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19 Nov 2015 ARTICLE 19 の事務局長トーマス・ヒュー

「ARTICLE19は日本政府が、特に近年の

日本における高まる批判という文脈の
中で、表現の自由を取り巻く国際基準
の国内における遵守についての審査の
ために、国連の独立専門家に会いたが
らないことに驚いている。」

「日本のような民主国家にとって、表現
の自由に対する当局の態度への調査
は問題とされるべきではなく、むしろ優
先順位のはずである。」

https://www.article19.org/resources.php/resource/38198/en/japan:-concern-at-japanese-
government-snub-of-un-expert-on-free-expression









4月12-19日 公式訪問

政府当局や市民団体との会合は２０１３年の秘密保護法（これについては自由権規約委員会が
２０１４年に憂慮を示している）、ネット上の権利、メディアの自由、情報のアクセスを含めた多岐
にわたる主要な事項に触れることを期待している。

もし公式訪問に先立ち、シェアしたい情報やアイディアがあれば、遠慮せずに連絡してください。



朝日新聞 12 April 2016

NHK News
TBS News



国際人権法の発展

第2次大戦前、人権は国内問題（内政不干渉）

第２次大戦中の著しい人権侵害に対する反省

人権は国内事項→国際関心事に

国連の目的

「人種、性、言語又は宗教による差別のない

すべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊
重及び遵守」（国連憲章55条c）

国家権力・全体主義 対 個人の人権



世界人権デー 12月10日

世界人権宣言の採択
1948年12月10日
（賛成４８、反対０、棄権８）

日本では2014年12月10日
「秘密保護法」施行

防衛、外交、特定有害活動の防止、
テロリズムの防止



情報にアクセスする権利

「情報の自由は基本的な人権であ
り、国連が関与するすべての自由
の試金石（touchstone）である。」

第1回国連総会決議５９（１）（1946年12月14日）



情報へのアクセスーすべ
ての人権の条件、要石
（Keystone）

「独立した国家で定期的に選挙
を行い、政府に批判の声をあげ
る反対政党があり、広範囲に検
閲を設けないで新聞が政府の政
策を自由に報道し、疑問を呈す
ることを許すいかなる国も、飢饉
に苦しめられたことはない」
（アマルティア・セン）



世界人権宣言19条

• すべて人は、意見及び表現の自由に対する
権利を有する。この権利は、干渉を受けるこ
となく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる
手段により、また、国境を越えると否とにかか
わりなく、情報及び思想を求め、受け、及び
伝える自由を含む。



「情報にアクセスする権利」
市民的及び政治的権利に関する
国際規約（自由権規約）19条

• 1項： すべての者は、干渉されることなく意見をもつ権利を有
する。

• 2項： すべての者は、表現の自由についての権利を有する。
この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は
自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆ
る種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。



国連特別報告者

テーマ別特別報告者；表現の自由、集会結社の自由、拷問禁止、教育の権利、
健康の権利、少数民族の権利、先住民の権利、など、４１テーマ
国別特別報告者；イラン、北朝鮮、ミャンマーなど



ラ・ルーメッセージ

フランク･ラ･ルー
国連特別報告者
(表現の自由)

アナンド・グローバー
国連特別報告者（健康
への権利）

国連特別報告者 （人権理事会によって任命された独

立専門家）秘密保護法批判、公式声明
2013年11月23日



基本は公開であり、誰でも情報にアクセスできなけれ
ばなりません。ジャーナリストは特にそうです。

…公の情報は公共財だと認識すべきです。公の情報
は市民に属するのです。ポケットに仕舞込んで隠す人
には属さないのです。このことが、秘密保護を、人々の
利益に対立するもので、民主主義にも対立するもの、

つまり本質的に反民主主義 だと私たちが強く主張する

所以です。（フランク・ラ・ルー）



国連人権高等弁務官（ナビ・ピレイ）12月3日

政府や国会に慎重な審議を促す

• 「何が秘密を構成するかなど、いくつかの懸念が十分明確になってい

ない」

• 「国内外で懸念があるなかで、成立を急ぐべきではない」

• 「政府がどんな不都合な情報も秘密として認定できてしまう」

• 「日本国憲法や国際人権法で保障されて

いる表現の自由や情報にアクセス

する権利への適切な措置が必要」



国連自由権規約委員会による日本報告書審査
（2014年7月、ジュネーブ）





秘密保護法への国際社会からの批判、勧告

秘密保全法に反対する愛知の会

Tel ０５２－９５３－８０５２

Fax 052-953-8050

Email  no_himitsu@yahoo.co.jp
Blog   http://nohimitsu.exblog.jp

44 ページ ---- 300 円



国連の個人通報制度

•人権条約に認められた権利を侵害された個人が、各
人権条約の条約機関に直接訴え、国際的な場で自
分自身が受けた人権侵害の救済を求めることができ
る制度です。

•締約国が人権条約の「選択議定書」を批准する必要
がある；日本は全く批准していない

• https://www.youtube.com/watch?v=F5w0NR_wywI&feature=youtu.be



http://iwj.co.jp/wj/open/archives/288997

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/288997


自民党改憲案

•第２１条
•１．集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の
自由は、保障する。
•
２.前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を
害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目
的として結社をすることは、認められない。



36条の「拷問及び残虐な刑の禁止」

•現行憲法
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」

自民党の草案

「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する」

「『絶対に』をはずせば、当然のことながら規範力は低下します。一定
の条件があれば例外が認められるとの解釈につながる可能性があり
ます」 （伊藤真）



改憲案から削除

• 第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権
は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の
成果であつて、これらの権利は、過去幾多の
試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵
すことのできない永久の権利として信託され
たものである



緊急事態条項

•安倍総理11月10日の衆院閉会中審査で「（憲法改正の）数をそろえ
るために衆参両院で大勝する」「緊急事態条項からやる」などと明言。

•昨年11月の衆院権謀審査会では、東日本大震災の経験を踏まえ、
共産党・社民党を除く野党7党が緊急事態条項を新たに憲法に盛り
込む必要性に言及。



「緊急事態条項」創設による危険

•有事や大地震の発生時などに、首相が閣議に諮って緊急事態を宣
言できると規定。

•宣言後、政府は法律と同じ効果を持つ政令の制定が可能で、首相
は緊急の財政支出も行える。

•宣言には事前か事後の国会承認を要件とした。さらに、緊急事態が
宣言された場合、「何人もその他公の機関の指示に従わなければな
らない」とも明記。

•首相は行政府と立法府の権限を握り、国民の抵抗をも許さない。

→去年以上の運動が必要では？



The media in Japan
Speak no evil (by Economist, May 16th 2015)
http://www.economist.com/news/asia/21651295-japans-media-are-quailing-under-government-pressure-speak-no-evil



http://www.theguardian.com/world/2016/feb/17/japanese-tv-anchors-lose-their-jobs-amid-
claims-of-political-pressure

“Many British politicians would doubtless 
rejoice at the news that Andrew Marr, 
Emily Maitlis and Andrew Neil were to 
leave their jobs almost simultaneously.
That is the fate that has befallen what could 
loosely be described as their counterparts 
in Japan ”

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/17/japanese-tv-anchors-lose-their-jobs-amid-claims-of-political-pressure


Anchors away: Criticism of government is being 
airbrushed out of news shows

Economist

Feb 20th 2016



International Federation of Journalists (IFJ)
国際ジャーナリスト連盟



ワシントンポスト
5 March 2016
https://www.washingtonpost.com/opinions/squelching-bad-news-
in-japan/2016/03/05/497b7be8-da60-11e5-925f-
1d10062cc82d_story.html



Japanese blogs also 
translated and 
introduced articles 
by foreign media.

Necessity of external 
Pressure. 

外圧の必要性



え

2015年
日本
61位

第1次安倍
政権51位

第2次安倍
政権

100位以下に
なるかも？





国境なき記者団（RSF）



国境なき記者団日本の報道の自由の低下
を憂慮する（4月12日）



記者会見 4月19日



•高市発言の問題
•放送4条改定すべき

•自民党改憲案21条への制限の問題

•記者クラブは問題、解体すべき

• http://www.unic.or.jp/





•「脆弱な法的保護、新たに採択された『特定秘密保
護法』、そして政府による『中立性』と『公平性』への
絶え間ない圧力が、高いレベルの自己検閲を生み出
しているように見えます」とケイ氏は言います。「こうし
た圧力は意図した効果をもたらします。それはメディ
ア自体が、記者クラブ制度の排他性に依存し、独立
の基本原則を擁護するはずの幅広い職業的な組合
組織を欠いているからです」



•「多くのジャーナリストが、自身の生活を守るために
匿名を条件に私との面会に応じてくれましたが、国民
的関心事の扱いの微妙な部分を避けなければなら
ない圧力の存在を浮かび上がらせました。彼らの多
くが、有力政治家からの間接的な圧力によって、仕
事から外され、沈黙を強いられたと訴えています。こ
れほどの強固な民主主義の基盤のある国では、その
ような介入には抵抗して介入を防ぐべきです」



放送法 第４条

放送事業者は、国内放送及び内外放送（以下「国内放送等」という。）
の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらな
ければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

•二 政治的に公平であること。

•三 報道は事実をまげないですること。

•四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度か
ら論点を明らかにすること。

電波法７６条１項、放送法１７４条

• この法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに
基づく処分に違反したときは

総務大臣、電波停止ができる



•1950年に制定され政府に放送メディアを規制す
る直接的な権限を与えた『放送法』は、4条にお
いて、ジャーナリストの職業的義務と、放送免許
の取り消しを行う政府権限を混同しています。
「政府は放送法4条を廃止し、メディア規制から
手を引くべきです」と同氏は述べました。

•「まだ使われたことはないが、ジャーナリストは
将来その危険性があることへの憂い」



•こうした環境下で『特定秘密保護法』は、実施の初期
段階ながら、重大な社会的関心事のメディア報道を
委縮させる効果を生んでいるとケイ氏は述べていま
す。例えば、内部告発者を保護する体制が弱いこと
は、情報源の枯渇につながり、ジャーナリスト自身も
情報入手によって処罰されることを恐れるようになる
でしょう。こうした恐れを持つことで、特に影響を受け
る可能性があるのは、原子力産業の未来、災害対応、
政府の国家安全保障政策など、日本の今日的な公
共の関心事についての報道だとしています。







ARTICLE19のプレスリリース 2016年4月19日
（ケイ氏の中間報告を受けて）


