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Peace Philosophy Centre  

Peace Philosophy Centre, based in Vancouver, Canada (est. 2007), provides a space for dialogue 

and facilitates learning for creating a peaceful and sustainable world.  

ピース・フィロソフィー・センター（カナダ・バンクーバー ２００７年設立）は平和で持

続可能な世界を創るための対話と学びの場を提供します。 

 

Monday, September 23, 2013 

 

『国家安全保障と情報への権利に関する国際原則（ツワネ原則）』の要約 GLOBAL 

PRINCIPLES ON NATIONAL SECURITY AND THE RIGHT TO INFORMATION ("Tshwane 

Principles")  

 

日本では「秘密保護法」がこの秋国会で審議される予定のようですが、この法案の危険性

をローレンス・レペタ明治大学教授が説く記事（『週刊金曜日』９月２７日号掲載）の中

で触れる『国家安全保障と情報への権利に関する国際原則（ツワネ原則）』の１５の要約

点を和訳付きで紹介します（和訳は Peace Philosophy Centre が独自に行ったもので公式な

ものではありません。また、翻訳はより正確を期すために修正することがあります。）。 

 

この原則は７０カ国以上にわたる国の５００人以上の専門家の助言を得て、Open Society 

Justice Initiative の企画により世界中で開催された１４回において、２２の団体や学術機関

により起草され、今年６月１２日に発表されたものです。このプロセスが南アフリカの首

都、ツワネで開かれた会合で完結したことから、「ツワネ原則」と呼ばれるようになって

います。（Open Society Foundation より） 

 

元の文書は Open Society Foundation のウェブサイトにあるものです。リンクは以下です。 

http://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-

information-overview-15-points 

 

『ツワネ原則』の全文はここにあります。 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Global%20Principles%20on%20Nationa

l%20Security%20and%20the%20Right%20to%20Information%20%28Tshwane%20Principles%29

%20-%20June%202013.pdf 

 

以下、和訳です。 

 

The Tshwane Principles on National Security and the Right to Information address the question of 

how to ensure public access to government information without jeopardizing legitimate efforts to 

protect people from national security threats. 

『国家安全保障と情報への権利に関するツワネ原則』は国家安全保障への脅威から人々を

守るための合法的な努力を危険にさらすことはなしにどうやって政府の情報への公的アク
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セスを保証するかの問題を扱います。 

 

These Principles are based on international and national law and practices. They were developed in 

order to provide guidance to those engaged in drafting, revising, or implementing relevant laws or 

policies. 

これらの原則は国際法、国内法とその運用に基づくものです。この分野に関連する法律や

政策の起草、改正、施行に関わる人々に指針を提供するために作られました。 

 

Based on more than two years of consultation around the world with government actors, the 

security sector and civil society, they set out in unprecedented detail guidelines on the appropriate 

limits of secrecy, the role of whistleblowers, and other issues. 

これらの原則は二年間にわたる政府関係者、安全保障分野、市民社会から助言を得た末、

秘密保持の適正な限度、内部告発者の役割や、他の関連事項について今までに例のないほ

ど詳細にわたるガイドラインを立案したものです。 

 

Here is a 15-point overview: 

以下が１５の要約点です。 

 

The public has a right of access to government information, including information from private 

entities that perform public functions or receive public funds. (Principle 1)  

公衆は政府の情報にアクセスする権利を有する。それは、公的な機能を果たす、或いは公

的な資金を受け取る私的機関も含まれる。（原則１）  

 

 

It is up to the government to prove the necessity of restrictions on the right to information. 

(Principle 4)  

知る権利への制限の必要性を証明するのは政府の責務である。（原則４）  

 

 

Governments may legitimately withhold information in narrowly defined areas, such as defence 

plans, weapons development, and the operations and sources used by intelligence services. Also, 

they may withhold confidential information supplied by foreign governments that is linked to 

national security matters. (Principle 9) 

政府は防衛計画、兵器開発、諜報機関によって使われる情報源など狭義の分野で合法的に

情報を制限することができる。また、国家安全保障に関連する事柄について外国政府から

提供された機密情報も制限することができる。（原則９）  

 

 

But governments should never withhold information concerning violations of international human 

rights and humanitarian law, including information about the circumstances and perpetrators of 
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torture and crimes against humanity, and the location of secret prisons. This includes information 

about past abuses under previous regimes, and any information they hold regarding violations 

committed by their own agents or by others. (Principle 10A) 

しかし、政府は人権、人道に関する国際法の違反についての情報は決して制限してはいけ

ない。これは、現政権より前の政権下における違反行為についての情報、また、自らの関

係者あるいは他者により行われた違反行為について政府が所持する情報についても当ては

まる。（原則１０A)  

 

 

The public has a right to know about systems of surveillance, and the procedures for authorizing 

them. (Principle 10E) 

公衆は監視システム、そしてそれらを認可する手続きについて知る権利がある。（原則１

０E)  

 

 

No government entity may be exempt from disclosure requirements—including security sector and 

intelligence authorities. The public also has a right to know about the existence of all security 

sector entities, the laws and regulations that govern them, and their budgets. (Principles 5 and 

10C) 

安全保障セクターや諜報機関を含め、いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除され

ることはない。公衆はまた、安全保障セクターの機関の存在について知る権利を有し、そ

れらの機関を統治するための法律や規則、そしてそれらの機関の予算についての情報も知

る権利を有する。（原則５と１０C)  

 

 

Whistleblowers in the public sector should not face retaliation if the public interest in the 

information disclosed outweighs the public interest in secrecy. But they should have first made a 

reasonable effort to address the issue through official complaint mechanisms, provided that an 

effective mechanism exists. (Principles 40, 41, and 43)公共セクターにおける内部告発者は、公

開された情報による公益が秘密保持における公益を上回る場合、報復措置を受けるべきで

はない。（原則４０，４１、と４３）  

 

 

Criminal action against those who leak information should be considered only if the information 

poses a “real and identifiable risk of causing significant harm” that overrides the public interest 

in disclosure. (Principles 43 and 46)情報を流出させる人を刑事裁判に持ち込むことは、その

情報が公開されることによって生じる公益を上回るような「実在して確認可能な重大損害

を引き起こすリスク」をもたらすときのみ検討されるべきである。（原則４３と４６）  
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Journalists and others who do not work for the government should not be prosecuted for receiving, 

possessing or disclosing classified information to the public, or for conspiracy or other crimes 

based on their seeking or accessing classified information. (Principle 47) 

ジャーナリストその他、政府に勤めていない人々は、機密情報を受け取ること、所有する

こと、公衆に公開することに対し、また機密情報を求めたり機密情報にアクセスすること

に対して共謀その他の犯罪で訴追されるべきではない。（原則４７）  

 

 

Journalists and others who do not work for the government should not be forced to reveal a 

confidential source or other unpublished information in a leak investigation. (Principle 48) 

ジャーナリストその他、政府に勤めていない人々は、情報流出の調査において、秘密情報

源や他の非公開情報を明かすことを強制されるべきではない。（原則４８）  

 

 

Public access to judicial processes is essential: “invocation of national security may not be relied 

upon to undermine the fundamental right of the public to access judicial processes.” Media and the 

public should be permitted to challenge any limitation on public access to judicial processes. 

(Principle 28) 

裁判手続き情報が一般公開可能であることは不可欠である：「裁判手続き情報に対する公

衆の根本的な権利を弱めるために国家安全保障の発動に頼ることはならない」。（原則２

８）  

 

 

Governments should not be permitted to keep state secrets or other information confidential that 

prevents victims of human rights violations from seeking or obtaining a remedy for their violation. 

(Principle 30) 

人権侵害の被害者がその侵害行為への対応策を求めたり得たりすることを阻害するような

国家機密や他の情報を、政府が秘密のままにすることは許されない。（原則３０）  

 

 

There should be independent oversight bodies for the security sector, and the bodies should be able 

to access all information needed for effective oversight. (Principles 6, 31–33) 

安全保障セクターには独立した監視機関を設けるべきであり、それらの機関は効果的な監

視のために必要な全ての情報にアクセス可能であるべきである。（原則６、３１－３３）  

 

 

Information should be classified only as long as necessary, and never indefinitely. Laws should 

govern the maximum permissible period of classification. (Principle 16) 

情報が機密化される機関は必要な期間に限るべきであり、無期限であってはいけない。情

報機密化が許される最長期間は法律で定めるべきである。（原則１６）  
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There should be clear procedures for requesting declassification, with priority procedures for the 

declassification of information of public interest. (Principle 17) 

機密解除を要請する明確な手続きがなければいけない。その際、公益に与する情報を優先

的に解除する手続きも定めるべきである。  

 

以上、原典は 

The Tshwane Principles on National Security and the Right to Information: An Overview in 15 

Points  

http://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-

information-overview-15-points  

投稿者 Peace Philosopher 時刻: 1:36 pm    


