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本総のテーマは瓦いに;品質な人々がいかにして平和的に共存していくかが現在，大きな課題になっ

ている中で，この点について祝Jff~l'r.f:メディア，とりわけテレビの主要刊を強く主張しているフランス

のコミュニケーション学者ドミニソク ウォルトンによるテレビ論と公共空間論についてその所説の

形成をたどり!盤Jll!しようとするものである。

第IOIlrテレビのコミュニケーンョンjでは，ウォルトンによるテレビの特徴を述べる。テレビは，

映像という技術的側IIiiとマスメディアという主l会的側而が筒抜に結ひをついたもので品り!この点がテ

レビの成功をもたらした。テレヒ'を巡っては，古くから視聴者へのlj関手として，大衆の操作や文化の

雨ー悦などが批判されてきたが，テレビ映像の独自性を深く探求すれば?そのような批判はあたらな

い。むしろ椀l隠者の解釈の自性!と批判的能力を:Yi視することが重要であると，ウォルトンは主張する。

第E自ISの「テレビと民主主義」では，このような視聴者保とテレビ映像がもっコミュニケーション

の力学を考慮しながら?ハーパマスの公共空間論を批判するウォルトンの考え方を述べる。ハーパマ

スは現代の公共空間lに及ぼすマスメディアの彬響を悲般的に見ているが 1 ウォルトンは，マスメディ

アこそは白EIiと乎等をベースとする個人主義的大衆社会にとってふさわしい暁代の公共設問のー形態

であると引極的に~l'iIlliする。そして独自の公共設問論を政治コミュニケーションのモデルとともに展

開する。

方。公rm悦 i 透明性をベースにする公共空間と政治コミュニケーションの拡大は!マスメディア

の論耳Ilの支配と 1~I ElI と平等がもたらす逆効架により。さまざまな矛盾を生み出す。公共空間と政治コ

ミュニケーションの煩直化を懸念するウォルトンは。行き過ぎた公私の1:1一分けの是正，価値俄など荘l

i車をもっさまざまな集閃の尊mと共存の必要澗を説く。このような中で，社会的な村、としてのテレビ

の役印lが一段とm要になってくる。また，この中でンヤ ナリズムの刷新が大きな課題となってくる。
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はじめに

戦後，テレビの始まりのころ，周波数に制

約があった時代，テレビと言えば，総合チャ

ンネルのテレビであった。その後，テレビは，

ケーブルや衛星が発達して，多チャンネルと

なり，専門テレビ・専門チャンネルが相次い

でまま泌するようになった。さらに現在 1 イン

ターネットや携帯主目話が出現し，これらのメ

ディアのサービスに取り込まれつつある。そ

して，こうした動きに?合って，テレビのサー

ビスも，ニュース 1 情報，娯楽，教育が 1 ま

すます細分化されて提供されるようになって

いる。それは，番組の多様な提供という形で，

いま流行の偶人の自耐の拡大に資するもので

あるが，その一方で，あらためて総合テレビ

のもつ公共性，公共的役割とは何であるのか

を考えることの重姿性を強く感じさせるもの

である。

筆者は，総合テレビのもつ社会的粋という

役割を環視するフランスのコミュニケーショ

ン学者， ドミニック・ウォルトンの所説をこ

れまで何度か引用したり，紹介してきた。今

10 ，このような状況の中で，ウォルトンのテ

レビ論をさらに踏み込んで埋解するために，

ウオルトンのこれまでの著作をたどり，ウォ

ルトンのテレピ論がどのようにfやられていっ

たかを兇ることにした。ウォルトンは自説を

展開するにあたって，しばしばフランクフル

ト学派 1)を批判するが，本稿では，テレビ

映像が社会的コミュニケーションにもつ意義

に着目しながら，ウォルトンがハーパマスの

公共空間論と対決する形で自らの公共空間論

を作り上げていった過程，そして，その公共

空間論の現在について述べることにする。
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テレビのコミュニケーション

ウォルトンが，テレビそのものをテーマと

した7書物は fLaFolle du logis， la tel己vision

dans les societes democratique/民主主義社

会におけるテレビj(1983)とmlogedu grand 

public， Une theorie cIitique de la television/ 

大衆万歳，テレビの批判的理論j(1990)の2附

である。しかし， rPenser la communication/ 

コミュニケーションについて考えるj(1997) 

fInternet et apres? Une theoIie cIitique des 

nouveau medias/インターネット，そしてそ

の後，ニューメディアの批判的理論j(1999) 

rL'autre mondialisation/もう一つの世界化j

(2003)でも，かなりのページを割いてテレビ

論を展開している。このうち，段初の『民主

主義社会におけるテレビ』では，テレビ映像

の独自性に着目し，これをもとに大衆の政治

参加という観点から.1JU，¥;社会におけるテレビ

の位置づけと公共空間について論じている。

そして，これらの観点が『大衆万歳，テレビ

の批判的JJlj論Jでは，テレビをめぐるさまざ

まな俗説を批判するテレビの認識論として結

実した。また?コミュニケーションとは何か

について考察した『コミュニケーションにつ

いて考えるJでは 1 このテレビ論を軸lこ，コ

ミュニケーション技術の発迷とともにコミュ

ニケーションがもっている規範と機能の側面

のうち機能，とりわけメディア産業における

倒人的利用の重視が強まっていることを批判

し，この規範と機能のバランスの回復を強く

訴えている。さらに『インターネット 1 そし

てその後，ニューメディアの批判的理論Jで

は，テレどとの比較でインターネットに代表



されるニューメディアをめぐる技術偏重のイ

デオロギ を批判し， wもう一つの世界化J

では，情報の世界化が戦争と平和の問題をす

ぐにでも解決するといった幻想とは逆に，テ

レビやインターネ y トなどの視聴覚メディア

がIlt界の人々の相迷をしばしば際立たせるこ

とを指摘し，経済によるグローパル化ではな

く文化のコミュニケーションによるもう一つ

の世界化を挺闘している。これらの著作に一

貫して見られるものはコミュニケーションが

本来的にもつl暖昧さとテレビに代表される映

像の多義性をめぐる論点であるが τ これらの

恭本的な視点を『民主主義社会におけるテレ

ビjに兇ることができる。そこで，この著作

はウォルトンと経済学者のミサクとの共著で

あるが，ウォルトンのiiJi説のベースであると

位誼つけ，本稿では，ウォルトンのテレビの

コミュニケーション論を主に『民主主義社会

におけるテレビ』によりながら論じてゆくこ

とにする。

ところで τ この本は， 1980王F-{~Iこテレビt!i

術の革新と自由化の大きなうねりの中でヨー

ロッパのテレビ'il制度が火きく変わりはじめよ

うとする時期に脅かれた。そのテーマは，

Ii映像によるコミュニケーションが民主主義

という制度の中でもつ意義jについての研究

であり， I視聴覚メディアによって公共空間

に対し 7 どのような修正が加わるのかJとい

う問題に取り粉んだものであった。その意図

は明らかにフランスの国家主義的なテレビ制

度のjjt判であった。周知のように，フランス

は I~I 由主義経済|習の中でもさまざまな制度℃

国家が介入している国であるが， 1980年代初

めまで，テレビは公共放送しか存在していな

かった。またその公共放送も国家の一機関の

テレピと公共安II¥J

ような色彩が強かった。この本は，こうした

国家主義的なテレビの制度がH寺代の大きな変

化の中でそくわないものであることを指摘

し，合わせて当時支rl日的であったフランクア

ルト学派のテレビ理論を批判するものでもあ

った。

当時のフランスのテレビを巡る研究はかな

り限定的で，アメリカの実証的研究はほとん

ど省みられず，もっぱらマルクス主義の影響

を強く受けていた。そのためアメリカのテレ

ビ研究が翻訳されるということもあまりなか

った。このような中で強い影響力をもってい

たのは，ブランクフルト学派の学説であった。

それは，よく知られているように，テレビの

操作性，イデオロギ-'1'1:.受身的な視聴者像，

疎外された大衆 1 そして体制への奉仕という

テレビ百命で、あった。ウォ jレトン(;1，乙のよう

な考え方に立すしてテレビ11吹{卑によるコミュニ

ケーションがもっ意味合いを探り，これをベ

ースにフランクフルト学派を批判し，視聴覚

が公共空間で果たす氏主主義的なfJ!lI商lを論じ

たのであった。

一方，イギリスでもフランクフルト学派の

受身的な視聴者像は大きな影響力をもってい

たが，これを批判する研究が，ホールらの研

究などによって活発になる。 80年代にこの動

きが大きな流れになっていき日本も含め各国

に伝えられてゆく。これらの研究には I吹耐

学や記号学の研究成栄が取り入れられた。し

かしウォルトンの議論はフランス認のせL、か

国外lこrt.まっていった形跡がなL、。このよう

な中で注目されるのは， r民主主義社会にお

けるテレビ』が，早くも 1983年の時点で，テ

レビ視聴者の自立性，テレビ映像の自由な解

釈という兇方を打ち出している点である。こ

NI-酬



の映像のもつ独111な特徴をウオルトンらは，

自国のハルトら記号学の研究成果を取り入れ

ながら，テレビl映像の民主的特徴を航(11)'Jし，

独自のテレビコミュニケーション論を発撲さ

せている。そして，これがこのテレビ影響諭

によってテレビ視総半の受身的見方を批判

し，ハーパ7スに対抗する形で独自の公共空

間論を構築してゆくことになるのである。ハ

ーパマスが f公;，Lt:'I~上の構造転換』の I~g版のあ

と， 1990年に再版を出版したi祭に，その序文

で自らの本編にも影響を及ぼすfit近のきわめ

て重姿な研究成果としてホールらの能動的な

視聴者論に言及しているのを見ると，ウォル

トンが早い1I~;Wj に悶じような考え方に進んで

いたのはきわめて興味深い2)。

そこで，第 I古[1ではウォルトンがテレビの

コミュニケーションをどう抑えているかを整

浬検討する。

1 .マスメディアとしてのテレビ

テレビの 2つの大きな特徴は映像と結びつ

Lミた技術の次元とマスメディアとしての社会

の次元である，とウオルトンは言う 3)。マス

メディアは言うまでもなく新聞，雑誌，ラジ

オ 1吹繭，ビデオカセットなどに兇られるよ

うに不特定多数の大衆(マス)を対象にした

メディアである。しかし，他のメディアと決

定的に~~~なるテレビの独自性は 1 言論機関と

して保殺されている一方で法的な規制を受け

ていることである。また， 1去に詳しく述べる

ように，映像メディアといっても映画とは決

定的に~r~なる公共コミュニケーションとして

のJrtl自の特徴を強くもっている。このような

点が政治権力の介入や政治家の桜綴的利用を

引き起こし，テレビの操作ぞ1:，調i…性といっ
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た批判や議論を引き起こしてきた，とウォル

トンは考えるのである。

ウォルトンによれば，こうした考え方はテ

レビを「効率的なコミュニケーションの道具」

と見る見方，そして欣送番組の受け予を受動

的で操作されやすい存在と見る視聴者像によ

って成り立っている。ここでは τ テレビは伝

迷手段として権力の道具となる<1)。

実|努，政治家迷は明らかにこのような利JIJ

を考え 1 実践したが 7 テレビが政治家迷をひ

きつけたのは国家の統…や第2次大戦後の国

家内建，教育や文化のプロジェクト等への利

用という熱Lリ別待があったからにほかならな

。、L 
しかし，テレビのコミュニケーションは政

治家迷の期待や忠滋を絶えず乗り越えてしま

う。それは，テレビのコミュニケーションの

特徴が映像に基づいたあいまいでとらえどこ

ろがないものだからである，とウォルトンは

考える 510

コミュニケーションという言紫はメッセー

ジの伝掃の過程と問II~J に，視聴者が見て反応

し解釈する受1fの過程を含んでいる。ウォル

トンはコミュニケーションのあいまいさは 1

まずコンテンツの伝掃とコンテンツを祝聴者

が受容する過程がコミュニケーション技術の

介在によって切り離されることによって生ま

れる111に注目する。それはテレビのコミュニ

ケーションと対人コミュニケーションの大き

な迷いである。なぜなら，すべてのコミュニ

ケーションと附』訴にテレビにも議りかける相

手がいるとしても，それは兇えないからであ

る。そこが対人コミュニケ ションとのtN本

的な相違である。視線党メディアでは，受け

手の送り返しがないうえ，マスの規模の"1"で



コミュニケーションのメッセージが作られる。

コミュニケ ションdつあいまいさをヲ考える

ために，ウォルトンは16世紀の後半に}51れた

コミュニケーションという言葉の語源をたど

る6)。このi註j}]のコミュニケーションという

言葉の意味合いは， I共有Jという意味のコ

ミュニケーションて、あった。しかし， 16世庁己

以降，特に郵便や陸路の発迷と結びついた別

の意味合いが始まった。鉄道，自動車， ~!J:話，

ラジオ/映画，テレビといったJJUi;技術の発

迷とともに「伝橋jのコミュニケーションと

L、う第 2の意味が丹jいられるようになる。コ

ミュニケーションという言葉は， 2人以上の

人間同士の自然のコミュニケ ションを特徴

つけるものから，次第に技術に{'f'介されたコ

ミュニケーションの活動を指すもののように

なっていく。このI@I?;症のコミュニケーション

から校f，jijのコミュニケーションへの移行はす

「分かち合い・共有jといった意味合いを「伝

播Jという滋l床や考え方への変質させること

になった。

'~訂古，そして"日t凶/，ラジオ，テレビはこの

2つの意味合いを明らかに含んでいる。これ

らは， I云迷と同時に{[日人にとってのコミュニ

ケーションを確保する技術でもある。電話は，

会話に内在するiI可約， 'Nfにあいまいさを取り

除き文脈を明確にするために相互で絶えず確

認しあう。電話は共有の考え方に近い自然の

コミュニケーションを可能にしている。

しかし，これら技術に媒介されたコミュニ

ケーションの中に人々が 2つの意味を見いだ

すようになったときから，問題が起こり始め

る。~:~有としてのコミュニケーションと f:<;j置

としてのコミュニケーションの対立である。

言葉が本米的にもつ多義性は守コミュニケ

テレビと公共'~~II\J

ーションの活動が俗んになるにつれ，強まっ

てゆく。しかし， I共有」としてのコミュニ

ケーションが存主I守するためには， i以ている部

分が相違する部分より勝らなければならな

い。コミュニケーションがかく乱されず，双

方向でなされるためには τ 同じ価値を共有す

るもの同士が共通のコードや目的をもたなけ

ればならない。メッセージは集|苅的な似作で

あり，送り子の側にはさまざまな論迎が働い

ている。従って，テレビのメッセージは，常

にさまざまな論理の妥協から生まれるー磁の

混合物である，とウオルトンは言う 710

一方，受け干の{!lU，つまり公衆の側を見て

みれば，公衆はきわめて異質な人々の集まり

であるlまかりか，テレビのコミュニケーショ

ンへのかかわりの深さは個人の努力しだいで

ある。メッセージを理解するためのこの努力

は，テレビの場合，コミュニケーションの他

の技術と比べて非常にi14なっている。書物の

場合，自宅から外出して木を購入する努力を

しなければならなPoレコードや映画の場合，

メッセージの'1"に入り込むのはより容易であ

る。テレビについてそれはまったく異なって

いる。

放送に対する関心は番組のテーマや質，人

によって異なっている1::時々刻々変化しで

もいる。それが， "寺によってスイッチを入れ

たり，切ったりすることになる。結局，平均

的な拡訓告というものはない。倒聴者という概

念は，ある意味で抽象的なものであり，統計

的な作り物である。それは放送の集団性とい

う特徴のf~[接的な帰結であり?コミュニケー

ションと集団伎の問に存在する矛盾を説明す

る。ここには，コミコニケーションは，多く

の公衆の要求に沿って，一度に多くの人々に

N討K欣送文化研究所:，q側 051123



伝えるという第 2の意味がある。しかし，共

有のコミュニケーションが存在するためには，

別の条件，つまり，規模，場所， I時間?社会

的な同質性が必要となる。

共有のコミュニケーションには，映像や公

衆の多様さにもかかわらず，個々人がどうで

あれ?メッセージが全体として同じ反応を引

き起こすというi暗黙の想定がある。それは被

聴者には見えないが，集団的な反応である。

実際には，公衆が反応を示したがっていると

言われるが，それははっきりしない。公衆は

個人間の関係にとどまっている反応やコメン

トというように彼ら流のやり方で答えている

と考えられる。その意味でテレビは 1 視聴者

がメッセージに夜般に反応、を示したり，送り

子との閣のやり取りのない|立界に閲かれた慾

なのである。視聴者が送り手にすぐ反応しな

くてもよいということは， t見聞患者はH寺問をか

けて考えることができる。テレビの利点は，

11寺聞のズレを利用したコミュニケーションが

できることである，とウォルトンは言う。

テレビはこうしてコミュニケーションのi遇

税の中であいまいさを増I1屈させる。しかし，

何といってもこのあいまいさに大きく関係す

るのは映像である 810

映像は，受身的態度を引き起こすどころか，

視聴者の側に解釈という重要な作業を婆求す

る。公衆の受容におけるこの再椛成の作業は，

日に見えるものではな¥) 0 表明されもしない。

しかし，この符構成の作業は，いわばテレビ

のt支術がコミュニケーションとしてのテレビ

の機能をうまく発J草するための条件なのであ

る。

議が，何を見ているのか，また人々が!な

ぜ，どのようにして番組を見るのか，視聴者
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調査や心礎学や主|会心理学の多くの研究にも

かかわらず，それは依然として未知であり，

コミュニケーションの謎?神秘である。もち

ろん 1 それらは支配的な価値やイデオロギー

の中で行われる。…しかし，その意味はメソ

セージの社会学や公衆の社会学の中だけでく

み尽くせるものではない。なぜなら，テレビ

のカは各人が自由に怨像力を動員することで

社会的決定論を乗りj越えるものだからである。

コミュニケーションの道具としてのテレビ

が世界全体を視野におけばおくほど，テレど

の映像のコミュニケーションは異なる論耳目を

もったさまざまな奥質の公衆に問L当地通ける。

しかし，そのことは映像の多義性によって受

け手の解釈が…様ではないことから，コミュ

ニケーションとしての効率性を低下させるこ

とになる。従って，技術の仲介によるコミュ

ニケーションは少しもスマートでなく，なめ

らかでもない，とウオルトンは言う。

テレビは共有のコミュニケーションや伝播

のコミュニケーションをはっきりした形で確

保するわけではないが?しかし不完全ながら

も，同時にこの 2つを行うのである。従って

集団に情報を伝えるだけのものでもないし?

それそ、れの人隠が個人的目的のためだけに利

用するものでもない。

視聴覚のコミコニケーションは，部分的で

問般的なものに過ぎず，効率が惑い?とウォ

ルトンは霞う。意、i床の間違いやあいまいさが

非難される。だがコミュニケーションは不明

瞭やゆがみ?偶然の中にしか存紅しない。し

かし，それがテレビの成功を説明するのだ，

とウオルトンは主張する 9)。本物のコミュニ

ケーション，つまり多数の祝聴者がほぼ同じ

ようにメッセージを受け入れ，大方の意11i!，を



見失わず，誤解もないコミュニケーションが

存在するとすれば，そのような規模のコミュ

ニケーションは支配か融合のようなものとな

り，:iE気のさたである。ウォルトンは逆説的

な言い回しで，結局，本当のコミュニケーシ

ョンが存在するためには，可能な限り誤解が

必要なのだ，と言うのである。

2.テレビ映像とコミュニケーション

テレビの大衆に対する操作性，強い影響力

がしばしば言われながらも，現実には，その

ようなことがはっきりと現われることはなか

った。また理論的にも証明されなかった。そ

の浬EEIは併なのか。ウォルトンは，言葉とま;

なる特徴をもっ映像の特性，さらに映画と異

なるテレビ映像の独自性にその理由を求める。

テレビ映像:現実の模写と主観

i吹闘や書き qVJと~'l~なるテレビ映像の特徴と

は何か。ウォルトンは?まず，テレビ映像の

中には，現実の被製とさまざまな制作者の主

観的な組み立てがあることに注臼する 10)。テ

レビの映像は映画と比べ，手を加えられるこ

とが少ない。これらは1'1"継については当然で

あるが，制作のいずれの番組についても見ら

れる。再構成，ドラマ化などの手法が取られ

でも，それはあくまでもf見聴党のメッセージ

を読みやすくするためである。

しかし，テレビの制作が現実の複製である

ということは?映像の客観性があるというこ

とではなく，映像はまず何よりも現実へのア

クセスの手段であるという意味である。映像

の中には現実の再現と制作者の意図が|買lil~ に

含まれている。しかし，現実が再現される映

像は，治:医lされた;立l床をしばしば乗り越える。

テレビと公共空川

なぜならば，とらえられる呪突の中には，制

作者が示したくない何ものかや，気つかなか

ったものがあるからである。それは，視I徳者

に対し，制作者の意図を離れて現実に近づく

手段を提供する。

映像は客観的には τ 複製である。また主観

的には映像は選択である。まず制作者にとっ

ては興味をもたせ，ひきつけ，喜ばせるため

に構想される構成物である。従って?映像は

しばしばコメントやテキストによって述べら

れるさまざまな価値の体系や解釈にのっとっ

て制作される。言葉は映像を佼間づけたり，

縮めたり，反論したり?広げたりするが，伝

えられる現実が仲介されたものであることを

示す要素である。

言集とテキストは，意味の変動をIVjぐのに

役立つ。それらは，視聴者は送り手が伝えた

いと望む〈ふさわしい}レベルに椀聴者を導

く。バルトはこの働きを《アンカレージ〉と

11宇び，次のように書いている 11)0 (すべての

映像は多義的であり，映像は意味するもの

表記の脇に，意味されるものの変わりやすい

巡鎖を含んでいる。それは読み手が I~I 由にそ

のあるものを選択し，また無視することがで

きるのである。すべての社会で，不確かな記

号の恐怖と戦うために怒l床されるものの変わ

りやすい連鎖を固定するさまざまな技術が開

発される}。逆説的だが，テレビの視聴者は

活字や訴されたテキストと比べて，より自由

な解釈をする乙とができる。テレビが可能に

する;皆、l床の多様性はコードとしてのテレビの

貧弱さ，複製としての豊かさと結びついてい

る。

しかし，祝l他者が映像で伝えられる現実の

とらわれの身ということはないのか? t見i陪
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者はメッセージのillリ作者と同じ資総でこの現

実の制約を受ける。 ifilJ作者は現実の断片をと

らえるのに成功するが，他の断片を落として

しまうという事実によって制作者の怠IZJはillリ

約を受ける。メッセージはこの妥協の結果な

のである。

1fl継者は，現実の惚製と制作者の意図のi映

像の二議の位置づけの中に，自らの自r(:~g~ を兇

つける。この場合 1 祝稿者は自らがおかれて

いる社会文化的な文脈，償習やコードの制

約を受ける。つまり，視Jffe者は，番組の内容

が理解できるように制作者が用いるコミュニ

ケーションのコードを理解していなければな

らない。その上，/ソセージのrl"にある現実

の存在のおかげで，視lfflli者は，メッセージの

仁l'の作者の意図を乗り越えることができる。

各人の惣像力を!駆使して現実の映像を解釈す

る。しかし，視I徳者はジャーナリストによっ

て伝えられる事実を販の中で否定するような

ニュースの読み方によって現実そのものを乗

りill!えることはできない。だが，映像につい

ては現実の否定を笑践することができる。映

像に関しては，被継者は作者が滋Islした本来

の認(111からわき道にそれたり，偶人的な想像

上のものに向かおうとして怠l床の変動をJ1H、
る。制作者の主張に絶望して，視駆者一は現実

のプJが誤っていると言うことさえできるので

ある。これは制作者には陥かめられないよう

なコミュニケーションである。

要するに，すべては映像が感情に及ぼすカ

しだいである。死者や苦しみ，暴力，恐怖の

i映像が心をつかめば，これがtJ¥¥l聴者にとって
の現実であり?逃れるのは不可能となる。そ

の現実があまりに兇る者の信念と合わないと

きには，制作者の意図を責めることだけが残
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される。現実はゆがめられ。 部が削られ，

操作されていると，考えるのである。我々は

すべてを示すことはできなL功ミら?選んだ断

片が全体としての現実を表していないと主張

する。

しかし，映像に対する主1'JJ活の治1僚は作られ

るものであるということを忘れてはならな

い，とウォルトンは言う。 l吹爾のi泣初の観客

は機1~lll!がカメラに!旬かつて全迷力で突進し

てくるのを見たとき，座席の下に隠れてしま

ったのであった。機関車が観客を押しつぶす

ことは決してないと耳目1911するのにはそれほど

Hミi問がかからなかった。テレビについても同

様であった。新技術に最初に触れたときのシ

ョックと新技術が生活の"1"に入り込んできた

後で起きることをj見i可しではならない。

従って，我々が映像の 2つの伎殴づけ?つ

まり現実の複製とI映像を作る制作者の主主凶に

ついて見たものは，視聴者にとってさまざま

な読み方が可能であると言い換えられる。視

聴者にとっての映像の知党のさまざまなレベ

ル?すなわち，作者が;む図した意味の知党/

作者の定、図しない現実の知覚/想像の作悶に

よって行う映像に対するデフォルメ/観念上

に作り出すイメージ?これらを我々は現実の

映像に対する各視聴者の想像力の産物として 1

総合的に分析することができるのである。各

人は自分の想像力を映像という現実の彼製に

投影させ，述怨、や記憶， j抗告，一体化や拒否，

さらにまったく別の選担ミのメカニズムによっ

て求めるものをそこからくみ 1:11るのであ

る。想像力によって生まれるものは，映像に

よって見せられた現実に対して距縦を置いた

見方を作り出す。それは祇抗や変化に対抗す

る力となる 12)。



ところで悦聴者の映像に対する知覚(受け

とめ方)をめぐっては 2つの3l:H))があり，い

ずれも視l隠者の多様な解釈を強制する。しか

し，第 lの立場の初会学的アプローチでは，

村会 文化的なフィルターが決定的な役者日を

果たす。持D隠者による解釈の約lill;は，主に社

会 文化的コードによって説明される。これ

に対して，第 2 の立場は知'1~と解釈の I~I 立'[<[，

がきわめて大きいと考える。視聴者は各人の

個有の恕ff!!カによって欲するものを見つけ必

ずしもl映像のメッセージを考!怠しない。映像

に特別の位協づけを与えるこの立場はすメッ

セージの伝迷の力学とコミュニケーションの

〈今，ここ〉という現夜性を重御する。

相会学的アプローチの限界は?現実の表現

としてのl映像の意味を理解する際の障害とし

て従えている点であり， 1JVffRl者の社会・文化

的文脈にそって，活字によるものや語りによ

るメッセージを分析するI44合と|尚じように視

聴覚のメッセージの解釈を分iJrしてしまう。

後にみるようにウォルトンは，第 2のアプロ

ーチを*1Slしている。

映像に対する祇l他者の解釈の 1~llll というこ

のようなJjiえ方は，ホールやモーレー，アイ

スクらの議論にも同じようにみられるが?視

聴者の主体性，能重11'1'[，をどこまで評il曲するか

をめぐり令そのf走， しは了し1;:[:'員討議さオ1てきた

のは刷知の通りである。しかし，ここでのウ

ォルトンの立場はす持M他者がおかれている担

会?文化的文脈という制約を認めながらも?

その主体制こを評制11するもので，この点、を独自

の公~:t空 [jM論を展開するこi二台としていること

を指J尚しておきたい。

テレピと公J~~~ !I可

テレビ映像における時間

テレビの番組は 3 つの削布の1I~'[lrJをもっ。

まず!長い間，テレビのq~'七|であった生放送

というH寺|時，次いで生とは迷って収録したも

のをずらして放送する II~'悶，現実とずれる l時

間L li~後に段構(フィクション)の同開であ

る]O)

生放送・ 'IC'料、は，テレビにとって基本的な

役割を果たす。それは， [可11寺仰という 11守防lの

IC[Iで別のところで炭閲している現実を映し出

す。ある磁の大きなJ'.B来事，皇族の結婚式，

jミiへの第一歩のような科学の{卒業などをその

まま映像で伝える).1)。これらの集['l[的行事に，

人々がそれぞれ切り雌された I~I宅から参加す

る点に， '1'継・生放送の逆説がある。生放送

の現象は，11寺倒的というよりも祭倒的である。

迷隔地問のすべての伝送技術と同じように，

テレビは空間の距離を事実上，縮めたり，な

くしたりしたのである。

収録した時点の現実と時間のずれがある資

料l映像は，テレビが生みだす別のH寺附の関係

を示す。各i映像は各H寺代の目I:Pがつけられ，

年代表の中に佼Íl~I~づけられている。現実の断

片が過去の L:を飛び交い， JJ.¥u:に投影されて

いる。資料映像は別のII~ 聞にとらえられた現

実をその盟かさの形で復元する。過去のイIイ1:

の感じ方は，現実の復元によって73き物によ

る資料よりも強L、
そのI!~j;)~Tt，で制作者によってもたらされる怠

['ii[された意味とカメラによってとらえられる

生の現実との関係の中で，制作者の万三:凶はカ

メラがとらえたものに滋を明ける。残るのは

l時的，jb~Ø凶iのおかげて、'巡ったやり方で知覚さ

れたJd:I~1 しない現実である。その迷いは I[CI紙
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のように，空間からくるのではなく， 11寺聞か

ら来る。我々はそれに対して，資料映像を展

示し，コメントをつける人々の新しい意味合

Lミをつけ加えなければならな1'0

例えば，我々はしばしば過去のニュースの

中に，あるi時期には特別な意味がなく?例年

か後に意味をもっ主主主誌を見いだすことがあ

る。このことは， i複製が諮([床を乗り越えるJ

という考え方を裏づける。なぜなら意図され

た意味は，補助的になる可能性があるが，そ

うかといって映像がすべての意味を失わせる

わけではないからである。とらえられた現実

は滑に日付がついている。単に時間が経過

しただけで，これらの現実に新しい意味がも

たらされるのである。

テレビにおけるE信ttli(フィクション)のH寺

閲は，小説における想像力の使用に似ている。

それは，逃避と娯楽の考え方に対応する。文

学の場合よりも現実の|時間がより顕著である

が?物語の単純な内的論理によって規定され

る年代記の中に， tJi稿者の想像力が動員され

るのとまったく変わりはない。その論理は純

粋に慣習的なものであり，それは制作者と椀

聴者の悶の暗黙の約束のようなものである。

つまり，作者一が番組に腿有の1時|簡をもたせた

フィクションを考案すると，番組を見るもの

は?その時代をそのまま受け入れるというこ

とである。

フィクションの11寺聞は I切らかにテレビに

特有なものではなL、しかし，テレビの場合

フィクションのl時間は，生放送の番組など百u

のタイプの番組とあわせて， つの迷統的な

mEれを↑下り出している。

こうしてテレビのコミュニケーションがも

っ時間?すなわち生放送・中継，資料映像，
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フィクションの 3つの (1時間〉は，日常生活

にとって奥物のようなものでなく，仰の抵抗

もなく入ってくるのである。

次に，今度はこれらの 3つのタイプの時間

をそなえた番組が，どのような時間械に放送

されるかを定めている番組編成がある。それ

によって番組に別の意味合いがつけ加えられ

る1 とウォルトンは言う。生放送1 資料映像，

フィクションといった番組そのものがもっ悶

有のH守聞と，実際の放送時間との時間的なズ

レが新たな意味を生み出す。先のi列を再び取

り上げると，同じ出来事が生で放送されるの

と時間をずらして放送されるのでは内容が問

じでも，効果は迷う。逆に資料l映像について

は，その効栄はしばしは:'~~i影の時期と放送の

l時期jの1時間距離に比例する。

さらに視聴者が実際に見るH寺岡は 1 メッセ

ージが日常ーの休験の中にどのように総み入れ

られるかを左右する。結局，テレピのメッセ

ージの発話という文派は，番組そのものがも

っ凶有の11寺岡と放送される時間?そして視聴

者が実際に見る時間，これら 3つの時間が結

びあったものである。

自然の人間的コミュニケーションの文脈と

比べて，テレビのメッセージの発話の文脈が

いかに複雑であるかは明らかである。自然の

人間的文脈では， 2人の対話者は悶じ時間

空間の中におり τ メッセージはその発話と1可

じ11寺聞に属している。

テレビのこのように入りくんだH寺問の中で，

テレビから送り出されるメッセージは， {lミ

ま?ここ}で行われているコミュニケーショ

ンなのだということがわかるように，番組に

はH寺防と空間の記号がつけられている。この

ような点にウオルトンは注目しながら?結!渇，



テレビのメッセージは，番組そのものに結び

ついた意味や放送される時間と文脈，メソセ

ジが発せられる条件が級み合わされて実践

的な意味が作り l1_Lrlされることを強制する。

テレビの“現在性ぺ〈いま，ここ〉

ウォルトンは ，r民主主義社会におけるテ

レビJの中で，テレビのコミュニケーション

のダイナミズムが{いま，ここ〉という“1児

在七1:"にあることを強調する。しかし，きわ

めてわかりきったような仕方で議論され，そ

の意味合いは必ずしも卜分に説明されていな

い。あらかじめ，この点について τ 筆者の理

解に基づいた!げ釈て村iっておきたい。最近テ

レビのコミュニケーションの特世Iとして?。、

ま，ここ〉を積極的に取り上げている石田英

敬氏の論稿を参考にする 15)。

まず，テレビを映像と音声からなる記号に

よってメッセージを伝えるものとして考える

と?テレビ映像は，人差し指が事物を指すよ

うに，画面で被写'休(=対象)を指し示す。

しかも述続的に行う。つまり，テレビ映像は

やミま 7 ここ}における〈これ〉を次々に指し

つつ，刻々と映し出されるカメラの向こう官!u

の被写体の動き(=経験)にあわせ，我々に

もそれを体験させてゆく。この点で，テレビ

は映像の成立と指示の現在が完全に一致して

いるという際:立った特徴をもっている。これ

は映像といっても，写真やl映画の記号が 1 か

つて起こったことを指示する痕跡として成立

しているのと大きな迷いである。以上がテレ

ビ映像の指標性として栄たしている役割であ

る。

次にテレビ映像は，対象との悶で類像性

(図像性)の役書iJを架たす。これは?言葉の

テレビと公共空間l

示すように本来の対象とそれを映像で表した

ものがJa~j以しているということであるが，テ

レビの映像は類像記号としてはその貧しさに

特徴がある。 I吹凶と比べ，テレビの舗は小さ

く，その画像からくる情報量は少ない。テレ

ビ画面のJJij製悦のもう一つの特徴は τ 指標性

が類保'1'1:を圧倒していることである。テレビ

の画像は，我々にや、ま τ ここ}の対象を示

すために刻々と更新することを求められる。

そのため，祝i他者に釦i像の図像性を鑑賞して

いる余地を与えない。それは，映画のl時間経

験がかつてあったものが残した残像を図像と

して眺めるのを我々に可能とさせているのと

比べ，テレビ映像に対し異なった按し方を

我々に求める。テレビのl凶像は;常にいつでも

間に合わせのi映像という性格をもつことにな

る。テレビの画像は，映し出される現実から

自立して図像的な芸術として型別化されるこ

とがない。テレビの凶像はその意味で徹底的

に世俗的なイメージである。

指12性，JiM象性だけではテレビ映像は読解

できないために，映像に象徴性をもたせるこ

とが必要となる。 I見突!fi.をバラバラに映像で

指示し続けたとしても τ 現実についてまとま

りのある表象をもつことはできない。指擦と

してのテレビ記号も，類像としてのテレビ記

号も，それ自体としてまとまった表象を作る

ことはできない。指標とはそのつど記号の生

成の出来事の断片的痕跡であり，類像とは対

象との無限定な類似の束である。それをいく

ら桜み重ねても，テレビの諮りが生みI~H され

ることはない。テレビ記号がJJl，，)~を語ること

ができるようになるためには，テレビ映像は

言語のようなものとして組織されることが必

裂になる。テレビ映像は，その用法が文化的
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にコード化されることによって意味をもつよ

うになるのである。したがって，テレビ映像

は，象徴性という役剖も担っている。

指標記号としての指示作用と言葉による参

照作用が組み合わされ，類像記号がコンベン

ショナルな約束事という象徴記号(コード化)

によって補完され，こうしてテレビ映像がも

つれ、ま，ここ〉という“現在'I'l:"が作り上

げられることになる。

テレビ映像の論I浬は，さらにこれらの映像

の編成に向かうのであるが，そのi詮小限の単

位がショットである。テレビ映像の指標性，

類1剣士，象徴性は，このショットの配置によ

って初めて一致する。ショソトは意味の出米

司王を言い表す。この自己霞は対象の指示である

と冊目当に，I!t界への参照を伴う flIJ3.'鋭的な視

角でもある。この表言行為は'常に対象世界を

前に「これJと表面iすることから始まる。「指

示行為Jと「参照行為jを一致させる出来事

として，テレビの語りはれ、ま，ここ}の場

所から始まる。つまり，映像はいつも具体的

な事実を{¥ミま，ここ〉において示すが，カ

メラに映し出されるのはパラパラな経験の断

片であって，言葉の語りによって一つの解釈，

文派を示すのである。

ウォルトンがたびたび繰り返して用いる

(¥ミま，ここ}は上記のような意味があるこ

とを念頭におくべきだろう。…設で震えば，

テレビのI凶i7iiには，絶えずいくつものテーマ

や出米事が~~l昌し，姿を消してゆくが 1 これ

らがH寺々刻々{¥ミま，ここ〉とL、うJY!1f性に

よって提示され，視聴者は(¥ミま・ここ・わ

たし(たち))という関係の中でテレビのコミ

ュニケ ションに引き込まれてゆくのであ

る。ここには他のマスメディアと呉なるコミ
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ュニケーションが生み出すダイナミズムが働

いている。その大きな要因はテレビ映像の力

で、ある。

テレビと芝居

テレビのコミュニケ ションの形態は 1 形

式的には芝居 演劇て、あると?ウォルトンは

言う 16)。芝居は，その起源の同点から塑!なる

ものと結びついている。芝居は，事l'や主rr命を

上演した。 H主'!i:J二の社会の1':1:.'1現以降 7 芝居の

機能は価値の問題を提起することであった。

芝府は人間の条件やそれを超越し，悩まし苦

しめるさまざまな力についての表現を提供し

た。型と{谷の境界にとどまるギリシャ劇は，

芝居の非宗教化・|凶作化を始めた。

芝居からの主主教色が薄れるにつれ1 神聖な

iJllI出iは移動し，消えうせてゆく。しかし 1 決

して完全になくなるというわけではない。事l'

聖な次元は特に演劇iJ，オペラ，競技場といっ

た興行の場で残る。 ーそれは芝居の11寺という

irlli他や質を作り出す過性の特徴である。そ

こでは，芸術家と鰍衆の防で，そのたびごと

に異なる関係が演じられる。

映画，次いでテレビといった映像の記録技

術の出呪によって?宗教色の排除は部分的な

程度を越え，伝統的な芝居との最終的なつな

がりは断たれた。メッセージは家に脳くから，

もはや芝居のための場所はなく，映像が絶え

ず次々と現れるから，芝居の定まった11寺問も

ない。

結局，家庭で兇る映像，すなわちテレビの

到米によって， 2問は公共的な場を特別に充

てられることもなく，夜、入の訪問に入り込ん

で，もはや1:1常生活と切り離されなくなった。

テレビの芝居は，日常生活のリズムと留慣の



工l'に組み込まれ，テレビの芝居そのものがリ

ズムと習慣となる。ジャンルの混な，家庭で

の映像の受信，日常の生活時間のリズム，こ

れら 3つの特徴はテレビの独自性を定めると

ともに，現代社会における興行?芝府の性絡

と位置づけを修正したのだ，とウォルトンは

言うのである。

こうしてテレビは平凡な映像による悦線を

いっぱい詰め込んでお 1 テレビは想像上のもの

を打ち砕き，映像から夢兇るもの，神秘的な

もの，本物のものを取り去ってしまう。つま

りテレビは，かかわるものすべての差災や意

味，象徴を平板化することでそれらの価値を

引き下げ，すべてがとまることのない映像と

して流れ，その映像の強弱にへだたりはない。

ローマ法王がひざまずいて地而に桜l吻し， 7

7 が子供にオムツをl滋かせる。レーガン大統

領が胸に弾丸を受け， Jウィンが回転式の拳

銃を引き抜き女性アナが微笑むr，2人の男が

月の|二を歩く等々。これらの場面は研究者迷

によって調11かく分析され，しかも問迷っても

いなP，しかし?社会におけるテレビ映像の

紋寂づけを特徴づけるには不卜分である?と

ウオルトンは言う 17)。

このような中で，合現主義者逮が，映像に

ついて絶えざる宗教色の一掃を評価している。

彼らにとってテレビ映像は想像力や芝府とは

もはやまったく関係がなP，なぜなら映像は

平凡化と日常生活との融合によって芝居の本

質から切り離されたからである。芝居を我々

の個人的な体験にあまりに近づけすぎると，

芝肢がオーラを失い，芝!告に意味をもたせて

いる距離を失わせることになる。この接近は

宿命であり?定、l味のないものを生みl~Hすo 芝

居のルールを壊しながら，我々は芝居を解体

テレビと公共空1m

してしまう。この主張の中では?テレビは最

終的に社会，従って現実の合羽化を進める嬰

素として位置づけられている。

これに対して，ウォルトンの主張は根本的

に異なっている。タブーのー婦という考え方

を受け入れるとしても τ!吹像はきわめて身近

なものでさえも?依然として合理的なものに

対する抵抗の攻索と考えることができる 18)。

なぜなら，映像による現実の模写は，映像が

はっきりとした形で兇せるI!g答を越える何も

のかをあわせもっているからである。その意

味でテレビは，うまくコントロールできない

領1或にかかわっており，そのためにテレビは

情熱や憎悪 1，警戒，コントロールへの要望，

合理化の要求などを誘発すると考えられるの

である。児せられる映像は，正確な意味合い 1

一定の沼的をもたされなくてもさまざまな意

味合いを包み込んでいる。映像は視聴者が自

らの惣像力や心象を投影し，一体化したり，

また識別する特別の場所なのである。テレビ

は社会がどんなに合理化され現代的になって

も，その社会の想像上のものに取り付いてい

る謎や象徴を規則的に活悦化するものなので

ある。

テレピ映像と自由，平等

こうして，テレビ映像はテレビを多前1的な

分析の対象とする22かさをもっと同時に，視

聴者にとってテレビ視聴は自由で平等な活動

なのだ，とウォルトンは言う 19)。それは，各

人が兇たいときに見られるという;送、l味でミ自由

であり，すべての人々が|司じものを視聴し，

かっ映像の多義性によって?押しつけられた

飢J釈でなくて思い思いの航J釈ができるという

意味で平等であり?テレビは7J人にとって，
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平等と自由という特徴をもつのである。映像

は，視聴者の理解のための道案内役となる。

とりわけ，想像力の介在によって。それは，

例えば映像は読惑よりもアクセスが容易だか

ら読者が可能にする仲介よりも平等というこ

とになる。

しかし，なぜ映像と社会の文脈についての

研究がほとんどないのか。ウォルトンは，さ

まざまな攻防をあげる。西欧の伝統において，

映像は書き物と比べ関心の対象にふさわしく

なかった。表象の概念に関する宗教主義(論)

への綾城。写真，そして映画への恐れが映像

の歴史をいろどっている。

また，テレビ映像は映幽と比べぬるま湯の

流れのような映像と冷笑され，映像の価{直を

洛としていると批'I<IJされている。テレビは書

き物やプレスの将来に影響を与えるという塁手

戒心をもたれている。それにもかかわらず τ

逆説的なのは，報道やバラエティー，スポー

ツ番組を通して人々が経験したものは 1 実は

あまり気づかれていないようだが，テレビの

映像が民主的な側而をもっという点である。

だが実際には，多様な解釈や多談役が，視聴

者にとっての自由の可能性とみられるより

は，漠然としていて危険であるとみなされて

きたのである，とウオルトンは言う2010

社会的な緋21)

映像の多織な解釈によって，多数の人々が

テレビに参加できるということは，知らない

人同士がテレビ映像を通じて結びつけられる

ということである。それはまさに社会的な紳

であり，かつて宗教が果たしてきたような役

割である 22) とウオルトンは言う。「視聴者

はテレビを見ながら潜在的に巨大で無名の公
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衆に加わる。その公衆も同時にテレビを見，

その事実によって呂に兇えない形であるが，

彼と会話しているのである。それは一種の共

通の知識である。私は番組を見る。在、は他の

人がその番組を見ているのを知っている。他

の人も私が兇ていることを知っているJ23)。

この社会的な料、は，また 1 テレビが社会の

鋭であるという点から，別の1!!U商をもっ。テ

レビが社会の鋭であるということは，テレビ

が社会のイメージや表象を作り出すばかりで

なく，同時にテレビを見る人々の関係，社会

的関係を映し出すととも意味する。つまりテ

レビが社会のできるだけ多くの人々の存在を

見つけることを可能にさせる鋭であればある

ほど，テレビはすでに社会の周辺にいると感

じている人々の排除を抑える。少数の周辺階

層の人々は，そこに彼らの関心がこだまして

いるのを見出しながら，社会的連帯のイメー

ジを作り!こげることができる200半世紀の問

に蓄積された研究によって今日，我々はテレ

ビの不思議が，この特殊性にあることを知っ

ている。「テレビは，さまざまな社会制度の

中でも， H 

といえよう O 社会1的均な紳としてのテレピの強

さは'その遊びの部分や自由さ，そして鋭の

ような特性からくる。テレビは 1 学校や軍隊，

協会のようなものではなLミJ25) 0 テレビは個

人と一般大衆という相矛盾する関係をもっと

うまく調盤しているのである。

以 tがウォルトンのテレビコミュニケーシ

ョン論の重要な柱となっているテレビ映像論

である。映像に関する受け手の自は!な解釈，

受け手の主体性をこれほどまでに強調するこ

とに対して，社会・文化的な文脈を綬祝しす



ぎるという批判があるかもしれない。しかし τ

ウォルトンのその後のテレビをめぐる議論で

は，相会・文化的な文脈の重要性はたえず論

じられており 1 ウォルトンがこの点を凝視し

ているわけではない。むしろ，ここで注目す

べきは，テレビ独特の“境在性"< lミま，こ

こ}のコミュニケーションがfJil[@者の自由な

選択，受け手の主体性によって促進されるこ

とに者目した点ではないだろうか。第H古11で

はこの点を考慮してテレビと民主主義をめぐ

るウォルトンの考え方を述べる。

テレビと民主主義

テレビと民主主義を巡るテ マはメディア

の研究の一貫した大きなテーマとなってい

る。しかし 3 周知のように，このテー?を巡

っては対立する大きな流れがあった。すなわ

ち，経験的実証学派と批判学派である。ウォ

ルトンはこれらの 2つの理論を研究し，先の

テレビ映像諭を組み合わせ，独自のテレビと

民主主義論を展開させる却)。

1 .経験学派と批判学派

この 2つの流れは， 1940-1950年の矧にア

メリカで主に構築され1 メディアの発展につ

れて，限界中の国々で次第に広まっていった。

両学派の出発点での問題意織は，マスメディ

アによる大衆の操作であった。しかし，両学

派はマスメディアのH寺代における民主主義と

自Ef:Jの考え方の迷いから次第に対立してゆ

く。双方の考えのi'13迷は，ヨーロッパにおけ

るファシズムと第 2次大!ì~後の冷戦というマ

テレピと公共安川

スメディアが発燥してきた隆史的文脈に結び

ついている。そして 1 また民主主義が実現さ

れた図としてのアメリカ社会についての詳細li

の迷いが火きい。 2つの流れの対立は τ 西欧

民主主義のモデルの解釈とメディアの役者日に

ついてであり，コミュニケーション制度と民

主主義の|共l係をどう構想するかという 2つの

立場に対応している。ウォルトンが『民主主

義社会におけるテレビ』を72いた1980年代以

降 7 カルチュラルスタディースなどその{自の

流れが加わって，現在ではこの 2つの学派の

対立は，それほど際立ったものではない。し

かし，ウォルトンがこの 2つの学派をどのよ

うに前2制H し i汲~)(したかを知l るのはウォjレトン

の公共空間l論を埋!げするのに不可欠である。

そこで，ウォルトンがどのようにこれらの学

派をとらえたかを見てみよう初。

経験学派出) まず，経験学派のアプローチは，

テレビの影響を巡る問題の研究を政治から暴

力や子供に広げてゆくが，その結果，テレビ

の影響!と効架はきわめて|決定的であることを

明らかにした。例えば，メディアの選挙キャ

ンベーンに及ぼす影響についても意見に大き

な修正を及ぼすことはない，世論の操作とい

う命題は実証的アプローチに耐えられないこ

となどがI明らかになった。一連の調査研究は，

人々は必主主性と則待に応じてテレビを利用す

るという見方に達した。つまり，視lUa者は受

身的であるという考え方は妥当性をもたない

ことが示された。

次に，テレビが視聴者の意見を修正させる

よりもサ本来の選好を強める要素になること

が明らかにされた。そこで，テレビは人々が

もっている共通な価値を語りかける{頃|勾をも
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っと位程づけられて，シンボルの統一代理者

としてのテレビ諭が展開された。社会は多く

の聴衆によって受け入れられる象徴体系が必

要なため，テレビは視聴者逮に対し既存の価

fl直を強める作用をする。しかし，その一方で，

テレビは価値に対する人々の異議も映し出

す。社会の秩序を強めることになる要素が場

合によっては，ぜい弱化をもたらす妥当毛でも

あることがわかった。つまり 1 テレビは?秩

序と変化の悶をJZれ動きながら進化するもの

で，より一般的には〈社会を映し出すもの}

であることが明らかになった。

結局，テレピは，全体として批判的で，シ

ンボルを破壊する映像，つまり:異質な方向に

向かうものを混在させながら τ シンボル(象

徴)のさまざまな映像を共存させるものであ

るという考え方が支配的となった。そこでメ

ッセージの分析における文派の役訴が重姿と

いうことになり，経験学派はコミュニケーシ

ョン過程における仲介者(メディア)の役割

よりも文脈の影響をはっきりさせることに興

味をもった。彼らはフィードパックの考え方

を導入し 1 栂7i作用の分析を導入した。

そこでウオルトンが注目するのは経験学派

が位論の概念を再導入したことであった却)。

多くのあいまいさにもかかわらず，Ilt論の概

念は相互作用の分析に不可欠である。送り子

であるメディアを{ゲートキーパー}の役割

を果たす積極的な要業ととらえることで，メ

ディアが社会の表象をメッセージとして作り

上げてゆく際に 1 メディアが世論をどう知覚

し，予期しているのかが明らかになるからで

ある。

議題設定機能の仮説却)は，これに応える

ものであった。この仮説は，マスメディアの
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機能は，いくつかの間題に対して!立論の注意

をひきつけることで，人々が仰について考え

なければならないかを伝えることであると主

張している。この説に対して，ウォルトンは

次のような問題点を指焔する。この機能は，

H正かにある種の問題へ関心を向けさせるが，

別の問題から目をそらせるという問題がある。

また，この説は視聴者の似uに自肢!な選択があ

ることを想定しているが，最終的には，偶人

の選択の自由よりも?メディアがあれこれの

現実を伝える際のテーマの設定にあたり，裁

最の自由をもっていることが重要であること

を示唆したのである。

また， 1964-70"1'-にかけてメディアによる

報道と悶論について行われた調査研究は守

〈メディアによって報道される問題の議主主性

が，調査で世論が示した重要性と非常に強い

栂|刻がある}ことを示した:ll)。また世論はメ

ディアの幾つかの論点、を反映させたものに過

ぎなかったことや{メディアは世論の状態や

問題の現実に従わず， lJr刊の報道に関し凶有

の論理をもっている}ことも?字きぼりになっ

た。

上記 2つは数設分析に恭づいて行われた

が，こうした手法には非常にはっきりとした

限界があると 7 ウォルトンは次のように批判

する刻。第 lは守メディアが行うテーマの重

要性の{立問'づけに関してである。メディアと

世論が，それぞれのテーマの順序づけを比較

しているが，この種の比較を行う際には，メ

ディアがそれぞれの11寺期の山論の全体を.iE‘し

く反映するという暗黙の前提がある。しかし，

これには問題がある。プレスは権力と世論の

閲に立ち，世論を反映する限りでコミュニケ

ーションの役割を果たす一方でお 1 プレスはま



さにその資絡によって必ずしも世論の関心を

引かない問題をも取り上げるということを想

起する必嬰がある。第 2に令量的アプロ チ

はメディアの情報の中身に関してサ項羽の数

やテーマの範囲に関心を寄せるが，メッセー

ジの内容の分析に入らず，メディアと公衆の

相互作用をU庁ヲEしようとしているから?そこ

には自己撞着に近い制約がある。単にメソセ

ージの数にti:n!:を向けているだけでは台情報

というものは守事件がメディアの媒介によっ

て情報になるということ，情報そのものが他

の情報との比較で誤りや修正を経て序列化さ

れる，ということが忘れられている。事件lこ

付与される重姿仰の中には，ジャーナリスト

の裁iii的な部分がある。それは，事件の展開

と影響が偶然的で予想のつかないものであ

り，そのテーマに与えられる情報がその事件

(の性格)を変えるかもしれないという単純

なJ!J!81からである。

メディアが周、や事件の序列化を行うのが真

実だとしても，公衆もまたそのレベル，つま

りメディアによって提案される謄や序列化を

受け入れたり拒沓することに対して，選択的

知覚を行使するのである。相互作用はメッセ

ージの内容に対してばかりか，メッセージの

序列という構造に対しでもちこまれるのであ

る。

そこで，ウォルトンが注目するのは，ノエ

ル・ノイマンによって際関された沈黙のらせ

ん耳目論である33)。メディアの視点と世論の構

造を関係づけるという同じ見取り図の"1"に位

桜づけられている l二に，より精巧にできてい

る。この理論は世論にインターフェイスの役

割を果たさせている。かといって，メディア

を影判:力を持った存在にはしていない。メデ

テレビと公共空間

ィアはUt諭の分:rfiを正しく表すものとして着

想、されている。

この考え方では 1 社会的 職業的所属や~t

活様式，メディアの価値観が位論の形成に入

ってくるが守俗l人の意見に影響を及ぼすこと

はない。それは， 1ft論ではなく倒人の表現の

仕方に影響を及ぼす。各人は，自分の滋見が

メディアでfi{j;認されないとき，公共空間から

抜け出て，自分の私的空間に閉じこもってし

まうのである。そこで，ノイマンは，メディ

ア媒体は最善の代表性を維持しなければなら

ないと主挺する。つまり， <沈黙のらせんの

環論〉は，偶人はメディアによって表現され

る世論の分布に従って公共の討議への参加・

不参加を決めるから，マスメディアは準拠集

団の代役を果すことができるとの仮説から出

発した。しかし実生活のベースである共同体

はメディアからほとんど影響を受けないが個

人は自己を抑制し，もはや自分の意見を表明

しないからメディアの責任は重いというわけ

である。

こうした状況は，世論の概念を空虚なもの

とし， 世百前を3字、世史的なι専にしてしまう。世詰請

は個人の意見の総手nではなくなる。ウォルト

ンらの考えでは， <沈黙のらせん}の理論の

利点はマスコミの複雑で相互作用的アプロー

チがテレビの政治的役割lに関してきわめて的

礁な結論に達することができることを示した

点である川。また，この埋論は，世論の実証

的統計的定義を維持するのは不可能である

ことや，コミュニケーションの研究をするた

めには，世論という象徴的概念を政治制度や

民主主義の土台との関係の中でとらえなおす

必~があることを示した。

ウォルトンらはこの点にこそ，経験学派の
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創設者の一人であったラザーズフェルドがす

でに主張していたもの τ すなわち実証的研究

に基づく世論のもつ〈政治的}概念の利用を

見いだすのである。それは般論を統計学的な

定義から救い出して，それをより精巧な理論

的対象にすることである。

メディアと民主主義，世論の関係を深く探

求せずに，綬験学派はマスメディアの{現実

的機能}に関心を集中してしまった。こうし

てテレビの出現が公共空間を変えることはな

いと思い込んでしまったと，ウォルトンは考

えるので、ある35)。

結局，経験学派は大衆の考察を放棄し，世

論を純粋に統計的な概念，つまり民主主義の

体系が依拠している政治的次元に準拠しない

概念にしてしまったというのがウオルトンの

詳価である。

批判学派 ウォルトンは，批判的アプローチ

としてフランクフルト学派，正統派のマルク

ス主義者などを含めているが τ もっぱら研究

の対象としているのはフランク 7)レト学派で

あり，ブランクアルト学派を批判学派とH干ん

でいる。批判学派の理論家主主は，マスメディ

アと民主主義，政治制度の関係の問題を一気

に提起した。批判学派の問題意識において，

政治綬済制度は決定的な役割を果たしている。

メディアは経済及び国家権力に対して独立伎

をもたないものとされているのである。メデ

ィアは支配的なイデオロギーを持生産し，

人々を直接支配する。メディアは資本主義が

文化の領域で商品の(論理の)支配をさらに

広げる新しい段階を表している，と佼霞づけ

られている3610

フランクアルト学派は，文化産業，支配的
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なイデオロギー，大衆，公共空間をめぐる 4

つの主張から出発して，自由主義経済下での

コミュニケーション制度を羽目'1]する37)。

これらに対してウォルトンは守それぞれt、
下のように批判する。

文化産業への大衆のアクセスは文化の条件

の平等化の現象としては解釈されず，文化産

業の画一性 1 楳準化が強調された。この考え

方は，明らかに過去への郷忍とともにある磁

の理想主義を表している。しかし，それは文

化的生産物の尚品形態が絶えず存在してきた

こと，また，現代のコミュニケーション制度

が広範な人々にとってさまざまな文化に接触

することを可能にし始めていることを忘れて

いる守とウォルトンは批判する。

ブランクアルト学派が答えようとした支配

的イデオロギーという考え方は τ 文化製品の

成功，つまり，文化の製品に対する公衆のは

っきりとした鴫好をどう説明すればよいかと

いうものであった。フランクフルト学派は，

メディアが社会の矛盾や亀裂を包み隠し，

人々に平等という幻怨を与え，大衆の|習に社

会的統ーという虚偽意識を作り育てる，そこ

から，公衆の側には受身的態度，制度への服

従，知識人のエリート主義が生まれる守と考

えた。

また第 3の重姿な概念である大衆について

フランクフルト学派は守当初，大衆は本能的

に革命的であり，民主主義の現I怨を実現する

主体であると考えていた。しかし， 1930年代

の荒れ狂うファシズムと大衆の結びつきを体

験し，また1950年代にはアメワカの社会で保

守的で満たされた大衆をまのあたりにし，大

衆がもっ両義性を明らかにした。

フランクフルト学派が答えようとした第 4



の課題は世論である。すでに，経験学派が，

1J1.論の概念を統計学的なものに還元し，政治

や民主主義とのつながりを抽象的で空疎なも

のにしてしまったのに対し，フランクフルト

学派はメディアを政治支配の道具であると位

協つけた後，経験学派の世論の考え方を批判

している。ウォルトンは，世論の概念は集団

現象の漠然とした分析の中に砕められてしま

っている 1 というハーハ7 スの次のような引

用を取り上げる却)。 {j玄見の定義は，ひとつ

の問題によって引き起こされる反応であり，

また，その態度を表明する仕方であり，最後

に主主見とは，その態度そのものとされている。

後終的には 1 怠見はもはや言葉による表現を

必要としなくなり， ~可か代表的なものを通じ

て何らかの仕方で表される。このような意見

が公共的という属性を，出，びるのはもっぱら集

団的過程との述関のみによってである。集団

の意見がJ主体的レベルで支配的な滋見になる

とき，公論と言われる}拍)。

ウォルトンは，ハーパマスがI!!論のJiii:1床合

いがこのように薄められたことに対し異議を

I唱えているのに注目する401。かつて?内実の

伴っていた世論があった。それは公開性の)忠

則に基づく公共の討議であった。ハーパマス

は?世論を形成するそのような公開のJ)0が歴

史的にさまざまな形で展開されてきたことを

検証し?そのようなおjを現代によみがえらそ

うとする。ハーパマスはそのような意図で

『公共刊一の構造転換Jを著し，現代の公共空

間論のベースを提供した。

ハーバマスの f公共性の構造転換』

ハーパマスの『公共性の構造転換rlllが，

ドイツ請で出版されたのは，1962年，日本語

テレビと公共空11¥]

に翻訳されたのは1973年で，かなり古い。内

容についてもかなり知られているので，ここ

では簡単な要約，この:r!1~討をめぐる内外の見

方，そしてウオルトンの見方について述べる。

『公共性の構造転換』のあらましは次のよ

うになっている。まずがJ半では公共設問がど

のようなものであり，どのような形で隆史上

で誕生したかについて論じている。

1SI!!紀資本主義の誕生J~lのころ，絶対主義

体制への対抗勢力として台頭してきた新興勢

力のブルジョワジーが，経済の鎖j成だけでな

く政治の領域においても自分迷の利益を求め

るようになる。この中で?公衆が討議し，公

共のj意見を作り上げる場開?として市民社会と

国家の聞に形成されたのが，公共空間であっ

た。公共空間は111:諭が形成され，表現される

場所である。その|涼に用いられた原則が訴i量

的埋牲に基づく合意形成と公開性である。ハ

パマスは市民革命と啓漆のl時代を通じてフ

ランスやドイツ，イギリスなどで，このブル

ジョア的公共空間(市民的公共空間)がいか

に成立していったかを論証する。r!，民的公共

主主I'IWJはあくまでも私人の領域の中にあり，従

って社会の側に属している。市民的公共空間

は，宗教改革による信教の l当 I~él ，私人の精神

的な自由の場所としてまず成立し，次いで小

家族の商品所有者の自律した籾鰭空間が成立

する。さらに，対等な資絡をもった教養人が

つどう文芸的公共空間の成立から議論する公

衆による政治的公共設問の成立を経て τ それ

が国家の領域で制度化され談会が成立すると

いう順に拡大した。こうして議論する公衆に

より作り出された公論ないし j世論による支配

が制度化され，リベラルな法治国家モデルが

形成された。この過程で公権力に対する「表
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現の自由」が戦いとられ，公共空間は拡大さ

れていった。

後半では，資本主義制度が自由主義段階か

ら級織された段階へ移行すると，経済政策に

よる国家の経済領域への介入やネオコーポラ

テイズム的な私的利害の組織化により国家と

社会の分離が消え公共空間も再封建化されて

しまう。民i家に対抗する批判の場としての公

共空間は，再び凶家権力の中に取り込まれて

ゆく。その結果，公共空間は大衆操作的なマ

スメディアの管理の場へと変質する。理性的

討論を通じた意兇形成ではなく，決定事項の

単なる伝達やその合意を得るための広報活動

の手段や批判意識の媒介ではなく，娯楽の提

供と化した商業ジャーナリズムが，マスメデ

ィアの主たる活動内容となっていく。公共性

は私的な事項を興味本位に取り上げる場所と

なる。こうして言説の公開性と他者との共同

性を構成原弱!とする公共空間は脱政治化し，

もはや以前のような批判的機能を発揮できな

くなる。

さて，このようなハーパマスの『公共性の

構造転換Jについては，その意義と有効性を

認めながらもさまざまな批判がある。それら

は?歴史認識に関するもの，現状認識に関す

るもの，規範認識に関するものに大きく分け

られる421。そして斑状認識をめぐる批判の中

で多く見られるのが，公共空間が構造転換し

てゆく後半部分をめぐるものであり，マスメ

ディアに対するとらえ方が批判派の第 1世代

が文化iillf業をとらえたのと同じような悲倒的

な認識を息わせるというものである。このよ

うな悲観的な認識に烹った攻IIIとしては，メ

ディア制度 級織・政策といったものに対す

る分析が『公共性の構造転換jでは，不卜分，
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いやほとんどなされていないという点があ

り， r公共性の構造転換』刊行当時にハーパ

マスが利用したメディア/コミュニケーショ

ン研究の状況を考慮すれば，致し方なL、側面

もある431。そのような制約を認めた上で，阿

部は， 1ンプソンの批干1]'1，1)を取り上げている。

それによれば，時間・空間的11'可約を越えて情

報提供を可能にする治子的映像メディアは権

力をJt磁化すると同H寺に人々にとって可徴的

なものとすることによって，その権力自体を

脆弱な存在にする契機を含んでいる。権力は

テレビに代表される映像メディアに媒介され

ることによってその正当性を強める機会を子

に入れるとともに，媒介的に具現化される内

苦手を自らに都合のよいよう操作することがま

すます困難になっていく。また， トンプソン

は，議論する公衆からj消費する公衆への移行

に注目する中でメディアに接触する受け手を

受動的に操作や管理の対象とされるとする暗

黙の前提がとられており 1 この点でも第 1世

代のエリート主義的大衆在日がみられるとして

いる。

では，ウォルトンは『公共性の構造転換j

をどうとらえたのであろうか。ウォルトンは

公共笠間の概念の有効性を認、めた上で台ハー

パマスの現状認識について 2つの側頭から批

判する45)。まず第 1の批判は，ハーハマスが

圧力集団やテクノクラー卜?マスメディアが

公共空間の現代の形態でありうることをJl~f'j' 

し， J:!IU目、的なモデルを作り上げようとしてい

るのではないか守というものである。ハーパ

マスの場合， 18股紀の啓蒙された公衆が，そ

の公衆の性絡やコミュニケーションの繰式，

その表象に修正を加えられないまま市民全体

に広げられている。しかしながら，民主化は



公共空間がそのまま変わらずJ仏大されること

ではなく，むしろ民主化はさまざまなタイプ

のコミュニケーションやネットワークを出現

させ，また異なるさまざまな視点をもったこ

れまでより多くの人々を参加させることによ

って新しい公共空間が作り出されることでは

ないのか，とウオルトンは考える。それは，

ウオルトンが伽l人主義的大衆社会とH乎ぶ20世

紀後半の社会状況の訟織にもとづくものであ

る。

i苛:il2のjl比t凶ヰ干'1引l

をめくぐ‘るものである。ウォルトンは 1 ハーノず

マスの悲観的な公共空間の把握に対して?次

のように批判する。

「ノ、ーパマスはテレビが民主主義の原耳I!と

河立しないことを強制しているが，それはコ

ミュニケーションの力学を無視しているから

である。コミュニケーションの力学はテレビ
J.;J;将司?

を通じた公の会話のやり取りのれミま，こ

こ〉にしか存在しないのである。公共空間の

ililj度の仁l'で基本的役割を演じる。従って 1 こ

れらの椛遣の前での力学を研究しなけれはまな

らな1'，コミュニケーションはそのルールそ

のものがコミュニケーションの活動によって

生み出される特別の活動だからであるJ，16) 

このようなウオルトンの;比判は 1 トンプソ

ンの批判にきわめて通ずるものがある。ウォ

ルトンらは，すでに見たように『民主主義社

会におけるテレビ』の中でテレビの視聴者に

対する受身的なとらえ方，操作と管理の対象

とする見方が談りであると?テレビ映像論に

基づき主張している。その後，ハ一川マスは，

1990年版の『公共性の構造転換Jに新たな序

文を付し，その後のメディア研究の成栄を考

慮に入れて，公衆の批判的ポテンシャルに着

テレビと公共空11¥1

釘し 7 この点が研究者の附で注目されている。

しかし 1 公衆の受身I均性絡や資本主義下にお

けるメディアの操作性に関するフランクフル

ト学派の把振に早くから批判的であったウォ

ルトンは，この『公共性の構造転換』の批判

を機に独自の公共空間論，さらに政治コミュ

ニケーション論を展開することになる。そこ

では，テレビを中心としたメディア化さオlた

現代の公共空間のダイナミズムとその意義，

そして新たな矛盾が論じられている。以下で

は，このウオルトンの主張を見てゆこう。

2.テレビと公共空間

映像によるテレピのコミュニケーションの

独自な特徴と自立した視聴者について理論的

に論じ，またテレビと視聴者をめくる学説史

を検討したウオルトンは，ハーパマスに士HJL

して独自の公共空間論を構築する。以下では，

現代の公共空間がメディア化され拡大された

公共空間であること，この公共空間は個人の

自由と平等をlli御する現代の個人主義的大衆

社会が機能するための条併になっているこ

と，そしてこの公共安聞においてテレビが政

治の民主化にどのように機能するのかについ

て，ウォルトンの所説を述べる。

メディアイヒされた公共空間と

個人主義的大衆社会

公共祭聞について，ハーハマスは啓蒙の11キ

代にTiJ民社会と国家の1¥'11に形成された公衆が

公共の意見を作り上げる場所であると主主義

し，福祉国家の出現がこの民主的なメカニス

ムをゆがめたと考えたのに対し，逆にウオル

トンは， I私は大衆民主主義における公共空

間の役割jを午寺徴づけ， J'Jl!fi何しようとしたJ47) 
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と言う。それでは，この大衆民主主義と公共

空間の関係はどのようなものであろうか。ウ

ォルトンは次のように述べる48)。

公共空間は18世紀にその現代的形態が出現

した。従って，公共空間は数の上で少数で，

社会的文化的レベルでは同質な魯蒙されたエ

リートの存在と結びついた限定的なものであ

る。啓蒙されたエリート達は，小サークルの

中で，個人的な接触や新開守会員制向けの出

版業者によって知識を手に入れ，仲間の問で

討議した。

ウォルトンは，この公共主主聞は琉在の大衆

民主主義の公共空間とまったく|主l係がないこ

とを強調する。大衆民主主義においては，平

等主義的な普通選挙が出現した。すなわち守

政治の領域が絶えず説、大し，教育や医療など

設立主な機能が制度化した。そして社会・文化

的に出身の異なるさまざまな人々が存在する。

ますます対立や衝突が起こる。またこの社会

は社会関係が職場でも消費のモデルでも偶人

を霊彼する閲かれた，都市化された社会であ

る。また岡崎に労働や消費，レジャー，教育

のレベルでマスの組織という特徴をもっ。

我々の社会の課題は，この中で白Etlと平等の

2つの対立する次元を管理することである49)。

この社会は他の人よりも恒人の表現，アイデ

ンティティー，開放に結びつくものすべてに

優先権が与えられる一方，経済，政治，文化

のレベルでは数という尺!支にjt~i処している社

会である。

結局，大衆民主主義は，多くの人々が多く

のテーマについて意見を表明することにほか

ならず 1 自由と平等を主張する対立があまり

にも激しくならないようにメディアの拡大化

された公共空間の存在を必要とするのである。

140 

それ故，機能的にも規範的にも公共空間は

メディアの役割jと切り離せないという意味

で，現代の公共空間は{メディア化された公

共空間}とl呼ぶことができる，とウォルトン

は言う。

また忘れてはならないものに公共空間の特

徴として，世論調査がある。公共空間は世論

を絶えず表象として構築する。一方は，メデ

ィアに基づく事件をめぐる情報であり，他方

に調査による世論の状態についての情報があ

る。この 2つは情報の自由と多様性?個人の

重視 1 数と標準化が特徴である個人主義的大

衆社会で，民主化された公共空間が機能する

条例である。

テレビと公共空間

lrtl占と権力の集中という状況は，テレビが

般論をコントロールでき，また似人の意見は

二の次であるという感情を強くいだかせる。

テレビの歴史が，当初，政治権力の性格をま

だもっていたころは，政治権力は，世論の役

'61Jと援要性を当然，軽視する。しかし，現代

初会の政治機能の中で般論の役割jがますます

高まるにつれ，国家的色彩の強い放送制度も

コミュニケーションの活動によってそれらの

原則や機造を揺り動かされることになるの

だ，とウォルトンは考える加)。

ウォルトンは，この過程を政治活動と公衆，

そしてテレビの相互作用として次のように展

開した51)。

当初，政府はテレビをパルコニ ととらえ，

バルコニーから人々の同意を求めて，自分遠

の主張を伝えようとしてきた。政府は守市民

全体に諮りかけながら，反応を兇る。この

{語りかけ}には?これまでにない基本的な



新しさがある。それは，直接，公の生活にか

かわっていない公衆に服いていることである。

このすべての人々を対象とする語りかけが新

しいタイプの世論を構成するコミュニケーシ

ョンのダイナミズムを引き起こすのである。

それは，突然，そしてほとんど自に兇えな

い形で，重大な結果を伴う変化を引き起こし，

政府は説明を求められるようになる。これま

でテレビを通じて諮っていた政治家や高官は

いまや政治の主人公ではない。政治のやり方

は性格を変えた。今日，どんな政治責任者も

定期的にテレビで説明しなければ統治できな

くなっている。結局，すべての政治が視腿党

の次元で義務を伴うことになる。御I他党のコ

ミュニケーションの成功は，政治の成功にと

ってきわめて重要となる。それは，テレビの

媒::irによって世論をおさえることができると

Lミう主張が説得力をもたなくなるような状況

である。というのは，人々が政治家に対する

選挙の選択が正しかったかどうかを確認する

のは，テレビを通じた政治家のか、ま τ こ

こ}という現在の活躍の中にあるからである
52) 

政治の信頼性は定期的に見広しがなされる

相友作用である。政治家と，11民の関係を抑え

るには送り乎をコントロールするだけでは卜

分ではなPo こうして，テレビは権力の道具

であるばかりでなく，権力に対話を強いるこ

とになった。対話は，政治家が権力の座につ

いていないときでさえも求められる。

テレビは民主制度において談会の位置づけ

を変えた。テレピは政府の説明を聞き，判断

するために世論を談会との競争の状態におい

た。公共の討論の場としての談会の機能は衰

退を経験している。テレどによる活動は政治

テレビと公共空II¥J

的により重要な意味をもっ。それぞれの政治

家は，今EI，選挙民の前で政策を説明する前

に，メディアの前でそオ1を行い，弁護しよう

とする傾向をもっ。だからといって?談会の

役割が決定的に低下したわけで、はない。談会

は依然として殴民の箔J訟の表現の場である。

また，討論の領域の拡大とプレーヤーの数の

噌大は，決定がなされる議会制度の役割を強

める。談会は，政府が医|民の代表によって1在

力とその活動を定期的にチエソクするために

も不可欠である，とウォルトンは述べている。

公共の討議の分野の拡大や世論調査の増

加，討議される問題の多機さが投票という選

択の原理を引き立たせる。公共の討議がプレ， 
ーヤーと観客.tY!磁!者を対liJ寺させれば，選択

のメカニズムはますます不可欠となる。コミ

ュニケーションがそれ自体で政治の力関係の

状態をもはや表さないからである。選挙だけ

が意見の複雑で多総な形態のコミュニケーシ

ョンの活動の1'1"で政治的決断を下すことを可

能にさせるのである。

すべてのメディアが同じ仕方で公衆に諮り

かけているのに，なぜ，乙の変化が活字のプ

レスよりもラジオやテレビの方が際立ってい

るのか。その椴迷は，それらのメディアに接

する公衆の次元と結びついている，とウォル

トンは考える。

視聴覚は，制度によって幅広い大衆にアク

セスが{呆i埠さオlており，また本?にテレビには

映像の力がある。まず，今日，テレビが新聞?

特に尚級紙とよ七ベ，たとえ政治領域の討議の

拡大が討議の質や泌さを弱めることを!臣、念す

る人々がいても，民主化の現象は明白である。

テレビは多くの市民に政治のアクセスを可能

にした。教養人の意兇と大衆の~:見との|部の
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ttt論のi誇は消えないとしても τ 教養人はもは

やこれまでと同じ力や意味をもたないのであ

る。まず力については，今日，政治ililJ度の"1'

で影響力をもつものは，全体としての|世論で

あって，必ずしも…部の俊れた意見だけでは

ない。伝統的に政治の仲介的な枠組みとされ

てきた政党やオピニオンリーダーなどの役割

が消え，長い陪J，マスと見なされてきた労働

者や，さまざまなグループの新しい|立論から

競争を受け政治はますます線維になる。また，

こうしたことはコミュニケーションと政治の

決定の距/ijmをさらに大きくする。教養のある

人々の意見は権力の中に浸透しており，政治

の決定に対しこの意見の影響がしばしば直接

表れる。正当性をもっ世論の空間が拡大する

につれ1 この彩響は空間の規模や意見の競い

あいによって直接的なものではなくなる。

また，テレビによる公共生汚の映像化は 1

政治の表象の変化を生み出す。テレビによっ

て個人は代表者と代表されるものの関係のよ

うに政治を別の形で知党できるからである。

政治家の活躍がテレビのニュースや番組によ

る対話などを通じて， I直般的に知党され判断

される。プレスのテキストを読むことと首相

の記者会見をi副委見ることは問じことではな

い。また，うわさや伝聞によって政治を限緩

的に知lるのと比べ守談会や政府など政治の場

で政治家の活動をテレビで見て政治に直接触

れることは大きなインパクトを及ぼす。エイ

ゼンシュクインは印刷の出現が文化と科学を

一変させたと論じたが，ウォルトンはテレビ

のインパクトもこれに匹敵すると主張する。

結局，テレビとその他のマスメディアは公

共空間を政治の決定からより自立させたもの

とする。そして，政治活動において完全な権

14.2 

利をもったプレーヤーの役割を世論に対して

与えることになる。こうして世論は民主主義

を自指す歴史的事業をさらに一歩進めること

になる。

従って?ハーパマスらの主要な命題とは逆

に1世論はメディアによってF開|制されたり，操

作されたりするのではな1'0 もちろん相互作

用はあるが，むしろ，カは世論から生まれて

くるのである。従って，テレビが世論を作り

出すのではない。テレビは世論に従属してい

るのである。このようにウォルトンは主張す

るのである。

それでは，テレビがもっ表象の機能と政治

の関係について，ウォルトンはどのように考

えるのか。現代政治は τ 芝居のようだという

非難，告発がある。しかし，隆史をみれば，

政治，さらには社会関係でさえ演出されてき

たのではないか。実は，政治と芝居は緊密に，

しかしあいまいな形で結びついてきたのであ

る53)。

ウォルトンは?表象・代表 (representation)

という言葉は 2つの基本的な意味をもってい

ると言う。この言葉は，一方で、淡劇的な意味

で表象を，他方で外交的意味の代表を指して

いる。演劇的な窓口味で表象は役者であり，外

交的意味の代表とは?権力の代表のシンボル

としての外炎官である。いずれも，自己を表

現するものはその場所にはいない人物の名に

おいてそれを行う。つまり説かあるものが他

者の名のもとに自己を表現するのである。し

かし，基本的な相述は，その*たすべき代表

性の権|恨を役者と外交官に認めるゆだね方で

ある。芝居の場合，観客が兇るという単純な

事実によって観客が時黙に受け入れている慣

習がある。外交官の場合，代表という政治的



正当性についての承認が前提されている。;芝

居の場合，我々は役者の活動がその中で実給

する虚構に対rh!Jしているとすれば，政治に関

しては現実に準拠することによってのみ存在

する擬制が重要となるのである。

この表象・代表の 2つの形態は絶えず存在

した。しかしながら τ この 2 つは切り 1~1fされ

てきた。政治の芝居的側面は，限定された数

少ない場所や定まったl時に閉じ込められてき

た。政治の儀礼は，他の祝祭と同じように荘

重であるとともに，特別の規f!iJを尊重してき

た。テレビはこの祝祭を巨大な公衆の監視の

下においたのである。

今日，テレビは政治の表象を通常のニュ

スや政治評組として放送しており，政治は特

別な祝祭やfj~干しではない。テレビの同じスク

リーンに政治の討議とともにフィクションや

ゲ ム?スポーツ?つまり伝統的な意味で児

せ物を共存させ，表象の分野を社会全体に広

げてL、る。

テレビは，政治の芝腐の事l'裂な部分をはぐ。

テレビは;有力の表象のタブーを打ちゃぶる戦

いに参加するのである。この点こそ 1 テレビ

は民主主義の中でもっとも民主的なものなの

だ，とウオルトンは力説する日)。

テレビは多くの人々にかかわり 1 社会のさ

まざまな側而を見せるが故に，自らに絶えざ

る視線を注くことになる。社会はi映像という

まったく特別の様式のj二に継続的に映し出さ

れるのである。テレビはもはや象徴的なもの

ではなく?映像の大i打を生み r~H し流布させる

玖1当三である。

しかし，我々は，現実に属す部分とフィク

ションに成す部分をめったに混同しない。ど

の場合にも，現実への準拠がある。しかし，

テレビと公共空間

それは異なる原目IJによって行われるのである。

情報にI~ して重姿な乙とは現笑を~Wiき守それ

に君、i床を与えることであり，フィクションの

場合，現実は想像上の創作物の背景として仕

える。 映像の選択の場合，情報に関しては，

f重要なのはメソセージと現実の一致である。

情報のメッセージは，メッセージが拙かれた

現実に忠実である場合に，またメッセージに

一貫性があり τ 文脈の関連でもっと也らしい

場合，信頼できる。その他の番*11に関しては，

選択の基準は芝居;の才能や専門的・職業的な

資質であり，またそうでなければならないだ

ろう τ とウォルトンは述べている。

ところで，テレどによって持ち込まれる社

会の表象活動の変化の中で，とりわけ注釘さ

れるのは，情報令従って政治にj刻するもので

ある日)。テレビはテレビ、の場で;怠兇を述べる

という単純な事笑だけで，政治家や活動家が

戦略にとって不可欠と判断する正当性を彼ら

に与えるのである。従って，テレビは表象の

活動に直に参加するのである。相会において

代表的機能をもっすべての人々は，テレビへ

のアクセスをその代表性の属性ととらえ，メ

ディアにアクセスしたいという気を起こすの

である。しかも，テレビはItt論の反響を確保

することで，この正当性を強める。このこと

がテレビが表象の社会的正当性のi菌兵として

なぜ機能するかを説明することになるのだ

とウォルトンは強誠する。

代表や代弁者の立場でテレビで語りかける

ことは，…般的には社会がその主張を認め，

出版・発言の計可を与えることである。正当

官1:の問題は番組のジャンルや放送時間帯，相t

i徳者の位置っけなどによって異なってくる。

しかし，その正当i主は状況によって大きく変
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わる。しかも代表制の問題はメッセージを表

明したり，発言する人今の正当性に関係して

いる。そこで、，ウォjレトンは，ラスーウェlレの

番組を巡る設問 (，j(ftが， lifi;に，何を，どんな

媒体によって，どのような効果を狙って伝え

るのか}という向いには，次の基本的な閥い

が欠けているのだと指摘する。すなわち，公

に議る人々はlifftの名で 1 どのような正当性に

よって，その行為が認められるのか，という

向いが欠けている。

そこで問題となるのは，まず〈正当な発言

権}をもつものの数とその性絡であり，もう

一つはこの代表性が機能し，進化する仕方で

ある。ウォルトンによれば， {正当な発言

権〉の 4つのタイプが公共空間には共存す

る。そしてこの 4つのタイプは一般にも認め

られている。それは政治家の発言権であり，

ジャーナリストの発言権であり，社会的・職

業的なプレーヤーの発言権，知識人の発言権

である。もちろん他の悩人や集団が社会につ

いて発言し，それが完全に妥当で正当性や信

頼性を得ることはできる。しかし，彼らは 4

つのタイプのように行動や社会に関する言説

の機能があらかじめ付与されているわけで、は

ない。

この 4つのグループはコミュニケーション

で泉たす役ji;'1jに応じて社会に関する分析や意

見を表明することが法律などで認められてい

る。正当性と代表性の基準はこれら 4つのグ

ループによって輿なっており，最終的には，

意見の表明を望むその他のグループや個人の

中から，テレヒ、のt_H演を認めるものを選ぶの

にこの基準が役立つことになる。

政治家と政府高官の正当性は，権力の問題

や選挙民の委託，自治体の運営などに直に基
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づいている。

ジャーナリストの正当性は，情報の収集と

処理を行う点にある。

これに対して，社会的・職業的なプレーヤ

ーは?労働組合や|週休など τ 社会的勢力の代

表という正当性がある。それは，代表するグ

ループの議要性や位霞づけに対!必している。

知識人については 1 その正当性は知のレベ

ルである。知識人による滋見の表明は， i!}物

や，相会の機能を分析し，主主l味を引き出す能

力に基ついている。

結局，正当性の基準は異なっており，同じ

レベルの位置づけではない。討議の空間は，

結局 1 同質ではなL、。それらは， 4つの爽な

るJ!iilJに構造化されるが，そこて

るのである。

そこでで、機能の観泊点、均かミら見た場合'いまや正

当性の獲得が 2つの異なる空間でなされるこ

とに注目しなければならな¥'0 ぉつは，悶議

行中間)や委託者からのものであり，もう一

つは世論からのものである。困難は 2つのも

のに同H寺に日芯じなけオ1ばならな L リ~1て、ある。

W~えば政治家は，党員・活動家とともに世論

にも問時に訴える。この 2つのグループは異

なる弁舌の領域である。しかも，一方との結

合関係は，時としてもう一つの関係をE阻むこ

とにさえなる。

このことは，社会的‘職業的なプレーヤー

についても同じように当てはまる。彼らの発

言は単に自分迷のメッセージを伝えたいとい

うためだが，全体的利主主を守ることをしばし

ば公言せさるをえなくなる。知識人達につい

ては，彼らは公衆に語りかけるたびに職業的

な信販を危うくする。それゆえ，一般的には

拡大化された公共空間にあえて入っていく前



に自分迷の属する準拠集問(部分的公共空間)

の信頼を得ることが重苦iyになる。

ジャーナワストだけが j単独で公共空間を

動き闘っている。 確かに，同僚の判断も重要

だが，一般的にはジャーナリストは同僚に問

いかけたりしない。公共空間がジャーナリス

トの鎖城である。公共空間は他の人のもので

はない。公共空間は彼らの庭先のようなもの

なのである，とウォルトンは言う。

他の 3つのプレーヤーについては 1 正当化

の過税は一般に二段階で行われる。ます¥準

拠集団(政党，労組，大学，教会…)の"1"で

{限られた一定の代表HlII}を獲得する。次い

で，拡大化された公共空間で〈拡大された代

表HlIJ)を獲得する。 2つのレベルの相述は根

本的である。なぜなら前者では，同じ分野の

言説の中で質の競争が行われτ 後者では同1f1[

悦ーがもはやない。…それは拡大化された公共

空間における正当性の衝突である。 24なる論

理!が巨大な空間の中でぶつかり合うのである。

準拠築関における代表性は必~l:条件である

が 1 公共空間において，信頼をj寄るには卜分

ではない。

こうした中で，テレピの果たす役割は何

か? それはますます流動化する方向に民主

主義の活動に修正を加えてゆくことである。

つまり，テレビが代表性を得たり，失ったり

する滋根をしなやかにするのである。

代表性の制度は固定化する傾向をもっ。既

得権に対しては保険があり，正当性の失墜は，

iI制度や習慣，既得権の作用によってブレーキ

をかけられる緩やかな過程である。テレビは

発言行為のリズムを高め 1 特に社会的討論の

厳粛さを弱めながら，公共空間の中で潤滑油

の役割を果たす。テレビはまた公共設問への

テレビと公共空間l

アクセスと同時に排除をも加速させる。

テレどという公共空間での発言行為は，料。

!訪，二重のレベルで立場の選択を表明するこ

とである。話し手は， 方で相手方に対し 1

他方で視聴者である|世論に対し自分の立場を

PJjらかにしなければならない。 2つの場合と

も，話し手は自分に好ましい方向に場而を転

換させようと努める。

こうした状況の中で，プレーヤーはたいて

いの場合， ，三l分迷の代表性がはっきりと示さ

れるよりもl暗黙に認められている方を好む。

なぜなら，代表怖があることは，相手方「が代

表性がないということがわかった場合，長l分

迷の力の立場を改善するからである。代表者

あるいはスポークスマンのなすべきことは，

前提された正当似のベースに基づき対話の枠

組みをはっきりと作り上げることである。

このように行動しながら，対話者はその前

提つまり正当伎を黙って受け入れるのか，以;

議をH目えるのか，否定するのかを強Lミられる。

これこそは，異なる代表'I'Eの対決である。す

なわち，公共空間は発言の内容について絶え

ず折衝する場所であるとともに，正当官1:と代

表性の場所でもあるのである。従って，折衝

は同時に，活動の規則と活動そのものを包含

するのである。

テレビによって持ち込まれる大きな変化は，

その泌、見の表明のときでさえ，正当な発言の

交渉の駆け引きを絶えず公衆の目にみせるこ

とである。テレビはすべての人々に対して，

同じときに公共の|司じ討議をみせることで，

政治の対話の条件を和らげるのである。

以上で τ テレビの拡大化された公共空間が

どのようなものであるのか，その特徴や機能

する条例ーなどについて，ウォルトンの考えを
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みてきた。そしてテレビが政治の民主化に対

して，他のメディアと比べ，とりわけ大きな

可能性をもっていることが浮きぼりにされ

た。今日 1 その現実を我々はさまざまな形で

体験しているのである。

ウォルトンは τ この公共2E聞論からさらに

政治的コミュニケーションのモデルを椛築す

るが，これについて述べる前に，Iiいに|主IJili

する公共徒隊，共通空限，政治会開について

若干触れておこう。

公共空間，共通空間，政治空間団)

まず公共空間に先立つ空間として，共通さE

|制がある。共通空間の特徴は，言集の迷いを

補う手段として貨幣という普遡的なモノを附

いた商業的取引である。しかし，交換される

ものは財やサービスだけではなく?記号やシ

ンボルであり，それらが親密空間，安全従聞

を徐々に作り上げてゆく。共通空間の〈共通}と

いう言言葉は 91世紀にラテン訴のcommunalと

communa伎の考え方に結ひ、ついている。共通

'空間]は領土によって定義される物理的なもの

であると何時に連却のネットワークで定義さ

れる象徴的なものでもある。共通空間の鉱大

の上に ，j剣道的価値をすべての人々がアクセ

スできるものに帰属させるという考え方が加

わって，公共空間が成立する。公共祭問の

〈公共〉という言葉は，ラテン両!?のpublicus

(すべての人にかかわるとの滋味)の派生語

でτ18世紀に現われる。

公共空間の出発点は物l型的な空伺である。

すなわち，道路や広場 τ 取引や交換の場であ

る。この物理的な空間が事l'型なものと地 kの

(物質的な)ものの分縦?ZI主や製職者に対

し人格の規定や11司人を承認することによって
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象徴的なものとなるのは， 16・17世紀以降で

ある。この巡重bには200年かかっている。こ

の公共空間は，私というものを新ためて定義

し直すことによって確固としたものになって

ゆく。

公共空|制の特徴は，まずなんといってもそ

れまでより大きな空間である。討議されるテ

ーマも関係するプレーヤーも以『えサ情報や制

官f.，マーケティング，コミュニケーションが

いたるところにみられる空間である。

E重要なのは，この設消jは政治や社会，宗教

や知識の誼iでさまざまに奥なるプレーヤーが

相対立しながらも言説を議論する象徴的な場

であり，ここでの原則は， (公開性〉と〈位俗

化， I悦宗教化〉であるという点である。それ

は何よりもまず設問が形成されるための11寺湖

や誘い守さまざまな共通の価値.l正当性の相

互承認を必要とする。そのねらいは討議し，

反対:l&~見を述べ，熟慮するためである。公共

空間の存在は，選挙の準備のように布告され

たりはしな1'，公共空間は，民主主義の現実

を行革bや情報や意見守平IJ議やイデオロギーな

どの相対立する表現として象徴化するだけで

ある。公共空矧はたくさんの無名の市民を結

びつける政治的関係を構成しながら，市民に

対し政治に参加lしているという自覚を与える。

従って公共空間は多少とも自立し?支配的な

言説に対し i三i 分の意見を言える Ifi1l人の干i~在を

前J是，また個々人が政党に対して自分自身の

意見をもつことをも惣定しているのである。

それは暴力の支配に対する討議の可能性の考

え方や他者の本認という考え方につながる。

公共空間に続き，また同時に政治空間が生

まれる。公共空間は，明らかに政治的資問が

誕生する条件である。 3つの空間の中を循環



するという辺、l味で，政治空間は 3つの空間の

lやでもっとも小さい。政治空間では，重要な

ことは討議したり，熟考することではなく，

決定し?行動することである。これまでもい

つも政治空間は存在した。現代の民主的政治

の独自'1'1:はτ 民主化の運動にあわせて進んだ

政治的窓際の拡大にあるのではな1'，政治的

空間{政治〉という言葉は131U紀から 151世紀

にかけて現れ，ラテン語のpoliticusに由米す

る。それは，ギワシャのpoliticosという，自

治体の問題(紛争)を管理する技巧(アート)

の考え方を借りてきたものである。従って?

政治安聞は，公共訪問に対して権力という副

次的な問題だけでなく 1 主権と権力(権限)

が行使される領土の範聞に結びついた，より

厳1告な1m則があるのである。

要約すれば?共通空間は「流通と表現」に関

係する，公共空間は「討議jに関係する，政治

的空間は「決定jに関係するのである。なぜ，

日々の機能の中で重なりあっているようなこ

の 3 つの空間について，その相迷を主Îjl~する

のか? なぜならば，それによって時間や!時

代に関係する基本的なm象の考え方を〈共

通〉から〈公共〉に， <公共〉から〈政治〉への移

行として把持!できるからである。

3.公共空間と政治コミュニケーション

拡大化された公共空間をより具体化するた

め，そして世論と政治活動における現代のマ

スメディアとりわけ，例I陪党メディアとの関

係を切らかにするため，ウォルトンは政治コ

ミュニケーションのモデルを構築する57)。

政治コミュニケ ションの出現は， 18世紀

の政治の理想を「拡大化された公共空Il#JJに

反映させようと取り組まれた民主化とコミュ

テレビと公共'チ11¥1

ニケーションというこ重の過程の帰結である。

この200年間の大きな問題は当初の民主的モ

デルを認めさせるだけでなく 1 近代民主主義

が生み出された状況と根本的に異なる社会に

それを適応させることであった。投票と表現

の I~I 由の権利に結びついたこの民主的モデル

は，当初，不平等な1:，少数に限定されてい

た。これに対して現代の個人主義的大衆社会

は，二 C衆とマスメディ 7，自立した力となっ

たj阪市の影響に支配されており，非常に異な

っている。

政治コミュニケ ションは，政治における

コミュニケーションのA嬰性の高まりを表し

ている，とウオルトンは言う。その意味合い

は，コミュニケーションによって政治の対決

がなくなるということではなく，逆に政治に

固有な対決が，今日の民主主義の中でコミュ

ニケーションの機式に恭づいて，つまり議終

的に他者という存在の承認に基づいて政治が

行われるというえま妹である。

定義 そこでウォルトンは政治コミュニケー

ションを次のように定義する。

公共の場で政治に関し発言する正当性のあ

る3者のグループ，すなわち政治家，ジャー

ナリスト，調査に基づく世論が対立する言説

を交流する空間である。政治コミュニケーシ

ョンを 3者の言説の交流に限っているのは，

公共空間と政治コミュニケーションを区別す

るためである。公共空間の原理は表現のl当l主!

と結びついており，この原理の中には，政治

のテーマだけでなく，別のテーマも含まれて

いる。公共空間]は公共の事柄に関するすべて

の表現や交流の場所のためである。政治コミ

ュニケーションの空間をより限定されたもの
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にする理由は，大衆民主主義に結びついた制

約である。公共空間は選挙によって制裁を受

けることはない。しかし，政治コミュニケー

ションは公共空間よりも限定され，より大き

な制約を受ける。政治コミュニケーションが

目指すものは，政治の討議が政治家同士のや

り取りから政治家，ジャーナリズム，調査に

よる世論の交流に及ぶことである。ここでは

公共空間の場合の構成員であった知識人は含

まれなL、。その理由は，知識人が発言する本

来の空間は公共空間だからであって守政治コ

ミュニケーションではないためである日}。

この定義が主張する点は，役割や性格が輿

なりながらも，現実には大衆民主主義の機能

の条1'1'となっている機成員遠の相互作用の考

え方である。ここでは，言説の対決が重要と

なる。この言説のテーマは，明らかに公共設

問におけるものよりも限定される。政治コミ

ュニケ ションは，公共空間?政治空間から

取り出された政治的テーマが集中し，読み解

く場である。この限定的な定義によってその

時々の認識，決せられるべきテーマや凋題の

選択など，政治コミュニケーションの言!日!越を

はっきりと示すことができる。この際テーマ

の対象となるのは，対決が談電化されるもの

だけであり守その時々の政治的問題に限られ

る。政治コミュニケーションは，あくまでも

コミュニケーション，討議であるから，これ

らの対決の審判は選挙によってなされる。従

って，時代が変わればテーマも変わるのであ

る。

政治コミュニケーションを精成するこの 3

者の正当性が認知されるようになった時期は，

それぞれ異なっている。まずジャーナリスト

による政治の情報に関しては18世紀以降であ
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り，それは普通選挙や表現の自由を獲得する

戦いと結びついている。これに対して，調査

に基づく世論はもっと最近のことである。そ

こで，これら 3者の正当性についてウォルト

ンに従って整理しよう。

まず，政治家の正当性は選挙に基つく。政

治は，政治家の存在埋白であり，政治家は政

治日程のかく乱要It;jである事件に対して翌年戒

心をもっている。政治家は現実をとらえるイ

デオロギーを好む。コミュニケーションは他

の政治家，ジャーナリズム，選挙民を同意さ

せるための戦略と同一視されている。

ジャーナリストについては，逆に正当性は

ぜい弱である。ジャーナリストは事件を諮り，

ある種の批判の権利を行使することが認めら

れている。また，政治家と直桜対峠し，政治

家のi古動を伝えるが，自らは政治をするわけ

ではない。

世論調査は111:論を表している。その正当性

は科学と技術水機に基づく。目的は調査によ

ってしか存在しない呪実を最良な形で反映さ

せることである。 111:論調査が有権者の行動の

予測に11寺として成功するとき，政治は世論調

査にとって大義となる。

そこで，ウオルトンは次のように言う 59)。

まず，世論を考慮しない大衆民主主義は存夜

しない。世論はそれ自体では存在するもので

はなく，それは世論形成や表現においてコミ

ュニケーションの過程と結びついている。世

論は，社会や政治，その他の分野に現れ，社

会過程の中で絶えず生成と消滅を繰り返す政

治的関心の対象を表す。従って，肢論はそれ

を構成する社会的相互作用と切り離せない。

そのよ，公共空間において公締役を確保する

には世論は股論調査によるコミュニケーショ



ンを通じてしか存在せずf 意味を成さないの

である。

メディアの情報の正当性は，コミュニケー

ションの技術とは関係のない情報と批判の権

利に基ついている。コミュニケーションの技

術は， <情報〉のチャンネルを確保するもの

であるから確かに恭本的であるが，一つの手

段に過ぎず，民主主義の理解のlrJl点からは，

二の次である。新聞やラジオ，テレビがある

闘はたくさんあっても，情報の自由がない閣

は存在する。たとえ今日，アメリカ，そして

フランスの民主主義の創始者逮が考えたもの

と共通の尺度をもたないとしても，情報の権

利がまず第一に優先するのである。

これに対して， III論にとってコミュニケ

ションは基本的なi!llii直である。 tlt論iが存夜し守

また世論を表現するために必要なのである。

この点て、こそ，政治コミュニケーションは守

民主主義の正当性のそれぞれを構成する 3つ

の論理，すなわち政治家にとってはイデオロ

ギーと行動，ジャーナリストにとっては情報?

般論調査にとってはコミュニケーションとい

った論理の共存を保F草するのである刷。

この3つの言説は絶えず緊張の状態にある。

それぞれが民主政治の正当性の一部を保持し

ており，従って互いに胡|徐しながら】その

時々の政治の現実の解釈を主張するからであ

る。この 3つの言説の特徴は，それらが正当

性，政治，コミュニケーションに対して同じ

関係ではないという点にある。

政治コミュニケーションは，さらに別の基

本的特徴をもっている61)。すなわち，それは

閉じられた空間ではないという点である。 3

者のそれぞれが 2つのレベルで絶えず諮ると

いう意味で，社会に対して日rJかれている。そ

テレビと公共空間

の2つのレベルとは，一方は政治コミュニケ

ーションの栂手方に対して，他方は世論に対

してである。この 2つのレベルの諮りかけは，

3者が互いに羽を貸さない状態を避けるため

のコミュニケーションの必要性である。なぜ

なら 1 互いに同じものに関心をもたなL功ミら

である。メディアはまず，何よりも事例に敏

感である。政治家は行動に敏感である。般論

は政治行動のリズムやメディアのリズムに従

わな1'0 テーマや関心事のH防予に敏感である。

時間の尺度と関心の相違は，互いのテーマ設

定のかい磁を生み出す。それらは，各アクタ

ーが同時に相手方に，そして世論に語りかけ

ない場合，破滅的な結果を生む。その意味で

政治コミュニケーションは，言説の空間であ

るばかりか，異なる論理と関心事の対決の空

間なのである。

しかも，政治コミュニケーションにおいて

3者がi世論に自分の意見を問いかける場合，

その意味合いは同じではない。政治家にとっ

ては 7 選挙のときには前もってどのような結

果が起きるか知るために，世論は特に位論i捌

査に品7i者される。これに対し 1 ジャーナリス

トにとって， I立論は現実というよりも， 夜i

の概念である。すなわち，ジャーナリストが

諮りかけたり，対話したり，政治家に対抗し

たりするときの支えになる見えないパートナ

ーである。世論の制査機関にとって 1 世論は

1[1に組み立てるだけのものであるが，我々の

民主主義の中で恭本的な役割jを果たす現実の

もっとも忠実な写しであることは確かである。

役割と機能 政治コミュニケーションの基本

的役割iは，第 l段階で政治の課題になりうる

特徴をもったテーマを取り込み，次いで選択

NHK欣送文化研究所f附 鵬 ! 日



して順序づけをし，最後に対決の対象となら

ないものを取り除くことである。これらの過

程で，政治コミュニケーションは 3つの機能

を磁保する。第 lは1 政治コミュニケ ショ

ンは新しく生まれる隠題を識別する。ここで

は政治家とメディアが主要な役割を果たす。

次に政治コミュニケーションは，参加者に正

当性を保j埠しながら，その!時々の政治討議へ

の参加を促進させる。世論剣査と政治家がこ

こでは際立つ。最後に，政治コミュニケーシ

ョンは，もはや対j[_の対象とならないテーマ

や一時的にコンセンサスが存右ーするテーマを

除外する。ここでもまた，公共の場で討議さ

れるテーマに場所を与えることで，メディア

の役割jが重姿になる。これら 3者の基本的役

割は，歴史的文脈によって変化する。政治で

は，正常な状況は比較的少な¥¥0 3つの状況

のそれぞれの中で言説の 3つの論理の一つに

特権が与えられる。それらは，具体的には次

のようになる。

選挙のl時期 それぞれがあらかじめ結架を知

ろうと努めるから，調査はill~な役割を来た

す。調査の結果が，さしあたって現実の近似

を可能にする唯一の手段のためである。選挙

のたびにメディアが注文し，発表する調査は

ますます増加し令その兇司王さが確認される。

選挙のl時期，課題がたとえ般論のレベルでな

く，選挙民のレベルであっても，政治のコミ

ュニケーションはもっとも頻繁に誠査の論理

によって支配される。

選挙と選挙の|習の正常なl時期:政治コミュニ

ケ ションは，メディアによって活発化する。

メディアは，政治家迷が気がつかない事件や

問題をさかのぼって殻大限に役割Ijを果たす。

自分迷の世界に閉じこもってしまう政治家)@
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と加の限界を結びつける民主主義の機能を保

証する。

内外の危機の時期:政治家が際だつ。状況の

緊急性?取るべき行動と決断の重要性が政治

家を政治コミュニケーションの中心に持;え

る。事件のリズムとその予期せぬ特徴が 時

的に世論の役割を小さくし，調査への関心を

薄める。このような状況の場合，政治家は[!I:

論に従って責任を果たすわけではなL、からで

ある。もし政治家が政治コミュニケーション

をリードできなければ，危機のときに我々が

しばしば自にするように，メディアがそれを

行う ITJ自E七七がある。

こうした過程を繰り返しながら，政治コミ

ュニケーションは政治の討議が閉ざされるの

を避けるのである。閉じられた空間でなく?

常に社会に聞かれているという点が議姿なの

である。

利点 政治コミュニケーションの定義の利点、

を，ウォルトンは次のように説明する。

第 lの利点は，政治コミュニケーションは

拡大された公共空間が機能するためもっとも

議裂な条件の一つを示している点である。民

主主義の出現は公共空間の形成と結びついて

いるという事実とともに，メディアと世論調

査の万能が大衆民主主義社会の公共空間をゆ

がめ，この公共空間が機能する条件は現在の

大衆社会ではもはやそろわないという主張が

ある。これに対し，ウォルトンは，政治コミ

ュニケーションのモデルは，逆に公共空間が

現代の政治の枠組みの中で可能とする条件を

示すものである，と批判する。

第2は，政治コミュニケ ションの機能が 1

政治，情報，コミュニケーションという大衆



民主主義の 3つの次元を制盤・管迎!するもの

であるということを示している点である。大

衆民主主義の 3大特徴は政治レベルで抜われ

る問題のI曽大や普通選挙等による政治の重要

性の拡大，視聴覚のマスメディアの影響の収

大，政治家の行動に対する世論の要求と反応

を知る必婆性の高まりであるが，政治コミュ

ニケーションの 3つの次元は機能と迎I論の側

面でこれに対JiISしている。特に重要なことは，

歴史的に結びついていたメディアの情報の論

理と世論のコミュニケーションの論耳11の分離

が明示的に取り入れられ世論が自立した形で

位置づけられていることである。

第 3は，コミュニケーションに対してあら

ためて政治を重視する測点、が示されている。

コミュニケーションと政治は本質的には結び

ついているが，根本的な相法ーがある。すなわ

ち，今日では，政治はコミュニケーションの

様式の tで決定されるから，コミュニケーシ

ョンが政治を〈操作》するようなことはない

という点である。

コミュニケーションは，この50'1三測で基本

的な問題の つになった。これは普通選挙と

生活水準が上昇し，市民の要求にi主主任をもた

せるという意味で!民主化の結果である。

〈パックミラー〉なしで，つまりt!!諭が求め

るものを知らずに統治することはもはや不可

能であり，調査は聞論のパックミラーなので

ある。従って，コミュニケーションは，メデ

ィアのjrjlJrによって政治権力から選挙民へと

いう〈下向き》の意味合いと，調査の仲介に

よる|止論から政治家への〈上向き〉の 2つの

道:味合いで，大衆民主主義に不可欠なのであ

る，とウオルトンは言う。

第 4は，政治コミュニケーションは公衆も

テレビと公共空間l

かかわる相互作用であることを示している点

である。政治コミュニケーションは， (政治

家とメディア界}の言説の交流ばかりではな

い。さまざまな言語tが世論の前で対決し，こ

れらに対し，世論誠査が情報を与え，それぞ

れの言説を修正させるのである。確かに公衆

と選挙民は，世論と同じではない。実践的，

Jill論的見地からみて，それぞれ相迷がある。

しかし，民主主義の伝統の中では 1 世論は選

挙民の H寺的で不完全な姿である。世論自体

は選挙民の行動を部分的に表す。 l世論調査の

成功は 1 調査が世論に発請を与え，これによ

って世論と選挙民の部分的な代弁者になるか

らである。

プJ，ll&~治コミュニケーションは，投票で

討議に決替をつける公衆のがiで展開されると

いう側面iをもっている。この I~I に見えるとい

う次元つまり透明性は τ 選挙民が公に決断す

る我々の政治制度の基本原現を構成してい

る。こうして，政治コミュニケーションは議

論や考え方，情熱がやり取りされる選挙民が

選択を判断する舞台として位誼づけられるの

である。

4 .拡大された公共空間の矛盾

公共空間はその拡大が絶えず日燃とされ

た。公共空間jの拡大は民主化の拡大，民主主

義の運動とマスメディアの急速な発達と結び

ついている。メディアは，我々がすべてを話

せるということに貢献し，公私の境界を揺り

動かし，秘密の領J或を拒否し?他人の発言を

促進し， 10'1前には考えられなかったような

この現実を~~にしている。すなわち，公共

の場ですべてを諮っていることである。長い

間?私的鍛城の最後の空~~匡であった 2 つの領
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城 1 性と宗教を含み，タブーもなくすべてが

語られ，討議されている。社会の問題の大部

分が公共の場に移ると，社会化の行き過ぎが

さまざまな形で問題を引き起こすようになる。

ウォルトンは，これらの問題を検討し，硬直

化した公共空間を活性化させるためにどうし

たらよいのか，その解決策を採っている臼)。

事件の支配63) メディア化された公共設隣

ではメディアの論理が紹をきかせる。メディ

アの論理は，事件の論理であり，情報の論理

である。それは，すべての時間の尺度を事j'l'

の尺度にする。それは，瞬時，そして理解を

容易にする仲介のないダイレクトの〈ニュー

ス}帝国主義である。かつて情報の将米であ

り，玉里想であったダイレクトが，いまやEI1吉

のものになっている。情報のi時間が文字通り

|瞬間だけの時間に帰者されている。技術の

華々しい進歩は，事件ができるだけ早く，ま

たできるだけ完全に知る乎段を市民にもたら

し，人類が長くもち続けてきた夢を実現する

ことを可能にしている。すべての新しいもの

が重視され，ゆっくりとして複雑なものがす

べて退けられるようになる。メディアの中で

1週間以上もつのはどんな事件だろう。あま

りに長く続くものはどんなものも人々を飽き

させ，注意を引かなくなる。

事件情報の論迎!と社会の機能のリズムの高

まる矛腐は，情報の勝利から生まれた直接的

な結果である。しかし，政治，そして社会も

事件とダイレクトの単純なリズムに合わせて

は動けない。情報のスピードとその結'*とし

て生まれる単純化と日差史や討会問題の複雑さ

の問には明らかに矛!首がある。

なせ¥民主主義の存在のための構造的条件
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である時間と継統性というものが情報によっ

て否定されるようになるのか? それは民主

主義が情報を通じてその対立や矛盾を管理す

るからである。しかし，情報の生産や消費の

中で時間(の継続'mが否定されれば，民主

主義の中で矛!震を管破するのに不可欠な11寺閲

そのものが否定されたり，過小評価iされてし

まうことになる。

際恨のないメディア化臼) メディア化された

公共空間では 1 事実Jニ，メディアが正当性の

11住ーの尺度・基準となっている。つまり，次

の三段論法によって究機の基準となるのであ

る。すなわち，知っていることがメディアで

仲介される。従って，正当性のあるものはメ

ディアで伝えられる。メディアで伝えられな

いものは 1 知lられていなL、ばかりか， i最終的

に正当性ももちえない。それはあまりにも強

くなってしまった〈知れている z 正当性〉で

ある。さらに〈知れている=正当性}の等式

が単純化し守間違いがまかり通る。知られる

ものすべてがメディア化され，結局，メディ

ア化されるものが.iE当なものとなる。しかし

ながら，社会の中で基本的な役割を果たしな

がら公共空間に入らない多くのプレーヤー，

言説，表象があり?またメディアで伝えられ

ないテーマもあるのである。

今!こlのJJjljj(はメディアのジャーナリストの

言語tがその他のアプローチを押さえ， I隔をき

かせているのが実情である。 lit界について，

ジャーナリストの制点はきかりが台{也の視点や

言説にとっての基準となり，このジャーナリ

ストの言説がある種の表現総式や単純化を流

布している。それらは，メディアのレベルで

は，まったく正当かも知れないが，その他の



分野ではほとんど通!日しない。

標準化，画一化出) 公共空間に参加する人々

が一段と噌え，討議されるテーマが増加する

中で，人々が部分的にでも互いに同じコード

を用いることが必要になる。このコードは般

俗的で，合耳目性をもち，民主的公共空間の"1'

で支配的な言説であり，政治的言説という特

徴をもつことになる。結局，すべての人によ

って理解される唯 のもの，政治の言説が支

配することになる。

政治的手法の帰結は二分法が避けられない

ことである。教育や地域，保険， ーについて

のあれこれの理解に従えば，人は左翼か右派 1

保守か]~~新かとなってしまうだろう。今日サ

死や'1'1:，巡伝子操作，宗教が，経済や選挙，

財政と同じやり方で取り来日まれている。そし

て二分法の論迎に入ってこない言説が軽視さ

れ，対立が加迷されている。

それは，例えば， (選挙という)制度の単

純化と重なって政治コミュニケーションから

政治の言説の多様性を失わせてゆく。本米 1

r!i民の平和は，異なる社会の勢力がそれぞれ

作り上げる世界観の表象や政治コミュニケー

ションの中に表象を作り上げるやり方に大き

く依存している。政治の制度化は， (沈黙の

らせん}印)の後威により，あまりにも合理化

をしすぎると野富な政治町)への剖婦を促進す

ることになる。つまり，政治コミュニケーシ

ョンの活動の中で存在を認められないプレー

ヤーや集団がますます排除され1 もはや言説

の中に表現されていないと感じる一部の公衆

と社会的勢力が態度と行為で異議をl悶えるこ

とになる。

ここには守政治コミュニケーションの拡大

テレビと公共空ml

と言説の一元化が同尚一に起きる可能性がある

のである。閉じ言葉を語ることは少しも(意

見の)一致を意味しない。政治空間が狭かっ

たときは，各人はそのことを知っていた。そ

れが拡大するや，公共空間にある社会問題を

すべて扱い，従って議小限の共通の言郎、をJJ1:

げることにより内容の多様性が見失われるこ

とになる。

また，すべてを単純化して語ることは，言n
題が依然として残っているときでも 1 そのテ

ー7 を風化させてしまうという問題を浮き彫

りにする。拡大化されたコミュニケーション

の条件であるこの単純化は隙答にさえなりう

る。例えば，失業のケースがあてはまる。

我々は移民， i泣終的にはアイデンテイティー

に関する綴右の -J~t した政治言説についても

その点の水質がみられる。

一言でいうと?政治コミュニケーションの

単純化は，政治の複雑さをまったく変えない

のである。逆でさえある。政治コミュニケー

ションの単純化は， ト分な時間の縦fhlと継統

性がなかなか受け入れられない現代社会の欠

陥を加速する。討議や交流，そしてテーマが

政治コミュニケーションの"1'で取り上げられ

るスピードが迷まっても，政治の問題の解決

には少しも直接的な影響を及ぼさなPo間期i

は，この関係にないという事実を認めること

と，討議の単純化と問題解決の単純化を混同

しないようにすることである。

透明性問) 公共空間の透明性は，…つは事件

を{云えるメディアのザlf~根から，もう つは，

公共的な問題について世論を採る世論説資の

情報に基づいている。業朴な考えは，メディ

アと誠査をあわせることで，社会の現実やさ

NHK放送克化研究所州



まざまな構成要素をよく見えるものにすると

いうものである。この 2つは必ずしも透明性

ではないが，少なくとも社会を〈表象〉とし

て映し出すものであるとされ，また将米，起

きる問題について基本的なことを把握するも

のであると兇なされている。しかし，長い年

月のあと， 1:1を追うごとに計画や予測の兇直

しをせまる社会的対立が起きるのを我々はし

ばしば経験してきた。その一方で?たいてい

の場合，それらは発生するものを記録するに

1品ぎず，ヲ'iWJという4哲吉Eをもっていない。そ

の点に矛盾がある。

メディアと 1ft自主誠:ID:は，むしろit9きている

事項や出来事に関しての情報を作り出してお

り，めったに見通しをたてない。というのは，

それは彼らの役割jではないからである。しか

し，孜々は世論調査が数字化されているとい

う単純な事実によって，メディアによって挺

供される補完的な，ときにはより厳霞な情報

のビジョンをH音黙のうちに望んでいる。

数字は常に侭か謎めいたものである，とウ

オルトンは首う。特に埋解するのがより混み

入ったものに関係している場合，それが当て

はまる。現実を数字で翻訳することは人をゑ'

心させる。我々の政治文化の中で数字が民主

主義のシンボルになればなるほどそうなる。

すなわち，権力はできるだけ多くの崇を獲得

した人々に託される。数字が 2つの陣営の関

係を表現するようになるにつれ，数字は氏主

主義のお守りとなる。それは同じように情報

についても当てはまる。情報を政治化するこ

とは，それに疑いなく，より強p正当性を与

える。こうしてジャーナリストは，ますます

調査の数字のひごに守られ，プレスの特別な

情報を作り出さなくなる傾向がある。
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こうして，政治に固有な代表性の論理と 3

ますます人気の高まる誠査の代表伎の論耳目が

いわば足並みをそろえる。情報というものが守

自らのカと正当性であるもの，すなわち歴史

を諮ることを失うリスクを生みI~Uす。それは

まったく別の歴史になってしまう。政治にお

ける代表性は，制査を支配している代表性と

はまったく異なるのである。政治の場合，最

終的には各人が選挙によって決めるからであ

る。これに対して，調査によって今日，取り

*uまれる討会問題の多くを我々は投崇で決め

たりはしない。

つまり，メディア，世論調査，政治によっ

て提供されるさまざまな討会のビジョンは?

たとえ三者が同じことについて諮っていても今

述紛性は無いのである。この表象の異なる特

質性は2つの理由から維持されることが梨ま

しい。まず，多元的な民主主義の政治的正当

性のIIjfr~の源である政治の表象の特殊性を維

持するためである。次に，コミュニケーショ

ンの一般化が~j~なるさまざまな表象を人為的

に|司質化させたり，特に制査の仲介によって

社会の政治的代表性のビジョンをあまりにも

際立たせないためである。別の?言い方fをすれ

ば，政治が社会に浸透すればするほど，そし

てコミュニケーションがその社会で重要な役

割を果たせば果たすほど，誤った同質倣，透

明性を~けるために?社会のさまざまな表象

を共存させる必要が品まってくる。この誤っ

た透明快に払うべき代償はますます説明のつ

かない対立の出現ということになる。

平等主義と知識人印) 公共空間の歴史は，さ

まざまな共同体?すなわち宗教や科学，医学?

箪事，芸術など部分的な共同体が階陥化し共



存している社会のモデルが，より普逝的な公

共空間に向かう際史であり，部分的な共同体

の比重と正当性が小さくなる。それは，宗教

に対する政治の支配による権力の世俗化，つ

づいて経済的正義の~fSt ， 初会的不平等の追

放であった。この部分的な共同体はそれぞれ

のモラルや制li値観， JJlf!iJや規範によって階層

化されk~l織化された世界である。これらの部

分的な共同体の権威は現代ではかなり落ち，

公共空間と力関係が逆転している。基準と象

徴システムの巡営についてほとんど独立性を

失い，公共空間を支配している規則に従属し

ている。しかし，たとえ，その価値体系が民

主的なものであっても，社会というものはIlffI

つの価値体系の正当性や権威だけに依符し

て成立するものではない。 11住 の仙l俄休系が，

宗教や科学，軍事的技術，医療，主主制、jに技lし

てすべての人間活動の意rljζをくみつくすわけ

にはいかない。問題は 1 各共同体の表現する

権利ではなくて，Jiいに質の爽なる象徴シス

テムに与えられる!市である。

民主主義的公共空隊の支配のこのような状

況の中で 2つの問題が生まれる。

まず第ーは τ 仲介者の存在しない相会，つ

まりダイレクト社会のリスクである。昨日ま

での社会は，仲介するもの， i'l'介者のいる社

会であった。しかし，民主的闘いは平等の名

のもとに?これに抗する|詰lいであった。メデ

ィアはそれを促進し?さらに情報とコミュニ

ケ ションの論理がこれを後持Iしする。{な

んでも!とi分で〉という仲介者不在のダイレク

トのイデオロギーがひろまる。しかし 1
メデ

ィア化は，人間による仲介，つまり社会的コ

ミュニケーションや日常生活に不可欠な契約

やしきたり，コードに置き換わることはでき

テレピとまとJV~ト山j

ない。何の仲介もなく il日人や市民!労働者，

消費者がrl1JJ}~や隠家，そして政治に立ち向か

うような社会が想像できるだろうか。

逆説的だが， I積層のない 1 仲介者もいない

村会の文化モデルの効架は，専門家の力の極

端な曽ID:'評価である。平等主義て引出人主義

的で仲介のない社会は?もっとも階層の隊耳目

が議嬰とされる共同体・専門家の権力を強化

することになる。

第二の理論的問題は，制限された共同体の

役割とirIli値に関する位設づけである。芸術や

宗教，科学，阪学，軍隊等の部分的な共同体

は民主主義の仰い子であるばかりでなく，そ

の符:(I:が民主主義の歴史よりも711く，その価

値と1提携のシステムは，ほとんどの場合?支

配的なlit俗的な民主的公共空間のものと政般

的なつながりはな¥) 0 この[lJijj直システムによ

って独自のしきたりや規則を作り，外自iから

の被害が及ぶのを避けている。この価ir[J.シス

テムは，他にも 2つの役割をもっている。選

挙によらない順序づけ(階層)の版印の保持，

さらに民主主義のモデルに依拠しない能力

(資絡 専門家)の原理の維持という役割で

ある。

また?もし力関係が 1 制限された共同体に

あまりにも不利になれば，ある者迷は普遍的

な#1準を放棄して， I当分迷の失地回復運動に

参加するだろう。メディアに仲介された民主

的公共空間の貧弱さを象徴的に表す現実のリ

スクである。も G，民主主義に不可欠なこの

考え方を救い出そうとするならば，合組!的で

世俗的な政治総式の上に拡大するものに制限

を加える必要がある。それは制限を加えなが

ら，他の価値体系に対し席を確保し，正当性

を再び与えることである。
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国民国家の枠を離れたコミュニケーション刊}

現在のメディア化された公共空間の特徴は，

技術の世界化によって!宣界が瞬く闘に兇波せ

ることである。そしてまたあふれるほどの情

報がある。しかしながら?人々の閲のコミュ

ニケーションは一向に改等しない。むしろ技

術の観点からコミュニケーションが容易にな

ればなるほど，コミュニケ ションの技術と

コミュニケーションの内容について，その性

質の相違に我々は気づくようになっている。

コミュニケーションの 3つの段階(送信，

メッセージ?受容)の中で，今日 τ もっとも

梅幸ftなのは受容である。情報の生産と伝播，

つまり送り手f!!tlの条純一が容易になればなるほ

ど，受容，受け手の条件が難しく，限定され

ていることに一段と人々は気づくようにな

る。コミュニケーションの開放が受容の担否

とぶつかり合う。昨日までは，コミュニケー

ションの制約は生産と伝迷からきていた。そ

して，受容の条件をほとんど気にしていなか

った。

今1:1，それはまさに逆である。ほとんどす

べてが目に見える。主な制約は，受容つまり

受け手の側にある。というのは，異なる公衆

が互いに知り合い?コミュニケーションを行

う枠組みを形成するものは，言諮，文化，宗

教，歴史といったさまざまなコードだからで

ある。 ~(to もすべてに興味・関心をもつことは

できない。さらに， (コミュニケーションの

専制的支配〉に対して，アイデンティティー

を守ろうとする受容の側の閉じこもりがある。

つまり，理解のフィルターを通じて，情報や

メッセージの選択・取り込みが行われるから

である。埋解がなければコミュニケーション

は成立しない。
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しかし， 1960年代の技術主義のイデオロギ

ーを見事に表していた{グローパル村)，世

界的市民の考え方が，まだ生きている。 1991

年の湾岸戦争以降，このイデオロギーの再現

の仕方を見るとき，このイデオロギーはほと

んど消えていない。それは少しもグローパル

ではなく守厳密に西欧的なやり方で型にはま

った報道を集中砲火のようにあびせる事刊の

超メディア化である。j{宣メディア化は湾岸戦

争後にアラブの世論の側にみたように，際じ

こもりや紛争のような逆の効果を引き起こし

かねないのである。アラブの位論は，西欧の

情報を自由の形式とは受け止めず，西欧の帝

i主|主義の表れと受け止めたのである。

結局， 'i:占報とコミュニケーションが増加す

ればするほど，受容の側では視点、の考え方が

決定的になる。つまり，情報の世界化は，技

術の視点からみても扱われるテーマからみて

も，事件の1何読と解釈に関係する悶民間家の

枠組みの重要性の内発見につながってゆくの

である。そして，情報とコミュニケーション

の生産や伝綴が，国際的になればなるほど，

これらの情報を解説し，解釈するアイデンテ

イティーの維持が震要さを増してゆく。

JlIjWiすべき真の困難は，次のようなもので

ある。情報を作ることや大きな問題を討議す

ること，コミュニケーションの課題とJI先進を

ill界化することが容易になればなるほど，同

H寺に政治コミュニケーションの制約と限界を

認めることが重要になる。政治コミュニケー

ションが怠l床をもち，市民がアイデンテイテ

ィーの機能を確保できるためには，政治コミ

ュニケーションは政治的文化の規模の単位で

組織されなければならな¥'0 それが1:l>1家であ

れ， j也j或， 1'1'1であれ，この原則は重要である。



境界のない公共空間71) 公共空間の拡大は民

主化と結びついている。公共空間の拡大は市

民社会の役割の縮小であり，同時にまた政治

空間の拡大，従って政治の拡大にゆきつく。

それは，社会の問題の大部分が私的な領域の

公開によって政治現象として現れることであ

る。私的領域と公共空隙，そして政治空間と

政治コミュニケーションの関係が，今日ほど

直接的であったことはない。本来は異なる性

質のさ担問と論理がコミュニケートすればする

ほど，政治コミュニケ ションである相互作

用のこの具体的形態の役者jと課題を具体的に

定めるのが難しくなる。市民社会，公共主主陪1，

政治空間の閲に，もはやこの境界がないとす

れば，その時々の政治の諜題の識別を目指す

政治コミュニケーションのダイナミックな過

程はもはや存在しなくなる。そのとき，民主

主義の機能も，もはやありえなくなる。

そこには，コミュニケーション，政治空間，

公共空間，市民社会といったさまざまな異質

の空間を重ね合わせる政治コミュニケーショ

ンの一党化がある。よく言われるように〈す

べてが政治的なものになるふつまり，ここで

の課題は政治の論理を拡大しではならないこ

と守わく組を保つことである。政治制度全般

の"1"で政治コミュニケーションの効率性は，

まさに各空間の独立性と分自Iに依存している

のである。

距離の再創造(2) これまで公共空間のt仏大，

とりわけメディア化された公共空間の拡大に

よって生み出されたさまざまな矛腐や問題点

をみてきた。明らかになったのは民主化され

拡大化された公共祭間が，いまや大きな限界

に突き当たっているという事実である。振り

テレビと公共空間

返ってみれば?民主的な解放，とりわけ個人

の権利の獲得の戦いは公共空間での討議，政

治コミュニケーションを通じて実現された。

すべての人々がアクセスでき，理解できる議

論の巨大なこの空間の設立のために払った代

償は，語いの|立俗化と函iー化，政治色を与え

ることであった。それは世俗的で民主的な公

共ZE聞の支配的な言説に 致しない言説や位

界観を認めない風潮を生み出した。こうして，

距離と階層を縮めるという民主的な I~I 棋は共

存する価値と基準の数があまりにも少なすぎ

る公共空間に到達してしまった。しかし，生

死をめぐる問題まですべてのことが政治のカ

テゴリーを通じて議論されるようになると?

これまでの公私の二分法について考えiili=す必

要がある，とウオルトンは主張する。例えば，

次のような生と人絡の定義を巡る議論がある。

このテーマを巡っては，一方に自由や人絡!

倫理，規則，契約の碁本的な概念がある。し

かし，他方では，ゲノムやニューロン，細胞

をめぐり，知識の進歩があり，これが生命や

意識の再定義を迫っている。生命と人絡にか

かわるこの問題には，留学や宗教，社会のカ

テゴリーが複雑に絡みあっているから，この

ことが公私の関係や私のカテゴリーについて

より幅広い考察を要請することになる。我々

の獲得物の一つ，討議の能力である民主主義

のモデルを救い，:Hそうとするならば，それは

別の基準およひ'{ilIi備システムの共存によって

しかなLミとウオルトンは漂う。

そのためにはまず道徳や精神，宗教の言説

にできるだけ党容となることがく中世への限

帰〉を引き起こすかも知れないという懸念を

拾て，言説の多様性を認めることである。つ

まり公共空間に内在する討議の機能を維持す
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るためには，咋1:1までのイデオロギーの術突

によって排除された諮いや恭準別のコードを

問び導入することが必裂なのである。

そのことはまた，政治学の用語と二分法が，

すべての公共空間を侵略し，現実を理解する

11mーの様式になっていくことを磐城すること

であり，文化的なもの，象徴的なもの，宗教

的なもの，審美的なものなど複数の規準の|潤

に ~!8雌を取ることの必要性を認識することで

ある。この即断という言葉は階貯を想起させ

るものであるが，今日?平等という考え方の

わく組に支配されている文脈の1'1'で τR8Jlî[~を

主張することは問者問を正当化L-， 1j'!Ii担させる

ことになるのだ，とウォルトンは言う。

結局，公共空間は 7 議論や相対立する価値

観の湯にとどまるのか，それとも平等主義や

合浬主義，民主主義の価値の物象化した空間

に次第になってゆくのかといった選択を求め

られている。つまり，公共空間が相対立する

表象と象徴の間で表現とfill介，従って対立の

空間にとどまるのかどうか，あるいはまた民

主主義の筒まる詳filliが規範的な場て、ある公共

空間のテー?を強めることになるのかどうか

ということである。それはすでに公共空間が

作られる視点が平等の名において行われたの

であるから，そのリスクはa，発点て、あるこの

規範的な条例aが単なるイデオロギ一的な規範

になり，法になって磁夜化する恐れがあると

いうことになる。

5，政治コミュニケーションの不均衡

政治コミュニケーションは，ジャーナリス

ト，政治家，般論の 3つの言語tの陪iのバラン

スはきわめてぜい弱であることをみてきた。

しかし，あらゆる場而でコミュニケーション
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の重要性が高まるにつれ，この 3つの言語tの

閲のバランスは一段と不安定になる問。

これらはどのような結果をもたらすかフ

ウォルトンが分析する問題点とリスクをみて

みよう。

政治家7，1) 政治において，行革1)とコミュニケ

ーションは切り雌すことができない。特に，

政治家が選挙に勝ち，またjI}選されるために

はなおさらである。多くの人々から評価を得

るためには。政治家は行動の大部分をコミュ

ニケーションの戦略と結びつける必裂が出て

くる。そこで，政治家の聞では次第にコミュ

ニケーションと行政jの同一例が強まる。政治

家のコミュニケーションに対する態度は，i[i

民を自分迷にひきつけるためにテレどを利用

することから始まって， (ともかく語りかけ

瑚!白T(，されることが必要であり，自らのふさわ

しい考え方を作り上げるのは公衆である〉と

いう考え方に移ってゆく。市民の知る権利の

1'，においてジャーナリストが政治家に弁明と

説明を絶えず求めるから，プレッシャーが高

まる。その 1:，世論誠査の役割がi弱まれば高

まるほど政治家迷は世論調査がもたらす情報

に恭づいて，彼らのイメージや言説を修正す

る傾向が一段と強くなる。これら 3つの効果

によって，政治活動におけるコミュニケーシ

ョンの割合が高まることになる。

拡大化されたコミュニケーション空間での

政治家の沈黙は間迷いとされ，結局，コミュ

ニケーションと行政!の連続性がますます強ま

っていく。それはコミュニケ ションと行動

の境界の消滅という特徴をもっている。この

消滅は特に危機のときに有害となる。なぜな

ら政治家迷は危機による孤立化を避けるため



に，プレスや公衆とよりコミュニケーション

をするからである。我々は湾岸戦争t、降?そ

の例を兇てきた。西欧の政治家迷は郷しい判

断の負担を jjj論に共有させるために，絶えず

プレスとの対話を試み，その結果，決定とい

う政治家にとって孤独のHキ 1'~i'Jの問いがしばし

ば先送りされてきたことを，ウォルトンは強

品号する。

-}J， 多元的な民主主義の勝利 それは

商ヨーロッパではしばしば中道右派と ICICI道左

派の政治の交代によって表されるがーーは，

実際，政治家の課題を一段と難しいものとす

る。これらの政党を区別するものはわずかで，

それゆえに彼らを情報と削論誠査にますます

依存させる。政治家は，村会の進展と世論の

力の方向を旦li併するために，出来事に対する

彼らの反応を世論の'IC'に追わなければならな

い。そこで?政治家迷は彼らの言説と行動の

湖、が情報や調主主の中にあると思い込むのであ

る。ここに暁代政治のあいまいさがある，と

ウォルトンは雷う。

}Yl代政治は，かつてと迷って荒々しくなく，

悩綴やi世論の状態や知識により多く依子了して

いる。しかし，政治の独自性を保てなければ

消えでなくなるか，現実を単に技術的に管理H

するだけのものに変質してしまうのである。

そのリスクは，行政!とコミュニケ ション

の特徴の相逃を 1!{~ くすことである。 政治コミ

ュニケーションの次元がどうであれ1 政治の

本質は決定 τ つまり権力の臼EI'iの行使である

ことに変わりはない。

*~i防，政治家はコミュニケーションにうち

のめされてしまう。政治家は選挙という謄に

*wられて政治活動する。政治家は自分迷の活

動の詳細Ijのためにメディアや世論調査を利用

テレビと公Jt~U\J

[."そして逆にメディアやtJ!:論調主主に振り ITII

される。政治家の行動力は情報のスピードに

追いつかず，しばしば市民を不安にさせる。

その現実の姿は， 'I#Jimと世論を摂取し，なす

べき計画に沿って行動する政治家の取想から

は程遠1'，メディアの執ような攻業の前に，

政治家は~I涼には1n\力である。結局は，必メ

ディア化の級車1:苦Iとなる。メディアによって

行{史される圧力は相当大きいのにジャーナリ

ストは彼らにとって有利な力関係のこの逆11民

をなかなか認めない。政治家は選挙という審

判を受けるが，ジャーナリストは見て書き!

分析するが責任をもたない。

ジャーナリスト 75) 201!i:，I¥己初めまで，凶|玖で

は，悩殺の臼EII，プレスとジャ ブリズムの

正当性を限立することが，民主主義を日指す

町郎、とともに臼燃とされた。プレスは何日芝も

Ilt論の力を得て，プレスに必裂な政治力を子

にするための影響力を子に人れることができ

た。そこにあるのはプレスに対する信頼であ

る。その{訂正{は反権力に対するメディアの I~I

立した論理!と般論の|府黙の代弁幸?という立場

である。しかしながら，メディアの影幸平力が

強まり τ ジャーナリストと政治家があまりに

も抜近しすぎて，双方が公衆から拒25される

1くi，1になっている。

また，別のi問題もある。世論調査との関係

である。メディアは政治家に対して世論を代

表する。ジャーナリストは，その定義から I~I

由で主体的な表現者であるが 4 側人の45て、話

る，それが貨設なのである。しかも，民主主

義の坦!論においては，ジャーナリストはまた，

この般論のi暗黙の代弁者である。世論の名の

もとに政治家に悶いただしたり?批判する。
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しかし，ジャーナリストも政治や社会のさま

ざまな動きに合わせて，一段と〈真面目で}，

〈客観的}， (表象的}になる情報を得ょう

として世論調査を利用する。しかし?これは

2つの難点を提示する。位論という代表性の

論理に頼り 9 独自の取材による情報の割合を

引き下げることになる。ますます調査に頼る

メディアの行動は，一体どのような結果に行

きつくのかつ 基本的には単なるコメンテー

ターに変わるか，自分迷の結論の方へもって

いこうとオずる。こうしてジャーナリストは?

ますます調査の数字のひごに守られ，プレス

の独自な情報を生み出さなくなる傾向がある。

しかし，ジャーナリストの固有の役割は代表

性と何の関係もない情報を提供することにあ

るのだから守こうした代表的情報に対する行

き過ぎた重視は，ジャーナリストの役者Jjを困

難にすることになる。

その結果，メディアにとって不吉な 2つの

反応が起きる可能性がある。第 lは，メディ

アの情報と世論調査の情報にー積の連続性が

あると思い込むことである。第 2はi たとえ

性絡の異なる情報が重要であっても，メディ

アの情報よりも世論調査の情報に信頼を与え

てしまう。しかし，ここで想起しなければな

らないのは守民主主義のモデルの特徴は，公

衆と世論と選挙民の悶に夜接的な関係がない

ことである。公衆は世論ではない。l1t論は選

挙民の総体で、はな1'，選挙民による代表性が

もっともすぐれているとされているが，代表

させることが難しい現実の部分的な表現が，

それぞれの時期に重嬰になる。

従って守ジャーナリストが信頼されるため

に， t世論の質的な代弁者としての役割を過小

評iiUiし，政治家に対して位論の表象としての
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調3まを後ろ)首に対I[J寺しようとすることには大

きなリスクがある。客観性において，明らか

にジャーナリストが得ることはあるが，批判

的自111を失う。だからといって批判的精神を

絶えず恐れる政治家の側で信頼が高まるとい

うわけでもな1'，ジャーナリストは出論を卜

分に代表していないという事実を政治家によ

って突きつけられる恐れさえある。さらに，

f調査を問いただされるリスクもある。

世論調査i6) 世論調査の発達はめざましく，

いまや政治家やメディアから引っ張りだこで

ある。イデオロギーの弱まり，社会階層の流

動化や， ~t.活様式の i可質化などによって，社

会や文化，政治に対する価値観がこれまで以

上に固定的でなくなっている中で，今日では，

調査による世論以外に世論の他の表象はもは

や存在しないかのようである。

世論調査による情報は，実際のありのまま

の姿ではないが，ある時期の悶論の状態を客

観的なデータに基づき公衆の意見をi映し出す

という利点をもっ。つまり世論の測定である。

世論調査の世論は統計的な手法による代表伎

という特徴をもっ。〈世論調査は，世論をあ

りのままに表したものでは決してなく，その

問答は，特定の条件の下で質問に対して答え

たものである。しかし，メディアで報じられ，

コメン卜されるとき，この条件がしばしば忘

れられ，数字:だけ残る}。実際には 1 調査は

現実を理解するための部分的な手段としては

みなされず，現実を説明するn(fr-のものとな

っている。

世論には 3つのレベルがある。第 1のレベ

ルは，ニュースや事件に結びつくものを測定

すること。第 2のレベルは，第 1のレベルよ



り少し深くてイデオロギーの選択と表象に結

びついており，情報の受け入れ様式によって

しか部分的にとらえられな1'0 これらのレベ

ルの関係は複雑であり，世論調査ではなく具

体的な社会活動の中に見いだされる。第 3の

レベルは，第 2のレベルでは，はっきりわか

らない文化，宗教，社会の構造がある。世論

調査の力と限界は，第 1のレベルに対して，

4JWI'や情報によって活発になる世論に形態を

与えることである。

世論調査は，正確な迷続の統計を用いない

|浪り 1 前後を理解するための解釈の要素をほ

とんど提供しない。従って，世論調査は， ~t誌

に事件と政治的文脈の機能という解釈を必要

とする。このような構造的な弱点は，何も瞬

時の解釈を提供するという 1ft論調査の力を奪

うものではない。むしろ問題は，当該のテー

マに関して，ある積の{世論}がある場合し

かl立論調査は関心をもたないという事実から

くる。調奈は新しいことを示すよりも τ すで

に起きたことに対する反応を表しているので

ある。

世論調査のまん延は，結!訪，いま流行のに

わかっくりのインスタント文化を加速させる。

そこでは，激しいリズムで事件，世論調査，

情報が質問と答えを繰り返す巨大なゲームの

ように続けられる。その結果は，批判的距離

の低下である。すべてはi瞬時であるとして，

透明性の現代を作り出し，情報の過剰iと世論

調査をベースにした一種の詰め物文化が生み

{Hされていく。

不均衡の結末

政治家，ジャーナリスト， t世論調査この 3

者の関係の不均衡はどのような結果をもたら

テレビと公共設問

しているのか。ウォルトンは次のように説明

する77)。

その~41 段階は社会的危機である。メディ

アや世論調査のありあまる情報や調査にもか

かわらず，社会的危機はいつも気づかれない

で?暴力的に起きる。社会のことを認識しよ

うとするさまざまな指標や情報がほとんど役

立っていない。メディアのエリートは，技術

の官僚と悶様に，もはや予知能力をもってい

ない。彼らは数字や指撚，統計今などを通して

しか現実に対峠せずτ 別の社会的現実を忘れ

ている。市民はさほど幻想をもっということ

はないが，指導者迷は，自分迷は市民が紫ん

でいることを|分熟知していると思い込む「。

指導者逮と市民のこのつながりの切れた状態

が，社会的運動やストライキ，衝突を生み出

す。わずかな社会的対話の欠如が築関にとっ

て高価な代償となる。

第2段階は，社会的危機の増幅である。相

会的危機が起きると，事件の論埋が活限する。

メディアと聞論調査はますます表舞台にarlて

報道合戦を繰り広げるが，産業化したコミュ

三ケーション綬済の"1"でこのことが危機感を

あおることになる。幾日か後には社会的・政

治的危機が暴動に似たものにまでなる。そこ

で，メディアは政権の危機解決の能力を問題

視し，やがて関われるのは政治的正当性その

ものとなる。明らかに民主的な体制なのに，

あたかも問題なのは，大衆の圧力によって不

安定化された独断的な体制であるかのよう

に，体制に反対する人々が街頭にあふれる。

そのような状況の"1"で性急なメディアは情報

と論評のドラマ化によって恐怖を加速させる。

そして，この危機は最終的には，何101かのき

わどい日々の後に新たな指導者によって着地
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することになる。しかし，この流れの中で，

コミュニケーションの役割は決して二次的な

ものではない。この超メディア化の中で，

人々は 1 あるのは危機だけだというような印

象をもっ。これが隅々まで浸透し，すべてを

不安定化させる。危機の決定的な段階ごとに?

メディアは指導者が弱体化し，安定性や正当

性を失っているという結論を出す。だが，メ

ディアのやり方に問題がなかったかどうかと

いう点については，不聞にされたままとなる。

故後に，メディアの役割の権力へののし上

がりという第3の時期である。メディアは緊

張の状況の中で，この危機を取り除き，対話

を前進させようとして仲介の役割を果たそう

とする。そして 1 主役迷がより情報を乎に入

れれば，事態はより早く進むと主張する。こ

うしてメディアは，危機を情報の問題にして

しまう。ほとんどの場合，問題は政治の力関

係の中にあるのであって，情報ばその中での

一つの嬰業でしかないのである。

危機の状況では，問題はまずコミュニケー

ションではなく政治にある。そして，物事が

決定されるのは政治の場である。しばしば見

られる〈メディア外交}と〈メディアを通じ

た交渉}の中には，直核互いに話し合えば理

解が深まるという初歩的だが誤った考え方が

あると，ウォルトンはみる。多くの人間的，

社会的状況について 1 直に話し合えば坦!解が

深まるというのがたとえ真実であったとして

も，情報とコミュニケーションがすでに支配

している民主主義社会ではこの理問は成り立

たなL、。ラジオやテレビのスタジオを交;阜の

場に仕立て上げようとする大半のジャーナリ

ストはメディア化された社会生活，政治生活

しかないと思いこみ，社会の論取はダイレク
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トではないということを忘れている。õJ~1擦に

は?社会にはさまざまな背景があり，すべて

を1可じ背景、に引き込もうとすることこそ無謀

なことはなLミ。それぞれの社会の中で，交渉

もそれぞれふさわしい時間と場面があるので

ある。

今tlt紀に入ってコミュニケーションは閉じ

られた場に対し?開放の~索となったが，今

日，問題は!可程度に別のところにあり，この

開かれたものという単純な考えに帰着できな

L 、。もし，今日，当事者間の交渉がもっと早

く進まないとしても，それは一方が，相手方

の求めるものを実際にわかっていないからで

はない。それは，そこにある磁の力関係のゲ

ームがあるからである。そのゲームはそれぞ

れの見通しに基づく ι情報ではなく，沈黙や退

去11，留しなどすべての手段によって力関係に

彩響を及ぼすような能力に大きく依存してい

る。

表象の危機78)

突然の社会的危機は，政治の表象の危機を

示している。そして，実は政治の表象の危機

は社会的表象の危機の」二に重なっているので

ある。

昨日までは 1 社会の階級と階層は比絞的，

同一視されてきた。政治家達也社会・絞済的

なこの表象を映し出していた。しかし，今日，

社会機造が流動化し，このような対応、が崩れ

た。また， I昨日までは，左右のイデオロギー

の相迷と社会的グループとの関係がはっきり

していた。今EI，それも流動的である。

結局?社会的 イデオロギー的構造が昨日

までより鮮明でないという語、l床で?社会的表

象の危機がある。従って，コミュニケーショ



ン，つまり i世論調査やメディアによって，イ

デオロギーの彩響力の低下や社会構造と政治

行動の不一致を埋め合わせることが必要だと

いうことになる。その場合，メディアと調査

が社会をもっと也よく兇通し 7 また社会と政

治のもっともすぐれた橋渡しであると想定し

でも 1 社会関係がよく見えるというだけで政

治の論理を生みH~rすのに卜分であるとはいえ

ない，調査とメディアが必ずしも社会の表象

を政治の表象にもっとうまく総渡しするもの

とはいえない。昨日までは社会的階級とイデ

オロギーがtElっていたものが， t古寺 iとコミュ

ニケーションでは?社会的構造や世界観の代

わりになることはできないのである。

こうして，我々は次のような逆説に到迷す

る。昨日まで，コミュニケーションは古い表

象の制度に異議をI唱えてきた。今日，コミュ

ニケーションは新しい表象の可能な原動力と

して表れる。しかし?コミュニケーションの

技術によって得られた表象における進歩は新

しいコミュニケーションによる政治を組織す

るのに|分ではない。

その結果は歴史から暴力が消え去ってしま

うことである。すべてがiETくなったようにみ

える。政治は世論の論理!に還元され1 政治的

JIJ誌が経済学と社会学の用語に近づいてゆ

く。世論は康史の中心にあって，ほとんどそ

れだけが歴史の事業である。ここに逆転，倒

錯がある。世論が中心的な概念となり τ 政治

の事業に対する社会的，文化的反応と同一視

されるにつれ，世論は公共空間の主要な力で

はなくなってゆく。特に，言説だけが問題と

なっているH寺代にはそうである。昨日までは，

暴力的な社会において推論的思考と討議が進

歩を構成するものであった。暴力よりも言紫

テレビと公共空11¥1

を好むことが新しいことであり，ラデイカル

であった。しかし，今日，すべてに推論的思

考と討議が行き渡ったからには，状況は奨な

ってくる。

ジャーナリストの危機叩)

ジャーナリストは公共空隙，そして政治コ

ミュニケーションの開拓者であり，守り子で

あった。そして，現在，すべてのことについ

て直ちに知りたい，という西欧の理想が少な

くとも原則では実現された。ジャーナリスト

は，情報の政治的な自由，情報の経済的側面，

そしてジャーナリストの仕事をより効率的に

する技術の発展，つまり政治，経済，そして

技術の 3つの似tl凶でかつてないほどの恵まれ

た状況を享受している。このジャ ナリスト

の"1"でも，公衆の前で目立ちジャーナリスト

のイメージを作り出しているのは，きわめて

限られたエリートとされるグループである。

しかし，このグループがジャーナリストの

職業全体のイメージを低下させ，人々の信頼

をtJ¥¥なっている，とウォJレトンは言ぬう。しか

も，この信瀬のfl4が深まる ブ7で，インター

ネットに象徴されるような技術の進歩でジャ

ーナリストの役割が低下するという幻想が広

まっている。これに対して，ジャーナリスト

は自分迷の置かれている新しい状況を認識し

ていない，とウォルトンはJ懸念する。

「ジャーナワストは，自らを情報のイバラ

の闘いの"1"で真実を求める雄々しい騎士であ

るとみなしている。だが，自らの権力と結び

ついた矛盾を無祝している。彼らはその権力

を欲し，楽しみ，演じている。しかし，それ

を分析し，自らを批判する覚悟がなく，公衆

と距離をつくりだしている。世論の緩やかだ
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が厳しい無関心の動きに気づいていない。ジ

ャーナリズムの理想が現実になったとき，そ

の夢が破れているのに気がつかない，いや認

めようとしない。公衆こそは，ジャーナリス

トのi唯一の正当性の源である。いま関われて

いるのは技術の進歩と公衆の信頼の喪失によ

るジャーナリストのこれまでの仕事の特徴，

すなわち歴史の悶準者として世の中の出来事

を公衆に伝える仲介者の役割jの位置づけであ

る」とウォルトンは言う。

情報をめぐる問題は， 100年前iと逆転した。

技術の成果によってダイレクトで瞬時に世界

中の情報が手に入るとき，その前にある現実

は I昨日までの情報の不足による問題ではな

く過剰による問題である。ジャーナリズムは，

あたかも情報の自由がまだ獲得されず，政府

の権力との力関係がまだ~~Pかのように，情

報の問題を咋日までの視点で考えている。今

日ではもはや情報の政治的自由ではなくて，

経済の重みとそれが情報の自由に及ぼす影響

の大きさであるということを認識せず，プレ

スは政治のレベルの紡Ilミを求め，経済のレベ

ルでは敗北し続けているのである。すなわち，

集中化や統合により思うままに肩書きや権

利，新開社，ラジオ局，近い将来はテレビや

ニューメディアの所有者が次々と代わってい

く。現在の問題は情報が過剰となっている世

界での情報の位置づけて、あるということを認

めずに，プレスはf吉報が希少財のように振る

舞っている。

しかし，現実には，情報の過剰を巡るいく

つもの事例がある。情報の生産と流通にほと

んど制限がなく，情報の洪水の中で公衆は何

を選択したらよいのか。昨日までは情報の希

少性が規範的なレベルでその質を保証した。

1M 

真の情報がデマ，偽り，風間とまったく同じ

ようなレベルで流通するような状況の"1"で，

公衆はどのような情報を信頼できるのか。さ

らに，情報の世界化の中で西欧の仙i1直に基づ

いて作られ流される情報が別の位界の価値観

と衝突し 7 平和Iを得かしている。

このような状況は，技術の進展によってダ

イレクトでl瞬時の情報が増加すればするほど，

逆に情報の仲介者の役割が高まるということ

である。つまり，情報やコメント，意見が増

えるほど，それを選択し，整理し，体系化し，

差別化することが逆に不可欠になるのであ

る。

結局，技術の進歩と情報化がジャーナリズ

ムの役割を低 Fさせるのではなく，我々にジ

ャーナリストの価値を再評価することを迫

る。ウォルトンは 1 ジャーナリストの刷新の

必要性をこのように説くのである。その核心

はあくまで政治コミュニケーションのモデル

で期待される1世論調査に頼らないジャーナリ

ストの独自な情報の堅持である。

結び

本稿では?ウォルトンのテレビ論，特にテ

レビ映像論をベースにして，公共空間論まで

を辿った。その狙いは，ウオルトンが最近の

メディア・コミュニケーション産業による公

共空間の支配に対してきわめて批判的な立場

をとりつつも，彼自身が批判するフランクフ

ルト学派とどのように異なるのか，それを作

品を通じて明らかにすることであった。それ

は?映像の自由な解釈をベースに「視聴者の

批判能力jを評価し，テレビによる大衆の操

作と支配という考え方'を退けて，テレビの役

割・機能を操作の道具でも，映像の単なる伝



迷子段でもなく，映像のコミュニケーション

を通じた社会的な紳であると位置づけた。社

会的な約はテレビの特権ではないが，映像に

よって社会やi世界をすべての人々に目に見え

る形で表現する点にテレビの卓越性がある。

しかし，この映像のコミュニケーションは

映像の多義性によって必ずしも紳を強めると

は恨らない。むしろ，情報の限界化に象徴的

に現れているように，人々の互いの相違を浮

き彫りにする。しかも，ウォルトンがこのテ

レビのコミュニケーションを中IUにノ、 ノミマス

を批判しながら股関したメディア化された公

共空間において，テレビの特徴に付槌するさ

まざまな矛股が号|き起こされている。これら

は，ウォルトンの言う自由と平等をベースと

する個人主義的大衆社会と重なり合っている

から問題はきわめて厄介である。だが，その

ような大衆社会であるから，逆にそれがうま

く機能するべく，この公共空間を維持するこ

とが必要なのである。 1980年代以降，いわゆ

る社会主義，共産主義陣営が崩壊し，その環

想の夢が崩れる一方，経済のグローパル化も

公共空間の問題へ新たな関心を引き起こして

いる。

そこで，こうした事態に対するウォルトン

の処方言語は，合浬的で位俗的な政治様式に対

し他の価値体系や別の基準を再び公共空間の

正1"に導入すべきであるというものであった。

このことは何を意味するのだろうか。それは，

一言で言えば，公共空間を映像で埋め尽くさ

ないこと，公共空間においてさまざまな価値

観を共存させてテレビの控えめな立場を維持

すること，場合によっては新たな規制が必要

になるということである。ウォルトンは，す

でに10年以ょ前に脅かれた『大衆万歳，テレ

テレビと公共空II¥J

ビの批判的理論Jでこの点を力説しているが，

今日このことがますます重要になっているよ

うに思われる。そしてこれらはまた，政治コ

ミュニケーションとその不均衡で見たように，

現在のジャーナリズムの危機とテレビの問題

としても現れている。ウォルトンは，ジャー

ナリズム，ジャーナリストはt1l論の信頼の上

に成立しており，そのjE当性はきわめてもろ

いことを想起すべきだと言っているが 1 我々

はいまこのことを痛感せざるをえない。

コミュニケーションの技術の急速な革新で，

我々の前にはこれまでと異なるまったく新し

い世界が出現するかのような見方が依然とし

て根強い。メディアとコミュニケーションは，

規範と機能というしばしば相対立する三千腐し

た特徴を合わせもっているが，新技術の応l刊

はテレビやインターネソトの世界にみられる

個人化という機能を一段と加速している。し

かし，これまでみたように，映像という特A闘

をもつが故に，テレビのコミュニケーション

が社会的な紳を作り出すことへの可能性と期

待を我々は捨てさることはできない。ウォル

トンのテレビ論は，その点で学ぶべきことが守

まだたくさんあるのである。

(こしかわひろし)

〉主:

以 FでJlH、られるFol1e，立loge，Penser， Internet， 

Autreの附字については，ウオルトンの著作を参Jmo

1 )戦前にドイツで設立された「フランクフルト社

会研究所jのメンバーを中心につくられた研究グ

ル プ。 1930年代にナチスの台関でアメリカに亡

命。戦後，西ドイツにもどる。これらのグループ

は，既存の資本主義体fljlJを抑圧的な文化体制とし

て批判する「批1'IJ耳目論Jを展開した。戦後のー11寺

j別!西ヨーロッパでフランクフルト学派は人気を

博した。ウォル iンが主に取り上げるハーパマス

NJ-I](附文化耐f究所州20051165



は，第 21!!代。

2 )花問教授は (2002)のp13で次のように述べてい

る。

1990年の『公共性の椛iEi転換jにI']された序文!

日ハーパマスは今までになく政治文化や大衆化

した公衆の批判的ポテンンヤルに着白し，そこ

から狗義性を強調するのである。そのときの釈

しL吋畏拠として引用されるのが，スティアー

ト・ホールのエンコ ディングーデコーディン

グで品るのは!J9!!床i~l)o ...ここにラザーズフェ

ルド以米のコミュニケーション{効架}研究が

もっていた限界!すなわちマスメディアと公衆

の直線的立影響関係というとらえ方から脱し

て，大衆となった公衆にアンビパレン|な能力

を見るための論拠を入手することができたので

ある。そのことによって.，1;品t竜としての公衆と

実態としての大衆という二項分解にとどまるの

ではなく，大衆という事実そのものの中に批判

約ポテンシャルを見ょうとしたのだと考えられ

る。

3) Elogeの第二郎

4) Folleのp149.立logeの第 4章

5) Folleの第4章pp.l52-157

6) Folleのp153

7 ) Folleのp154

8) Folleのp156

9) Folleのp157 ウォルトンは。テレビの成功につ

いては。大衆社会がもっ矛臆に起箆!するとも留っ

ている (Elogeのp90)

10) Folleのp170

11) Folleのp172 R. Barthes， (196'1)からの引用

12) Folleのp176 この認識はウォルトンが研究を進

めるうちに i段と強くなり， Autreでは，この兇

方がグローパリズムを批判する形で展開されてい

る。

13) Folleの第5章のpp.l76-185

14) Folleのp153 このような中誕監は.(メディア

イベント〉と引呼ばれる。 Dダヤン=Eカソツ，浅見

克彦訳 (1992/1995)rメディ 7・イベント』

15)石凶英敬 (2003.). (2003b)を参H日

16) Folleのpp.164-168

17) Folleのp166

166 

18) Folleのp167

19) Elogeのp66

20) Elogeのp71

21) Elogeのch.V.¥L \~ 

22) Folleのpp.l25-127

23)将t

24) Penserのp102.Elogeのp67

25) Elogeのp126

26)ウォル|ンが自らのテレビ旦li論を打ち立ててゆ

くには。 I~I らの立場を鮮明にし怠ければならない。

それは他の学説に対する批判であり。評価で品り!

さらに吸収で品る。これが.Folleの「第 6ij1: 経

験学派と批判学派jで行われている。経験学派は

主流派と呼ばれることもある。

27) Folleの第 6ii宝

28)ウォルトンが取り上げた経験学派の主な文献は

次の通り。

P. Lazarsfeld， B. Berelson， H. Gaudet (1948) 

E. Katz et La盟国feld(1955) 

]. Klapper (1960) 

P. Lazarsfeld (1972) 

Mig -MacCombs (1972) 

G. R. Funkhouser (1973) 

29) Folleのp198

30) Folleのp198.Mig-MacCombs (1972)参間

31) Folleのp199.G. R. Funkhouser (1973)参l!H

32) Folleのp200

33) Folleのp201.E ノエル ノイマン，池田誠一訳

(1984/1988) 

34) Folleのp203

35) Folleのp211

36) Folleのp203

37) Folleのpp.20'1-208 ウオルトンが取り上げたフ

ランクフルト学派の主な文献は次の通りである。

アドルノー(1991).ベンヤミン(1日90).マルク

ーゼ (1980).ノ、ーノミマス (1973)

38) Folleのp209

39)ユルゲン・ハーパマス(199，1)

40) Folleのp209

41)ノ、ーノくマス (1973)

42)阿部潔(1998)の第 5ffrpp.71-212では，ハ

パマス埋論，特に f公共性のj，~造転換』に対する



 
  

   

  
 

  
 

   

   
 

   

   

   

   

  
   
   

    
   

  
 

  

   

さまざまな批判を整理EしてL、る。これにはCalhoun

(1992)も合まれている。また， Hans Verstraeten 

(1996)やGarnhamN (2000)も同様に批判をまと

めている。

43)阿部潔(1998)のp.182参l!日。また花田迷郎

(2002)のpl09で次のような批判がある。「今日，

洋の東日rrを!AJわず頻繁に見かけるハ パマス批判

は!彼の公共概念を30年以上もJjiJの1962年段階の

『公共倒の椛造転換jでサ辛止させ，それでもってハ

ーパマスのいう公共空間!としての，その!]Jl念型の

品IJn11における!読史性〈隆史的な限界}を今日の状

況認識から批判するものである。そのような批判

は決してフェア立ものとはいえなLリ

44)阿部潔(1998)のpp.183-192

45) Folleのp211

46) れ、ま，ここ}がもつなl咋合いについては石|王l

英敬 (2003a)(2日J3b)参!出

47) Penserの用語解説を参!!日p.379

48) {Les contradictions de l'espace public 

mediatise} Herm出， n
O

10 

49) Elogeでは 1 自由と'1叫すという 2つの次元を浮き

彫りにするために (jiol人主義的大衆社会}という

首誕を導入し，総合テレビの機能がきわめてうま

く合致していることが論じられている。

50) Folleの第10章全体

51) Folleの第10ii'i:p3011

52) Folleの第10市p305

この場合のか、ま，こと〉とは，テレビ画而に登

渇する政治家やその活動 薬品i:i等lこ対 G，視j胞者

は，テレビi羽而を通じて映し出されるか、ま，こ

こ〉によって許制したり判断するという;臣、味合い

である。この部分をよく I.ill併するには石田英倣

(2003b)の特にpp.263-266を重ねて読むとよい。

53) Folleの第10};J:

54) Elogeのp310

55) Folleの第10京

56) Penserの用語解説を参!日!pp.379-381

57} WOLTON D.， (La Communication politique 

construction d'un modele) 

58)知識人と公共空間についてはFolleの第 71'-~: ， 

立logeの第日早参J!日

59) WOLTON D.， (La Communication po!itique 

construc羽田1d'un modele) p31 

60) 1苛tpp.31-32

61 )岡上pp.35-36

62) Penser la comの副部，第 8J~jî 

テレビと公共空間j

63) WOLTON D.， (1品 contradictionsla communi 

cation politique) Hennes， 0
0 

10 

¥iVOLTON D.， (Les cootradictioos de l'espace 

public mediatise) Hermes， 00 10， (La Espace 

publics， tradition et communaute) Ed.du CNRS， 

Paris 1992 

64) 1司lニ

65) WOLTON D.， (1出 cootradictionsla commuoica. 

tion politique} Herm白， n・10

66) E ノエルーノイマン(1984/1988)

67)テロリズムや1990年代後半の西ヨーロソパにお

ける拘itiの台~!~

68) WOLTON D.， (les contradictions la communica 

tion po1itique) Herrnes， 0
0 

10 

69)卸職人と公共空間についてはFolleの第 71ム立!oge

の第 9i主参!!日， Penser第 81;1:

70) WOLTON D.， (1品 co山 adictioosla cOll1ll1unica 

tion politique) Hermes， n
O 

10 

71) 1司lニ

72) Penser第 8iti: 

73) Penser第7m，第lljv:，第12市

74) PensedH 7 JT:"(pp.H7-150 

75) wor;roN D.， (La Communicati叩 politique:con 

struction d'un ll1odele) WOLTON D.， (La medias， 

maillon faible de la commuoication politique) ，特

にPeoserla COll1のIV部では，情報とジャーナリズ

ムについて詳細に論じている。

76) Penser第 7草， WOLTON D.， (La medias， 

maillon faible de la cOll1munication politique) 

Herrnes， 0・，1，(La Nouve! Espace public)立d.du

CNRS， Paris 1989， WOLTON D.， (Les contradic-

tions la commuoication politique) Her，山田， 11・10

77) Penser第 7J'i'lp153 

78) Penser第 9草p183

79) Penser第12市， WOLTON D.， {Journa!ist， une si 

fragile victioire) Herm白， n・35，

(le Journalistes ont-ils encore du pouvoir) Ed.du 

CNRS， Paris 1992 
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