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台風 12 号予報の中、１６０人の参加者は熱心に聞き入りました。 

 

 

スノーデンに単独インタビューした小笠原みどりさん 

この講演はインターネットでＩＷＪの動画でご覧になれます 

第 45 回メディアを考えるつどい 

2018 年 7 月 28 日（土） 
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ＮＨＫは政治権力から自立を！ 

ＮＨＫ問題を考える会（兵庫） 

ニュース No.45 2018 年 9 月  

〒650-0044 

神戸市中央区東川崎町 1 丁目 5-7 
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プロフィール 
１９７０年横浜市生まれ。 

ジャーナリスト。９４年早稲田大学卒業後、朝

日新聞入社。社会部記者として住基ネット、

監視カメラ取材などを牽引し、２００４年退社、

米スタンフォード大学でフルブライト・ジャーナ

リスト研修。現在、カナダ・クイーンズ大学の博

士課程に在籍中。 

報道の自由に関する記事、論考も多数。 

著書に「スノーデン、監視社会の恐怖を語る」 

（毎日新聞出版）、他    
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 スノーデンの告発     （編集者の責任で一部文意を変えず簡略化しています） 

監視社会とネット・日本の諜報 
小笠原みどりさんのお話し 

小笠原みどりです。こんにちは。小笠原みどりです。こんにちは。小笠原みどりです。こんにちは。小笠原みどりです。こんにちは。    

おどしのような台風警報の中おどしのような台風警報の中おどしのような台風警報の中おどしのような台風警報の中    
今日は台風でお天気がすごく不安定な中、皆さん意を

決してこの会場に来てくださ

ってありがとうございます。先

週カナダから戻ってきました。

実家が横浜ですが関東ではず

っとＮＨＫが昨日、おとといぐ

らいからすごく脅すんですよ、

「台風 12 号がきてます。(会場 

笑)今までの経験では対応でき

ないかもしれない」とかテロッ

プが流れるんです。私の両親はおびえ上がってしまっ

て、それで、昨日の夜から新幹線動くかなと思ってた

んですけど、新幹線は通常営業と、朝のニュースで言

ってた、片方で緊急テロップがどんどん出て、ほとん

ど戦時状態という感じの臨場感で、波がばーんと石に

ぶつかったりする映像が流れるんです。外に出てみた

ら風がちょっと強かったんですけど雨はまだそれほど

でもなくて、神戸に着いたらもう暑かったですね。び

っくりしました（笑）。（会場 笑） 

本当は、今日は私も少しシャナリシャナリした格好で

来たかったんですが、何かあったら逃げなきゃいけな

いと思って、ブーツ履いてズボンで来ちゃったんで、

暑いんです、すごく。（会場 笑） 

なので、今日も会場に来られる方も不安だろうなと思

っていたんですが、何か私の話に新しいところがあれ

ばうれしいです。 

お話のテーマについてお話のテーマについてお話のテーマについてお話のテーマについて    

今日、私のテーマは「スノーデンの告発、監視社会と

メディア、日本の諜報が今どうなっているのか」につ

いて、レジュメに沿ってお話ししたいと思います。 

1 時間半ぐらいの間にこれを最後までいくには、前半

ちょっと飛ばさないといけないんですね、前半は、ス

ノーデンが明らかにした内容、「いったいどういう世

界的な監視網が今できているのか、それが私たちの日

常的なコミュニケーションとどうかかわっているか」

をお話しします。そのあと、ＮＨＫ問題について。こ

の会はメディアに批判的な視点を持って、高い意識で

取り組まれている方が多いと思いますので。スノーデ

ンに関するＮＨＫ報道について、スノーデンが明らか

にした監視網をＮＨＫがどう伝えたのか、あるいは何

を伝えなかったのかということを時間を割いてお話し

したいと思います。最後に、ＮＨＫだけではなくてこ

ういうメディアの動き。あるいは今、安倍政権が、ひ

たひたとずっと作り上げてきた監視体制があるんです

が、これが全体として私たちの生活をどう変えている

のか、日本の政治にどういう影響を既に及ぼしている

のかということを議論して、締めたいと思っています。 

１．スノーデンの告発とは１．スノーデンの告発とは１．スノーデンの告発とは１．スノーデンの告発とはＥＥＥＥ....スノーデンスノーデンスノーデンスノーデン

は誰かは誰かは誰かは誰か    
まず最初、スノーデンが明らかにしてくれた世界監視

網についてお話をしたいと思います。 

私がエドワード・スノーデンさんにインタビューした

のが、2 年前、2016 年の 5 月でした。 

エドワード・スノーデンは誰か、この人は 2013 年の 6

月に「アメリカ国家安全保障局（ＮＳＡ）が、世界中

の電子通信網に監視装置を張り巡らせて、個人の通信

データ、メールやチャット、通話、インターネットの

閲覧履歴、携帯電話の位置情報などを大量、かつ無差

別に収集してい

ることをＮＳＡ、

アメリカ国家安

全保障局の機密

文書によって証

明した」内部告発

 

小笠原みどりさん 

 

エドワード・スノーデン 
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者です。ＮＳＡというのはアメリカ国防長官直属の通

信傍受を専門にする諜報機関、いわゆるスパイ組織で

すね。スノーデンさんは、このＮＳＡに勤めていた人

です。それからＮＳＡよりもよく知られている機関と

して、スパイ組織の CIAという、中央情報局がありま

すが、ＣＩＡにも勤めていた。そのＮＳＡとＣＩＡは

職員が入れ替わったり、諜報活動に関しても民営化が

進んでいるので、いろいろな企業にデータの収集や分

析を外部委託するんです。あるいはコンピューター会

社に委託する、そういうことをやっていた関係で、ス

ノーデンさんも、民間会社の社員というようなかたち

でＮＳＡの仕事をしたり、CIAの仕事をしたりしてき

ました。 

２．「対テロ戦争」の新方針２．「対テロ戦争」の新方針２．「対テロ戦争」の新方針２．「対テロ戦争」の新方針はははは    
 「「「「CCCCollectollectollectollect    ItItItIt    AllAllAllAll」（すべて収集する）」（すべて収集する）」（すべて収集する）」（すべて収集する）    
このＮＳＡが 2001 年の 9.11以降、新しく立てた情報

戦略というのがあるんですね。それが「Collect It All」、

「すべて収集する」という言葉に象徴される一大方針

転換でした。これがスノーデンが暴露した大量のＮＳ

Ａの内部文書の中でも、最も反響を呼んだと言えるも

ののうちの 1枚です。これが「Collect It All」とい

う新しい対テロ戦争のための新方針を示したＮＳＡの

スライドです。これ自体がトップシークレットの書類

です。 

この市民に対する監視は本来、違法なので、ブッシュ

政権は「9.11」の直後にＮＳＡに市民監視の権限を「極

秘」に与えた。 

そして、後から「愛国者法」という法律を作り、法律

の拡大解釈よって、ＮＳＡの市民監視を合法化したの

です。そのあと、ひたすらこの新方針に従った世界的

な監視システムをどんどん強化、拡大していきました。

では、その内容はどういうものかといいますと、これ

は「Sniff It All」

と書いてあります。 

「Sniff」というのは

「嗅ぐ」ということ

です。においを嗅ぎ

つける。そして嗅ぎつけることが「Know It All」、「全

部知ることになる」と。その次が「Collect It All、

すべて集める」と。そして「Process It All、全部分

析する」。そして「Exploit It All、これは全部使う」、

網羅して全部使い切ると。そしてそれが「Partner It 

All」、ここはちょっとミソなんですけど、「すべての

情報」というのは私たちのコミュニケーション、特に

電子的なコミュニケーション、携帯電話やパソコンや

電話を通じて日常的に使っている通信です。こういう

コミュニケーションすべて、本当に地球上、世界中の

すべてを集めようと思ったら、パートナーにしなくち

ゃいけないわけです、いろいろな人の協力者がいない

とこういう情報は得られない。 

 情報取集のパートナーはだれか情報取集のパートナーはだれか情報取集のパートナーはだれか情報取集のパートナーはだれか    

    盗聴の仕組みは盗聴の仕組みは盗聴の仕組みは盗聴の仕組みは    
ではパートナーは誰か。私たちの日常的なコミュニケ

ーションに不可欠にかかわっている存在、それはイン

ターネット会社や、電話会社や民間企業です。場合に

よってはそれが外国の政府でもある。地球上全部なの

で。そういうわけで、ＮＳＡは自国内のさまざまなイ

ンターネットの企業、電話会社と協力関係を築いて、

そこを通過する情報インフラを通過していく、その情

報網の中に盗聴する機械を埋め込んで、そこから全部

コピーして吸い上げ、自分たちのデータベースに持っ

ていく、こういう仕組みを作ってきたんです。この

「Partner It All」が可能になることによって、振り

出しの「Sniff It All、全部嗅ぎつける」、こういう

ことが可能になっていくわけです。これがどう新しい

かというと、それまでは、一応、たてまえ上かもしれ

ないんですけれども、CIAにしろＮＳＡにしろ、怪し

いと疑いをかけた人物に対して監視を行う。それ以外

の理由のない人たちを監視はしなくて、ある一定のタ

ーゲットを絞り込んでからその人たちの身辺を徹底的

に洗い出す、そういう方針でやってきた。それを対テ

ロ戦争後の新方針として、「地球上のすべての人間の

すべてのコミュニケーションを収集する」という、完

全に無謀な新方針を立てたわけです。  

Collect It All 
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情報入手の手段―情報入手の手段―情報入手の手段―情報入手の手段―    

◆◆◆◆海底の国際通信ケーブル上陸地点に監視装置海底の国際通信ケーブル上陸地点に監視装置海底の国際通信ケーブル上陸地点に監視装置海底の国際通信ケーブル上陸地点に監視装置

を設置しコピーするを設置しコピーするを設置しコピーするを設置しコピーする    
情報入手の 1 つ目の手段。 

これは世界中に張り巡らされた、インターナショナル 

ケーブル、私たちの通信を実際に運んでいる、海の下

を通っている海底ケーブルです。これもＮＳＡの極秘、

トップシークレットのスライドのうちの一つですが、

ここが日本で、こっちが北米大陸です。この太平洋の

中もさまざまな海底ケーブル、光ファイバーが通って

いて、私たちが、

Eメールを携帯

電話から携帯電

話に送ったり、

あるいはパソコ

ンの Googleで

何かを検索する、

こういう通信の内容の多くのケーブルを伝わってやり

取りされているのです。 

世界の情報がアメリカ大陸を通過するしくみ世界の情報がアメリカ大陸を通過するしくみ世界の情報がアメリカ大陸を通過するしくみ世界の情報がアメリカ大陸を通過するしくみ    

こういう図を見ても、日常的にメールのやり取りをす

るのは、日本の中にいれば日本の中の人とすることが

多いので、こういう海底ケーブルを通ることはあんま

りないんじゃないかと思いがちなんですが、実はこれ

もＮＳＡの別の資料に載っていることですが、世界の

情報の大半はアメリカ大陸、アメリカ合衆国を通って

いくといわれています。 

それはインターネットという技術そのものがアメリカ

の軍事予算によって開発された（1960 年代に）もので、

それがそののち商業用に転化されて、今のようなかた

ちで広範に普及したわけです。そういう軍事的な背景

を持っている関係で、軍事用から商業用に転化してい

ったプロセスには、アメリカの企業が真っ先にこの技

術を使いやすいものに開発していったし、インフラス

トラクチャーを、情報通信の基盤を作っていたわけで

す。そういう歴史的な背景から言って、仮に日本のな

か同士で通信をやり取りしたり、電話で話したりして

も、多くの通信が大陸間の海底ケーブルを通っている。

だからこそアメリカは世界中の情報を集めることを考

え出すことができたんです。自分の国内に多くの情報

インフラがあるから。この海底ケーブルの上陸ポイン

トに、電話局は、陸揚局というのを設置するんですが、

その陸揚局内にＮＳＡが 1室を借りて、ケーブルの中

を通ってくる情報を全部コピーして自分のサーバーに

送る、こういう仕組みを作り上げました。 

国際通信ケーブルの上陸地点に監視装置を設置し、そ

の地点を通過する大量の情報を一括してコピーし入手

するのです。 

◆インターネット会社から利用者の通信データインターネット会社から利用者の通信データインターネット会社から利用者の通信データインターネット会社から利用者の通信データ

を提供させるを提供させるを提供させるを提供させる        
2 つ目の手段。インターネット会社から利用者の通信

データを提供させる。グーグル、Apple、Facebook、マ

イクロソフト、Yahoo、Skypeなど大手 9社のサーバー

に直接アクセスし、顧客情報を取得する。 

これもＮＳＡの極秘文書ですが、大手 9社がいつの時

点でＮＳＡに協力していったかが暴露されました。 

まずマイクロソフトが 2007年の 9月です。Yahooが

2008年の 3 月、グーグルが 2009年の 1 月、Facebook

が 2009年の 6 月、PalTalkは日本ではあんまり使って

いる人いないかと思いますが、YouTube、2010 年 9月、

Skypeが 11 年 2 月、最後に Appleが 2012 年 10 月、こ

ういう表まで出てきたわけです。私は長年、監視研究

といわれる分野でこういうことを考えてきたのですが、

監視研究の研究者たちも、こういうことが起きている

だろうということはスノーデンの前にも議論はされて

いたんです。でも実際に、どの企業が具体的に協力し

ているかということは、深く隠されてきたことなんで

す。今でこそ、こ

れらの企業はみ

んなよく知られ

ている世界的な

インターネット

企業、ほとんど独

占市場ですね。ど

 

国際通信海底ケーブルの写真 

 

NSA に大手インターネット会社が 

いつから協力したかを示す図 
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んどんインターネット産業の中で買収をしていってい

ます。例えばマイクロソフトが買収したのは Skypeで

す。Facebookは Instagramを買収したりとか、そうい

うふうにして、もうほとんど独占企業化しています。

今でこそこういう企業がＮＳＡに協力していたという

ことを、何となくみんな知ってるよ、という感じなん

ですけど、本当にわからなかったんですよ。ＮＳＡも

そのことをよくわかっていて、こういった企業の名前

はもう最極秘項目、暗号で呼ばれていたり、絶対にわ

からないように記入されていた。だから、スノーデン

の告発した内容はたくさんあるんですけれども、その

中でも一番最初に衝撃をもって受け止められたのは、

このインターネット企業名です。若い人たちにとって

は親しみのある企業ですね。イメージがいい、グーグ

ルにしろ Appleも、すごくイメージのいい企業です。

「世界的な通信を通じて世の中をもっと自由に、もっ

と平和にしていく」とシリコンバレーの企業は自分自

身を売り込んできましたし、そういう企業イメージに

よって売り上げを伸ばしてきたわけです。ところが、

そういった企業が裏では全部、政府に協力して顧客の

情報を提供していたことが衝撃をもって伝えられまし

た。 

◆衛星通信を傍受する◆衛星通信を傍受する◆衛星通信を傍受する◆衛星通信を傍受する（青森・福岡にアンテナ）（青森・福岡にアンテナ）（青森・福岡にアンテナ）（青森・福岡にアンテナ）    

それから次の手段。これは日本の青森県の三沢基地の

写真です。スノーデンは「巨人のゴルフボール」と呼

んでいました。これは衛星通信を傍受するためのアン

テナです。こういうのがどんどん作られているのです。

青森県三沢基地でもどんどん増えているし、イギリス

にも同じような有名な場所があるので

すが、そこでも全く同じようなゴルフボ

ールが作られている。あとでお話ししま

すが、５月１９日放送の『ＮＨＫスペシ

ャル』の中では、福岡にある太刀洗（た

ちあらい）という場所に同じようなアン

テナが増えていると放送されていまし

た。地元の人は「いったいあれは何だ」

と。こんな巨人のゴルフボールみたいのがボンボンで

きていくわけですよ。でも、何がされているかは誰も

わからない。そこにあったら何となく気持ち悪いなと

思っていたら、その役割がスノーデンの内部告発によ

って見えてきたわけです。 

◆個人の所有するパソコンをウィルスに感染さ◆個人の所有するパソコンをウィルスに感染さ◆個人の所有するパソコンをウィルスに感染さ◆個人の所有するパソコンをウィルスに感染さ

せ情報を盗むせ情報を盗むせ情報を盗むせ情報を盗む    
それ以外のもっと悪意のある方法、情報の収集の仕方

としては、個人の所有するパソコンをウイルスなどに

感染させて、パソコンの内容をすべて読み取る、こう

いうこともできるんです。そうするとキーボードの操

作や、ネットの検索履歴などをリアルタイムに監視、

操作できるまでになる。個人の所有するパソコンをど

うやって感染させるかというと、私だったら朝まず起

きて、大体何時ぐらいからパソコン使い始めて、最初

にするのはメールのチェックとか、一番最初に出てく

るウェブサイトはどこの大学のものか、あるいは新聞

社とかニュースが出てくるのか、それか、お天気か、

とかですね。こういうふうに、その人のインターネッ

トを使うあるパターンを分析するんです。そのうえで、

例えば私が洗濯機を買おうと思っていた、最近洗濯機

についてよく Googleに入れて検索していると。そうす

ると、その洗濯機どこがいいかみたいなことを書いて

検索して出てきたサイトの中に、自分たちの作ったフ

ェイクなウェブサイト、偽のウェブサイトを紛れ込ま

せる。そしてそういう場所にユーザーを誘導するんで

すね。そのユーザーを誘導したところで、その偽のウ

ェブサイトからウイルスを感染させ、送り込むわけで

す。あなたのパソコンに、私のパソコン

に。そういう方法で一遍感染すると、も

うそこから先はＮＳＡの言葉で「オウン

する」というんですけど、所有する。そ

の人のパソコンはもう自分たちのもの

になったと。だから何をしているかもリ

アルタイムで見られるし、どんな言葉を、

メッセージを打ち込んでるのかもわか

るし、全部わかっちゃう。それから映画

 

「巨人のゴルフボール」と言

われる衛星通信を傍受する

アンテナ（青森県・三沢） 
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「スノーデン」をご覧になった方は覚

えていらっしゃると思うんですが、今

はパソコンにはカメラが内蔵されてい

ます。そのカメラを遠隔操作して、私

がパソコンの前に座って検索している

場合、私の顔がカメラに映り、ユーザ

ーが何をしているか、隠しカメラのよ

うな機能で観察することもできるんで

す。 

３．日本のデータも集められているか？３．日本のデータも集められているか？３．日本のデータも集められているか？３．日本のデータも集められているか？    
私のスノーデンへのインタビューの焦点は、まず日本

のことについて聞きたかったので、「では日本のデー

タも集められているのか」を率直に聞きました。 

それに対して彼は、答えは、「もちろんです、なぜな

らそれが「すべて収集する」だからです、それこそが

この新方針なわけです。関係ないと思える人たち、関

係ないと思えるような国の情報もすべて収集する。だ

から、誰一人例外なく傍受され、同じバケツに入れら

れる、それが無差別監視です」。こういう返事が返っ

てきました。今お話ししたように、私たちのこの便利

な技術、毎日使っているパソコンや携帯電話に、そう

いうかたちでカメラとかキーボードの操作が企業や政

府から全部よく見えるように、どんどんなってきてい

るのです。 

私はまだ大学院生ですが、この冬（カナダの）大学で

4年生の講座を教えたんです。学生と話していたら、

今年はもうカメラだけじゃなくて、去年ぐらいからか

な、電話のマイクロフォン、パソコンのマイクロフォ

ン。マイクを通じて音声の収集もどんどんやっている

のです。学生たちが私に教えてくれたのは、どこがや

っていたか、これはＮＳＡだけじゃなくて Facebookで

す。学生が言うには、「携帯電話をポケットに入れて

歩いていた。友達と今度こういう靴が欲しいなって話

をしていた」と。別に Facebook全然使ってないんです

よ、友達と歩きながら、こういう靴が欲しいって言っ

ていたら、もう何秒か後に自分の携帯にその広告が入

っていたという。（会場 笑） 

こういう靴のメーカーの、どこが安い

かとか。だからオンにしていなくても、

使ってなくても、マイクを通じて音声

を収集し、それを分析するソフトがあ

るんですよ。それ、誰か一人一人がそ

れを聞いているわけじゃないですから、

音声を解析するソフトに引っかけて、

何かキーワードがヒットしたらすぐに

広告が送られてくる。Facebookも全く、そのユーザー

に知らせないでそういうことをやっていたので、その

あと、Facebookの会社自身が認めたという経緯があり

ます。謝罪みたいなことはしなかったのかな、（会場 

笑） 

それで、Facebookは、そのあとに大問題になったんで

すが、これは 2 年前のアメリカのトランプ大統領の選

挙ですね。トランプ陣営の選挙に有利になるように「ケ

ンブリッジ・アナリティカ」というデータの分析会社

が、Facebookを通じてものすごい人数の、2000万人だ

ったか、2500万人だったかな、250万人だったかな、

すごい人数のデータを Facebookを通じて、それとユー

ザーに知らせないで、全部集めて、どの人間にどうい

う情報を送ったらトランプに投票するかということを

やったんですね。これはもう（選挙の）1、2 カ月前で

すよ。報道されて、マーク・ザッカーバーグという

Facebookの社長が、アメリカの連邦議会に呼ばれて証

人喚問で説明した。それで昨日、どこかのニュースで

読みましたけど、今年はもう Facebookの株価がガクッ

と落ちていると。それはやっぱりケンブリッジ・アナ

リティカの問題がすごく強く響いているんですね。で

も、その前の段階でもユーザーに対して、利用者に全

く知らせないで情報をマイクから集めている。本人の

使っている Facebookでの情報はもちろんです。そうい

う企業や政府にとって何がうまみがあるかというと、

Facebookは、人間関係が全部見えちゃうんですよ。ケ

ンブリッジ・アナリティカの件では 1 人のユーザーが、

「自分がどんなウェブサイトを使っているかというよ

うな、学術的な調査に同意します」とサインをした人
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から情報を集めることになっていたんですよ。ところ

が実際には、Facebookのサイトというのは、例えば、

私のサイトに行けば、友達となっている人がバーっと

出てくるわけです。何人も、全部わかっちゃうんです。

そういうわけで、最初の学術調査は、ウソだったんで

すけど、学術調査と言っていたものの規模がたとえ 50

人単位であっても、その 50 人の一人一人が 100 人、200

人、300 人、500 人とかつながってる人もざらなので、

そこをもう全部カウントしていけば、アッという間に

200万人、2000万人っていう規模のデータが取れちゃ

う。そういうふうに政治的な行動を変えるためにも使

われているし、商業的にもっと企業がもうけるように

する、買うかどうかわからないような状態の時にたく

さんの広告がくれば買おうという気持ちになる人も多

いと思うんですね。そういうふうに誘導する、デバイ

スを使っている人たちの気持ちをいろんな場面で誘導

していく、変化させていくためにデータがどんどん使

われるようになっているのです。 

 監視・盗聴したデータの用途は何に？監視・盗聴したデータの用途は何に？監視・盗聴したデータの用途は何に？監視・盗聴したデータの用途は何に？    
                テロは防止できているかテロは防止できているかテロは防止できているかテロは防止できているか    
ここでもう一回ＮＳＡに戻ります。では「Collect It 

All」という方針を立てたのはなぜなのか。ＮＳＡに言

わせれば、これはもう目的はたった一つ、「テロ防止」

ですね。それは「9.11 と言う事件があったから、もう

二度とこういうことを起こしてはいけない。テロリス

トはどこにいるかわからないものだから、すべての人

間を監視するんだ」と言いまして、特別な権限を得て、

そこから世界的な監視システムを発達させていきまし

た。じゃあ、「いま、こういう事件は起きていないか、

今の世界は 2001 年より平和になってるか」、といった

ら、そんなことないですね。もうアメリカだけではな

くて、ここ数年はヨーロッパで

も似たような襲撃事件、トラッ

クでお祭りなんかに突っ込んだ

りとか、空港で自爆テロ、爆弾

と一緒に人の中に飛び込む、そ

ういう痛ましい残酷な事件がズ

ーッと起きています。 

膨大な情報を処理しきれない諜報機関膨大な情報を処理しきれない諜報機関膨大な情報を処理しきれない諜報機関膨大な情報を処理しきれない諜報機関    

そのたびに必ず報道されるのが、「諜報機関は、これ

だけデータを集めているのに何をやっているのか」と

いうことが、（日本の中ではあんまりこれも報道され

てないと思うんですが）ヨーロッパやアメリカでは少

なくとも英字新聞の私が読める範囲では、報道が出る

んですね。 

事件が起きるたびに、いまフランスでも、アメリカで

も、イギリスでも、イタリアでも、どんどん監視を合

法化する法律が通っているのです。にもかかわらず、

事件が防げたケースがない。そのたびに言われること

が、膨大な情報を処理しきれない諜報機関の姿。これ

はスノーデンさん自身も話していました。「いくらＮ

ＳＡが何万人という職員がいたからといって、地球上

すべてのコミュニケーションを全部分析することは不

可能だ。そうすると大量の情報の山の中に、本当に注

意を払わなければいけない情報が埋れてしまう。これ

を見つけることは非常に困難だ」と。だから、いつも

言われることは、「データは既に足りているけれども、

分析とそれに対する適切な対応が取られていない」と

いうことが指摘されています。 

テロ防止に役立たないなら何に使われているかテロ防止に役立たないなら何に使われているかテロ防止に役立たないなら何に使われているかテロ防止に役立たないなら何に使われているか    

◆◆◆◆    外交・経済スパイ外交・経済スパイ外交・経済スパイ外交・経済スパイにににに    
では、テロ対策に役立っていないなら何に使っている

のか。いろいろな商業的なデータの利用が、一方でど

んどん進んでいるのですが、アメリカの諜報機関ＮＳ

Ａにとっては、外交、経済スパイ。アメリカ政府から、

日本政府もズーッとスパイされてきたんです。この話

までは今日はできないので、よかったら私の本を読ん

でいただきたい。「ターゲット東京」というケースが

2015 年にウィキリークスという

ところから暴露されました。こ

れは 23回線の電話回線が、全部

ＮＳＡによって盗聴された。23

回線というのは日本政府に関係

する電話回線。これが全部、長 

小笠原みどりさん 
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い間盗聴されていて、そのうちの一つは、日銀の職員

の自宅の電話番号も含まれていました。こういう外交

や経済に関係するスパイ活動に使われている。 

◆ 他人の生活ののぞき見・政治的追い落とし他人の生活ののぞき見・政治的追い落とし他人の生活ののぞき見・政治的追い落とし他人の生活ののぞき見・政治的追い落とし

のためのスキャンダルさがしのためのスキャンダルさがしのためのスキャンダルさがしのためのスキャンダルさがし    
それから、他人の私生活ののぞき見。これはＮＳＡの

職員ですが内部調査の中で多かったのが、元恋人とか

元夫、元妻、こういう人たちの行動を、世界的に構築

したスパイ網を使って見るんですよ。（会場 笑） 

人間らしいといえば人間らしいかもしれませんけど、

そういうものをズーッと見て、他人の私生活をのぞき

見する。時にはスキャンダルが見つかれば、それが政

治的な追い落としのためにも使われる。思い当たるよ

うなことありませんか。日本も今すごくスキャンダル

多いですよね。去年、加計問題での前川さんの告発の

あとに、もう間髪入れず読売新聞が、「前川さんが出

会い系バーに行っていた」というのが出たんですね。

もう間髪入れずですよ。加計問題と全然関係ないです

よね。だから何なんだと言いたいですけど、そのこと

によって、大切な発言をした人間の社会的な信用性を

落とすんですよ。そうするとみんな聞かなくなる、あ

るいは本人に対しては脅しになりますよね。「おまえ、

何かもっと言ってみろ。もっと何か出してやるぞ」と

いうような脅しをかける。本人が脅しに動じなかった

としても聞く側の私たちが、「ああ、この人こういう

人なんだ、陰で信頼できないようなことしているんだ

ったら、こんな人の言うことはあんまり信じられない

な」、という風潮を作り上げるわけです。あるいは、

性的なスキャンダルというのは、それ自体が刺激が強

いですから。加計問題では、政治家が自分の友達に便

宜を図っていたと、権力の濫用をやっているわけです

が、権力の濫用問題から関心をそらせるためにも、こ

ういうスキャンダルは大いに活用できるわけです。そ

ういうことにも使われている。 

◆ ジャーナリストの妨害ジャーナリストの妨害ジャーナリストの妨害ジャーナリストの妨害    

スノーデンの暴露のあとに、英字メディアでよくフォ

ローアップされているのは、ジャーナリストの妨害で

す。これはスノーデンの告発

を最初に報道したグレン・グ

リーンウォルドという人と、

ローラ・ポイトラスさんです。

これは映画の『シチズンフォ

ー』という、一番最初にスノ

ーデンが告発をする時点か

らズーッとドキュメンタリーで撮ったすばらしい映画

ですけれども、この映画を撮った監督さんは、もう継

続的にアメリカの嫌がらせを受けているわけです。持

っているフィルムを全部出せとか、取り上げたり、パ

ソコンの中身を吸い出す、携帯電話の中身を吸い出す、

抜き取るということですね。アメリカ政府はそのため

に、このデータを使っている。ジャーナリストは次に

何をしようとしているのか、ローラ・ポイトラスは次

に何を言おうとしているのか、グレン・グリーンウォ

ルドは何を報道しようとしているのか、そういうこと

を先に見つけて握りつぶす、たたきつぶす、こういう

ことに使われている。 

◆ 平和運動、人権擁護団体、市民活動の弾圧平和運動、人権擁護団体、市民活動の弾圧平和運動、人権擁護団体、市民活動の弾圧平和運動、人権擁護団体、市民活動の弾圧    

それから平和運動、人権擁護団体、市民活動への弾圧

です。日本の中にもたくさんの市民運動がありますね。

10 人ぐらいから、2、3 人の規模や、今日の皆さんのよ

うに、もっと大きなネットワークもあると思います。

こういう会の中のやり取りのメールを盗み見るわけで

す。それで、メンバーの中でこの人とこの人は対立し

ていると。この会を瓦解させるためにはもっと対立を

深めさせればいいということで、片方の人の名前を名

乗って、相手の人が嫌がる写真をネット上にアップし

たり、あるいは本人が知られたくないと思っている情

報をネット上で暴露する。偽旗作戦とか言うらしいで

すが、そういうようなことも平気でする。 

イギリスの諜報機関ＧＣＨＱとはイギリスの諜報機関ＧＣＨＱとはイギリスの諜報機関ＧＣＨＱとはイギリスの諜報機関ＧＣＨＱとは 

スノーデンが明らかにした資料の中では、ＧＣＨＱと

言うイギリスの諜報機関、イギリスのＮＳＡみたいな

とこです。イギリスも本当にびっくりしますよ、ずる

賢いんですよ。アメリカと比べるとちょっといいイメ

 

小笠原みどりさん 
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ージありませんか。結構怖いですよ。すごく社会心理

学者が協力しているんですね。こういう学術的な知識

も動員して、「どうやったら市民運動を弱めることが

できるか、たたきつぶすことができるか、自然に消滅

するように、自分たちが直接弾圧しなくても消滅でき

るようにするか」と、そういう分析までやっています。

皆さんも、私なんかもそうですが、私なんかみたいな

雑魚をたたかなくてもいいじゃないかと思うじゃない

ですか。（会場 笑） 

私なんか大したことないから、別に狙われてないだろ

うと。でも違うんですよね。権力というのは小さい存

在ほどたたきたいんですよ。たたきつぶせるから。相

手が強くなったらたたきつぶすのが大変じゃないです

か。でも小さい存在だったら圧倒的にたたきつぶせる

から、やるんですよね。それは何も今の安倍政権とか

トランプ政権だけではなくて、（権力側は）そういう

発想を持って日夜仕事に励んでいるんですね、ＮＳＡ

もＧＣＨＱも、日本の諜報機関（スパイ組織）もです。

だからこそ、ここまで「Collect It All」という言葉

があり、もうまるで絵空事、何ばかなこと言ってるの、

というぐらいのような規模のことが実際に行われてい

るわけです。 

◆監視網の役割り―情報操作と世論誘導◆監視網の役割り―情報操作と世論誘導◆監視網の役割り―情報操作と世論誘導◆監視網の役割り―情報操作と世論誘導    

その結果、こういう監視網が実際に何を引き起こして

いるかといえば、それは情報操作と世論誘導です。私

は、「真実管理、リアリティ・コントロール」という

言葉を書きましたが、これはジョージ・オーウェルの

言葉です。『1984年』という有名な小説がありますが、

その中で主人公のウィンストンという人が一生懸命取

り組んでいるのが、この「真実管理」なんです。一度

あったことでも、過去の新聞記事を切り抜いてそれを

捨てて、内容を入れ替える。『1984年』は、書かれた

のが 1948年ですから、今から、60 年以上前の「SF小

説」と一般的に考えられているものですが、今だった

ら簡単にできちゃうんですよ、ニュースの書き換えは、

データベースなんで。電子的な世界では、いろんなこ

とを簡単に書き換えることができる。で、その事実を

書き換えることによって真実を権力にとって都合のい

いように変えていっちゃうんですね。だから、市民運

動が下火になって、ＮＨＫを批判する人がほとんどい

なくなって、それから沖縄の米軍基地問題を批判する

人がほとんどいなくなって、原発を批判する人がほと

んどいなくなれば、真実はすべて丸く収まっていると

いうことにできるわけです。インターネットに安倍政

権を批判する言葉が減り、新聞にそういう投書が無く

なり、何となくこの世の中は、まあそんなにひどくな

いんじゃないかという現状認識に政府が人々を持って

いければ、いかに原発がバンバン爆発しても、何も起

きていないことと一緒になっちゃうんです。実際そう

ですよね。ほんの数年前に原発はバンバン爆発してい

たんです。でも、今の日本社会の雰囲気というのは、

少なくとも、そんな大変なことがこれまであって、今

のままだったらまた同じことが起きるのではないか、

という危機感ではないですよね。この間には、いろい

ろな要因がありますけれども、政府は情報操作するこ

とによって、そういう目標を達成することができるん

です。 

  見えない監視・盗聴・盗撮見えない監視・盗聴・盗撮見えない監視・盗聴・盗撮見えない監視・盗聴・盗撮    

命がけで伝えたスノーデンの告発命がけで伝えたスノーデンの告発命がけで伝えたスノーデンの告発命がけで伝えたスノーデンの告発    
今、監視、盗聴が、私たちの全く見えないところで行

われています。何で見えないか、というと感じること

ができないんですよね、こういう盗聴や盗撮の行為が。

ちょっと前でしたら、尾行がついたとか、そういう人

が追いかけてきたり、例えば私がパソコン操作してい

るところを警察の公安の人が後ろからのぞいていれば

わかりますよね。「何見てんのよ、のぞかないで」と

言えますよね。でも、わからないじゃないですか、こ

のスクリーンの向こうで誰が何を見てるかは。感じる

ことができない、放射能と一緒ですね。におうことも

できない、味わうこともできないから、それをシャッ

トアウトすることがすごく難しくなっている。だから

こそ、内部告発者の告発がすごく重要になってくるん

です。こういうことをスノーデンさんは自分の命を懸

けて私たちに伝えようとしてくれたわけです。 
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  告発は日本告発は日本告発は日本告発は日本では十分に伝えられたかでは十分に伝えられたかでは十分に伝えられたかでは十分に伝えられたか    

ところで、今言ったような内容が、今まで十分に日本

で伝えられてきたか、報道されてきたかというと、そ

うではなかった。だからこそ、私も「いつかスノーデ

ンにインタビューしたい」とズーッと思っていました。

「早くしないと、このままだと本当に全部なかったこ

とにされてしまうな」と焦る気持ちと、罪悪感みたい

なものでいっぱいだったんですけど、インタビューす

ることができて、それからまた自分の不勉強さを思い

知らされました。 

スノーデン以前にもいた内部告発者たちスノーデン以前にもいた内部告発者たちスノーデン以前にもいた内部告発者たちスノーデン以前にもいた内部告発者たち    

マーク・クライン、ビル・ビニーマーク・クライン、ビル・ビニーマーク・クライン、ビル・ビニーマーク・クライン、ビル・ビニー    
スノーデンの前にも、たくさんの内部告発者たちがい

ました。まずマーク・クラインさん、この人は 2006 年

に、サンフランシスコの中のＡＴ＆Ｔというアメリカ

の電話会社、（日本でいう NTTみたいなところ）に勤

めていた人で、エンジニアとしての仕事の最中に偶然

見ちゃうんですね、ＮＳＡの秘密の部屋があると。そ

の秘密の部屋でＮＳＡが、そこに入ってくるローカル

なコミュニケーションを全部吸い取っていた。アメリ

カ政府は外国人の情報とか、アメリカの国内にいる外

国人の、外国籍の人たちの情報を取っていることを、

認めていたんだけれども、アメリカ市民の情報を吸い

取っていることは言ってなかったので、すごい衝撃を

受けるわけです。それで 1 年後に早期退職して、この

ことを告発する。そのあと市民がＮＳＡと協力してい

た電話会社を裁判で訴えるんですが、何と、オバマ政

権がこれをたたきつぶそうとして、違法な監視の違法

性を追及されることを免除した。英語で言うと「レト

ロアクティビミュニティ」と言うんですけど、その時

点では違法だっ

たんだけれども、

あとから作った

法律によって遡

及的に、違法性

を取り除いちゃ

う。あとから合

法にしちゃうんです。本来これはもう法律の原則に反

するのですが、そういう法律を議会で通して、この違

法な監視に協力していた電話会社、インターネット会

社の責任を免除しちゃうんですね。 

ビル・ビニーさんは、ＮＳＡに勤めた人です。彼らは

スノーデンよりもズーッと前に、勇気を持ってＮＳＡ

の違法行為を告発したのですが、こっちの 2 人はＦＢ

Ｉが銃を持って家に押しかけてきて、コンピューター

とか全部取られちゃうんです。トランプ政権も乱暴で

すけど、オバマ政権も、国家の本当の闇、最暗部に関

しては、それを守りとおす。いくら告発があってもそ

れをたたきつぶして、一般の人には知られないように

ズーッとしてきました。 

ローラ・ポイトラスとローラ・ポイトラスとローラ・ポイトラスとローラ・ポイトラスと    

グレン・グリーンウォルドの決意グレン・グリーンウォルドの決意グレン・グリーンウォルドの決意グレン・グリーンウォルドの決意    
スノーデンは、

数々の内部告発

者の先輩たちを

見てから行動を

起こすんですけ

れども、スノー

デンの告発を世

界に報じたのが

先ほどお話ししたローラ・ポイトラスさんとグレン・

グリーンウォルドさんです。 

この 2 人が、今まで散々たたきつぶされてきたアメリ

カ政府の最暗部に関するスクープを報道するときに立

てた誓いがあるんです。それは、アメリカのメディア

が政府の秘密を報道するときの暗黙のルール、これを

絶対にしないということでした。 

 米メディアが政府の秘密を報道すると米メディアが政府の秘密を報道すると米メディアが政府の秘密を報道すると米メディアが政府の秘密を報道するときのきのきのきの

「暗黙のルール」とは「暗黙のルール」とは「暗黙のルール」とは「暗黙のルール」とは    
（1）政府に発表内容を事前にご注進する。つまり報道

する前の日とか、何日か前に政府に、ホワイトハウス

に行って、「私たちは明日こういうことを報道するん

です」と言っちゃう。そうするとそこから、「いやち

ょっと待ってくれ。この内容を報道して、もしまたテ

ロ事件が起きたらそれは全部あなた方の責任になるけ

 

スノーデン以前の内部告発者たち 

マーク・クライン、ビル・ビニー 

 

スノーデンの告発を世界に報じた 

ローラ・ポイトラス、 

グレン・グリーンウォルド 



 

11 

 

どいいか」、とかいって脅すわけですね。それによっ

て出なかった記事が実際にあるわけです。ニューヨー

ク・タイムズが 1 年見送って、それでもう担当の記者

がしびれを切らして自分の本を出版しようとしたその

前日にやっと出したとか、そういうことが日常的に行

われていると、これはやらないと。 

（２）報道内容に必ず政府の見解を組み込んで、中道

語を使って記事のインパクトを弱める。中道語という

のはどういうことかというと、盗聴を「通信傍受」と

呼ぶ、「大量監視」を「情報収集」と呼ぶとか、こう

いうふうに、日本の新聞もそうです。日本の新聞の事

例を言ったんですけど、こういうふうに、よりエッジ

のない言葉、中道的な言葉、批判的ではない言葉を使

って記事のインパクトを弱めると、これはしないと。

（３）機密文書を 1、2 点公表し、影響が大きくなりす

ぎないうちに報道をやめる。こういうこともよくある

んですね。せっかくスクープを手にしたにもかかわら

ず、そのうちの機密資料は 2、3 点しか出さないで、政

権が揺らいだりしてくる前にそれをやめちゃう。これ

でもう、ピューリッツァー賞とかは取れるわけですね。

それで競争には勝つと。メディアの中にも激しい競争

がありますから。けれども、決して政権を倒すところ

まではやらないと。皆さんどう思われますか。日本の

メディアはどうでしょう。 

４．メディアの壁４．メディアの壁４．メディアの壁４．メディアの壁    

２人は「これは自分たちはやらない」、と固く誓った

からこそ、スノーデンの告発した内容が世界中に届く

ことができたわけです。だから生半可な普通の新聞社

はもちろん、ニューヨーク・タイムズやワシントン・

ポストは輝かしい歴史のある、ある意味ではリベラル

メディアの先頭を切ってきた新聞社ですけれども、そ

ういうところにスノーデンが自分の告発内容を持って

いったら、世に出たのかといったら、そうではなかっ

たわけです。それで、私はこれを今、「メディアは人々

に知らせるための媒体になってなくて、メディアが壁

になっているんではないか」ということを去年から書

いています。 

５．浸透した情報抑制と情報操作５．浸透した情報抑制と情報操作５．浸透した情報抑制と情報操作５．浸透した情報抑制と情報操作    
    ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ「ク「ク「ク「クローズアップ現代＋」の報道はローズアップ現代＋」の報道はローズアップ現代＋」の報道はローズアップ現代＋」の報道は    
    （２０１７年４月２４日、２７日放送） 

具体的な事例としてＮＨＫの話に移ります。 

私が最初にスノーデンにインタビューして、そのあと

すぐ『サンデー毎日』に連載記事を書いたのが 2016 年。

その 1 年後、ＮＨＫが『クローズアップ現代＋』が「ア

メリカに監視される日本 〜スノーデン“未公開ファ

イル”の衝撃〜」という、30分の番組が 2回放送され

ました。「未公開ファイル」というのは確かに、本当

に新しいものでした。それまでにスノーデンが暴露し

たファイルの中に、日本が直接登場するファイルはな

かったのです。私のインタビューでもそれは出てこな

かったんです。だから、これ本当に新しい内容だった

んです。 

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫはどはどはどはどのようにのようにのようにのようにしてスクープを入手したかしてスクープを入手したかしてスクープを入手したかしてスクープを入手したか    

どういうかたちでＮＨＫがこのスクープを手にしたか、

先ほどのグレン・グリーンウォルドがスノーデンから

提供された大量のファイルを今も持っているんです。

その後、彼は「インターセプト」というオンラインの

新聞を立ち上げるんです。だから皆さんも「インター

セプト」と英語で検索するとすぐにそのウェブサイト

が出てきます。そこで今でもずっとスノーデンの 150

万点ともいわれている大量の文書を分析して報道して

いて、それを世界中のまた別のメディアがさらに深く

掘り下げて報道する、こういうこともしているんです

が、そのインターセプトが提携先として選んだのがＮ

ＨＫなんですね。ＮＨＫにしてみれば、ぬれ手にあわ

みたいな話です。だって未公開ファイルですよ。世界

の最大の権力の最暗部についてのファイルをインター

セプトから提供された。これを共同で分析する。すご

い話です。それをこの日に報道したのですが、私もど

きどきしな

がら見たん

ですね、どん

なことが言

われている  

NHK「クローズアップ現代＋」 
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のかなと思って。ところが、目が点になっちゃったん

ですよ。「もう何が言いたいんだ、この番組は」と。

まあこれからお話ししますけど（笑）、先に私の一方

的な考えを押しつけたらいけませんけど。 

番組の内容番組の内容番組の内容番組の内容    

どういう内容だったか、まず最初に 1983 年の大韓航空

機撃墜事故のことを長々とやった。何でやったかとい

うと、多分多くの人に覚えられている歴史的な事件だ

ったからと思うんですけど。大韓航空機がソ連の領空

に入ってしまって撃墜されたという事件です。そのと

きに自衛隊の諜報機関がソ連の撃墜命令を傍受してい

たのです。これはこれまでも言われていて、知ってい

る人は知っているというような内容だったんですけど、

そのことが書かれている文書が出てきたという話に始

まって、今度は日本がアメリカに監視されているとい

う話です。これは捕鯨です

ね。捕鯨会議のときに、ア

ンカレッジであった会議

で、日本の代表団の内々の

会話が全部アメリカのＮ

ＳＡによって盗聴されて

いて、アメリカ以外のニュージーランドとかオースト

ラリアとか、そういうところにも共有されていたと。

だから日本側、政府内の会話は全部筒抜けだった。こ

れは外交スパイの典型的な事例です。 

ゲストは池上彰氏ゲストは池上彰氏ゲストは池上彰氏ゲストは池上彰氏…「うさぎの長いミミ」？…「うさぎの長いミミ」？…「うさぎの長いミミ」？…「うさぎの長いミミ」？    

この話があって、しかし、スタジオに呼ばれていたの

は池上彰さんです。もう 1 人、名前を忘れてしまいま

したが（笑）、安全保障評論家みたいな慶應大学の先

生だと思ったんですが、この人が、「この文書を見る

限り日米関係は非常にうまくいっている、自分は非常

にうれしい、日米がよく、息ぴったりでこういうふう

に盗聴して情報を共有しているというのはすばらし

い」と言ったんです。池上彰さんの名前の下にテロッ

プで、「ＮＳＡ問題に詳しい」と書いてあるんですよ。

詳しかったら私知っていると思うんですよ、もう 10 年

以上研究をやっているので。でも、「ウーン」と思い

ながら見ていた。池上さんが最後に言ったことは、「日

本は専守防衛なのでウサギの長い耳を持たないといけ

ませんね」と言ったんですね。で、私、意味わからな

くてですね、 

「ウサギの長い耳を持たなくてはならない」？皆さん、

お分かりになりますか？私はちょっと教養が足りない

と思うんですけど。「専守防衛というのは守りに徹す

る国だから周りの情勢に気を使って盗聴をしないとい

けない」という意味らしいんですよ。これ、「監視を

やることは必要だ、いい」というトーンだったのです

よ。 

２回目の「クローズアップ現代＋」は２回目の「クローズアップ現代＋」は２回目の「クローズアップ現代＋」は２回目の「クローズアップ現代＋」は？？？？ 

２回目は、もう少し、ちゃんとしたことを放送したん

です。 

日本の政府がＮＳＡから盗聴装置を提供されていた問

題をどう伝えたか、です。この盗聴装置はものすごく

て「エックスキースコア」と言われています。映画「ス

ノーデン」のなかにも出てきます・「ブッシュ打倒」

と検索すると、ＮＳＡが収集している世界中のコミュ

ニケーションから「ブッシュ打倒」と書いてあるメー

ルのリストが全部出てきます。だから、政権に批判的

な人たちを洗い出すことは非常に簡単なわけです。 

この「エックスキースコア」を日本の防衛相が提供さ

れていたんです。だから、日本もアメリカほどの網羅

性があるかどうか知りませんが、仕組みとしてはアメ

リカと同じものを持っている。市民のコミュニケーシ

ョンは全部見えてしまう。そういう衝撃的な内容を２

回目は伝えたんです。 

お待ちかねのスノーデンさんのインタビューもそのあ

と、少し出てくるんですが、これが何と３分も無いの

です。ＮＨＫはモスクワまで行っているんですよ。私

はお金がなくてモスクワまではいけません。だから、

インターネットでやったんです。モスクワまで行って

３分だけというのはありえない話ですから、もっと、

できるんですよ。１時間から１時間半以上できたので

はないかと思うんですが、メインのスノーデンさんの

証言が３分ぐらいしか出て来なくて、スノーデンさん

 

小笠原みどりさん 
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以前に証言した人たちは３０秒くらいしか登場しない

のです。スクープの一番素晴らしいところのはずの部

分がトーンとしておさえられているんです。そして、

衝撃を持って伝えられたはずだった「エックスキース

コア」については、いちばん最後に防衛省のコメント

で締めくくっているのです。コメントは何かというと

「今回の日本関連のスノーデンのファ

イルはいかなる文書か承知していない

ためコメントは差し控えます」（会場 

笑） 

と答えたことを理由にここから先は、武

田真一アナウンサーのコメントで、「今

回、実際にエックスキースコアが提供さ

れたかどうかは確認されませんでした」

と言ったんです。（会場 笑） 

 

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫは政府のウソを追認したは政府のウソを追認したは政府のウソを追認したは政府のウソを追認した    

防衛省が「使っています、市民の情報を検索していま

す」なんて言うわけありません。どこの役所も認めな

いですよ。とくに一番激しいのは安倍政権ですけど。

ウソが鼻にしみついているというくらいウソを平気で

つく。（会場 笑） 

そういう省庁に突き付けた最高の内部文書、トップシ

ークレットですよ。これを突きつけておいて、なんで、

報道機関が防衛省の答えに引きずられなければいけな

いのかと、私は激しいストレスを感じたわけです。も

ちろんこのコメント事体がウソなんですよ。防衛省は、

どういう性格の文書か、自分たちが一番よくわかって

いるじゃないですか。だけど、「知らぬ、存ぜぬ」を

決め込む。そういう答えだからと言って、無内容で意

味のない反応にものすごく引きずられて中立性どころ

か、かえって防衛省を利するような作品にこの番組を

仕上げたんです。だから、これはＮＳＡの内部文書に

対する反証にもなっていません。 

最後は「このスノーデンファイルが知らされたことは

何を意味するのか、ひきつづき取材をしたいと思いま

す」とこれで終わっちゃうんです。わたしはそれで激

しいストレスを覚えたので『サンデー毎日』に５回の

連載で「ＮＨＫが伝えなかったスノーデンの文書の真

実」を書いたんです。１回目は、１５年以上前に公開

されたＮＳＡの文書を私の目で、全部検証したもので

す。今日、お配りしている資料はそのうちの２回分で

す。私は新聞社に勤めていたので、よく言われるので

すが、「どこかが特ダネを書いた後もあ

と後追いしろ」と。あと追いしてもその

中に特ダネがいっぱいかくれているん

です。わたし、去年、それをやった時は

ほんとにそう思いました。ＮＨＫはスク

ープとしてやっておきながら、大事なこ

とがいくつもあるのに全然、報じないん

ですよ。特に、信じられないのは、当時

は国会で「共謀罪」の審議の真っただ中でした。 

国会で審議中の「共謀罪」は触れず国会で審議中の「共謀罪」は触れず国会で審議中の「共謀罪」は触れず国会で審議中の「共謀罪」は触れず    

「共謀罪」は、皆さんよくご存知だと思うんですが、

警察が人々のコミュニケーションが犯罪に関係してい

ると思えば、犯罪になっちゃうんですよ、何もしてい

なくても。そういう私たちのコミュニケーションを警

察がどこまで監視・盗聴できるかということは直接か

かわるんですよ。捜査の段階でいろんな情報にアクセ

スできなかったら、「共謀罪」は捜査できないですか

らね。まず、コミュニケーションに警察が介入するた

めの盗聴・監視がどこまでいっているかは議論に不可

欠じゃないですか。それにもかかわらず、「共謀罪」

審議の真っただ中に番組では「共謀罪」は一言も出て

こない。一言も。それは、ちょっとボーっとしている

ということではないと思うんですね。入念に検討され

た結果、こうなったんだろうと思うんです。私はテレ

ビ局に勤めたことはないのでわかりませんけど、新聞

社だったら、記者が記事を書くと「なんで今書くのか」

と必ず、デスクが聞いてくるのですよ。それはイヤな

質問なんです。意地悪な感じの質問なんですけど、大

事なことだから、社会的に意義のあることだから、そ

れを信じて一生懸命書くわけです。「なぜ、いま」と

いうことはあらゆるニュースが必ずしも絶対条件では
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ないけれども、それにしても「このタイミングでニュ

ースを打ったら、いま、日本の政治とどう関係するか」、

と一番大事な点なんですよ。そうじゃなかったら、「ア

メリカがまた、こんなことやってるよ。自分たちには

関係ないよ」と、日本で放送する意味はほとんどない

ですよ。だから、この裏でどんな議論があったかは、

ＮＨＫ内部告発者が出ない限りわからないです。 

ＮＨＫは番組でトーンを弱めたＮＨＫは番組でトーンを弱めたＮＨＫは番組でトーンを弱めたＮＨＫは番組でトーンを弱めた    

けれどもその点がＮＨＫで検討された結果、ずいぶん

タイミングを見計らってこの番組が放送されたんじゃ

ないかというのが私の見方です。というのは、私の報

道が１年前、その後のこの番組の中で取材されている

人たちの服装が軽装なんです。多分、夏くらいに撮っ

た感じです。スノーデンさんの顔を見ても直前にとっ

たインタビューじゃないですね。そういうところから

いっても、これが本当に速報だったのかな。どうも何

らかの政治的な状況のタイミングを見計らって一番政

治的な影響を与えないような内容にトーンを弱めて

「長い耳が必要ですね」というような人を呼んで、「ス

クープ」と言いながら、トーンを弱めた、と私は感じ

ました。それでも現場の制作者は悩んでいるかと思っ

て、連載の最後に「けれど一方で『クローズアップ現

代＋』の制作者たちの勇気ある続報を待っている」と

書いたんです。そしたら、サンデー毎日の編集者が、

「小笠原さん、ちょっと甘いんじゃないですか」（会

場 笑）。ちょっといい子ぶっているようだと。私本

当にそう思って書いたんです。もし、中でもんもんと

している人がいるならその気持ちはわかりますから。

次は勇気を持ってきちんとした内容を作ってほしいな

と思いました。 

『Ｎスペ『Ｎスペ『Ｎスペ『Ｎスペ    日本の諜報』は何を伝えなかったか日本の諜報』は何を伝えなかったか日本の諜報』は何を伝えなかったか日本の諜報』は何を伝えなかったか    

そしたら、今年５月１９日、『ＮＨＫスペシャル 日

本の諜報 スクープ最高機密ファイル』が１時間あっ

たんです。何回「スクープ」と言ったら気が済むのか。

（会場 笑） 

 これはちょっとよくなりました。私は批判を書いた

ので間接的に会話をしているような気がするのですけ

ど。少し、応えてくれたと思いました。日本で取材し

て諜報機関の防衛省、自衛隊、公安調査庁がどこまで

監視能力を持っているのか、ということをエックスキ

ースコアにも踏み込んでもう少し話しを展開してほし

かった。このことをお話しする前に、去年、サンデー

毎日に連載した私の検証記事を紹介して、ＮＨＫが何

を伝えなかったかを先にお話ししたいと思います。 

そうでないと、私が根拠もなく怒り狂っているとしか

見えないかもしれないので。（会場 笑） 

まず、去年の日本関連ファイル１５点以上の中から見

えてきたことで凄い話しなのに、ＮＨＫはなんで言わ

なかったのか、と思った問題です。 

◆ 日本が日本が日本が日本がＮＳＡＮＳＡＮＳＡＮＳＡ監視監視監視監視シシシシステステステステムムムムにににに巨費巨費巨費巨費を提供を提供を提供を提供    
日本の巨額の税金が世界的なＮＳＡの監視網の構築に

使われているんです。具体的にいえば横田基地の中に

あるアンテナ工場に７億円以上。沖縄のゾウの檻（お

り）の移設に６００億円以上。少なくてもこういう数

字が文書の中に出ています。ゾウの檻は沖縄の米軍基

地問題をフォローしている人は写真を見ると「ア！」

を思われるんですけど、これは「楚辺通信所」と言っ

て沖縄県中部にあった監視設備の一つですが、今はな

いです。１９９５年の少女暴行事件で米軍基地反対運

動が県民的なもりあがりを見せた中で、地元の反戦地

主さんが基地への貸代契約が切れるのを機に返還を求

めて返還されました。それは９６年以降、大きな成果

として報道されたがその陰には、「ゾウの檻は返すけ

ど、古くなったのでもっと新しいものを作れ」と言っ

て、キャンプハンセンにインターネットも監視できる

 

ＮＨＫスペシャル 

「日本の諜報 スクープ最高機密ファイル」 
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最新の施設を

６００億円か

けて作ったん

です。全部日

本のお金です。

このことを資

料の中で、米軍はとくとくと「自分たちがいかにうま

くやって日本側に全金額を出させたか、「プロジェク

トキャメラ」とよんでいます。 

「キャメル」とはラクダという意味です。遅々として

進まないけど、でも全部日本が提供したことは我々の

勝利だ、うまくやった、いかにアメリカのチームが輝

かしい働きをしたか」と無邪気なぐらい嬉しそうに書

いてあるんです。 

◆◆◆◆横田基横田基横田基横田基地は世界的な監視網の地は世界的な監視網の地は世界的な監視網の地は世界的な監視網の拠拠拠拠点点点点    

    在在在在日米日米日米日米軍軍軍軍とととと自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊とのとのとのとの一一一一体体体体化化化化がががが進ん進ん進ん進んでいるでいるでいるでいる    
横田のアンテナ基地については、今の戦争はまず、戦

場にアンテナを立てて相手側の動きを見るわけです。

ウサマビンラディンが暗殺されたときも、携帯電話か

ら情報をとってピンポイントで標的を探し出すんです。

そういう意味でアンテナ工場は戦場に送られるアンテ

ナを修理したり、製造するのが横田基地です。横田基

地は今はもう、世界的なインターネット、電子的な監

視網の拠点の一つになっています。これまで衛星通信

の傍受という意味ではずーっと三沢基地が強かったん

ですが、いまは横田基地が急成長しています。ここで

いろんなトレーニングや研修をやっているんです。ス

ノーデン自身も 2009年から 2 年間、横田基地にいまし

た。去年７月、撮った横田基地の写真ですが、「グロ

ーバルフォーク」と言って三沢から飛んできた無人

機・ドローンが止まっていました。グローバルフォー

クは普通の旅客

機の２倍の高さ

を飛ぶ、ほとんど

見えないにもか

かわらず、地上の

写真が撮れるん

です。地上の携帯のやりとりを全部傍受でき、データ

を吸い上げて中東くらいまで行って帰ってくる、それ

だけの性能を持っているんです。今度、横田にオスプ

レイが入るんです。監視機能がどんどん強化されると

ともに、航空自衛隊の航空部隊もこの横田基地にある

在日米軍司令部のすぐ向かい側にあります。自衛隊と

の一体化がどんどん進んでいる。在日米軍の司令部と

自衛隊の航空総隊の司令部が地下でつながっていると

言われています。その場面ではないかという映像が映

画「スノーデン」に出てきます。 

◆監視◆監視◆監視◆監視シシシシステステステステムムムム「「「「エエエエックスキースコア」の提供ックスキースコア」の提供ックスキースコア」の提供ックスキースコア」の提供    

そして、日本政府は、ＮＳＡから 2008年、エックスキ

ースコアを受け取っている。 

日本政府は 2006 年～8年にかけて監視網に積極的にな

っています。

それまでは、

わりと日本も

「法律がある

からできませ

ん」とか言っ

ていたけど、

どんどんアメリカと一体となって積極的な監視体制に

踏み込んでいる様子が見えてきます。 

◆日本のスパイを◆日本のスパイを◆日本のスパイを◆日本のスパイをＮＳＡＮＳＡＮＳＡＮＳＡでででで養成養成養成養成するするするする    

日本のスパイをＮＳＡで養成しています。防衛省の情

報本部電子部から人を送って研修を受けさせて帰って

くる。ＮＳＡのようなテクニシャンを自衛隊の中にも

どんどん作っていく。そういう具体的なことを示す証

人が出てきました。 

◆世界中の◆世界中の◆世界中の◆世界中の戦闘戦闘戦闘戦闘に日本の監視に日本の監視に日本の監視に日本の監視シシシシステステステステムムムムを利用を利用を利用を利用    

日本の国内のこういう監視システムを使って直接的に

戦闘が行われています。 

日本には平和憲法があって、私たちは直接戦争にかか

わっていないと思うんですけど、実際には日本の納税

者の税金がアメリカの対テロ戦争の最新兵器に投入さ

れていて、アフガニスタンやさまざまなところでドロ

 

横田基地にある最新のアンテナ 

世界的な電子監視網の拠点（7 億円） 

 

キャンプハンセン（金武町）に監視

設備を移設、国税 600 億円が 

 

通称「ゾウのオリ」と言われた 

盗聴アンテナ （沖縄・楚辺通信所） 
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ーン攻撃を使っての爆撃で関係ない人々が殺されてい

る。そういうことが日本の米軍基地の中で行われてい

ます。こういうことが少なくても 15 点以上の文書を読

むだけでわかるんですよ。でも、ＮＨＫは報道しない

んですよ。 

  内内内内閣調査室閣調査室閣調査室閣調査室のトップのトップのトップのトップ北村滋北村滋北村滋北村滋のののの名名名名前が前が前が前が    

この中の 1 つの文書で、在日米軍と日本との一体化に

ついて、内閣調査室の名が出てきます。そのトップが

ＮＳＡを訪れた、というくだりがあってその名前が黒

塗になっているんで私は調べたんです。北村滋さんと

いう人です。ご存知ですか？昨年はこの人の名前持ち

きりだったんですが、この人は伊藤詩織さんの暴行で

訴えられたＴＢＳのもと記者・山口敬之氏の逮捕をも

み消した一人として名前が挙がっている人です。この

北村滋さんは、総理にもっとも

近い人間の1人と言われていて

安倍さんが頻繁に会っている

人です。政権の中枢にいる人で

す。この北村滋さんが何年か前

にＮＳＡを訪れていて、その結

果、エックスキースコアが提供

されているし、多分もっと多く

のことが両者の間で行われて

いると思うんです。 

ということも私は、サンデー毎日の連載の最後に書い

たんですが、今年 5 月のＮＨＫスペシャルの中では、

やっと北村滋という名前が出てきたんですよ。でも、

ＮＨＫの持っている文書は黒塗なんかされていないん

ですよ。最初から提供されているんです。私は（調査

に）ひと夏かけたんですよ。なんで黒塗でなく最初か

ら見えているのに報道しないんですかねえ。もう、去

年の今頃なら、みなさん、北村滋て「アー」というタ

イミングですよ。加計問題、森友問題とも関係してい

るし、そういう人の名前も 1 年たってから何気なく上

手く折り込んでいるようなことが今年の報道をみて、

私には感じられることでした。もっと頑張ってほしい

ですよ。がんばるというより見たままでいいから、報

道してくださいと言いたいです。ほんとに思います。 

  情報を手にして報道しないのは情報を手にして報道しないのは情報を手にして報道しないのは情報を手にして報道しないのは詐欺詐欺詐欺詐欺的的的的    

影響力から言ったら、ＮＨＫは津々浦々まで電波が届

いているし、見る人が多いですから、放送したことは

よく伝わるし、知らせるだけの価値のあることをキチ

ンと伝えてほしいと思います。もちろん、私みたいな

貧乏学生ではないし、予算も徴収した受信料がたくさ

んあるんですよ。それだけのことができるんですから。

一見「スクープ」と言ったり、あるいは自分たちはこ

んな批判的なことをやっていると、銘打ちながら内容

がそうではないというのは、だますこと、詐欺的なこ

と、危ないことだと思うんです。だって、見ている方

は気が付かないじゃないですか。研究者とか私は長年

見ているから当然わかるわけですが、パッと見たらわ

からないじゃないですか。はじめの一歩としてはこの

内容でいいかもしれませんが、多くの情報を手にして

いる人が、たくさんの秘密文書のうちからほんの少し、

1，2枚だけ出して、中道的な言語で「専守防衛ですか

ら」とか「情勢が大事でしょう」みたいな言い方で、

報道したら、「スクープ」と言いながら内容を薄めて

しまっているんですよ。薄めているし、問題の枠組み

をすり替えているんですね。今年のＮＨＫスペシャル

の最後は、関係ない中国や北朝鮮の映像を折り込んで、

「日本はいま、脅威にさらされているからこういうジ

レンマがあります」という調子で何となく終わってしまう。 

そこで、本来なら、私たちが批判的なスタンスをどこ

に据えるのかということが、微妙にではなく、かなり、

はっきりズレてしまっているんですね。もう半分の真

実の顔があるのに、それを隠してこちらの半分だけで

議論してもそれは見誤ってしまいます。今、何が起き

ているのか、そういうこともさきほどお話しした「真

実管理」に入っていくんじゃないかな、と思うんです。 

「秘密「秘密「秘密「秘密保保保保護護護護法法法法」はアメリカがデ」はアメリカがデ」はアメリカがデ」はアメリカがデザザザザインしたインしたインしたインした    

今、日本では急ピッチで監視法制が作られています。

これはスノーデンにインタビューした時、彼が一番最

初に言った言葉です。「秘密保護法が 2013 年に強行採

決されましたが、秘密保護法はアメリカがデザインし

 

小笠原みどりさん 
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たものです」と話しました。彼は 2009年から 2 年間、

日本にいましたから。ＮＳＡがどれだけ、日本側に圧

力、働きかけたか、彼は「おすすめとして、こういう

法律があったら、自分たちの秘密の諜報活動も人々の

目から隠すことができる。なおかつ、日本政府との協

力関係も隠すことができるし、今ある監視システムを

もっと強化・広げることができる、こういう法案をつ

くれば日米の関係は深まる。今までは秘密文書の中で

もランクが真ん中のところまでしか知らせられなかっ

たが、この法律が出来ればトップシークレットも見せ

てあげることもできるよ、というようなことを言って

日本政府に作らせた」と言っています。そのあと 2016

年には「盗聴法」の大幅拡大があって、それまで限定

的な容疑にしか、盗聴法の手段が警察に許されなかっ

たのが一般的な犯罪すべてに適用されるようになり、

しかもＮＴＴや他の電話会社の立ち会いが必要だった

のが、省略されて、警察署の中から直接、盗聴できる

ようになった。だからだれも監視する人がいないんで

す。警察を監視する人もいないんですね。しかも、去

年の共謀罪成立。こういうふうに「秘密保護法」が監

視の実態を合法的に隠す手段であるとすれば、「盗聴

法の拡大」は盗聴手段を合法化し、最後の「共謀罪」

があれば、監視の理由を合法化できる。このように監

視を着々と大量に合法化している。 

憲法の表現の自由や報道の自由に照らし合わせてみれ

ば、こういう大量監視は、違法にもかかわらず、個別

の法律で憲法を壊していく。そういうことを一歩､一歩

確実にかなり速いペースでやってきている。そういうこ

とが日本で進んでいることに私は、危機感を持っています。 

７７７７．．．．不都合な真実を消去しようとする権力不都合な真実を消去しようとする権力不都合な真実を消去しようとする権力不都合な真実を消去しようとする権力    

この結果、権力側に不都合な真実がどんどん消去され、

そして、社会問題も見えにくくなっている。それ以外

のことも、です。今日、私は監視のことだけお話しま

したが、今ほどたくさんの社会の問題がおこり、悪い

政治のせいで不幸になっている人が多くなっていると

きはないと思います。日本だけではないですが、いろ

いろな社会の声が押さえられていく、事実を伝える情

報が消されていく。そいうことに監視がつながってい

ることに目を向けてほしいんです。今の監視は目に見

えません。一方で情報はあふれているんです。どうで

もいいこと、健康情報、美容情報，商業化されて情報

としての価値があるかどうかも分からないほどあふれ

ているのです。 

◆ 消費消費消費消費とととと不満解消不満解消不満解消不満解消にににに傾斜傾斜傾斜傾斜すすすするインターネットるインターネットるインターネットるインターネット    

インターネットでポルノとゲームのパーセンテージは

ものすごく大きいです。 

こういう情報のなかに本当に大切な情報が隠されてい

る。だからよけい気づきにくいのです。こういう影響

を監視があたえていることを考えてほしいと思います。 

     ＜＜＜＜ＥＥＥＥ・・・・スノーデンのスノーデンのスノーデンのスノーデンの言葉＞言葉＞言葉＞言葉＞    

最後にスノーデンとノーマ・チョムスキーの言葉を読

みたいと思います。 

 

「政府はよく監視について『隠すことがないなら恐れ

ることはないだろう』と繰り返します。けれどプライバ

シーは何かを隠すためにあるのではなく、守るために

ある。それは個です。プライバシーは実は個人の権利

の源です。プライバシーが無ければ、言いたいことを

言い、あるがままの自分でいることはできない。それ

は全人格を集団に吸収されることです。プライバシー

が無くても構わないと主張する人は、表現の自由な

んかなくても構わないと主張しているのです。自分に

は何も言うことが無いと。」 

「監視は最終的に、権力に抗する声を押しつぶすため

に使われています。そして反対の声を押しつぶすとき、

ぼくたちは進歩を辞め、未来への扉を閉じるのです。」 

 

＜＜＜＜ノーマノーマノーマノーマ・・・・チョムチョムチョムチョムスキーのスキーのスキーのスキーの言葉＞言葉＞言葉＞言葉＞    

「私たちは自由な社会に住みたいのだろうか、それと

も自ら好んで背負ったも同然の全体主義社会に住み

たいのだろうか。とまどえる群れが社会の動きから取

り残され、望まぬ方向に導かれ、恐怖をかきたてられ、

愛国的なスローガンを叫び、生命を脅かされ、自分た

ちを破壊から救ってくれる指導者を畏怖する一方で、

知識階級がおとなしく命令にしたがい、求められるま

まにスローガンを繰り返すだけの、内側から腐っていく

ような社会に住みたいのだろうか…どちらを選ぶか

は、私たちしだいだ。この選択に一人一人が向き合わ

なければならない。答えは、私やあなたのような一般

の人々の中にあるのだ」 

 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 


