にあり得な

すからね︒絶対にこれを明らかにしていただかな

一覧表を提出せよという話をして︑もう木曜日で

て︑どんな所管において今後検討されていくのか︑

いる︑そうした諸問題が︑どんな検討事項であっ

討課題︑中でも政令委任事項というふうにされて

いを裏切り行為︑裏切っておられる︑このように

るんじゃないのかなと︒むしろ︑国民の純粋な思

を得たということに対して非常におごりが出てい

い︑私はあえて言えば︑あなた方が国民から大勝

れから進められるのか︒これは︑やはり国民の思

国会またこれからもあります︑そういう対応でこ

うな姿勢というのは︑これから安倍政権の︑通常

の質問︑野党の要求︑一切受け入れない︑このよ

たんですよ︒しかし︑もう理事会において︑野党

れは頼りがいのある人だなと︑こんな思いがあっ

すしね︑本当の品のある方で︑体も大きいし︑こ

はり委員長︑私はあなたの人柄を見て︑穏やかで

そして︑この常識の府と言われる参議院で︑や

う︑そうした調査だと思いますが︑そうした無法

○国務大臣︵菅義偉君︶ 先ほど来︑国家公安委
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これはもう皆さん方︑新聞で御承知であろうか

入ります︒

猛省を促したい︑このことを申し上げて︑質問に

れ放題なんですよ︒これは十分に反省を促したい︑

ということをしないと︑常に委員会でこういう荒

か二つぐらいは野党の意見を理事会で聞き入れる

申し上げたいことがあるんですね︒十のうち一言

いますけれども︑私は言い過ぎどころか︑もっと

これは︑ちょっと言い過ぎという言葉を聞いて

をいたしましたとおりの御発言をいただいたとこ

して修正案の内容について御説明をし︑今御答弁

○国務大臣︵森まさこ君︶ 当方の法案の内容そ

それは︒

○室井邦彦君 いや︑懸念を取り返したんですか︑

うふうに思っております︒

りと懸念点について当方から御説明ができたとい

記事はその前の御発言でございますので︑しっか

るということを言っていただきました︒御指摘の

ド・バランスの役割を果たしていることを評価す

たせるべく修正が施され︑国会がチェック・アン

ふうに思っております︒

っかりとこの部分を確認しておきたい︑こういう

の質問がありますが︑我が党としてももう一度し

関︑この問題について再度︑各政党からそれぞれ

きたい︑このように思いますが︑それは第三者機

大勢の方々の前で責任ある大臣が御回答をいただ

は気になることをここで再度確認と︑しっかりと

り大切な重要な点がたくさんありますが︑特に私

質問の一つに︑また︑この法案についてはやは

きたい︒十分にそのことを申し上げておきたいと︒

そして監察することのできる新たな機関として︑

附則九条の独立した公正な立場において検証する︑

その上で︑ピレイ人権高等弁務官が国連の方に

しか私は見えないんです︒
︵発言する者あり︶

と思います︒十二月三日の朝日新聞ですね︒この

ろでございます︒

まず︑四党協議で︑本法案成立後︑施行までに︑

ような日本の状況を非常に心配をして︑ピレイ国
連人権高等弁務官がこのようなことを言っている

内閣府に情報保全監察に関する機関を政令により

設置することが確認されたとのことでありますが︑

報告をするものだと思いますけれども︑その内容
についてはまたしっかりと情報をいただいてまい

政府としていかに新たな機関を設置しようとして

んですよね︒成立急ぐべきじゃない︒国連人権機
関のトップですよ︒彼女がジュネーブで記者会見

ろうというふうに思っております︒

○国務大臣︵菅義偉君︶ 政府としては︑四党協

をして︑安倍政権が進める特定秘密保護法案につ

いずれにしましても︑諸外国のこういう関係者

議の結論に従いまして︑本法案成立後︑施行まで

いるのか︑これは官房長官にお聞きをしたいと思

が心配をされているんですよね︒当然︑今日もた

に︑まずは内閣府に二十人規模のお尋ねをいただ

○室井邦彦君 いや︑情報をいただいてまいりた

くさん傍聴に来ておられます︒これだけこの法案

いた情報保全監察室︑仮称を設置をし︑業務を開

いて︑何が秘密を構成するのかなど幾つかの懸念

について国民が不安な思いをされているんですよ

始することとしたいと考えます︒さらに︑その上

います︒

せてください︒

ね︒それを︑後︑これからどういうこの委員会が

で︑政令又は立法措置が必要な場合には︑立法に

いとか︑しどろもどろ︒

○国務大臣︵森まさこ君︶ ピレイ人権高等弁務

流れになって︑どういう方向で進んでいかれるの

より︑できる限り情報保全監察室を局へ格上げす

が十分に明確になっていない︑さらに︑国内外で

官に対しましては︑当方から十二月三日に御説明

か私は知りませんが︑もう強行採決とか突破とか︑

ることをお約束をいたします︒

懸念がある中で成立を急ぐべきじゃないと政府や

をいたしました︒これに対して先方からは︑衆議

この参議院では︑是非常識の府ではやめていただ

このことについて︑大臣︑ちょっと所見を聞か

国会に慎重な審議を促しておられます︒

院での審議について︑法案に憲法との整合性を持
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正な立場において検証し︑及び監察することので

ものについては是正を求めること等︑独立した公

定及び延長の適否を検証及び監察をし︑不適切な

各行政機関による個別の特定秘密の有効期間の設

監察し︑不適切なものについて是正を求めること︑

個別の特定秘密の指定及び解除の適否を検証及び

仮称の所掌事務として︑例えば各行政機関による

ると承知しており︑したがって︑情報保全監察室︑

独立性の高い第三者機関を設置をする必要があ

性を備えた機関であるべきと考えています︒

とのできる新たな機関とは︑法的にも高度の独立

た公正な立場において検証し︑及び監察をするこ

○国務大臣︵菅義偉君︶ 附則第九条の︑独立し

移行するのかどうか︒

取引委員会と同様︑高度の独立性を備えた機関に

このことが確認されたとのことだが︑例えば公正

おいて︒内閣府設置法等の改正の検討を進める︑

ついても⁝⁝︵発言する者あり︶ちょっと黙って

機関よりも高度の独立性を備えた機関への移行に

聞きをしたい︒

あなたはスケジュールを考えているのか︑是非お

検討ばかりであるんですが︑どのような︑大臣︑

て検討するというふうな答弁をいただいた︒検討︑

した︒森大臣︑あなたより︑昨日︑準備室を設け

維新の会の藤巻議員がこのような質問をいたしま

に設置するものであるというふうに︑昨日︑我が

全局を参考としつつ︑本法案の成立後︑施行まで

の制度︑特に米国の省庁間の上訴委員会や情報保

及び監察することのできる新たな機関は︑諸外国

○国務大臣︵森まさこ君︶ 本法案成立後速やか

きる新たな機関としての業務を想定をいたしてお

したがって︑内閣府に設置される情報保全監察

をしたいというふうに考えております︒

ります︒

○委員長︵中川雅治君︶ 静粛にお願いします︒

○室井邦彦君 大臣︑内閣法によってすぐさま設

に内閣官房に準備室を設置をいたします︒そして︑

にも仮称という言葉が何か非常に多い︒この仮称

○国務大臣︵菅義偉君︶ 法的にも高度の独立性

置ということは非常に困難だ︑いろいろとあると

に関する機関の実際の業務遂行の在り方等を検証

というところは役人の関係とか何か今後のことを

を備えた機関への移行について内閣府設置法等の

いうことは聞いておりますが︑速やかにしっかり

○室井邦彦君 官房長官からはっきりとした答え

考えた上でのそういう文字なのか︑ちょっとその

改正の検討を進めてまいりたいと考えます︒

と進めていっていただかなくては困る︑よろしく

この第三者機関については︑施行までに︑統一基

辺はもう少し︑官房長官らしくしっかりとお答え

○室井邦彦君 私は︑私見でありますけど︑この

その点は十分に申し上げておきたいと思います︒

しつつ︑法的にも⁝⁝︵発言する者あり︶ちょっ

いただければ有り難い︒
︵発言する者あり︶

第三者機関については︑また新たなこれだけの法

続きまして︑時間もございませんが︑公文書館

をいただいた︒しかし︑しかしですね︑これ︑官

○国務大臣︵菅義偉君︶ ちょっと︑委員長︑静

案を作ってもいいな︑考えてもいいな︑このぐら

についてお伺いをしたいと思いますが︑この保存

準の原案作成等の本法案の施行準備とともに設置

粛にお願いします︒

いのことを私は思っておるんですよね︒しっかり

期間満了後︑全て国立公文書館等に移管しなけれ

と静粛にしてください︒

○委員長︵中川雅治君︶ 静粛にお願いします︒

と官房長官にはこの方向をまた進めていっていた

房長官︑ちょっと私︑一言一句の言葉の中に余り

○国務大臣︵菅義偉君︶ 四党の確認事項の中で

よりも非常に弱体化している︑このようなことも

ばならないとあります︒我が国の公文書館は以前
三問に当たりますけれども︑附則九条に基づき

聞いております︒そういう中で︑我が国の国立公

だきたい︑このように要望をいたします︒
設置をする︑独立した公正の立場において検証し︑

仮称ということがうたわれていますので︑私はそ
のとおり申し述べただけであります︒
○室井邦彦君 第二問︒四党協議によれば︑上記
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調査室は議論をしております︒内閣情報調査室と

身などを国会にちゃんと出すべきではないですか︒

るぐらいの気持ちでしっかりと審議をしていただ

この秘密保護法案は希代の悪法です︒この希代

今日︑資料を出しております︒例えば︑この中

文書館の職員数︑収蔵能力︑この大臣の答えは分

の悪法を二十時間ぽっちりで成立させるなんて言

身︑役所との交渉について見て︑ちょっとびっく

は︑二〇一一年九月十五日から二〇一二年十月十

そしてもう一点︑特定機密が移管される国立公

語道断です︒まだまだまだまだ議論することがあ

りしました︒薬物の影響に関すること︑医師の処

きたい︑このようにお願いいたします︒

文書館の充実強化は喫緊の課題であることは大臣︑

る︒検討する︑検討するばかりじゃないですか︒

方に従った︑これ適性評価の薬物の影響ですが︑

かっておるわけでありますが︑あえてここで少し

あなたも分かっておられると思いますが︑どのよ

こんなの︑やるやる詐欺と偽装表示以上の何物で

医師の処方に従った薬物の適正な服用であったと

二日の間︑四十七回審査をしております︒この中

うに拡張していくのか︑拡充していくのか︑その

もありません︒ここは国会です︒国会に出なかっ

しても︑眠気︑ふらつき等の薬理効果が発生する

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです︒

辺の部分をお聞きをして︑お願いします︒

た法案はできないことなんですよ︒やるんだった

場合は︑それにより自己を律して行動する能力が

聞いておかないといけない点があって︑あえてお

○政府参考人︵幸田徳之君︶ お答え申し上げま

ら国会に法案を出してください︒そうでなければ︑

低下するかもしれないことを示唆しているから︑

聞きをします︒

す︒

私たちは認めることはできません︒
お手元に資料があります︒内閣情報調査室は

まうおそれが存在すると評価し得ると︒花粉症で

本人にその意図がなくても特別秘密を漏らしてし

我が国の国立公文書館の人員︑収蔵能力でござ
いますけれども︑職員数の定員が現在四十七名︑

様々な役所と協議を続けております︒例えば︑外

たしております︒

立公文書館への移管義務の対象となると承知をい

文書管理法の適用を受けることとなり︑新たに国

止めてください︒止めて︑資料を配るから︒

り︶じゃ︑ちょっと済みません︑止めてください︒

査室が内閣法制局に対して⁝⁝︵発言する者あ

また︑お手元に資料がありますが︑内閣情報調

ついての解釈がこういう医者が適法に処方したも

○福島みずほ君 資料配付しております︒薬物に

いますか︒

○委員長︵中川雅治君︶ どなたに答弁を求めて

医者から処方したのだって眠気とふらつきがある︒

このような事務の増大に対応するための施設等

○委員長︵中川雅治君︶ 福島みずほ君︒

のでも薬物だと言っております︒これはこれでよ

務省︑警察庁︑内閣官房︑公安調査庁︑法務省︑

所蔵文書の総書架延長が五十八キロメートルでご
ざいます︒

の拡充につきましては︑今後︑文書の数量︑予定

○福島みずほ君 ちょっと⁝⁝︵発言する者あ

ろしいんですか︒

薬物って覚醒剤じゃないんですよ︒これはこれで

時期等を把握しつつ︑適切に対応してまいりたい

り︶じゃ︑資料︑ええとですね︑資料⁝⁝︵発言

議論を続けております︒

と考えております︒

する者あり︶止めてよ︒

ついて︑システムを管理する側が安全管理措置を

本法案によりまして特定秘密に関する文書も公

○室井邦彦君 一言︒冒頭申し上げたように︑し

○委員長︵中川雅治君︶ 福島みずほ君︒

十分に施さなかったといった不作為により漏えい

よろしいんですね︒簡単に答えてください︒

っかりと野党それぞれの意見を聞いていただいて︑

○福島みずほ君 内閣法制局に対して︑内閣情報

続けて三つ聞きます︒インターネットのことに

強行採決のないように︑むしろこの国会を延長す
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○国務大臣︵森まさこ君︶ まず︑配付いただき

か︒

ば︑全員入るじゃないですか︒これでいいんです

ことを予定している者も適性評価にするのであれ

とおりと︒でも︑新規採用者︑これから採用する

まれるかという役所の質問に︑はい︑これはその

になることが予定されている者︑新規採用者も含

それから︑この素案の第七条第二項︑その職員

は十年以下の懲役になる︑これでよろしいですか︒

インターネット業者がうっかり漏らしても︑これ

問われ得るというふうに答えています︒これだと

は︑不作為でうっかり漏れたとしても過失責任を

した場合なんですが︑これについての行政の回答

合にはそれをきちっと認識をしているわけでござ

場合は大変少ないと思いますので︑なっていた場

かということでございますけれども︑なっている

衛産業等の特定秘密の取扱者になっているかどう

ったという場合は︑そのインターネット業者が防

インターネット業者がうっかり漏えいをしてしま

これは処罰の対象になりますが︑御指摘のような︑

な特定秘密が漏えいをするわけでございますので︑

は国家の安全︑そして国民の生命にかかわる重大

これは過失によって漏えいをした場合にも︑これ

り扱うわけでございますので︑この方にとっては︑

特定秘密ですということを知らされてきちっと取

の取扱者は︑これは適性評価を受けた者がこれが

ったという場合でございますけれども︑特定秘密

せめて閣議決定前︑閣議決定後に国会に示されて

すが︑私は言いたい︒もし︑この逐条解説が早く︑

これ︑私︑今日手に入れました︒少し古いもので

に関する法律案の逐条案︑逐条解説があります︒

○福島みずほ君 じゃ︑それと︑特定秘密の保護

します︒

○委員長︵中川雅治君︶ 後刻理事会で協議いた

めに必要なので出してください︒

に関して出してください︒国会で十分議論するた

論をしてきたか︑これ︑ほんの一部ですよ︑これ

な議論をしてきたか︑それぞれの役所とどんな議

全部出してくださいよ︒内閣法制局と憲法上どん

です︒たくさん役所とやっているんですね︒これ︑

これ一か月分の役所との交渉の中身のほんの一部

することになっておりますが︑これについては︑

を適性評価に当たって評価対象者について調査を

ますけれども︑薬物の乱用及び影響に関する事項

うことを予定をされる者については︑適性評価の

まり国の安全にかかわる特定秘密について取り扱

したけれども︑新規の採用者のうち特定秘密︑つ

次に︑新規の採用者についてお尋ねがございま

提示要求があれば︑それは真摯に対応してまいり

○国務大臣︵森まさこ君︶ 資料の情報のそれは

聞きたい︒どうぞ︑森さん︒

こんな書類を何で今まで出さなかったんですか︒

ちゃんと充実できたじゃないですか︒重要な書類︑

いたらこんな空転する議論しなくて済んだんです

処方されている薬物を服用することによりどうい

対象になる場合もあります︒

たいというふうに思います︒

いますので︑それを過失により漏えいをした場合

ました資料の何ページかを御指摘いただくと分か
りやすいので︑よろしくお願いします︒

うことが︑眠気等についての効果があるかどうか

○福島みずほ君 これは︑システム管理する側が

○福島みずほ君 十月末に論点表も出せというこ

よ︒なぜ︑これ出さなかった︒早く出せば議論が

等の調査も含まれるというふうに考えております︒

安全管理措置を十分に施さなかったと不作為によ

とは言っています︒論点表やいろんなものが出て

には処罰の対象になります︒

ただ︑そのこと一つのみではなくて︑これは︑適

り漏えいした場合も︑過失により十年以下の懲役

まず︑一番目の薬物に関しての御質問でござい

性評価は全ての調査をした上の総合評価であるこ

きたのは最近です︒国会議員の皆さん︑論点表も

逐条解説も全部あるんですよ︒なぜこれ︑でも出

と書いてあるんですね︒
私が申し上げたいのは︑今日ここに示しますが︑

とを申し添えます︒
次に︑不作為によりうっかり漏えいをしてしま
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可能な限り御対応してまいりましたし︑これから

解をいただきたいというふうに思いますけれども︑

の資料を直ちに公開をできないということは御理

限り御対応をしてまいりました︒検討過程の全て

ございましたことについては︑これまでも可能な

○国務大臣︵森まさこ君︶ 福島委員から請求が

ますが︑どうですか︒大臣︑大臣︒

議されない限りこの法案の採決はできないと思い

れが全て国会議員に手渡され︑国会できちっと審

さなかったんですか︒これは重要な法案です︒こ

ＳＰＥＥＤＩの情報については特定秘密にはなり

○国務大臣︵森まさこ君︶ まず︑原発事故後の

当するということで間違いないですね︒

よね︒この間御答弁されたとおり︑構成要件に該

それは︑本人がそう決意しなくても教唆行為です

ている公務員に出せ出せと私が迫る︑教唆する︒

国民が知るべきだと思っている︒特定秘密を持っ

かっているわけです︒でも︑私は︑あれは重要な︑

後︑衛星写真︑福島原発のあの映像は秘密だと分

とすると︑私はこの時点で︑東電原発事故の直

教唆というのは︑福島委員も法律家でいらっし

とは思いません︒

した︒しかし︑出せ出せと迫ることが教唆になる

れば︑それは構成要件に当たるでしょうと言いま

○国務大臣︵森まさこ君︶ 私は︑教唆に該当す

の懲役になるということでよろしいですね︒

あなたの答弁では教唆行為で構成要件︑五年以下

もしれないが出せということを迫る︒これは全部︑

は教唆して︑機密を持っている公務員に︑秘密か

国会議員は︑一人一人国政調査権がある︒私たち

ゃいますが︑秘密会はハウスの問題です︒私たち

衛星写真を出せ出せと何回も迫ることは︑これは︑

ません︒また︑衛星写真についても︑衛星写真そ

ものは︑これは特別管理秘密にも当たりませんの

犯罪行為を犯せ︑そしてそれを︑犯罪行為を実現

もしっかりと対応してまいりたいというふうに思

れはきちっと今後全部出して︑充実した審議を行

で︑これについて出せ出せと要求をしても︑これ

させるということの決意に至るまでの教唆に該当

ゃるのでよく御存じだと思いますけれども︑正犯

うべきだと思いますが︑委員長︑よろしいですね︒

は教唆には当たりません︒

する行為ではないというふうに思います︒

のものの︑生のものはそのまま国民に提示しても

いつまで出しますか︑これ︒

○福島みずほ君 いや︑あなたの答弁︑変わるん

○福島みずほ君 違います︒この逐条解説で︑教

っております︒

○委員長︵中川雅治君︶ 後刻理事会で協議いた

ですよ︒この間︑私は︑その写真は特定秘密かと

唆とは︑独立教唆は教唆とは異なり︑教唆行為︑

に犯罪行為を実現するということを︑その決意を

します︒

言ったら︑答弁者は秘密に当たると答えましたよ︒

すなわち︑人に漏えい行為等を実行する決意を生

これは分からないものでございますが︑この解像

○福島みずほ君 森大臣︑この間︑教唆のことに

私が今日言いたいことは︑森大臣が︑特定秘密

じさせるに適した行為であれば︑それだけで独立

○福島みずほ君 いや︑これが国会に出されてい

関して私が質問をしました︑独立教唆で処罰をさ

行為に︑国会議員がこの漏えい行為を教唆すれば

犯としての教唆が成立し︑教唆行為の結果として

起こさせる程度の唆し行為でございます︒これを︑

れる︒森大臣はこう答弁しました︒国会議員が特

構成要件に当たると言っていることなんですよ︒

被教唆者が漏えい行為等を実行したことを要しな

度を変えまして分かるように地図に落とし込んだ

定秘密の取扱者に対して︑それを犯罪行為たる漏

教唆に関して︑共謀︑扇動に関して︑主体も目的

たら︑出すべきだったんですよ︑もっと早く︒こ

えい行為を︑それを教唆するようなことを行った

いのみならず︑実行する決意を抱くに至ったこと

も要しないと書いているじゃないですか︒

も︑そして手段も限定していません︒
国政調査権を侵害する︒秘密会のことをおっし

ということになれば︑それは構成要件上は該当す
ると思いますと︒
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いいんですよ︒私が︑これは秘密かもしれないが︑

に︑私が出せといって出すことを決意しなくても

つまり︑独立教唆も共謀も扇動も︑相手方が別
をされたり処罰をされたことは一度もございませ

われたときに︑その国会議員が独立教唆罪で捜査

国家公務員が国会議員に言われて︑出せ出せと言

と︑保存についての議論が本当にないんですね︒

○福島みずほ君 この役所とのやり取り見ている

すからできます︒

この法律も公文書として通常の行政文書と同じで

ありますが︑保存について︑今の答弁どおり︑二

ん︒
この秘密保護法案が成立したら︑構成要件に従

十五年たって︑十年たって︑五年たって︑廃棄す

重要だから出せと︑出してくれとその人間に迫れ
って市民活動家だって教唆になるじゃないですか︒

ったら該当するんですよ︒今までなかったからと

れば永久にそれは出てこないんです︒

この法律の欠陥は︑何が秘密か分からないことも

独立教唆で処罰をする︑あなたはこれで構成要

いって︑法律家でしょう︑法律に書いてあったら︑

森さん︑あなたは内部告発者の保護があるから

○福島みずほ君 違うんですよ︒

件に該当すると言っているじゃないですか︒独立

真摯に出せと言って︑それが秘密だと分かってい

大丈夫と言いました︒でも︑内部告発者保護法は︑

ば︑国会議員だってジャーナリストだって市民だ

教唆で処罰されるから私たちは問題にしているん

たら教唆になるじゃないですか︒ふざけるなと言

ない︑民事上のことで︑刑事上の免責はありませ

です︒国政調査権を侵害すると思いますが︑いか

この法案の問題点は網が広いんですよ︒ジャー

ん︒もし内部告発者を保護するのであれば︑この

解雇してはならない︑不利益取扱いをしてはなら

○国務大臣︵森まさこ君︶ 今︑福島委員がお読

ナリストだって国会議員だって市民活動家だって

法案に正当な行為で内部告発した場合は刑事上の

いたいですよ︒

みになったその逐条解説のとおり︑私も先ほど御

逮捕する︑捜索する︑そして教唆︑共謀も限定が

がですか︒

答弁を申し上げました︒つまり︑犯罪を実行させ

というふうに真剣にこれを言っているということ

と︑教唆犯に当たる場合はです︒

これは国会議員といえども処罰の対象にしてある

るんです︒そこまでいって教唆に当たる場合は︑

○福島みずほ君 三十年以内に︑例えば二十五年

します︒

○委員長︵中川雅治君︶ 質問︑もう一度お願い

いですから︒
︵発言する者あり︶

イエスかノーかだけで答えてください︑時間がな

棄をすれば文書は出てこない︑それでいいですね︒

そして︑これ︑三十年前に文書を総理大臣が廃

からないと言っているんですよ︒だったら︑それ

ですよ︒だって︑密約だって秘密指定かどうか分

○福島みずほ君 これまたふざけるなと言いたい

れないのは明白でございます︒

件を満たさないものでございますので︑処罰をさ

秘密に指定されたものが違法な情報であるなど要

発した場合でございますが︑それはそもそも特定

○国務大臣︵森まさこ君︶ 正当な理由で内部告

処罰にならないと書くべきではないですか︒

は︑これは教唆には当たらない︑一般の市民も当

で︑例えば秘密の指定期間がある︒二十五年たっ

を暴いた人間がその政府の判断で違法とならなか

ないから処罰できる︑これが問題なんです︒

たらないということをこれまでも申し上げてきた

た時点で︑総理大臣が判断して協議でこの文書を

ったら処罰されるんですよ︒

る決意を抱かせる程度の行為をすれば教唆に当た

とおりでございます︒

廃棄するということはできますね︒

独立教唆については︑今の国家公務員法の守秘

ただ︑福島委員が言っているように︑出せ出せ

義務違反行為にも独立教唆罪というのはございま

○国務大臣︵森まさこ君︶ はい︑それは当然︑

この法案は欠陥があります︒法律を出し直さな

す︒幾つも現行法にございます︒これで︑今まで
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○宇都隆史君 自由民主党の宇都隆史です︒

いうことを強く申し上げ︑私の質問を終わります︒

主主義の破壊であり︑それをさせてはならないと

希代の悪法︑これをやったら駄目です︒これは民

ければ駄目です︒今日︑強行採決なんというのは︑

法案を悪用していくんじゃないかと︒

ば︑権力の暴走です︒時の権力者が暴走してこの

れるんじゃないだろうか︒そして︑三つ目でいえ

ですね︑これ二つ目︑これが非常に大きく制約さ

らないんだろうかと︒あるいは︑国民の知る権利

るとか︑そういうものに対する侵害に本当に当た

これは秘密でも何でもなかった︒にもかかわらず︑

漁船と海上保安庁の船がぶつかったそのビデオ︑

また︑知る権利もそうです︒尖閣問題︑中国の

くても︒

律の前でしょう︒起こるんですよ︑この法律がな

は︑一体どこの政権がやったことですか︒この法

衛秘密を扱う部署におりました︒かなり高い機密

それで︑私は元自衛官でした︒自衛官時代に防

ね︑その保持が︒結局それとのバランスの︑これ

ね︒ただし︑秘密が大切なのは分かっていますよ

向に行くんじゃないかと︑そういうところですよ

三つの問題点︑これが加速度的にそういう悪い方

この法律ができ上がると︑今言ったようなこの

独裁︑これについてもそうです︒時の菅政権︑菅

れが大きく選挙にもかかわったんです︒

かわらず︑時の民主党政権は隠蔽をしました︒こ

て要求したにもかかわらず︑再三要求したにもか

国会は国政調査権に基づいて︑知る権利に基づい

本会議も含めると三回目の質問に立たせていた

を扱う場所の部署におりました︒そういう意味か

は程度の問題が最終的な議論の⁝⁝︵発言する者

総理大臣は︑民主主義とは期限を切った独裁だと

だいておりますが︑本当にいい機会を与えていた

らいうと︑実際に取り扱う者から見れば︑こうい

あり︶ちょっと静かにしてもらえませんか︑せっ

まで言い放って︑そしてＳＰＥＥＤＩの情報を隠

だいてありがとうございます︒

う法律︑非常に重要だというのが分かります︒実

かく国民も聞いているんですから︒大事な質問を

三つ目︑時の権力者の権限の暴走ですね︒独走︑

際に秘密を扱っているからこそ︑それを感じるこ

蔽して無用の被曝者を増やしました︒こういう国

るのは︑こういう法律ができていない現状でも起

しているんですから︒そこがすごく大事だと思う
ただし︑この法律ができたことによって︑今言

こり得るということを︑皆さん︑分かっていただ

とができます︒ただし︑一般の皆さんにとってみ

った三つの問題が本当に侵害されるのかというこ

きたいんです︒

民の安全すら自分たちの権限維持︑党利党略にす

とを︑今日︑インターネットもこれは中継してい

だからこそ︑この法案の意義の第一点目は︑今

んです︒

私は今日︑ちょっと質問に入る前に︑大臣︑三

ますし︑傍聴者の皆さんももう一度考えてくださ

までそういう権力の悪用をされないように︑秘密

たら︑実際どういうような秘密があるのかとかが

回目の質問ですけれども︑やっておきたいのは︑

い︒何年か前のことを思い出していただきたいん

に指定されるものは限定するようにする︑これが

分からなければ︑やっぱり不安に思うのは︑これ

やっぱりこの法案の意義︑そして政府の説明責任

です︒
︵発言する者あり︶うるさいよ︒

の慎重審議の意見の中に︑大きく論点は三つある

うんです︒今︑反対の意見︑野党側の皆さんのこ

よる言論統制︑言葉狩り︑あるいは情報保全隊︑

ことです︒でも︑防衛省による通達で︑一般人に

表現の自由とか言論統制︑これ物すごく大事な

そういうことでしょう︒そして︑三つ目は︑省庁

治家が漏らしたときには政治家自らも身を処する︑

ても︑今までは罰則規定がなかった︑これを︑政

大事なんじゃないですか︒そして︑政治家に対し

は当然だと思うんですよね︒

の重要性︑このことについて触れておきたいと思

と思います︒

部隊報告等を我々自衛官出身の政治家に求めたの

一つは︑表現の自由であるとか言論の自由であ
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したらＮＳＣで議論できないんじゃないか︑だか

防衛秘密はほかの省庁に出せないんですよ︒そう

言われる先生もいた︒しかし︑現行法においては︑

う基準があるから運用でやればいいじゃないかと

んじゃないですか︒民主党は︑特別管理基準とい

ば⁝⁝︵発言する者あり︶ないから今作っている

間に同じ基準があると言っているけれども︑例え

○国務大臣︵森まさこ君︶ 今御指摘があったよ

んか︒

をしていく︑その姿勢が政府に大切だと思いませ

く︒間違った︑誤った事実に関しては適切に指摘

そうすると︑どんどんどんどん反対者が増えてい

が放置していることがやっぱりいけないんですよ︒

すけど︑こういう誤った国民のミスリードを政府

そこで︑森大臣にお願いして答弁を求めるんで

す︒

の報道はやめてくださいと言うべきだと思うんで

情報ですから︑間違ったそういうことに基づいて

たとき等はしっかりと政府として︑これは誤った

った情報︑国民に対するミスリードの記事があっ

するのももちろん大事ですけれども︑やっぱり誤

森大臣︑こういう説明を国会の審議の中で説明

す︒

ら大事だと言っているんです︒

うな︑一般市民の方がオスプレイが二機飛んでい

り︶

二つ目の資料を見てください︒
︵発言する者あ

○宇都隆史君 ありがとうございました︒

その上で︑質問に移ります︑森大臣︒

きましたということを書いただけで逮捕されると
か︑処罰されるとかいったことはありません︒

私は︑今言ったようなこの三つの意義をもっと
もっと説明していく必要があると思うんです︒

り︶分かりやすいと言われていますけれども︑ス

の資料なんですね︒三つの⁝⁝︵発言する者あ

は日本共産党岡山県女性後援会が配っている漫画

よって︑国民の皆様が御懸念なんでしょう︒しか

いうことは︑御指摘をされています︒そのことに

んです︒これを開示をしなかったことがあったと

条文に総理大臣の責務としてきちっと書いてある

その一人がふと︑再処理工場のプルトニウムはど

脱原発を目指す市民団体がミーティングを開いて︑

ださい︒これはこんなふうに書いているんです︒

の事務所で赤字で囲ったところをちょっと見てく

これは十一月二十二日の東京新聞朝刊です︒私

静かにしてください︒静かにしてください︒

トーリーで書かれています︒

し︑これは国家防災基本計画で政権を持っている

こにどれだけ保管されているんだろうと疑問を口

また︑原発の事故情報については︑これは避難

一つは︑オスプレイが飛んでいったのを︑メー

者がこれは開示をしなければならない情報です︒

にして︑別のメンバーが︑じゃ︑現地で聞いてみ

委員の皆さんのお手元に︑資料はもう配られて

ルでオスプレイが二機飛んでいきましたと書いた

この特定秘密保護法案では︑そういった住民の

ようと気軽に応じた︒実際に再処理工場で働いて

○委員長︵中川雅治君︶ 静粛にお願いします︒

だけで逮捕されますとか︑あるいは︑原発の事故

避難に必要な情報は特定秘密に指定をされません︒

いる労働者に聞いてみたが︑よく分からないと言

民に適切に開示をされます︒開示をされなければ

があったときに︑原発情報をインターネットで調

指定をされていたものが︑状況によってこれは避

われ︑そのときにはそのまま終わった︒ところが︑

いますか︒①の資料を御覧ください︒陪席の傍聴

べたらそれだけで逮捕されるとか︑あるいは︑公

難に必要になったときには速やかに解除をされま

数日後に家宅捜査され︑メンバーは逮捕されたと︒

○宇都隆史君 二つ目の資料を見てください︒

園︑そこに通信基地ができるからみんなで嘆願運

す︒ですので︑御指摘のような御懸念は一切当た

こんなこともあり得ないんですね︒

ならないんです︒このことは国家防災基本計画に︑

動しましょうと言ったら逮捕されるとか︑こんな

らないということをはっきりと申し上げておきま

者の皆さんには配られていないでしょうが︑これ

のははっきり言っておかしいですよね︒

参議院記録部

- 36 -

【未定稿】
国家安全
平成２５年１２月５日

ンドＡ︑議員用に作られているんですよ︒一般の

民党の議員には配られました︒しかし︑このＱア

する法律案のＱアンドＡを出しています︒我々自

もう一つ︑森大臣︑自民党はこの秘密保護に関

うんです︒そういう努力も政府としてはするべき

要性に対する声も上げていってもらうべきだと思

でつくる会から︑やっぱりこの法案の必要性︑重

十年も携わったＯＢであるとか︑そういうところ

あるいは元外交官の会であるとか︑安全保障に何

とするならば︑森大臣︑やっぱり学会であるとか︑

門家かというと︑そうでない場合もある︒である

○委員長︵中川雅治君︶ 石井浩郎君︒
︵発言す

れを公表してまいりたいと思います︒

い基準を作り︑また分かりやすい解釈をして︑そ

その有識者会議において国民の皆様に分かりやす

も︑法律家の専門家の意見も聴きながら︑そして︑

この独立教唆にどういうものがあるかということ

れていくということはないわけでございますから︑

ほかの法案にあって︑それで国会議員が処罰をさ

森大臣︑やっぱりこういうミスリードは絶対に

人に分かりやすいようには作られていない︒先ほ
ではないでしょうか︒

させないということが必要だと思います︒

ど共産党さんのこの第一の資料を例にしてお話を

く必要だと思うんです︒是非︑二つの提言を今か

ョンとか漫画とかで分かりやすく伝えるのはすご

明をしてまいりました︒また︑国会審議の中でも

づく御指摘があったときには︑記者会見等で御説

○国務大臣︵森まさこ君︶ これまでも誤解に基

議場騒然︑聴取不能︶

○委員長︵中川雅治君︶ ⁝⁝︵発言する者多く︑

聴取不能︶

○石井浩郎君 ⁝⁝︵発言する者多く︑議場騒然︑

る者多し︶

らします︒

御説明してまいりましたが︑委員の御指摘を踏ま

︹委員長退席︺

二つの提言に対して︑森大臣の答弁を求めます︒

一つ目は︑この特定秘密保護法の対象となる人

えまして︑法案成立しましたら︑分かりやすい資

しましたけれども︑やっぱりこういうアニメーシ

間は︑秘密を取り扱う者︑それから防衛関係も含

午後四時八分

法案ができた後でもいいと思うんです︑それをや

の安全性であったりとかそういうことを︑是非︑

うな形で︑こういう分かりやすいこの秘密保護法

よね︒この三者のパターンにうまく当てはめるよ

に御提案いただきました︒そういう方ももちろん

きます︒これは︑今安全保障の専門家というふう

この場所において︑各専門家の皆様に来ていただ

たように︑十八条で有識者会議を設定いたします︒

それから︑これまでもお約束をしてまいりまし

安全保障に関する特別委員会さいたま地方公聴会

○団長︵中川雅治君︶ ただいまから参議院国家

︹午後三時三十三分開会︺

平成二十五年十二月四日︵水曜日︶

さいたま地方公聴会速記録︵未定稿︶

料で︑またコンメンタール等でしっかりと御説明

っていただきたいというのが一つ︒

入りますけれども︑やっぱり私は︑報道機関の皆

を開会いたします︒

めた実際の一般企業︑契約をする︑省庁と契約を

二つ目の提言は︑今︑有識者であったりとか︑

様や御懸念をお持ちの皆様も︑それから法律家の

私は︑本日の会議を主宰いたします国家安全保

│││││・│││││

それから映画関係の関係者︑それから弁護士の皆

皆様も︑先ほど独立教唆がこの法案になったらな

障に関する特別委員会委員長の中川雅治でござい

をしてまいりたいと思います︒

さんとか︑いろんなこの秘密保護法に反対する団

るんじゃないかというような御懸念もありました

ます︒よろしくお願いいたします︒

する企業で働く方︑それから報道関係者等々です

体の皆さんの声が上がっておりますよね︒ただし︑

けれども︑独立教唆罪というのは今でも二十個も

︹参照︺

この皆さんが安全保障︑外交︑こういうものの専
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まず︑私どもの委員を御紹介いたします︒

皆様には︑御多忙のところ御出席いただき︑誠

し︑また釈迦に説法かと思いますけれども︑陸上

自衛隊の化学学校というところの御紹介と︑そし

てまた︑我が国の今までのＮＢＣのいろいろな形

にありがとうございます︒
皆様から忌憚のない御意見を拝聴し︑今後の本

での経験といいますか︑経緯といいますか︑歴史

私の右隣から︑自由民主党の佐藤正久理事でご
案審査の参考にいたしたいと存じますので︑よろ

ざいます︒
同じく島尻安伊子理事でございます︒

といいますか︑そこを少し述べさせていただいた

後に意見を述べさせていただきたいというふうに

しくお願い申し上げます︒
次に︑会議の進め方について申し上げます︒

同じく西田昌司理事でございます︒
同じく北村経夫委員でございます︒

思います︒

中でＮＢＣの兵器︑特に核兵器あるいは生物兵器︑

二つの側面がございます︒一つは︑陸上自衛隊の

まず︑陸上自衛隊の化学学校というところは︑

まず︑公述人の方々からお一人十分程度で順次

また︑御発言の際は︑その都度委員長の指名を

お答えいただきたいと存じます︒

御意見をお述べいただき︑その後︑委員の質疑に

次に︑私の左隣から︑公明党の石川博崇理事で
ございます︒
同じく矢倉克夫委員でございます︒
日本共産党の大門実紀史委員でございます︒

化学兵器からの防護の教育を行っているところで

ございまして︑特に自衛官等をそのＮＢＣ兵器か

受けてからお願いいたします︒
なお︑御発言は着席のままで結構でございます︒

らの防護の専門家として育成をしているところで

以上の七名でございます︒
次に︑公述人の方々を御紹介申し上げます︒

それでは︑これより公述人の方々から順次御意

ございます︒もう一つの側面は︑平成七年に地下

まさに時を同じくして︑化学兵器禁止条約の下に

鉄サリン事案が起きましたけれども︑そのとき︑
述人︒

化学兵器の禁止及び特定物質の規制に関する法律

一︑身体に毒性を与える特定物質の研究をする機

○公述人︵川上幸則君︶ よろしくお願いいたし
先ほど御紹介を賜りましたとおり︑この八月ま

関として︑そのために︑研究目的のために特定物

が施行されました︒その法律の中で︑我が国で唯
で陸上自衛官として化学学校長を務めておりまし

ます︒

まず︑川上公述人にお願いいたします︒川上公

見をお述べ願います︒

まず︑前陸上自衛隊化学学校長川上幸則公述人
でございます︒
次に︑株式会社ラック理事サイバーセキュリテ
ィー研究所所長伊東寛公述人でございます︒
次に︑埼玉弁護士会元副会長山崎徹公述人でご
ざいます︒
以上の三名の方々でございます︒
当委員会におきましては︑目下︑特定秘密の保

定施設というその側面が二つございます︒そうい

質を製造することができる我が国唯一の施設︑特
私は︑特定秘密の保護に関する法案は必要だと

うことで︑化学学校という認識を︑先生方を前に

た川上でございます︒

日は︑本案について関心の深い関係各界の皆様方

いう立場から意見を述べさせていただきたいとい

護に関する法律案の審査を行っておりますが︑本
から貴重な御意見を承るため︑本公聴会を開会す

して失礼で︑僣越ではございますけれども︑紹介

もう一つは︑我が国は世界に類を見ない︑いろ

をさせていただきました︒

うふうに思います︒
ど︑先生方を前にして極めて僣越ではございます

まず︑意見を述べさせていただく前に︑二つほ

ることとなった次第でございます︒
この際︑公述人の方々に一言御挨拶を申し上げ
ます︒
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ございませんし︑原爆の被爆国であり︑また︑

ます︒長崎︑広島のことを今更申し上げるまでも

いろな意味の被曝をした国だという歴史がござい
議案に上っているような特定秘密の保護に関する

ざいます︒ですので︑相手国にこのような︑今回

いてはギブ・アンド・テーク︑そういう関係にご

述人︒

次に︑伊東公述人にお願いいたします︒伊東公

○団長︵中川雅治君︶ ありがとうございました︒

ます︒

長をしております︒要するにサイバー攻撃ですね︑

ような枠組みがなければ︑向こうの国も当然ギブ

そしてまた︑もう一方で︑先ほど申し上げたと

今皆さん御案内の︑それに関する対策を打ってい

三・一一は原発で汚染をされた経験を持ち︑また︑

そしてまた︑繰り返しになりますが︑平成七年

おり︑化学学校というところは︑我が国唯一︑特

る企業︑そこの研究所長をやっております︒

○公述人︵伊東寛君︶ 私は︑株式会社ラックと

の地下鉄サリンという︑化学兵器を使ってこの日

定物質を防護のための研究ということで製造をす

今日︑いい機会をいただきましたので︑まず一

はしてくれない︑そういうような状況になるわけ

本国の首都東京において地下鉄で一般市民を対象

ることが許可をされている施設でございますので︑

国民として︑そしてそのサイバーセキュリティー

今なおかつその復興を目指して除染を懸命にやっ

にしたテロが行われた︑そういう世界でも類のな

今までは︑自衛官の︑自衛隊の中の法律と︑そし

に対する専門家としての観点から︑この法案につ

いうところのサイバーセキュリティー研究所の所

い国だという︑そういう歴史を持った国だという

てまた個人︑隊員一人一人の良識に基づいて︑そ

いて考えたことを述べさせていただきたいと思い

ですね︒

ふうに思っております︒特に︑地下鉄サリンでは

の守秘義務といいますか︑そういうものできちん

ている︑そういう状態である︒

十数人の方がお亡くなりになり︑六千人を超える

ます︒

結論的には︑この法案は必要であろうとは思っ

と管理をされてきたものも︑実は︑じゃ今後︑本
当に今後の隊員も同じように︑今までのＯＢ︑先

ております︒ただ︑個人的に︑ささいな点では疑

方が負傷をされたという歴史がございますし︑そ
ういう形で︑我々は日々︑化学学校等で特定物質

輩と同じような形で守秘義務を守っていけるかど

まず︑一般論として言えることは︑もう御案内

あるいはＮＢＣの兵器からの防護というものに研

ということからしても︑こういう外国との関係

だと思いますけれども︑秘密を守れない人に秘密

問は持っております︒それも後で述べさせていた

は︑国内はもとより︑米国あるいは欧州の各国か

においてもこういう枠組みがまずは必要であると

を渡す人はいないということで︑答えは決まって

うかというものについては何の保証もないわけで

らもいろいろな意味で注目をされている国でもあ

いうことと︑そしてまた︑個別具体的な事案では

いると思っております︒むしろ︑今までこのよう

究をし︑教育をしてきた機関でございました︒そ

り︑また機関でもございます︒

ございますけれども︑特定物質の保護ということ

な法律がなかったこと自体が国民の私としては非

だきます︒

先般の新聞の報道にもございましたとおり︑米

に関しては︑確実にこういう枠組みがなければ今

常に驚きでもあり︑今回︑自民党の皆さんがこれ

すね︒

国との間︑そしてまた英国との間に︑この防護に

後は守っていけないんではないかなというふうに

ういう立場から︑我が国の化学学校というところ

関する研究の枠組みというものがまさに行われて

をやってくださったのを非常に喜んでおります︒

ささいなことはおいておきまして︑次に︑自分

思っておるところでございます︒
以上が私の意見です︒よろしくお願いをいたし

いるところでございまして︑先生方御承知のとお
り︑この防護の研究︑そして国と国との関係にお
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まず︑現状︑サイバー攻撃等いろいろなことが

れて行って見るわけですが︑おかしいといって見

イバー攻撃を受ける前に︑おかしいといって呼ば

その中で自分が体験した例を言うと︑まず︑サ

すが︑でも︑そこから漏れたら一体どうなるんだ

いてくれるよという仕組み︑実はできているんで

いた︑でも︑国の機関がそれを集めて集約してま

つまり︑企業さんから見れば︑今までは隠して

ます︒が︑それがうまく機能しているかという面

言われていますが︑現実︑日本は皆さんが思って

てみると︑本当におかしいわけです︒そして︑こ

ろうか︑もし国の機関に正直に言ったことが漏れ

守秘義務があるんですね︒どこの会社さんが私の

いる以上に大変な状況にあります︒

の法律に直接関係ないかもしれませんけれども︑

てしまったら︑その民間企業の信用は下がり株価

がサイバーセキュリティーの専門家という立場か

ここ数年間でサイバー攻撃に関する大きな事件

よく調べると︑実は去年一年間に私たちが扱った

が下がり大変なことになるのは︑やっぱり人間的

で私は不安を持っています︒

というと︑三年前の大手防衛産業さんの情報が抜

そういう事案の三分の二は︑一年以上前から攻撃

には恐れているわけですね︒

お客様か言えないわけであります︒

けたというのが新聞に出たぐらいしかないのです

を受けてその企業さんに入られていました︒逆に

ら︑御参考になるかもしれないことを述べたいと

が︑実際は︑よく新聞見ていると︑二面︑三面に

言えば︑入られて一年間気が付かない企業さんが

思います︒

システム故障とかいろんなものが出ています︒そ

たくさんあるということです︒

には︑その秘密を渡す相手が本当に心から信頼で

というわけで︑ある事柄︑秘密を共有するため

して︑サイバー攻撃の最も恐ろしい点は︑誰がや

きなければどんな仕組みも機能しない︑これが︑

方が言わないでくださいと︒上司に怒られる︑そ

この法案について︑私が最初に述べましたよう

そして次に︑それを入られたことに気が付いた

して最後に︑やられていることが分かってもみん

れもあります︒でも︑一番問題なのは︑会社の情

に︑もし例えば外国の政府が日本との関係でこの

っているか分からないということとか︑それから︑

ながそれを言いたがらないという︑ここで実は我

報︑その恥ずかしい情報が漏れると株価が下がっ

秘密を教えてあげなければ日本の安全にかかわる

私がこのセキュリティー企業にいて最も感じるこ

が国が対策が遅れてしまっている大きな原因がご

たりして大変だということで︑箝口令をしかれて

なと思ったとしても︑それを私たちの国が守れな

処置なんですけれども︑困ったことに︑担当者の

ざいます︒

しまいます︒そのために国全体に警報が上がって

いと思ったら果たして渡してくれるでしょうかと

やっていること自体がそもそも気が付かない︑そ

これはこの後の話につながると思うんですけれ

いないというのが︑今サイバー攻撃を取り巻く日

とであります︒

ども︑私が民間企業のセキュリティーの企業とし

このことを打ち砕くために︑実は日本の政府は

いう普通の疑問があってしかるべきで︑今回そう

おりますが︑どこの会社も︑絶対それを外で言っ

やってくださっているんですね︒それでは︑隠し

したがって︑この法案については︑是非進めて

本の状況なわけです︒

てくれるなと言っております︒今日実はこの埼玉

てしまっては警報が上がらないので︑そういうこ

いきたいし︑むしろ︑遅過ぎたのではないか︒実

てたくさんの企業さんのサイバー事件を承知して

にどういう関係があるかということを言いたいん

とをみんなに伝えて︑情報共有をして︑そしてア

は︑さっき最初に言いました︑これから後︑ちょ

いうことでこれが出たんじゃないかと私的には解

ですけど︑実はそれも言えないというのが︑ちょ

ラートを上げましょう︒その仕組み︑実はござい

釈しているところであります︒

っと一種のギャグになってしまいますけれども︑
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ただきたいというのが︑国民あるいはサイバーの

まずこの法案をよく審議していただいて通してい

はないか︒本当にそう思っています︒ですから︑

も︑小さな疑義があったとしても︑遅過ぎたので

っと小さな疑義があります︑それ言いますけれど

それぞれがチェック機能を持つべきで︑国会及び

三権分立で︑あと司法と立法があるんですから︑

うに私には感じられます︒本来であれば︑日本国︑

理解では︑行政の中でチェックがクローズするよ

それをチェックする機能が要るときに︑今︑私の

ます︒

たと言えるのかどうかについては疑問を持ってい

地方公聴会を実施して︑果たして国民の声を聞い

て来たわけですけれども︑何の前触れもなく突然

ルし︑午後の会議もキャンセルし︑大変無理をし

ということで︑今日は午前の法律相談をキャンセ

内容に入りますが︑まず第一に述べたいことは︑

裁判所がそれぞれこういう秘密に関するものに対
するチェックを掛けるべきではないかと私は思っ

専門家としての私の観点です︒
あと少しだけ時間がありますので︑ちょっと気

ても︑私でも分かるのですが︑では︑国会の信頼

ただし︑もしそれを今すぐやれと僕が思ってい

重審議を求めてきた法案です︒日本新聞協会など

反対を受けた法案で︑多くの国民が反対ないし慎

この法案は︑パブリックコメントで八〇％近い

民意は秘密保護法に反対しているということです︒

それは︑一つは︑国の安全保障に著しい支障に

に対するところはどうなっていますか︑裁判官の

のマスコミ界︑日本弁護士連合会を始めとする法

ています︒

関する法律ですよね︑これ︒国の安全保障に著し

皆さんに対するところはどうなりますかというの

曹界はこぞって反対を表明し︑反対の声は学者︑

になっている点について︑先生方にちょっとお話

い支障を与えることに対する法律なのに︑罰則が

がこの法律には入っていないわけでありますので︑

ししたいと思っています︒

十年以下というのは私的には軽過ぎるんじゃない

研究者︑文化人︑ＮＧＯなど各分野に広がって︑

海外からも批判の声が出ています︒衆議院での強

それは多分︑今後検討していただく必要があるの
ではないかなと︑このように思っているところで

行採決の後も廃案を求める声は更に拡大し︑首都

かと思っているんですが︑いかがなものなんでし
ょうか︒国の安全保障ですよ︒普通の犯罪だった

あります︒

の運動が展開されています︒

東京においても︑全国各地でも連日のように反対

ら︑十年︑二十年︑あるいは︑物を盗みました︑

以上で私の意見を終わりたいと思います︒
○団長︵中川雅治君︶ ありがとうございました︒

僕分かりますけど︑国の安全保障なのに︑十年以
下というのは軽過ぎるような気が私は思っていま

会員として様々な法案にかかわってきましたが︑

私は弁護士十九年目で︑これまでも弁護士会の
述人︒

この法案ほど多種多様な人たちが反対の声を上げ

次に︑山崎公述人にお願いいたします︒山崎公
○公述人︵山崎徹君︶ 埼玉弁護士会所属の弁護

案に反対しているわけです︒国民主権の下︑議会

たことはなかったと思います︒民意は秘密保護法
本日は︑秘密保護法についての意見表明の機会

士で︑山崎徹と申します︒

す︒まあ皆さん︑審議されて妥当な線だと思って
いるのかもしれませんが︑僕の感覚はそうです︒
それからもう一つ︑これは︑私もマスコミ等を
見て︑うん︑そうかもしれないと思っていること
ですが︑チェック機能ですね︑これについては先

のような議会を指して議会制民主主義と言います

は民意を反映するものでなければなりません︒そ
ただ︑この公聴会が決まったのは昨日で︑私が

が︑もしこの法案を参議院でも強行採決するとい

をいただき︑ありがとうございます︒

確かに︑行政がこの仕組みをつくるのは絶対必

公述人となることの決まったのも昨日の夜の十時

生方にお考えいただきたいなと思っています︒
要で︑そして︑その行政の仕組みが必要なときに︑
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あり︑良識の府としての参議院の存在価値もなく

うことになれば︑それは議会制民主主義の破壊で

とき︑国民は国家をコントロールできなくなり︑

民主主義の根幹である国民の知る権利が奪われる

争に突き進んだ戦前の歴史的経験を持っています︒

維持法などによる政府の情報統制によって侵略戦

います︒日本は︑軍機保護法︑国防保安法︑治安

判断すれば特定秘密の指定対象となります︒森ま

れに関する計画若しくは研究︑これに該当すると

害の発生若しくは拡大の防止のための措置又はこ

テロリズムの防止に関して︑テロリズムによる被

す︒

ことになります︒

なると思います︒

国家は行くべき道を誤るのではないでしょうか︒

さこ担当大臣も法案審議の中で︑警察における原

原発事故情報は︑原子力規制委員会の委員長が︑

この法案は︑憲法解釈の変更によってアメリカ

第三は︑秘密保護法案の情報統制法としての側

第二は︑秘密保護法案の軍事法としての側面で

との集団的自衛権行使に踏み切ろうとしている安

事務に係る別表に掲げる事項に関する情報である

特定秘密の指定要件は︑①当該行政機関の所掌

証はありません︒

として︑原発事故の情報が特定秘密にされない保

弁しています︒原発の警備の実施状況に関連する

発の警備の実施状況は秘密指定の対象であると答

こと︑②公になっていないこと︑③その漏えいが

ところで︑現在︑私は︑福島地方裁判所に係属

面です︒

その構造は︑日本版ＮＳＣという四大臣会合を

我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれが

している原発被害からの原状回復︑それと損害賠

倍政権が︑その環境づくりとして安全保障会議︑

安全保障に関する司令塔に据え︑ここに同盟国で

あるため︑特に秘匿することが必要であることと

償を求める裁判の弁護団に入っています︒原告は

日本版ＮＳＣ設置法案とセットで国会に提出した

あるアメリカや各省庁からの情報を集中させて︑

されています︒

が国民に知らせたくない情報を特定秘密にしてし

て︑その際︑特定秘密保護法によって︑担当大臣

いて四項目の事項︑テロリズムの防止について四

について五項目の事項︑特定有害活動の防止につ

別表には︑防衛について十二項目の事項︑外交

裁判所も東電に文書を出すようにと勧告を発しま

津波の安全評価に関する文書︑これの開示を求め︑

は東電に対し︑津波に関するシミュレーションと

二千名を超えています︒この裁判において︑原告

ものです︒

安全保障に関する実質的な政策決定を行う︑そし

まうということです︒特定秘密となった情報を漏

項目の事項が掲げられています︒その範囲は︑防

る回答をしてきました︒このような東電の対応は︑

えいした公務員や︑これを取得し又は取得しよう

このような要件の下で特定秘密の指定がなされ

自らに都合の悪い情報は国民の前に明らかにせず

した︒本年十一月十二日のことです︒しかし︑東

ろん︑内閣の他の大臣︑国会議員さえも情報の共

るとすれば︑例えば︑防衛に関する事項について

とことん隠すという︑東電の企業体質を示してい

衛︑外交など全般を網羅しており︑極めて広範で

有から排除されるわけです︒戦前の大本営を再び

は防衛大臣の一存で︑外交については外務大臣の

ます︒原告らは︑特定秘密保護法ができた場合︑

とした国民に厳罰を科します︒四大臣が安全保障

創設しかねない重大な危険をはらんでいると思い

一存であらゆる情報を隠蔽することができるよう

原子力規制委員会がこれらの文書を特定秘密とし

電は︑十一月二十八日付けで文書の提出を拒否す

ます︒

になるでしょう︒国民の知る権利は︑行政機関の

て︑東電の対応にお墨付きを与えることになるの

す︒

しかし︑アメリカとの軍事同盟強化のために国

長の一方的な秘密指定によって根こそぎ奪われる

に関する情報を独占し︑主権者である国民はもち

民の知る権利が犠牲にされてよいはずはないと思
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ではないかということを大変危惧しています︒
第四は︑秘密保護法案の国民監視法としての側
面です︒

と書いたことで︑ここでのテロリズムは︑その対

す︒

○北村経夫君 自由民主党の北村経夫でございま

本日は︑三人の公述人の方に︑師走の忙しい中︑

象がデモやパレード︑市民集会︑宣伝をしながら
のビラ配りなどに及んでくる可能性があると思う

患︑飲酒︑経済状況を定めています︒これらの調

に関する非違の経歴︑薬物の濫用・影響︑精神疾

との関係事項︑犯罪・懲戒の経歴︑情報の取扱い

ける調査事項として︑特定有害活動・テロリズム

適性評価を設けています︒そして︑適性評価にお

政機関の職員や適合事業者の従業員に対して行う

ん︒市民運動がテロとみなされ︑国家に監視され

を強要することと判断されてしまうかもしれませ

護法ができたら︑他人に政治上その他の主義主張

配りました︒マイクの音量は大きいです︒秘密保

がら︑秘密保護法案に反対する日弁連のチラシを

護士︑市民ら三十名ほどで︑マイクで宣伝をしな

先週の日曜日には︑私の地元川越駅駅頭で︑弁

議院で四十五時間近くの審議︑参議院でもその後

この国会においては︑法案が提出されまして︑衆

国民の間で大変注目されている法案でございます︒

御承知のとおり︑この特定秘密法案というのは

た︒

御意見をいただきました︒ありがとうございまし

三方それぞれの立場で︑専門的な立場から貴重な

だきまして︑ありがとうございました︒また︑お

そして急な呼びかけにもかかわらずお集まりいた

査事項は︑プライバシー性が極めて高い事項です︒

る社会︑そんな社会を生み出してはいけないと思

審議が続けられてきております︒昨日は三人の参

ようになりました︒

しかも︑これらの事項の調査が公安警察に委ねら
います︒

法案は︑特定秘密の取扱いの業務を行わせる行

れることとなれば︑この国が公安警察による日常

このことと関連して指摘しておきたいのは︑法

関係もありますので︑最後に︑秘密保護法が国民

定主義に反するなどの問題がありますが︑時間の

扇動があって︑刑罰の構成要件が不明確で罪刑法

る与野党問わず共通した理解というのは︑やはり

そして︑一連の衆参の審議の中で︑国会におけ

れたわけでございます︒

今朝︑午前中は総理出席の下︑熱心な審議が行わ

考人招致を国会で︑委員会で行いました︒そして

案第十二条のテロリズムの定義の中に︑国家若し

の知る権利を根こそぎ奪う人権抑圧法であること︑

国家には守らなければならない機密があるという︑

このほかにも︑刑罰法規に独立共謀罪︑教唆︑

くは他人に政治上その他の主義主張を強要するこ

それゆえに秘密保護法は廃案にすべきであること

その点については共通の理解があるというふうに

的監視に置かれる監視社会になる危険が極めて大

とという文言があることです︒私は︑この文言を

を指摘して︑私からの発言といたします︒

きいのではないでしょうか︒

初めて読んだときに具体例が思い浮かばず︑一瞬︑

見ておりますと︑この法案に対する反対というも

私は思っております︒しかし︑報道機関の調査を
○団長︵中川雅治君︶ ありがとうございました︒

のも強いものが︑多くの方が反対していらっしゃ

以上です︒

とも思いましたけれども︑あの集会には国会議員

以上で公述人の方々の御意見の陳述は終わりま

金曜日に行われている官邸前の原発ゼロの集会か
の方々も参加しているので︑そんなことはないだ

かりと国民の皆様の間にこの様々な不安や懸念が

る︑これも事実でございます︒その意味で︑しっ
これより公述人に対する質疑を行います︒

あることを踏まえまして︑本日はお三方からいろ

した︒

自民党石破幹事長がブログで︑反対を大声で叫ぶ

質疑のある方は順次御発言願います︒

ろうというふうに考えました︒しかし︑この間︑
のはテロ行為とその本質において余り変わりない
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との会談が行われました︒その中で︑中国による

昨日︑アメリカのバイデン副大統領と安倍総理

思によって参った次第でございます︒

いろな意見をちょうだいしようという委員会の意

国民の安全を守るためにこの特定秘密保護法案と

ましたけれども︑まさにその安全保障と日本の国︑

公述人︑伊東公述人からその種のことを述べられ

うに思っているわけでございます︒先ほど︑川上

する上で︑私は大変な重要な意味があるというふ

た北朝鮮のところに︑我が国との間では中国との

ているのはやっぱりシリア情勢であり︑そしてま

だきたいと思いますが︑今︑世界の中で注目され

自分の正面のところに限って申し述べさせていた

か︑私︑全般が見れるわけではございませんので︑

思います︒特に北朝鮮は︑今般︑十二月十日には

防空識別圏の設定について︑日米が緊密に連携し︑

そして︑戦後︑日本は専守防衛という︑そうい

ノーベル平和賞を受賞したＯＰＣＷにシリアは加

関係がありますけれども︑私の正面ではシリア情

に現状の変更をしようとして防空識別圏の設定を

う政策を取ってまいりました︒その前提となるの

盟しましたけれども︑北朝鮮はまだ加盟していな

いうものが出されたというふうに私は理解してい

行ったわけでございますけれども︑これは民間航

は日米の同盟関係であるわけでございますけれど

いということもございます︒

対応していこうということが確認されたわけでご

空機の安全も脅かされ︑そして東シナ海の安全保

も︑やはりこの今の状況を考えますと︑自衛隊が

そういう国が化学兵器あるいは核兵器︑そうい

勢であり︑そしてまた北朝鮮の問題が多くあると

障環境というのは一気に緊張してまいりました︒

収集するだけではなく︑アメリカやあるいはイギ

うものを保持しているんだろうというふうに巷間

るわけでございます︒

今も自衛隊の皆さんは日々緊張の連続で任務に当

リスといった西側諸国との情報も必要になってく

言われているわけですけれども︑例えば米国にし

ざいます︒御存じのとおり︑中国は突然︑一方的

たっているわけでございます︒

るわけでございます︒とりわけ日本とアメリカと

日本の安全保障政策を振り返ってみますと︑戦

この東西冷戦構造というものが存在している︒と

でございます︒しかし︑東アジアにおいてはまだ

は危険な団体︑個人に情報が漏れることによって

のを認識した上で︑日本という国が︑外国あるい

やはり︑この情報という︑この重要性というも

例えば米国︑欧州がそういうものの研究を進めた

ているんではないかという研究をしておりますが︑

あるいは欧州も必死になって新しい化学剤ができ

ような報道もございます︒そういうものは︑日米

ろあるいは欧州にしろ︑いろいろな国が意図を持

いうことで︑日本の安全保障環境は︑十年︑二十

国民の安全が脅かされるようなことがあってはな

として︑じゃ︑そういう情報を我々に下さいと言

の情報共有というのは︑日本の安全保障にとって

年前とは様変わりしているわけでございます︒そ

らないと思うわけでございますけれども︑まず川

ったときに︑このような枠組みがなければ︑我々

後︑東西冷戦が続いてきたわけでございますけれ

して︑この東シナ海をめぐる緊張度というのは

上公述人︑先ほどるる化学兵器の防護の専門家と

として︑自衛隊として︑あるいは国家として国民

って新しい化学剤を開発をしているという︑その

年々強まって︑先ほど触れましたように︑中国の

して述べられましたけれども︑今の日本をめぐる

を守っていく︑そういうことが不可能になるので

欠かせないわけでございます︒

防空識別圏の設定によって更に緊張が高まってい

安全保障環境というのをどういうふうに認識して

ども︑この東西冷戦も一九八九年に終わったわけ

るわけでございます︒

先生の御質問には的を射なかったかもしれませ

はないかなというふうに思います︒
○公述人︵川上幸則君︶ 総括的なことはなかな

いらっしゃるか︑お聞かせください︒

そうした安全保障をめぐる情勢の変化を認識す
ることが︑この特定秘密保護法案の必要性を理解
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○北村経夫君 ありがとうございました︒

んけれども︑私の正面ではそんなことを考えます︒
一つ目︒

一つ目の︑我が国の国益を失っていますよという

活動というのが行われている節があります︒これ

ことなんですけれども︑将来の攻撃に備えた調査

した中で︑このサイバーテロというものに対して

戦略会議というＮＳＣが発足いたしました︒そう

すけれども︑サイバー攻撃をやはり︑本日︑国家

急速にその危険性が高まっているわけでございま

バー攻撃の点でございますけれども︑これは近年

という攻撃も実際に行われています︒これはどち

それに付随して︑実際の攻撃として︑金品を奪う

述べるだとか︑そういう攻撃があります︒そして︑

換えて︑相手にとって都合のいいことをどんどん

えば主義主張︑日本の官庁のホームページを書き

それは︑ホームページの書換えという方法で︑例

を調べているという活動がありまして︑それをた

テムダウンさせるために日々そのシステムの状況

えば電力のシステムだとか交通網をどおんとシス

気で︑例えば日本のシステムインフラですね︑例

か変だなと︒でも︑私の分析ではそれは︑将来本

やられているかどうか自身が分からないんで︑何

き言ったようにサイバー攻撃が非常に巧妙なので︑

は証拠がないのですけれども︑というのは︑さっ

もここでいろいろな戦略を練っていく︑対策を練

らかというと︑テロというよりはサイバー犯罪の

まにやり過ぎると不具合が発生するというのが多

二つ目が︑実際に攻撃されている例があります︒

っていくということになっております︒このサイ

範疇だと思いますけれども︑これがまたたくさん

伊東公述人にお伺いいたしますけれども︑サイ

バー問題︑テロというものは今どれだけ日本を脅

発しているやに思います︒これについての警報が

ほとんど上がっておりませんので︑これもまた心

起こっています︒
しかし︑先ほど述べましたように︑企業さんた

かしているか︑先ほども触れられましたけれども︑
もう少しお話しいただければと︒

企業さんのセキュリティーを守る立場にあるので︑

行われています︒実は︑私の会社自身がそういう

あのようなものは本当に氷山の一角で︑たくさん

一年の大手防衛産業の事件で出ましたけれども︑

一つ目が︑情報を盗むものです︒これが二〇一

す︒

撃というものは認識として三つあると考えていま

れもまた日本の企業はたくさんやられています︒

がる︒そのようなことが実際に起こっていて︑こ

屈しないと︑大きく報道にそれが出て︑株価が下

業がひどい目に遭う︒たまに腹をくくって恐喝に

払ってしまう︒そうすると新聞に出ない︒同じ企

思いますが︑恐喝に屈してしまった企業はお金を

てほしければお金をよこせという恐喝があるやに

例えば顧客情報を盗まれる︒で︑盗まれて︑返し

障の観点から極めて今厳しい状況にあるというの

○北村経夫君 ありがとうございました︒安全保

と思っております︒

本全体で共有されていない︒そういう状況にある

動︑これが行われています︒が︑その危機感が日

将来の本格的な侵攻に備えたサイバー上の調査活

プロパガンダや書換え︑そして業務妨害︑そして

それも外国からのものは︑実際の情報を取ること︑

まとめますと︑今︑日本に対するサイバー攻撃︑

配なところであります︒

あれは本当に氷山の一角で︑小さい会社なんかで

そして︑その多くが日本じゃなくて外国の勢力で

がよく分かりました︒ありがとうございました︒

ちは自分の企業がサイバー攻撃を受けて︑実は︑

たくさん日本の技術情報が取られています︒これ

はないかと見ております︒これも日本の安全保障

○公述人︵伊東寛君︶ まず︑一般にサイバー攻

が本当なんです︒そのことに気が付いていないと

て言及されました︒これもまさに国民の皆様の大

そして︑山崎公述人は︑国民の知る権利につい

にかかわる問題です︒
そして三つ目が︑実は一番新聞等に出ていない

いうこと自体が︑もうそもそも大問題という︒ま
ず︑日本の技術情報が取られているということが
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かという懸念︑あるいは︑指定する秘密が政府あ

特定秘密の指定範囲が際限なく広がるのではない

きな御懸念となっている点でございますけれども︒
スがあった者は罰せられるとあります︒

脅迫︑施設への不正侵入︑通信傍受︑不正アクセ

の条文は︑取得するに当たって暴行を加えたり︑

○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます︒

します︒どうもありがとうございました︒

○北村経夫君 時間が参りましたので︑終わりに

大臣は︑これまで公表されている情報というのは︑

り得るということでありますけれども︑同じく森

原発の警備︑これは︑実施計画等は特定秘密にな

知しております︒

はないかというようなことも︑御懸念もあると承

伺いたいと思います︒

れども︑その点︑もう一度山崎公述人の御意見を

と絡めて冷静な議論が必要だと思っておりますけ

私はもう少しこの知る権利ということをこの法案

しない︒私もしてこなかった︒そういうことで︑

けでありますから︑常識的にはそのような取材は

著しく不当な方法というのは刑法に引っかかるわ

いきたいという思いで私どもとしても審議に臨ま

産︑そして国益を守るためにいいものに仕上げて

密保護法案︑充実した審議の中で国民の生命︑財

今︑国民の皆様の大変に関心の高いこの特定秘

す︒

も改めて感謝を申し上げたいというふうに思いま

このように御出席をいただきましたこと︑私から

い中︑また急なお呼び立てにもかかわりませず︑

本日は︑三名の公述人の先生方︑大変にお忙し

これは特定秘密に指定されないというふうに答弁

○公述人︵山崎徹君︶ 知る権利を保障するとい

せていただいておりますし︑また私ども公明党︑

私の感覚からいうと︑そもそもこういった行為︑

しているわけでございます︒もちろん︑ＴＰＰ交

うことと安全保障に関する情報を守るということ

与党として法案提出前の修正過程にも臨ませてい

るいは大臣によって恣意的に拡大解釈されるので

渉等︑その辺も特定秘密指定にはならないわけで

と二つの要請があると思うんですけれども︑その

その辺も考えてみるのでありますけれども︑この

要するに取材が萎縮するのではないかという懸念︑

います︒私もマスコミにおりましたので︑その辺︑

十分配慮するというふうに記載されたわけでござ

の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に

そして︑知る権利について︑本法案では︑国民

ております︒

浸透していないのではないかというふうには思っ

が消えないのは︑まだ政府の答弁が国民の皆様に

私が言ったように︑知る権利が根こそぎ奪われる

はないというふうに考えます︒その結果として︑

枠組み自体が︑やはりそもそもの出発点が妥当で

密になったのかを検証する機会もないというこの

定が妥当かどうかを判断する機会もなく︑何が秘

断すれば︑それを秘密に指定し︑それの秘密の指

が安全保障に関係があるというふうに思えば︑判

いうふうに思っています︒構造が︑行政機関の長

ちょっと立て付けに問題があるのではないかなと

バランスをどう取るかという問題で︑この法案は

ざいます︒

そのような交渉というのは成り立たないわけでご

手に事前に知られるようなことになっては︑当然

その交渉に臨むか︑そういったことがその交渉相

か︑あるいは内部でどのようなすり合わせをして

の手のうち︑カードをどういうふうに切っていく

を行うに当たって︑当然でございますが︑我が国

報にも携わってきた人間でございます︒外交交渉

私自身は︑元外務省の職員として様々な外交情

先ほど︑原発の問題で触れられましたけれども︑

ございますけれども︒そういった拡大解釈の懸念

法案では︑著しく不当な方法によるものでなけれ

んではないかという懸念につながってくるわけで

ただいた次第でございます︒

ば特定秘密を入手し報道しても罰せられないとい

す︒

ブ・アンド・テークというものもございます︒先

また︑情報のやり取りをするに当たっては︑ギ

うふうになっております︒その取得行為について
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とも︑あるいは反政府当局とも接触し︑情報を入

また意見交換︑内戦状況の地域であれば政府当局

地の情勢を得ていく中で︑様々な当事者との接触︑

大変痛ましい事件がございました︒そういった現

ていかなければならない︒今年︑アルジェリアで

産を守る上で︑在外邦人︑在留邦人の生命を守っ

さらには︑外交上非常に重要な国民の生命︑財

情報というのがあるのも事実でございます︒

供してもらっては困るという前提の下で得られる

得る際に︑この情報はＢ国又はＣ国には絶対に提

他国から情報を得る際に︑例えばＡ国から情報を

する人はいないということもございます︒また︑

けれども︑秘密を守れない人に対して秘密を提供

ほど伊東公述人がいみじくもおっしゃられました

持っていくことが適切なのか︒あるいは︑今後有

十分なのか︒さらには︑指定の期限︑どのように

たわけでございますが︑果たしてこうしたことで

罰せられないという修正も盛り込ませていただい

して報道の自由︑これを正当な業務行為であれば

してそれに寄与する報道関係者︑取材の自由︑そ

に重要な課題でございます︒国民の知る権利︑そ

のバランスをどう確保していくのか︑これは非常

人からも御指摘のございました国民の知る権利と

様方から大きな懸念のあります︑先ほど山崎公述

案だと私も考えておりますが︑他方で︑国民の皆

うものは国民の生命︑財産を守るために必要な法

そういう意味で︑今回の特定秘密保護法案とい

持しなければならない秘密というものがあります︒

ことの回答しかできませんけれども︑そういうこ

れていくという︑本当に基本に立ち返ったような

の時期︑そのときの行政機関の長の方が判断をさ

いて︑その尺度でそれぞれのとき︑そのときのそ

た国益︑そういうところに最終的には物差しを置

目的にあるところの︑先ほど先生がおっしゃられ

しい御質問だと思いますけれども︑やはり法律の

○公述人︵川上幸則君︶ 中身的にはなかなか難

御知見をお伺いできればと思います︒

取り扱っておられる専門家の公述人の先生方から

るのか︑その運用基準について︑それぞれ情報を

このように厳格に管理し︑運用していく必要があ

どのような情報であれば極めて機微な情報として

ではないかというような懸念もございます︒一体

機密というのが︑これはもうどのような国家であ

かない︒そういった外に出すことのできない外交

しているか︑そういったことを明かすわけにはい

部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保

というものを︑安全保障を国の存立にかかわる外

お伺いをしたいと思いますのは︑今回︑特定秘密

こうした中で︑三人の公述人の先生方からまず

ことについてのニーズ・ツー・ノウをはっきりさ

ツー・ノウですね︒誰がそれを知るべきかという

たので︑二つあると思います︒一つは︑ニーズ・

○公述人︵伊東寛君︶ 運用基準ということでし

とになるのではないかなというふうに思います︒

れ有しております︒

障することと定義をした上でこの特定秘密という

せるということになると思います︒

識者との会議も関与をした上で運用基準を作成し

行政というものは︑外交あるいは防衛︑さらに

ものを指定するということになっていくわけでご

多分︑問題は︑じゃ︑誰がそのニーズ・ツー・

手していかなければならない︒どういう人と接触

は治安機関︑様々なそうした情報の︑膨大な情報

ざいますが︑何をこの特定秘密としていけばよい

ノウを決められるのかというところがあると思う

あくまでも国益が中心になるのではないかなとい

の中で国民の生命︑財産を守るために日々奮闘し

のか︒その運用基準をどのように作っていけばよ

ので︑そこが多分知恵の絞りどころだと思うので

ていくことになってまいります︒

ているわけでございます︒企業も当然企業利益を

いのか︑行政府のそれぞれの長が︑行政機関の長

すが︑それは多分知恵を絞って決めて︑そして二

し︑どういう時点で︑どういう場所で情報を入手

確保するために企業秘密というものがあるように︑

が指定するに当たって恣意的に指定してしまうん

うふうに思っております︒

行政にもそういった国家機密︑行政上の秘密︑保
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ったニーズ・ツー・ノウが適切かどうか︑そうい

ク機能を別に持っていくことによって︑さっき言
組みとなっております︒当然︑延長に当たっては︑

則五年と定めた上で︑五年ごとに延長が可能な仕

今回の法案上は︑特定秘密の指定期限をまず原

はない︑そういう秘密もございますですよね︒

すると永遠にそういうものはオープンにすべきで

かと︑十年たったらどうなんだと︒これはもしか

造法を︑五年たったら︑じゃ︑オープンにするの

の方がよく知っているサリン︑そういうものの製

う部分をチェック機能でやるという仕組みを持て

当初の指定要件というものを厳格に満たした上で

ております︒

ばいいと思っております︒それがさっき︑冒頭︑

延長が可能になり︑かつ︑通算で三十年を超えな

つ目︑チェック機能ですね︒おのずとそのチェッ

私の陳述で申しました横からの串刺しで︑立法あ

いという原則が定められております︒

いません︒

特に運用基準についてどうこう言うつもりはござ

○公述人︵山崎徹君︶ 私は反対の立場ですので︑

す︒

そして︑歴史上価値ある︑歴史学者の方々なんか

からの懸念としては︑永遠に秘密とされてしまい︑

のように見ていく必要があるのか︒国民の皆様方

その秘密に関する指定の有効期限というものをど

思いますが︑技術の発展︑そういったものの中で︑

なかなか一概に言いにくいものではあろうかと

いうところにフィードバックをさせて︑それが国

やはりそれは︑先ほど申し上げたとおり︑国益と

間の秘密の指定ということになると思いますので︑

になれば︑またそれはそれでもう極めて短時間の

もうそれはカードとして切れなくなるということ

済んでしまえば︑もうそれが終わってしまうと︒

ど石川先生がおっしゃられたとおり︑外交交渉が

進んでしまえばもうそれを秘密にしておく︑先ほ

あるいは︑国と国との関係においても︑事象が

るいは司法からチェック機能を何かの仕組みに入

ただ︑安全保障の問題に関する秘密をどう守る

も検証したいと思ってもその歴史を検証できない

れるべきだろうというところにつながっておりま

かという点について言うと︑秘密法制が全くない

家国民に対して影響があるうちはやはりずっと秘
この辺について︑特に大量破壊兵器についての

んではないかというような︑できなくなるのでは

ＤＡ秘密保護法など秘密保護法制はこれまであっ

御知見のある川上公述人︑そしてサイバー情報に

わけではなくて︑国家公務員法の秘密に関する規

て︑それでどうしても不都合だという事実が今ま

ついての御知見のある伊東公述人から︑その有効

○公述人︵伊東寛君︶ この期間については︑私

密の指定をしておくということで︑一概に何年と

であったのかというと︑それはなかったんではな

期限というものについて御見識をお聞かせいただ

の感覚では当然あるべきだと思います︒これは私

ないかというような懸念もございます︒

いかと思うので︑私はそういう意味で︑今までの

けますでしょうか︒

たち国民というかですね︑さっき山崎先生は国民

定であるとか自衛隊法︑あるいは刑事特別法︑Ｍ

秘密保護法制の枠内で対応できるのではないかな

○公述人︵川上幸則君︶ これも極めて難しいと

は皆反対してとおっしゃっていたようですけれど

いうことを包括的に決めるというのはかなり困難

というふうに︑そういうふうに考えています︒

思いますけれども︑個別個別の対応が必要になる

も︑少なくとも私の会社で反対している人はいな
例えば︑先ほど申し上げましたとおり︑化学学

は︑こういう秘密を守るのはみんな要るよねと言

いです︒つまり︑そうなんです︒私たちのみんな

以上です︒

ではないかなというふうに思われます︒

○石川博崇君 ありがとうございます︒

んじゃないかというふうに思います︒

お伺いをしたいんですが︑情報の有効期限という

校で特定物質を製造していますと︒例えば︑国民

もう一つ︑これは川上公述人と伊東公述人から
ことについてお伺いをしたいなというふうに思っ
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っています︒ただ︑懸念はあります︒それは山崎

いてはあるべき︑そう思います︒

一方で︑そのハードの面の︑例えばこの部屋に

あるいは情報のいろいろな端末の機材にいろいろ

入らない︑セキュリティーを確保するですとか︑

最後に︑三名の公述人の先生方から情報の管理

なソフトを入れていくだとか︑そういうことはこ

○石川博崇君 ありがとうございました︒

念については明らかにするように︑国会の皆さん

の在り方についてお伺いをしたいというふうに思

れからも技術の発展とともにいろいろなことがで

先生がおっしゃったとおりです︒だから︑その懸
がよく審議してくださればいいと思っております︒
います︒

おのずと運用にブレーキが掛かるのが人間だと思

に必ずそれが暴露される可能性があるとなれば︑

ことをする閾値は下がります︒でも︑何年か置き

隠しても︑永久に隠し通せると思えば︑多分悪い

的に行政が自分の都合の悪い︑恥ずかしいことを

であります︒つまり︑期限がなければ︑もし恣意

の懸念を払拭する一つの鍵ではないかと思うわけ

機微な情報漏えいを防止していく必要もあります︒

当然このような国家の安全保障にかかわるような

な懸念が示されることもあるわけでございますが︑

になっております︒この適性評価についても様々

の人物に対しては適性評価ということを行うこと

きる人物を限定的にするわけでございますが︑そ

人物︑人間に対して︑この特定秘密にアクセスで

今回︑特定秘密を指定した上で極めて限定的な

てくるんではないかなというふうに思われます︒

識︑更にその人の教育︑そういうことにかかわっ

のかということになれば︑やはりその扱う人の意

それを︑まあ悪い言葉で言えば漏えいしてしまう

うにその秘密を取り扱っていくのか︑そしてまた

り人の意識︑秘密を扱う者の︑その人間がどのよ

きるんだと思いますが︑最終的に残るのはやっぱ

その中で︑この期限というのがまさにその国民

います︒したがって︑まずこれは必要だと思いま

極めて厳重に管理していく必要もございます︒そ
て︑この情報の管理の在り方というものをどのよ

れぞれ情報というものに携わってきた皆様方とし

います︒

適性評価︑これは答えは多分ないんだろうなと思

○公述人︵伊東寛君︶ 情報の管理の中の人物の

以上です︒

す︒あるべき︑あった方がいいではなく︑必ずあ
るべきと私は考えております︒
あとは︑じゃ︑その期間なんですけれども︑こ

するというこの考え方は︑私はとても良いと思っ

では認めて︑それでもというときにもう一度判断

の法律で五年置きに見直す︑そして最長三十年ま

ば︑やはり余り短いのはいかがと思うので︑現在

だければ幸いでございます︒

す︒今回の適性評価の側面も含めて御所見をいた

そういった観点からの御知見でも結構でございま

れるかと思います︒そうした情報の管理の在り方︑

トとの関係での情報というものも取り扱っておら

そして︑山崎公述人も弁護士としてクライアン

人間のそこの部分まで縛る︑縛るというか担保で

恐喝されるかもしれません︒そこまで考えれば︑

ときどうだ︑そして何年後に変わるか︑あるいは

うのを調べたからといって︑その人の心根がその

きのその人の環境とか︑まして親戚がどうだとい

というのは︑人は変わるので︑通り一遍にそのと

やつでさえ不十分ではないかなと思っています︒

実は正直に言えば︑私はこの法案に書いている

ています︒

○公述人︵川上幸則君︶ やはり情報の管理と申

きるような審査というのは︑単なる身元調査では

うに思われるか︒

を延長した挙げ句にまた内閣でやる︑行政が三十

しますとハードとソフトの面があるというふうに

済まないのではないかなと私は思っています︒

れが国の安全保障にかかわるという観点からすれ

年の判定をすることが本当にいかがなものかとは

思っております︒

一点だけ言うとすると︑その行政が自分のやつ

考えておりますが︑御質問にありました期間につ
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るのは分かっていますので︑さっき一瞬口ごもっ

ただ︑それは当然︑やり過ぎることは問題があ
判断から︑ここに出席して質問をさせていただき

で︑この機会をボイコットすべきではないという

見をお聞きしたいと思います︒

いかと私思うんですけれども︑山崎公述人の御意

制約についてどういうアプローチをするかという

○公述人︵山崎徹君︶ 人権保障やそれに対する

山崎公述人に伺いますけれども︑私は︑この議

ことなんですけれども︑憲法の体系上︑人権は国

ます︒

○公述人︵山崎徹君︶ 適性評価に関する問題な

論を︑私は法律の専門家ではありませんけれども︑

たように︑難しいというのは認めます︒
んですけれども︑国会での議論を見ていても︑そ

政の上で最大の尊重を求められているわけですか

れている︑その知る権利は最大限保障されなけれ

ずっと聞いていて︑何か基本的な勘違いがあるの
本法案︑先ほどもありましたけれど︑一応︑国

ばならない︒だけれども︑一方で︑あの秘密保護

の適性評価に関する調査を誰がするのかというの
職員がやればいいんだろうけれども︑それ以上の

民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由

の必要性があるから︑どこまで知る権利がぎりぎ

ら︑基本的に︑憲法二十一条で知る権利が保障さ

調査について︑外務省ないし防衛省に調査要員が

に十分配慮しなければならないというような︑配

り制約されていいのかという︑こういうアプロー

ではないかなと思っているんです︒

いるわけでもないでしょうから︑そうすると︑私

慮しなきゃいけないというようなことがあるわけ

がどうも見えてこなくて︑簡単に質問するのなら

さっき触れましたけれども︑公安警察に頼むのか

っぱり発想が逆転︑憲法の立場とは逆転してしま

チが本当は必要なんだけれども︑それが逆転して

ロールするための大変重要な︑大変基本的な重要

っているのではないかなという考えを持っていま

ですね︒しかし︑この知る権利とか取材の自由︑

で適性評価が語られているのは若干問題かなとい

なことであって︑それを配慮の対象というふうに︑

す︒

という問題も出てきますし︑しかし︑公安警察に

うふうに思っています︒

何かこういう訓示規定で済ますようなところその

○大門実紀史君 私は︑被災地福島には何度も行

いて︑まず安全保障︑秘密ありき︑知る権利には

○石川博崇君 ありがとうございました︒

ものが何か大きく勘違いしているんじゃないかと︒

っているんですけれども︑今先生からあった福島

今日もマスコミたくさん来られていますけれど︑

○大門実紀史君 お忙しい中ありがとうございま

そういう軽いものではないというふうに思ってお

の問題で損害賠償の裁判の弁護団もやられている

頼む根拠が法案上あるのかないのかもよく分から

す︒日本共産党の大門実紀史でございます︒

りますし︑これは憲法二十一条との関係︑あるい

ということで︑様々なことをあの原発事故につい

配慮しますよと︑こういう思考回路になると︑や

まず一言申し上げたいのは︑今回のこの地方公

は今までの判例の関係からいって︑こういう報道

てお考えかと思いますけれども︑私はこの問題一

こういうものは︑権力の暴走を許さない︑コント

聴会の開催︑その強引な決め方に厳重に抗議をし

又は取材の自由︑知る権利というのはかなり重い

ないという︑こういうちょっと漠とした状況の中

ておきたいというふうに思います︒ただし︑この

番懸念したのは︑原発事故情報が特定秘密という
まずそこのところをきちっと押さえた上で︑国

今までも︑これまで公表したものは公表するな

ものではないかと︒

も︑国民の八割は反対か慎重審議というふうにな

の必要な機密をどうするかという議論にならなけ

んということを言っていますけれども︑今までも

重大な法案に対して︑先ほどございましたけれど
っているにもかかわらず︑国民の皆さんの意見を

ればいけないのに︑逆さまになっているんじゃな

ふうにされたときに何が起こるんだろうと︒

聞く機会が余りにも少ないという点がありますの
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が平気で行われたら︑その安全がいつまでもなお

から公表しないと︑秘密にするというようなこと

と︑知られるとテロのターゲットにされると︑だ

ターゲットにされやすいと︑ウイークポイントだ

ントが起きたと︑それを公表するとテロの対象に︑

情報というのは︒そういう︑ある原発でアクシデ

波に対する安全評価状況︑これは︑今まで公表し

原発事故の津波のシミュレーション︑それから津

どうなんだ︒先ほど私が述べた原発訴訟の中では︑

いうものの︑じゃ公開していないものについては

表しているものについては特定秘密にしないとは

報もそこに含まれる可能性がありますし︑既に公

そういう意味では︑今の法案の条文では原発情

一般の企業が入札という形で防衛装備品を納入を

ておりました︒ところが今は︑防衛関係の企業が︑

の中では︑例えば旧軍は造兵廠というものを持っ

いますが︑日本の自衛隊というか安全保障の組織

すけれども︑これはまた先生に釈迦に説法だと思

からお答えになっているかどうか分からないんで

○公述人︵川上幸則君︶ 先生の質問にまた正面

ライバシーを全部照会して把握されるというのは︑

ざりになるということもあるわけですし︑そうい

ていなくて︑しかも裁判でも︑裁判所が出してく

して︑それが戦力になっております︒

います︒

う点でいくと︑まだ今収束もしておりませんけれ

ださいと言うのに出さないと言っている︑じゃこ

全部公表してきたわけじゃないんですよね︑事故

ども︑この原発事故を考えると︑これが起きた経

れはどうなんだろうと︑様々︑問題があるわけで

いかがお考えでしょうか︒

過を考えると︑この秘密保護法は私は本当に廃案
す︒

ロと関連があるということであれば︑それがちょ

きりしないという︒要するに原発関係の問題がテ

るんですけれども︑ちょっとそこの線引きがはっ

象となる余地があるというような言い方をしてい

に関するものについては︑原発の施設について対

というふうに答弁しています︒ただ一方で︑警備

森担当大臣は︑それは特定秘密の対象とならない

れて︑それに答える義務があるということまで明

いう情報も全ての団体にプライバシーが照会をさ

行政も民間も区別なく︑銀行あるいは病院︑そう

に聞いたんです︒そしたら︑特定秘密を扱う者は

我が党の仁比聡平議員が国会でこのことを具体的

述人に伺いたいと思うんですけれども︑実は先日︑

○大門実紀史君 次に︑適性評価の問題で川上公

状況なのではないかなというふうに思っています︒

ます︒

ませんけれども︑そのように考える次第でござい

摘の質問とはちょっと外れてしまったのかもしれ

必要なんではないかなというふうに︑先生の御指

いうことからこういう枠組みというものもやはり

分そこはかなり違うんだろうなと思います︒そう

めにそういうものを扱っていけるかというと︑多

からずに︑自由に企業のために︑企業の利益のた

関して︑全く︑じゃ︑何の枠組みというか網も掛

ういう方たちが︑例えば今︑私が先ほどから申し

っとどこまで広がっていくのかが分からない︒法

らかになってきているんですけれども︑これは︑

○大門実紀史君 山崎公述人に伺いますけれども︑

そういう点で︑森大臣の一応の答弁はありまし

いくその人たちは一般の企業人なわけですね︒そ

それを考えたときに︑防衛装備品を開発をして

にすべきだと思いますけれども︑先生のお考え︑
山崎公述人のお考えを聞きたいと思います︒

律が一旦できれば︑その法律を解釈し適用するの

ここまで来ると︑さすが︑まあ自衛隊員の中にも

前提として何が秘密かを行政の長が︑政府が決め

上げているようなＮＢＣに関する防護の装備品に

は森担当大臣ではありませんから︑法律に携わる

いろいろいらっしゃると思いますけれども︑その

てしまうということの前提でいくと︑こういう適

たけれども︑それだけではどうも納得ができない

行政機関の長がその法文の読み方としてどういう

周辺の人にまで︑秘密にかかわると︑ここまでプ

○公述人︵山崎徹君︶ 原発事故情報に関して︑

読み方ができるのか︑ここが重要なんだろうと思
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据えると︑そのプライバシーが制約されていい理

りませんけれども︑プライバシーの権利を基本に

プライバシー侵害が全て違法になるわけではあ

と自体がプライバシー侵害ということになります︒

いまして︑それに対して国家が調査するというこ

が極めてプライバシーにかかわる部分が含まれて

○公述人︵山崎徹君︶ 適性評価の調査対象事項

と思いますが︑いかがお考えでしょうか︒

うというのは大変これ基本的人権からも大問題だ

性評価でプライバシーがどんどん把握されてしま

ているわけです︒

いう︑これは全く漠とした曖昧な構成要件になっ

どういう会話がなされたら犯罪は成立するのかと

とかというのは︑これは基本的に会話ですから︑

るわけです︒そうすると︑共謀とか教唆とか扇動

動が処罰できると︑こういう立て付けになってい

は︑実行行為がなくても独立して共謀︑教唆︑扇

ができているんですけれども︑この法案について

とか教唆であるとか扇動であるとかいう形で処罰

まず実行行為があって︑それに対して共謀である

犯罪と若干違う部分がありまして︑普通の犯罪は︑

もう遅過ぎているんじゃないかというのが一番根

んですけれども︑一番最初に言ったように︑私は︑

○公述人︵伊東寛君︶ 大枠そういう考えもある

しょうか︒

議論すべきではないかという点はいかがお考えで

きではないかと︑徹底的にもうちょっときちっと

うと思いますけれども︑そのもっと慎重にやるべ

とかあさって採決というような問題ではないだろ

あっても更に慎重審議をすべきだと︑あした採決

私はやっぱり意見がいろいろまだ違うところは

割ぐらいが世論調査でも出てくるわけですね︒

由があるのかどうか︑これを厳しく問わなければ

○大門実紀史君 山崎公述人の最後のところ︑ち

に考えています︒

○大門実紀史君 最後に伊東公述人に伺います︒

そういうふうに考えています︒

案はこたえられていないんではないかなという︑

れをやっていただければいいんではないかと思っ

律で定めるとかやっていただいて埋めていく︑そ

て更にもっともっと大事なところ︑例えば別の法

っこにあるために︑遅過ぎるんじゃないか︑だか

ょっと時間が少なくてお話が若干できなかったの

様々御意見がある議論が続いてまいりましたけ

だから︑今足りないのは︑国民に対する説明が

罪刑法定主義というのは︑国民に刑罰を科す際

かも分かりませんけど︑今の関連もあるんですけ

れども︑国会でも︑この法案に修正したり協力し

なくて不安をあおられているから︑調査だと八割

なりません︒その厳しく問うところでこの法案で

れども︑刑罰の構成要件が大変不明確だというの

てきた政党まで︑もう今ここまで来ると︑もうい

に見えますが︑それは私の勘では︑反対している

ら︑この法律に関して言えば︑懸念はあるんです

がありますよね︒例えば︑この法律に抵触したと

かにもちょっと︑実はあした採決みたいな話があ

んじゃなくて︑不安︑懸念︑よく知りませんとい

には︑何が犯罪で何が犯罪でないのか︑これが明

いうことで起訴されたと︑山崎先生が弁護される

るんですけれども︑ちょっと幾ら何でも︑まだ理

うことじゃないでしょうか︒だから︑そこをクリ

プライバシーを制約する理由があるのかどうかと

と︒弁護しようにも︑刑罰の構成要件ですか︑こ

解も︑いろいろな不明な点もあると︑もっと慎重

アにしていただいて︑それはちゃんとこれから決

けれども︑早く遅過ぎたあれを取り戻して︑そし

れがもう勝手に向こうが決めていて︑向こうがや

審議をすべきというのが大きな意見になってきて

めますというのがあれば変わるんではないかとい

確でなければならないという︑この要請にこの法

っていると︒これ︑弁護のしようがないような事

います︒国民世論でも八割は︑伊東さんの会社は

うのが︑済みませんが︑私の意見であります︒

いうふうに考えれば︑それは私はないというふう

態に陥るんじゃないでしょうか︒

ちょっと知りませんけど︑国民全体はやっぱり八

ています︒

○公述人︵山崎徹君︶ 刑罰の構成要件が普通の
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○大門実紀史君 時間になりました︒
そういう懸念があるからこそ︑あした︑あさっ
てとかいうことをやるべきじゃないと思っている
わけでございます︒
ありがとうございました︒
○団長︵中川雅治君︶ 以上で公述人に対する質
疑は終了いたしました︒
この際︑公述人の方々に一言御礼を申し上げま
す︒
皆様には︑長時間にわたり貴重な御意見をお述
べいただきまして︑誠にありがとうございました︒
委員会を代表いたしまして︑厚く御礼を申し上げ
ます︒
︵拍手︶
これにて参議院国家安全保障に関する特別委員
会さいたま地方公聴会を閉会いたします︒
︹午後四時四十六分閉会︺
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