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技術革新の進展，市場の論理の拡大とグローバル化の進展の中で，公共放送はその存在意義をめぐ
って，いま内外で賛否の議論が展開されている。その一方でマスメディアに対する不信があり，公共
コミュニケーションの衰弱が目立つようになっている。こうしたなかで，ベルギーの法哲学者，B.リ
ボワは，公共コミュニケーションを積極的に担う存在として公共放送を擁護する。しかし，それは従
来型でない刷新された公共放送である。リボワは，自由についての個人主義的で私的な概念を批判し，
自由の共同体的公共的自由の概念を提案する。そして，この土台の上にコミュニケーションの公法を
作ることを構想する。この中で積極的な役割を担うのが，公共放送である。公共放送と視聴者の関係
は，法と国民の関係と同じである。国民は自らを支配する法の制定に参加する。それと同じように公
共放送は視聴者に単に番組を送り届けるだけでなく，制作や編成，さらに財源や役割などの討議に視
聴者を積極的に参加させていくことが必要である，とリボワは主張する。それは，専門家や官僚によ
るこれまでの家父長的で権威主義的なメディアの規制を弱めることになるが，従来型でないこの公共
放送の刷新こそがヨーロッパの公共サービスの危機を救うとリボワは説く。以上について，著書，公
共コミュニケーション（La communication publique）に基づき，リボワの議論を紹介する。
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はじめに

現在の公共空間は，事実上，メディアが支

配している。そのメディアもインターネット

や携帯の利用に見られるように一人一人の個

人にとってますます便利で，役立つ存在にな

り，テレビを含めメディアの個人化は進むが，

その一方でマスメディアに期待されている社

会的絆や公共コミュニケーションの機能の衰

弱が見られる。とりわけ，政治や経済，文化，

社会生活に対するマスメディアの取り上げか

たや取材に対する批判はあとを絶たず，私生

活の侵害をめぐる訴訟も増えつづけている。

こうした点は，すでに様々な形で指摘され，

論じられている。そしてまた，これを克服す

るのにしばしば登場するのが規制の強化とい

う考え方であり，これに対しては，主にメデ

ィア側から表現の自由を奪うものだという批

判が出る。このような状況は世界的な現象の

ようであるが，ベルギーの法哲学者，B. リボ

ワ（Boris Libois）1）は，自由についての従来

の考え方を捉えなおし，コミュニケーション

の公法のもとにコミュニケーションの様々な

法を整理し，メディアの規律の確立と視聴覚

の公共サービスの再活性化に取り組むべきで

あるとする，大胆な提案を行っている。そこ

で，本稿では，リボワのこの考え方をリボワ

の著書，『公共コミュニケーション～メディ

アの政治哲学のために～（La communication

publique～Pour une philosphie Politique des

medias 2002）』によりながら，リボワの議論

を紹介し，新たな突破口を見い出そうとする

ものである。

そこで冒頭にあたり，この本の特徴と要点

を簡単に挙げておく。リボワは，まずメディ

アの表現の自由について，その基礎になって

いる自由の解釈が，もっぱら個人主義的自由

と私的自由に基づいていることを批判し，自

由の概念は時代とともに変化するのだとし

て，共同体的公共的自由の概念を提案してい

る。そして，これに基づいて公共コミュニケ

ーションの考え方を定式化し，公共コミュニ

ケーションとメディアのコミュニケーション

の相違を区別し，さらに私人間のコミュニケ

ーションを加えた様々なコミュニケーション

に関する法を秩序づけるコミュニケーション

の公法の構想を掲げる。リボワは，これによ

ってそれぞれのコミュニケーションの独自性

と意味合いを明確にし，公共コミュニケーシ

ョンの活性化に結びつくことを期待する。本

稿では，これを第Ⅰ部で取り上げている。

さらに，リボワは，メディアの中でこうし

た公共コミュニケーションを活性化させる役

割を担っているのは，視聴覚の公共サービス

であるとして，現在，その正当性が問われて

危機にある視聴覚の公共サービスを擁護す

る。しかし，それは，従来型の公共サービス

のモデルにしがみついているのではなく，デ

ジタル化などの通信や放送技術の融合が進む

中で，これらの成果を取り込むだけでなく，

視聴者である公衆の期待や意思が反映される

ような手続き上の改革と組織の見直しが不可

欠であると主張している。以上が本稿の第Ⅱ

部となる。

リボワは，著書全体を通じて，視聴者，市

民が単にメディアに受け手としてアクセスで

きる権利を実現するだけではなく，届けられ

るコンテンツに対する期待と要求，それに出

来上がったものの評価に直接かかわることに

よって，初めて公共コミュニケーションの自
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由が実現に近づくとの考えから，第三者的な

観察者の客観的アプローチから当事者として

直接かかわる参加者の遂行的態度へのアプロ

ーチの転換の必要性を繰り返し主張する。こ

れは法を行動のシステムだけで捉える機能主

義に対し，法を象徴システムとして捉えるこ

とで自由の可能性が拡大するとの立場に基づ

いている。この視点は哲学者，社会学者ハー

バマスの立場と同じものであり 2），自然科学

から受けつがれてきた第三者的な客観主義的

認識論の観点を放棄して，法を捉えなおすこ

とによって可能となる。リボワはこの視点を

取り入れながら行動のシステムの法の実効性

を重視しながら現在のメディア制度を批判す

る。そして，コミュニケーションの法を公法

として立法化につなげていくことを構想する。

リボワが住むEUでは，経済統合が進み，

共通政策の採用と規制緩和が加速する中，デ

ジタル技術の融合による通信とメディアの部

門別規制が困難になり，公共サービスの視聴

覚は岐路に立たされており，この著作には，

この現実をどう乗り越えてゆくべきかという

リボワの問題意識がある。

１．公共コミュニケーションと規範的期待

公共コミュニケーションとは，人々の公共

的生活，社会的結びつきを維持するために必

要なコミュニケーションであり，個人間のパ

ーソナルコミュニケーションとは性格が異な

っている。メディアは，人々のコミュニケー

ションを助け，仲介するものであり，その大

規模なものがマスコミである。そのマスメデ

ィアは，公共コミュニケーションの役割を担

っているが，利潤の追求をめざすマスメディ

アが存在するように，公共コミュニケーショ

ン＝マスメディアではない。リボワは，ここ

に公共メディアの存在意義を認める。ところ

が，現在，マスコミへの不信があり，公共コ

ミュニケーションが衰弱している。これをど

のように捉え，どのようにして乗り越えてい

ったらよいのか。これをコミュニケーション

の基本的な根っこの部分にまで遡って考察し，

再び現実を捉えなおし，処方箋を得ようとい

うのがリボワの方法論である。

公共コミュニケーションの規範的概念

リボワは，まず現在，我々の目の前で起き

ている公共コミュニケーションの現実を批判

するために公共コミュニケーションの規範的

側面を明確にする。これによって現実を規範

的なものからの変質として捉えようとするた

めである。それは，まず社会が法的共同体と

して構成されている現実からいったん離れ

て，その後にメディア制度を支えている現実

の法が実定性のあるものとして妥当性を含ん

でいるか確かめようとするリボワの視点であ

る。

そこで，リボワは，公共コミュニケーショ

ンをその最も純粋な形で，よりオリジナルな，

より基本的な要素から取り組むために，公共

コミュニケーションのこれまでの歴史的な事

実や，具体的な成果，具体的な事業者や番組

などについての経験をまずすべて取り去っ

て，公共コミュニケーションの原基的なもの

を考察する3）。
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その結果，公共コミュニケーションは，ま

ず政治的共同体にとって必要不可欠な前提で

あり必然的なものであること，またその関係

は超越的4）なものであることが明らかとなる。

この段階の公共コミュニケーションは内容も

形式もない純粋の標識である基本的文法であ

るとリボワは規定する。それでもすでに，公

共コミュニケーションは，記号論5）でいう命

題的，発話的，表現的の３つの次元をもって

いる。つまり言葉は，命題的な内容や意見を

叙述する意味論的側面のほかに，コミュニケ

ーションの発話や表現という次元をあわせも

っている。現実の世界では，とりわけ視聴覚

のメディアがこの特徴をもっている。

現実の公共コミュニケーションをめぐって

は，一方に人々が規範として高めた期待（以

下，規範的な期待，と表記）があり，他方に

批判がある 6）。公共コミュニケーションの規

範的期待は，多くの公式文書の中に見られ，

《公共の利益》，《情報の権利》，《真実の探求》，

《メディアの社会的責任》などへの準拠を基

礎づけるものとなっている。専門家と行政機

関が自分達の活動と制度の独自性を正当化す

るために作り上げたこれらの文書は，参加者

の視点から丹念に仕上げられており，規範的

な強い自負が見られる。

一方で，メディアに対する不信と人々の法

的訴訟は弱まっていない。それは，メディア

による市民の表現能力の侵害に対する打撃を

修復し，メディアの制度を正そうとする動き

となって表れている。それは，メディアが政

治や経済とは異なるタイプの独自の権力を行

使しているためであり，公共コミュニケーシ

ョンの構造的ゆがみが背景にある，とリボワ

は考える。

しかし，こうした動きに対する取組みは，

人々の文法能力と公的制度の道徳的土台に対

して，メディアによってなされた侵害7）を賠

償し，抑止することだけに甘んじているのが

現状である。これに対して，リボワは，次の

ように批判する。

こうした態度は人格権にもとづく法的行

動を引き起こす人々の倫理的な動機を解明

せず，公共コミュニケーションをメディア

のコミュニケーションに帰着させてしまう

ことになる。しかも，このアプローチは行

政及び司法的レベルで抑圧的な対応を促進

し，状況をいっそう悪化させる。このよう

な機能主義的な取組みでは，コミュニケー

ションに関し高められた規範的期待に答え

ることはできない。これを食い止めるため

には，観察者の第三者的な客観的態度を放

棄し，参加者の遂行的態度を採用すること

が不可欠である8）。

こうしてリボワは，コミュニケーションに

対する哲学的レベルの規範とメディア制度を

取り巻く環境の変化の分析という２つの方法

論を用いて，法と自由，そしてコミュニケー

ションについての考察をめぐらしてゆく。

以下では，リボワのこれらの議論をより詳

しく取り上げよう。

２．公共コミュニケーションの

構造的ゆがみと規制

メディアは，政治権力の濫用と社会契約の

無視を告発するもの，伝統的には反権力と見

なされてきた。しかし，メディアが第４の権

力と言われるようになって，すでに久しい。
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それは大きな逆説となっている。にもかかわ

らず，メディアは公共コミュニケーションに

不可欠であると，リボワは考える。ではメデ

ィアの規範的正当化はどのようになされるの

か？　そのような中で生じるメディアの構造

的ゆがみとその規制の矛盾をリボワは，機能

主義として批判する。以下ではこれらについ

て見てゆこう9）。

表現の自由の逆説

リボワは，表現の自由が，当初の考え方と

は違って，次々と逆説を生み出していること

を明らかにする。まず，第１の逆説。

18世紀の啓蒙主義者達は，表現の自由の領

域に対する政府の何らかの介入を拒否するこ

とを正当化するために，国家の支配によって

表現の自由がすべて断たれるよりも，プレス

の絶対的自由の濫用を甘受するほうを好ん

だ。それらは，勃
ぼっ

興期のブルジョワ階級の経

済権力に頼りながら，プレスに関して国家の

不介入を義務づけるものであった。しかし，

次第に，メディアは経済力をコントロールす

るために政治権力にすがるようになった。最

後に，政治と経済の権力は，メディアに規定

されている権力（法的手段や行政，裁量的財

源など）を法を介してコントロールするため

に連合する。メディアは，経済と政治の権力

をコントロールするものであるが，同時に政

治の権力がメディアを裏切る。メディアにと

って，それはたえずコミュニケーションの自

由を脅かす危険性となっている。

ところが，現在ではメディアの所有者とな

った経済権力が，表現の自由への侵害を正当

化するのに，啓蒙主義者達が展開した議論を

振りかざすようになっている。これは，当初

の精神から逸脱した逆説である。

第２の逆説。

表現の自由，思想や情報の自由な流通とい

う原則の起源には，国家権力の不干渉という

姿勢があった。この原則を厳密に守ろうとす

るならば，公権力の役割は，現在，私的な独

占を打ち破るために介入に向かわなければな

らないと，考えられる。マルチメディアの集

中と多国籍化の動きをもたらす《市場のルー

ル》が，情報と意見の自由な流通という神聖

不可侵の原則を危うくさせているからである。

独自の資金力によってそれまで国家によって

脅かされていた表現の自由の請負人であった

経済権力が，表現の自由を危機に落ち込ませ，

これを保護するために今度は国家の支援が必

要になっているのである。これは，まさに第

２の逆説である。

かっては，すべてが，政治権力だけが自由

に対して危険性があるかのようであった。そ

の一方で，今日，その危険性は政治と経済と

いう２つの権力から生まれている。かって経

済権力は，政治権力によって脅かされていた

表現の自由を保障する唯一のものであった。

しかし，いまや経済の権力と政治の最高機関

が，コミュニケーションの自由を保護するた

めの不可欠な条件であるとともに，現実の危

険となって現れる。

コミュニケーションの自由にとって潜在的

な脅威である商業主義の支配に落ち込まず

に，政治権力からの独立を守るために企業の

自由とどう両立させたらよいのか？　原理的

には，意見と情報の自由な流通と自由な討論

の要求は，その起源が何であれ，すべての制

限をあらかじめ斥けることが必要とされる。

それゆえ，検閲の復活に関してコミュニケー
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ションの自由の濫用が些細な悪であるのと同

程度に，経済権力を制限するための政治権力

の介入も必要悪となってくる。そこで，リボ

ワは，次のように主張する10）。

専制に対する戦いの自由主義的視点から

見て，企業の自由と表現の自由の対立は，

今日では古い。経済の権力は政治の権力と

同じ程度，コミュニケーションの自由の可

能性にとって脅威であり，条件でもある。

コミュニケーションの自由の位置付けが私

的な権利としてのコミュニケーションの自

由の時代遅れになった概念を乗り越えるた

めに再定義されなければならない。

メディアの権力の正当化

伝統的に反権力と見なされてきたメディア

が，経済と政治の権力をコントロールするも

のとなっている状況の中で，伝統的な自由主

義学説は権力の制限のためやメディアの社会

的責任といった理屈で，メディアの正当化が

論じられている。リボワは，これらの特徴を，

次のように整理する11）。

まず，メディアの正当化は私的で消極的な

ものである。つまり，メディアは民主主義に

不可欠な反権力であり，コミュニケーション

の自由は，民主主義と一体となっている。従

って，コミュニケーションの自由のすべての

濫用はコミュニケーションの自由の制限より

ましである。第２に，この正当化は個人主義

的なものである。メディアは個人主義的自由

を企業や表現，情報やアイディアの自由に適

用させる。メディアが体現する反権力という

位置づけが正当であるのは，反権力が他の個

人の諸権利の実現の条件であったり，特別の

権利として現代の自然法の伝統に含まれるか

らである。

リボワは，これらを次のように批判する。

第１は，これらの学説は，民主主義社会にお

けるメディアの役割という特別な概念に依拠

しているが，権力の制限という自由主義的な

考え方で，マスメディアが担う固有の倫理的

社会的責任を覆い隠し，責任を逃れさせてし

まう。第２は，これらの学説はメディアの公

共空間の哲学的な独自性を見失っている。つ

まり，権力とコミュニケーションの自由の分

離を《企業の自由》の媒介によって結びつけ，

それを個人の表現の自由の実行であるとして

メディアを正当化しているが，法と権力，そ

してメディアの現実の関係を理解するのに，

すでに時代遅れとなっている。

リボワは，編集者と物理的に区別できなか

った時代の新聞のジャーナリスト達によって

当初唱えられた表現の自由の言説が，現在，

メディア全体へ適用されている現実を強く指

摘する。「我々は，メディアの伝統的な概念

である経験的一体性を破る３つの分化を体験

しつつある。すなわち，プレーヤー，機能，

物理的媒体における分化である。このような

文脈の中で，メディアの倫理についての自由

至上主義のアプローチは，単に情報とコミュ

ニケーションの個人主義的自由の当初の領域

を拡げ，範囲を拡張しようとしているだけで

現実を見ていない」12）。

メディアの規制

メディア権力の暴走を食い止めるために，

メディアの権力の濫用を抑制する措置が生ま

れる。経済的規制や法的規制と異なるメディ

アの特別な公的責任が，新たな法の形で生ま
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れる。コミュニケーション技術の発展により

コミュニケーションの権利が分化するととも

に，メディアにかかわる様々な法律（実定法）

が作られていく。すなわち，企業の自己規制，

行政規則，法，そして行政警察である。この

機能的アプローチは，メディアの社会的責任

と行過ぎた競争から，経済的・文化的側面で

公衆を保護しようという家父長的側面をもっ

ている。しかし，行政当局の細かい規制や伝

送チャンネルの増大にもかかわらずメディア

の供給の質は悪化するばかりで，人々の法的

な救済を求める訴えは減らない。「このメデ

ィアの私的な正当化は，逆にメディアのコミ

ュニケーションの正当性の欠陥を深め，自由

のレベルにおける後退を示すものとなってい

る」13）とリボワは言う。

リボワは，自己規制は，社会的規制の機能

的な要請に対して妥当な答えを出せない，と

して，その理由を法の専門家の立場で次のよ

うに批判する14）。

自己規制の手続きは，法の固有の規範的

レベルで十分な検討がされない上，その妥

当性の主張も袋小路に入っている。自己規

制は，その規範が合理的に受け入れられる

ことと社会的に受け入れられることの区別

ができず，規範の事実的妥当性と規範の経

験的実効性を規範的な正義や政治的な正当

性と同一視している15）。

リボワによれば《企業の自己規制－警察行

政》といった組み合わせは，認識論のレベル

から見ると，生活世界16）に対する客観的態度

である。企業や行政は，世の中から生まれる

期待を制度化するために，公衆を企業の消費

者や行政の顧客，標準的な賃労働，組織など

に帰着させるのであるが，このことはそれら

の世界がもつ固有の規範的次元を薄めている。

そして，この状況をリボワは，次のように特

徴づける。

このような観察者の客観化的アプローチ

では，法律上の規範が，規則，行政，法律，

といった形態の異なるものでも同一視され

る上，専門家の規範も自己規制や職業上の

倫理憲章や行動指針などと同一視されてし

まう。このようなアプローチはそれぞれの

コードの規範性を押しつけ，生活世界のし

きたりを硬直化させてしまう17）。

そして，リボワは，法のこのような機能主

義的アプローチ 18）は間主観性を通じて国民

（市民）の政治的意志を形成するという公共

コミュニケーションの責任を放棄することに

なってしまう，と批判する。

リボワは，メディアをめぐって，機能主義

の擁護者達が，受け手つまり視聴者国民に対

して観察者の客観的態度をとることで，メデ

ィアが公共の利益に関するテーマの選択やそ

の扱い方で受け手の評価を取り入れていない

点を指摘する。その上で，「現代の民主主義

では，規範の受け手としての社会の成員は皆

が等しく規範を作る人達で，コミュニケーシ

ョンと政治的参加によってその精緻化に寄与

することができると見なされるべきである」19）

というハーバマスと同じ立場で，次のように

言う。

公共コミュニケーションの受け手は，法

的共同体に参加する遂行的な態度をとるこ
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とで，この法的共同体をつかさどる規範，

特にアジェンダセッティング（議題設定）

の作り手として見なすことができるように

なる。コミュニケーションと法は，相互に

前提しあっており，一方のコミュニケーシ

ョンの受け手と他方の法の名宛人（受け手）

は法的共同体の形成に等しく貢献し，同時

に常にその作り手と見なすことができなけ

ればならない20）。

ここには，「《企業による自己規制》をめぐ

り，公共の利益にかかわるテーマの選択とそ

の扱い方をなぜメディアだけに正当化するの

か？ また，逆に《行政警察》をめぐって，国

民の監視と参画が必要なこれらの問題につい

てメディアの監視をもっぱら政治―行政制度

だけにゆだねておけるのか？」21）といったリ

ボワの問題意識が浮き彫りにされている。こ

の問題は，法的共同体の民主的自己決定とい

う枠組みの中で，メディアが決定的なプレー

ヤーだけに一層重要さをますといえよう。

３．コミュニケーションの自由

伝統的には，公共のコミュニケーションの

必要性を効果的に実現することは法律に帰せ

られていた。それは公共コミュニケーション

がコミュニケーションに関して高められた規

範的期待を制度化したメディアであるという

理由からであった22）。ところがこのコミュニ

ケーションの（実定）法は，公共空間の発展

とともに次々と欠陥を露呈してゆく。その根

幹にあるのがコミュニケーションの自由に対

する捉え方である，とリボワは指摘する。

コミュニケーションの自由の展開

コミュニケーションの自由論では，一般に，

コミュニケーションは一元論的な活動として

捉えられている。それは，肉体的精神的な個

人の表現の自由と思想の市場で知的生産物を

コミュニケーションのネットワークで流通さ

せる自由の組合せという捉え方である。この

概念の情報的側面の変化が，デジタル化され

るデータ処理による生産である。そこからあ

る種のコミュニケーションの自由の概念が生

じる，とリボワは考える23）。

このコミュニケーションの自由の概念には

２つの次元が見られる。第１は，コミュニケ

ーションのインフラを作り利用する自由であ

る。第２はコミュニケーションのサービスを

開発したり受け取る自由である。この視点で

は，コミュニケーションの自由は《表現の自

由の新しい形態》となり，また《表現の自由

の一つの様式》となる。コミュニケーション

の自由のこの理解からある種の《公共コミュ

ニケーション》や《私的通信》の概念が生ま

れる。自由から生まれるこの２つの産物は，

概念上，私的な法制度に基づく個人主義とい

う同一の構造のうえにある。こうして，公共

コミュニケーションの自由は，放送メディア

の自由に拡大されたプレスの自由となり，表

現の自由と企業の自由が組み合わされた自由

となる。これに対し，私的コミュニケーショ

ンの自由は，私信の秘密と商売の自由として

捉えられ，その自由はコミュニケーションの

国家的ネットワーク（郵便，電報，電話等）

によって保障されている。結局，コミュニケ

ーションの自由は，当初，郵便のモデルを真

似て作られ，私信の秘密によって保護された
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私的自由として理解され，公共コミュニケー

ションはこのコミュニケーションの自由の一

部とされてきたのである。

ところで，このコミュニケーションの自由

は，良心の自由や思想の自由，表現の自由や

言論の自由として主観的権利の発展と歩みを

ともにしてきた。これらの公共コミュニケー

ションに結びついている様々な価値が共通の

ものであるとしても，それらの価値は政治的

哲学的に異なった土台に依拠している。その

アプローチの一つはロックの自由主義的な土

台に基づいており，ここでは公共コミュニケ

ーションが所有主の私的な自律の条件であり，

結果である。公共コミュニケーションは，情

報と思想の自由市場とほとんど同じ言葉であ

る。第二のアプローチは，ルソーの共和主義

的な土台に基づいており，ここでは公共コミ

ュニケーションは，市民の公共的な自律の条

件であり，結果である。公共コミュニケーシ

ョンは，公民のコミュニケーションとほとん

ど同じ言葉である。この２つの土台が，公共

空間の発展の中で共存している 24）。そして，

この主観的権利の中で当初から，最も重要な

位置を占めてきたのが自由権である。ところ

がすでに見たように，これらのコミュニケー

ションの自由の展開は次々と逆説を生み出し

てきた。リボワは，それは，コミュニケーシ

ョンの（実定）法で前提されている自由の概

念に大きな欠陥があるからだ，と次のように

主張する25）。

それは，まずメディアの公共空間を規制

するコミュニケーションの実定法に，一貫

性の欠如という技術的欠陥があることであ

る。コミュニケーションの法によって前提

されているコミュニケーションの自由の概

念は，自由の個人主義的概念である。一方

は，コミュニケーションの実定法によって

前提されるコミュニケーションの自由の概

念であり，他方は自由権によって前提され

る自由の概念で，ここに相違がある。

自由権によって前提とされる自由の概念は

他人に危害を加えることがないという条件の

もとで，各人が好きなことができる私的で消

極的な自由である。そこでこの問題はこの原

則の中で，自由の概念の妥当性は，自由の制

度の枠の中で，どの程度その自由が行使でき

るかによって条件付けられていることにな

る26）。
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表現の自由（肉体的，精神的，個人的） 

＋ 

流通の自由（コミュニケーションのネット） 

ベースは個人主義 

表現の自由の新しい形態 

・インフラを作り，利用する自由 

・サービスを開始したり，受け取る自由 

公共コミュニケーション＋私的通信 



自由の概念と自由の行使の矛盾

そこで，自由の概念を明確にするには，自

由の概念を自由の行使と分けて考えなければ

ならない，とリボワは次のように主張する27）。

自由の概念が制約を受けなくても，自由

の行使には制約を課すことができる。自由

の行使は，その行使の平等を保障するため

に各人に対し制限することができる。つま

り，自由の行使をすべて制限しても，その

制限が自由を拡大させ，進化させる限りに

おいて，原理によって自由の概念の制限で

はない。問題は，自由の行使に加えられる

制限がどこまで受け入れられるかであり，

これは，法制度の中で，自由の原理に従っ

てなされなければならないものである。

リボワは1789年の人権宣言の中に明記され

た自由，―《自由とは，他人に危害を加え

ないこと，すべてができる点にある：こうし

て各人の自然権の行使は，社会の他のメンバ

ーに同じ権利を保障する。この境界は，法に

よってしか決められない》―が，情報と意

見の多様性へのアクセスを含む表現の自由を

各人に保障するために，その同じ自由に制限

を加えることが必要となっていることを指摘

する。そして，アメリカの法学者ロールズの

考え方《自由の制限は，自由そのものにとっ

て制限が必要なときにのみ正当化される》28）

を引用する。

そこで，リボワは，次のように言う。

結局，ロールズが述べていることは自由

の制度としての自由の概念は，様々な個人

主義的自由がどう共存できるかという問題

にゆきつく。自由権によって前提されてい

る自由の概念は，公権力の介入を要請する

ことになる。具体的には，メディアの所有

や個人間の自由な契約を制限したり，独占

を阻止する手段がある。しかし，逆に，こ

の自由はそれを保障する必要のある手段の

範囲を定めることしかできない。つまり，

その自由は，その中身を規定するためのい

かなる原理も提供していない。自由の概念

は，その原則において，他者を損なわない

という条件で人は望むことができるとする

が，その可能性としての自由の概念が自己

崩壊する。……このような状況は，自由の

抽象的概念の産物である29）。

自由権に基づくコミュニケーションの法の

矛盾を際立たせているものとして，リボワが

特に注目するのは，ドイツ憲法裁判所が下し

た次の判断である30）。

ドイツでは，放送の自由として，憲法の

条文の中に「ラジオとテレビの自由」が書

き込まれているが，この自由の解釈をめぐ

ってドイツの憲法裁判所は，放送に関する

規則は，放送事業者のコミュニケーション

の自由とぶつかるものではない。むしろ，

放送に関する規則は，受け手が平等に保護

されるよう，受け手の自由を制度化してい

るとの判断を示している。

そして，この判断について，リボワは国内

法のレベルで憲法的な価値をもっているこの

多元主義の原則が，現実には，個人や法人，

さらにメディアの表現の自由に制限を加えて
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いると，個人主義的自由に基づくコミュニケ

ーションの実定法の矛盾を指摘する 31）。リ

ボワによれば，ここに見られるプレスの自由

とラジオ・テレビの自由は，結局は，公共コ

ミュニケーションとしてのコミュニケーショ

ンの自由の制度化であり，表現の自由の制度

上の形態ではない。そこで，リボワは，この

ようなやりかたを次のように批判する32）。

《公共の利益》の概念によって多元主義

を立法的に制度化することは，多元主義制

度を公的管理の裁量やメディアの専門家の

ギルド，さらに憲法判断の家父長主義に委

ねながら，抽象的には個人の表現の自由を

制限することになる。それでは，コミュニ

ケーションの規制の欠陥を埋め合わせるこ

とができない。

リボワは，コミュニケーションの法で前提

される個人主義的概念の限界とコミュニケー

ションの自由の制度の難問は，人権をめぐる

ヨーロッパ司法裁判所の法解釈（判例）等

様々なケースで見られると次のように言う33）。

法律の専門家の意見によれば，コミュニ

ケーションの法は，方法論的に見て統一性

のとれたものではない。法律の規定の多様

さ，管轄地域（一国，ヨーロッパ，世界），

介入の形態（法律，規則，行政手法，裁判

等）などを一つの制度に体系化する共通原

則を引き出すのが困難である。また，コミ

ュニケーションの実定法には，競争と結び

ついた通信法に技術上の無差別の考え方が

あり，他方で，行政警察と特例法による公

共サービスの歴史的概念の継承である自己

規制と結びついた権威主義的な硬直があ

り，《規制を緩和すべきか，強めるべきか》

というジレンマに法の専門家は直面する。

リボワによれば，コミュニケーションの自

由に関する憲法解釈の中心にこの明白なジレ

ンマがあって，これらの解釈は，一方で裁判

や専門家集団の温情主義に自由の発展をゆだ

ねてしまっている家父長的アプローチと，利

害が競合する事案をケースごとに慎重なバラ

ンスをとる物質主義的アプローチがはっきり

と見られるという。このような状況は，実定

法の規定による自由の概念に対して行政や裁

判の苦境を露呈したものとなっている。

このようにコミュニケーションの実定法の

欠陥を指摘して，リボワは，多元主義によっ

て表現の自由が制限されないためには，コミ

ュニケーションの自由をどう扱うべきかと考

える。結局，それは，自由の個人主義的概念

から抜け出て，自由の視点の変更を求めるこ

とになる。

自由の共同体的概念と

コミュニケーションの自由

現代の自由の様々な形態について検討した

末にリボワが ついた結論は，自由の共同

体的概念であった。それは，政治的共同体が

自由に基礎づけられた共同体であるならば，

政治的共同体を構成する自由の概念とはどの

ようなものになるかという課題に答えようと

するものである。そのため，このコミュニケ

ーションの自由は，「コミュニケーションが

目指している発話内的なやりとりの枠組みの

中で，他の個人に関し，もはや個人の自由で

はなくて，２人の個人がコミュニケーション
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するときに起きることについての概念とな

る」34）。そこで，リボワの議論を追うことにす

る。

20世紀の言語哲学はコミュニケーション

の中に３つの次元，すなわち発話の次元，発

話内的次元，発話媒介的次元があることを発

見した。そして，発話内的行為は慣用・慣習

的特徴をもつ一方で，発話媒介的な目標を追

い求める行為は発話内行為と両立せず，そう

することでコミュニケーションを食い物にす

ることを明らかにした。ハーバマスは，これ

らをさらに進めて普遍的語用論35）を展開し，

発話内的次元は，２つの主体が行動を調整し，

同時に行為規範を互いに理解しようと努める

とき，コミュニケーションメディアによって

作り上げる相互承認の関係を回復する点に注

目した。これは，コミュニケーションの自由

の間主観性的な把握である36）。

ところが，コミュニケーションの発話媒介

的次元が発話内的次元の犠牲によって，優先

された場合，発話媒介的次元は相互理解をへ

ずにコミュニケーションの手段を用いて，コ

ミュニケーションの効果を狙うものであるか

ら，ここでのコミュニケーションの利用はコ

ミュニケーションの自由に従っていないこと

になる。そこで，「一人芝居の主体の自由の

概念ではなくて，２人の主体が世界の中で何

らかのものについて，コミュニケーションに

よって了解しあうときに生まれるものの概念

が，どうしても必要になる」と，リボワは考

える。それは，公共空間の中にある直観を説

明できなければならない。発話内的な自由の

概念としてのこのコミュニケーションの自由

は，まず初め個人から出発して理解されるも

のではなく，即そのものから始まって理解さ

れなければならない。自由に関する視点の変

化が前提となってくる。それは，もはや個人

から出発して考えられるものではない。こう

なれば，この自由は，論理的には自由の個人

主義的形態に先立つものとして位置づけられ

ることになる。

そこで，リボワは，この自由について次の

ように説明する37）。

自由は，もはや他人に対する個人の視点

から考察されない。むしろ，様々な個人が

一緒になって作り出す共同体の視点から考

察される。この共同体は，構造的，文化的，

制度的な枠の中で人々がある種の実現の可

能性を認め促進し，あるいは逆に排除する

ような共同体である。そこでは，各人の自

由の開花が共通の目標にならなければなら

ない。《共同体的自由は社会の制度と実践

を通じ，また市民が関心と習慣を通じて自

分自身についてもっている考え方を通じて

共通の目標にするという自由である。》つ

まり，重要なことは，ある共同体の中で文

脈と構造や文化，制度（社会学的，法的，

政治的，経済的）の組織が個人やグループ

の自由を実効性のある形でどの程度促進す

るのか，縮めるのかを定めることである。

《方法論的共同体主義》によって《実際に

変わるものは，意味的内容というよりは，

方法論的視点の出発点である》

リボワは「現代においては，自由の個人主

義的概念と共同体主義的概念，そして自由の

公共的概念と私的概念が，交互に自由の具体

的概念としてはっきりと姿を現している」と，

言う。そして，政治の文化の中に沈殿してい
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る倫理的直観を正しく言い表すためには，現

代における自由を４つに整理する（表１参

照）。この中で共同体的公共的自由こそが，

コミュニケーションの自由を概念化するのに

必要な，自由の個人主義的でない現代的概念

であることを，リボワは主張する。もちろん，

その他３つのタイプの自由も共存している。

しかし，それらは，当初，自由の概念が登場

した頃と比べて，現代という時代の中で，そ

れぞれの比重が大きく異なっている点を想起

すべきだと，リボワは言うのである。

自由についての共同体的公共的概念が定ま

れば，おのずと今度は，より深い直観の特別

の側面に，個人主義的自由の間主観性の観点

が含められる必要がある，と次のようにリボ

ワは言う38）。

それは，個人主義的な規準でない公共的

に考えるコミュニケーションの直観であ

る。その直観は，歴史や世代を乗り越えた

通時的，共時的で横断的な文化のコミュニ

ケーションでなければならないだろう。そ

れはパースの記号学が明らかにしたよう

に，人間同士がコミュニケートできるよう

に，論理的には人間そのものが記号として

捉えられることであり，コミュニケーショ

ンの自由が特別の主観的な結びつきなしで

考えられることを意味する。つまり，自由

の個人主義的でない概念が，同じように自

由の主観的でない概念とならなければなら

ないのである。

結局，この相違は，自由の間主観性の概念

と自由のコミュニケーション的概念の相違で

ある。自由の間主観性の概念としての《コミ

ュニケーションの自由》は，コミュニケーシ

ョンの自由の個人主義的概念の中にまだとど

まっている39）。ところが，自由のコミュニケ

ーション的概念は，コミュニケーションの自

由の個人主義的でない特別の概念を含んでい

るのである。

では，自由のコミュニケーション的概念は，

コミュニケーションの自由の個人主義的でな

い真の概念を得るために，自由の間主観的概

念に何を付け加えなければならないのか？

リボワは，カントとヘーゲルの著作を りな

がら，公衆が公法を通じて主権者としての人

民に成長してゆく議論に注目し，この過程こ

そが，コミュニケーションの自由としての国

家の深化の結果である，と捉えるのである。

コミュニケーションの自由と公共放送

NHK放送文化研究所年報2007│167

私的自律 

個人主義的私的自由 

・消極的自由＝自由の私的側面 
　《私はどこまで支配されるか》＝法的自律 
・私人の契約 
　妥協による交渉 
・ロック 

共同体的私的自由 

・ロールズ 

個人主義的公共的自由 

・積極的自由＝自由の公共的側面 
　《私は誰によって支配されるか》＝政治的自律 
・自由の間主観性的概念 
・ルソーの一般意思 
・J・S・ミル 

共同体的公共的自由 

・自由の個人主義的でない概念 
・発話内的自由 
・トックビルの政治的自由 

公共的自律 

表 1　自由の概念と自由の４次元（B. リボワの記述から製作） 

個
人
主
義
的
自
由 

共
同
体
主
義 



ここに，リボワは，共同体的側面と公共的側

面という２つの側面がコミュニケーション的

に相互前提の論理に従って，内的に結びつけ

られてゆく姿を見る。「つまり共同体的側面

と公共的側面の相互前提としての自由のコミ

ュニケーション的概念は《主観的自由》と

《コミュニケーション的自由》の個人主義的

相違を飲み込んでしまうのである」40）という

のである。

公共コミュニケーション

《公共コミュニケーションとは何か？》とい

う問いは，結局，《自由なコミュニケーション

とは何か？》といった視点から理解されなけ

ればならないと，リボワは次のように言う41）。

形式的には，自由なコミュニケーション

は２つの側面を含んでいる:すなわち，消

極的には，自由なコミュニケーションは制

度的なすべてのゆがみや構造的な暴力がな

いコミュニケーションである。積極的には，

自由なコミュニケーションは，その固有な

原理に従って定まるコミュニケーションと

して捉えられる。その原理が存在するとす

れば，内容について２つの側面をもつだろ

う。すなわち，主観的には言論の自由，客

観的にはコミュニケーションの自由である。

そして，公共コミュニケーションは，民主

的共同体に参加する人々の内的視点から出

発して考察される民主的共同体の中心にあ

る。

これをダイナミックな観点から捉えるため

に，リボワは，自由なコミュニケーションは

政治の記号過程である，とパースの記号論を

用いて説明する42）。

記号過程（セミオシス）は，記号，その対

象，その解釈項の３要素の協力・共同による

相互行為ないし相互影響であり，この３項関

係による影響や結果を，どれかひとつの要素

に帰着できないものである。政治の記号過程

は，世論のために政治的対象を表現する無限

の循環である。記号による表現は，ある人に

とって何かの代わりをするものであり，その

表現を通じて，人々は直接結びつけられ，相

互に規定されてゆく。ついで，コミュニケー

ションの中で政治的なものの表明やテーマ化，

論点化が行われる。最後に，コミュニケーシ

ョンの結果として，世論が政治的なものの表

現の受け手として生まれる。これをパースは，

《人々は最終的な解釈者である》43）と言って

いる。

このことは，最終的な解釈者である公衆

があらかじめ参加者の遂行的態度を採用す

るとき，このゆがみが取り除かれ，政治の

神秘的形態のベールがはがされることを意

味する。それは，現代の法的共同体そのも

のを《記号》，《表象制度》，記号的仲介に

よって，形成され，維持され，承認される

意思，とみなすことになる。公共コミュニ

ケーションは，ふさわしい表現の仲介を通

じて政治の記号過程の無限の連鎖によって

決定されることになるのである44）。

こうして，リボワは，民主的共同体は，そ

の固有の内的論理，つまり政治の記号過程と

いう独自の内的論理をもった統一体と捉える

のである。
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社会権と人格権としての

コミュニケーションの自由

現代国家の歴史的発展の中で人の権利は，

基本法である憲法的資産の中に少しずつ統合

され，市民的権利や公民的権利，さらに社会

的権利などの基本的権利として展開されてき

た。こうした中で，コミュニケーションの自

由は，これまでのところ表現の自由の形態，

つまり市民権と政治の権利（参政権）の合成

として捉えられてきた45）。これは，一般に自

由の個人主義的概念に基づくものとされてき

た。

これに対して，情報の自由な流通や思想の

自由によるアプローチは，急速な技術革新や

時代の変化という文脈の中でコミュニケーシ

ョンの自由や権利を捉えることは不十分だと

して，リボワは，コミュニケーションの自由

を公民の社会的権利と人格の精神的権利とし

て再構成することが必要であると主張する46）。

リボワは，まず，現在，基本的権利の主要

な一つとなっている社会権が，本来相容れな

い市民権や公民的権利からどのようにして生

成されたかを見る。そこで，イギリスの社会

学者，T. S.マーシャルによる基本的権利の形

成についての分析に注目する47）。

権利をめぐっては，一般に，まず専制的と

される国家権力に対抗するものとして，個人

に対して社会領域で公権力の不介入を保障す

る《国家からの自由》いわゆる自由権が挙げ

られ，それは法的には市民権であり，私的自

律を表現したものでもある。他方で，民主的

に捉えられる国家権力から出発して，この国

家への政治参加など公権力に対する権利とし

て公民的権利が挙げられる。これが《国家に

よる自由》であり，公民的自律である。これ

らの概念が近代市民革命の時代に生まれたこ

とは周知の事実である。

マーシャルは，市民の資格が一つの共同体

への所属と共通の文化への忠誠に基づくもの

と捉え，この市民の資格の内容である基本的

権利が市民革命以降，どのように変化して行

ったかを追跡した。最初に市民権，次いで政

治的権利が認められてゆくが，この二つだけ

が伝統的に市民の資格と同一視されていた。

しかも，すべての個人がこれらの権利を享受

していたというわけではない。その後，社会

権が認められるようになっても，市民の権利

や政治的権利が同時に付与されるとは限らな

かった。貧しい者の要求は，市民の権利の要

素には含められず，それらの権利に代わるも

のとされた。状況によっては，貧しい者は個

人の自由に結びついた市民権や投票する政治

の権利さえ失いかねなかった。つまり，市民

権や政治的権利と社会権が，当初は市民の資

格としては，対立していた。しかし，それで

は，法律上の対等な資格を形式的に承認する

だけでは十分ではなかったから，その後，社

会権は，対立していた市民権や政治的権利を

テコにした戦いで，市民の資格として基本的

権利に組み込まれてゆき，現在の姿になって

いる。こうして，いかにして社会権が政治的

共同体の無条件の付属物として法制度化され

たかが明らかにされているのであるが，ここ

で，強調されているのは，市民の資格である

基本的権利は，自由の個人主義的概念から直

ちに派生するものではなく，市民の資格の共

同体的，公共的概念から栄養物を吸収してい

る点である。政治的主権と主観的権利は相互

に強化しあっているということである。
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そこで，リボワは次のように言う 48）。「結

局，権利の体系の発展は，契約の論理に従っ

ているのではなく，市民の資格という論理に

従っている。市民の資格の論理は民主的共同

体の成員であるという考え方であるが，契約

の論理は，公共的であれ私的なものであれ，

権利をもつこと，その所有者であることの特

権を認めさせることである。権利を導く原理

は，自由と平等の関係であるが，市民の資格

の論理では，自由が平等の条件であるのに対

し，契約の論理では，平等が自由を可能にす

る。つまり，第１の仮説では，現代の自由は

当初，共同体的であり，第２の仮説では，当

初から，自由は個人主義的である」。

人格権 現代のコミュニケーションの自由の

問題は，メディアの支配の中で，プライバシ

ー私生活をめぐり，公と私の問題も提起して

いる。ここでもリボワは，自由の共同体的概

念が不可欠であることを強調する。そこで，

リボワが注目するのは，プライバシーの権利

をめぐるF.リゴーのアプローチである49）。リ

ゴーはアメリカやドイツなどの最高裁判所の

判例を分析して，私生活の概念と人格に結び

ついた様々な属性を再構成した。

リゴーは次のように論理を展開した50）。人

格の属性の利用を市民権のモデルに基づいた

行使と捉えるのは無理がある。まず，私生活

の保護の対象は，抽象的な個人でなく，その

特異性における人格である。その人格は２つ

の属性，すなわち，財産的，経済的側面と財

産以外の精神的価値をもつ。しかし，論理的

観点からは，人格の属性を所有物として捉え

ることはできず，人格をモノと同じように関

係づけるのも無理である。かといって，その

ことが人格の属性の財産的側面や商業的利用

を排除することにはならない。私生活と人格

という異質の財の保護は，法に属しながら，

私的な自律と公共的自律の２つの側面を含む

自由の社会的是認として理解されなければな

らない51）。つまり，人格の属性として法律が

保護するものの中には，《制限》と《解放》

という２つの側面がある。制限は，当事者が

認めないような人格の属性を公的コミュニケ

ーションに乗せることを禁じ，商業的いかん

を問わず主体によって定められた条件を充た

すコミュニケーションのみを保障することで

ある。その実現の条件は，その選択が純粋に

自らの判断にゆだねられることを保障する点

にある。

私生活が，法によって保護される自由であ

るとすれば，私生活は法の論理に従わねばな

らない。そこで，リゴーは，法的に保護され

るものは，権利として，自分でかって気まま

に処理できるものや財産のような，そのよう

な厳密な著作者の人格ではないが，《自由》

や《人間の尊厳》と呼べる原理・原則である，

という次の結論に達した 52）。「私生活は，法

的に保護された自由である。私生活の保護は，

絶対的，財産的な権利ではなく，自由である。

《法的な自由は，権利と異なって，曖昧さに

よって特徴づけられる個人的自律の領域を定

義する。すなわち，法が憲法的あるいは国際

的規範の尊重と両立する仕方で禁じていない

ことすべてをする自由である》」。

実定法によって保護される自由としての私

生活は，主観的側面と間主観的側面を含んで

いる。一方で，主観的側面は，財産的ベース

の上に作り上げられる社会的関係，つまり人

格の属性の商業的利用を含み，他方で社会的
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関係の欠如，つまり特異性の中に埋まりこん

だ孤独を含んでいる。この法的自由の間主観

的側面は，一方で自発的で無私のベースで築

かれる社会関係を含んでおり，他方，公共空

間の自律的発展に寄与するのに必要な人格の

承認を含んでいる。自由としての権利による

私生活の保護に価値があるのは，その保護が

法的共同体の中で，その特異性の再生産を可

能にするがためである。公共的実現を通じて，

人格は特異性として，具体的な個人として再

生されるのである。

このような自由をどう理解したらよいか？

リボワは，次のように言う53）。

市民権と主観的権利によるアプローチに

対する批判は，私生活が個人主義的で抽象

的な自由ではありえないことを前提とする

のである。個人が人格として自己決定する

具体的な共同体に参加しないような抽象的

な個人は存在しえないのである。これに対

して専制と外部からの不法な介入に対する

闘いのレベルでは，集団的な自由は作り出

せない。個人の自決は，自由の原理の下で，

人格の精神的側面が尊重されながら，法あ

るいは商業的，私的さらに公共的貢献を通

じてなされるのである。

結局，マーシャルとリゴーは，主観的権利

の制度を抽象的には，市民的権利と公民の権

利として構想しながら，主観的権利の体系を

現代の民主主義社会の考え方にそって法的共

同体の参加者の視点から展開させている 54），

とリボワは捉える。

こうして基本的権利としての社会的権利と

精神的権利は，自由の制度としての主観法の

制度の２つの具体的側面として，位置づける

ことができるようになった。そこで，コミュ

ニケーションの自由の個人主義的でない側面

を主張するリボワは，コミュニケーションの

自由を市民的権利からではなく，社会権と人

格権の視点から再構成したのである。

コミュニケーションの公法

コミュニケーションの法が，コミュニケー
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ションの自由を制度化するものであると考え

るならば，言葉の理想的状況55）を効果的に実

現するために，コミュニケーションの実定法

は，人々に認められた法的な特権を実り豊か

にできなければならない，とリボワは考える。

それは，自由で対等なパートナーとして人々

が互いに認め合う《言葉の理想的状況》だけ

が，すべての構造的ゆがみのないコミュニケ

ーションとしてコミュニケーションの自由の

考え方に りつく可能性があるからである。

リボワは，次のように言う。

自由の制度としてのコミュニケーション

の法は，コミュニケーションの独自性に関

して道徳的な直観を見つけ，また公共コミ

ュニケーションの法として，それを制度化

する責務を担う。ところが，公共コミュニ

ケーションの法の中でコミュニケーション

の規範的な理想を実現するということは，

法律的には普通法を超えた規定によって表

される56）。

近代のドイツの哲学と法律の伝統（カン

ト，フィヒテ，ヘーゲル）は《公法》を政

体としての法の規範的概念と呼んでいる。

この哲学的呼称は，抽象的な理想主義に蒸

発せずに，また機能主義的な変質を甘受せ

ずに，自由の制度として規範的妥当性の意

図を実定法の事実性の次元に関連づける長

所がある。この土台の上に，コミュニケー

ションの法の規範的概念としてコミュニケ

ーションの公法は，実効性と正当性の二重

のレベルで，メディア制度の民主的規制の

限定条件を定めるものとなる57）。

法は，理性に根拠をおかなければならな

い。つまり，受け手の観点から，また自由

の観点から正当化できなければならない。

公法であるということは，理性の法として

公開制に従わなければならないということ

である58）。

リボワは，コミュニケーションの法が単な

る自由でなく，コミュニケーションの自由に

基礎づけられるべきこと，コミュニケーショ

ンの自由を前提とすべきことを次のようにし

て強調する。公法となるコミュニケーション

の法は，自由一般（＝法の土台としての自由）

を前提としている。これは超越的な自由で，

仲介的にしか体験できない。これに対して，

コミュニケーションの法から生まれる自由

は，公共コミュニケーションとしての自由で

ある。結局，コミュニケーションの法が超越

的な自由，本質根拠としてのコミュニケーシ

ョンの自由における理性に基づいているとい

う想定は知覚できず，ただ考察ができるのみ

である。このようなものとして，コミュニケ

ーションの自由は，自由のコミュニケーショ

ン的概念と考えることができる59）。

さらに，公共コミュニケーションの法とな

る公法と他のコミュニケーションの法との関

係は，リボワによれば次のようになる60）。公

共コミュニケーションの法は，公共サービス

の抽象概念にならって，理想主義の形態に基

づいて構想される。そこで，公共サービスが

普通法に属さない非国家的活動を前提にする

のと同様に，コミュニケーションの法は，私

的なコミュニケーションに限定されず，また

公共コミュニケーションと同一視できないコ

ミュニケーションの社会的活動を前提とされ
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なければならない。その結果，公共コミュニ

ケーションの法は，今度は公法と見なすこと

が必要となる。すなわち，公共コミュニケー

ションの法はコミュニケーションの公法を前

提とすることになるのである。コミュニケー

ションの公法は，メディアのコミュニケーシ

ョンの法と互いに両立しなければならない。

公共コミュニケーションの法とメディアのコ

ミュニケーションの法は，コミュニケーショ

ンの公法の枠の中で相互の両立，さらに一致

を前提とする。

こうして，コミュニケーションの公法は，

私人間のコミュニケーション，メディアのコ

ミュニケーション，公共のコミュニケーショ

ンを対象にしており，公と私の相違を構造化

させるものとなる。

一方，コミュニケーションの法が公法とし

て検討できるのは，対象者が便益を受けるコ

ミュニケーションの自由が拡大され，主観的

権利が各人の自由を縮めることなく，コミュ

ニケーションの実定法が巻き込まれている矛

盾を取除き，きちんと再整理されなければな

らない。

つまり，自由の制度としての主観的権利の

体系がかかえる問題は２つある。それは，一

方で，様々な受け手に対して，同じ権利をど

のようにして確保するのかという問題であ

り，他方で同じレベルの様々な権利の間でそ

の両立をどう確保するのかという問題であ

る。たとえば，それは表現の自由の権利と情

報と思想の多元主義の原則を確保するため

に，個人の権利と私的な自由の相互共存性を

保障するために別の原則が前提されなければ

ならないという矛盾となって現れている。

以上のような問題を解決するために，取り

組むべき課題について，リボワは次のように

述べる。

コミュニケーションの公法は，コミュニ

ケーションに帰属するすべての権利と自由

を包み込むものでなければならない。重要

なのは個人主義的自由とすべての権利を単

に寄せ集めるのではない概念を仕上げるこ

とである。そのためには，まず市民的，公

民的，そして社会的な基本的権利のカテゴ

リーを通じて権利の課題に取り組むことで

あり，この作業は未だ未完成である。それ

は，マーシャルによる主観的権利の分類を

超えたこころみであり，重要なのは，市民

の資格としての基本的権利の定義に挑戦す

ることである61）。

いまや，権利の体系と見なされるこのコミ

ュニケーションの公法の内容は何であるの

か？　我々がコミュニケーションの公法の３

つの支脈に結びつけることができる主観的権

利とはどのようなものなのか？　リボワによ

れば，次のように整理される62）。

a 私的なコミュニケーション：考える（思

想）の自由，良心の自由，宗教の自由，創

作の自由，通信の秘密の権利，私的所有権，

公表の権利。これらのものは，F. リゴーの

意味で《人格の財》に広げることができる

だろう。すなわち，私生活の保護，肖像権，

氏名の保護の権利，住居不可侵の権利，推

定無罪の権利などである。

b メディアのコミュニケーション：表現の

自由の積極的権利，言論の自由や（人，財

サービス，データ等の）情報を流布する自

コミュニケーションの自由と公共放送

NHK放送文化研究所年報2007│173



由の権利を形成するものとしての受け手の

（受動的）権利，検閲と事前承認の禁止，法

をめぐる討論の出版や公表の自由，行政府

の資料・記録へアクセスする権利などがあ

る。この範囲を企業の自由や居住の自由，

サービスの給付を受ける権利，知的財産保

護を受ける権利等に拡大することができよ

う。

c 公共のコミュニケーション：集会の自由

の権利，結社の自由の権利，請願の権利，

政府への釈明を求める権利，国民投票の権

利は，情報の独立，正確さ，不偏性に関し

て，公共サービスの原則，ジャンル，テー

マ，人，財源の多元性の承認等を保障して

いる。我々は，この範囲をメディアのコミ

ュニケーションの特定のオペレータに対す

る積極的な義務（特に資金的な義務）に拡

大できる。これらの法律的規定は，様々な

手段を取り入れることができるだろう。す

なわち，民法や刑法の歴史的な特別の権利，

企業の自己規制，行政警察，公共サービス

などがある。これらの様々な手続きは，公

共コミュニケーションに結びついた価値の

法的制度化を確かなものとし，コミュニケ

ーションの法の公共的仲介によって，人格

と市民の資格に具体的な内容を与えること

になる。そして，今度は，番組やサービス，

文化財など様々な成果や放送，コミュニケ

ーションのネットワーク，メディア，また

芸術や宗教学者などの組織が市民的公民的

な様々な権利の応用として説明される。そ

してこれらは法的共同体の倫理的内実を豊

かにするのである。

コミュニケーションの公法の概念を精緻化

する作業は，コミュニケーションに結びつい

た様々な権利を，我々がもっている権利を侵

害せずに，互いに関連づけながら位置づけて

ゆく。このようにして，コミュニケーション

の公法は言論の自由の制度として構成される

ことになる。

リボワのこのアプローチがめざしているも

のは，結局《公共の利益》の曖昧な基準や

《情報に対する公衆の権利》に法的な内容を

与えようというものである。それは，一方で，

政府の行政裁量に依存する家父長的な態度に

陥ることなく，他方でメディア業界やメディ

ア企業の要請によってなされるすべてを経験

にゆだねる経験主義に陥るのを防ぐ。コミュ

ニケーションの実定法のこの秩序化は，同様

にメディア制度の規制の機能的手続き（自己

規制，取り締まり行政，活字のプレスの歴史

的権利，公共サービス等）の活用やその位置

づけを通して制度的側面に現れることにな

る。

リボワは，強調する。「公共のコミュニケ

ーションは，ふさわしい表現の仲介を通じて

政治の記号過程の無限の連鎖によって決定さ

れる」。それは，公共のコミュニケーションが，

具体的な仲介を通じて実現されるということ

である。そこでリボワは公共コミュニケーシ

ョンと公共サービスの関係について次のよう

に言う63）。

公共サービスは，公共のコミュニケーシ

ョンを実現する任務をもち，法律に定めら

れる組織である。公共サービスの原理の学

説の再構成は，公共サービスを制度化する

組織の視点から見たとき，公共コミュニケ

ーションに合理性を保障し，また骨組みを
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与えることになる。別の言い方をすると，

公共サービスの原理は，単に必然的な関係

のない組織の属性や様式ではない。公共サ

ービスの原理は公共コミュニケーションと

同じ資格で共同体的及び公共的自由の結果

と産物であり，自由のコミュニケーション

概念の結果と産物である。この自由は公共

サービスを通じて制度化される。

こうして，リボワは，公共コミュニケーシ

ョンが，公共サービスの具体的な仲介を必要

とすることを明らかにし，市民的コミュニケ

ーションと異なることを強調するのである。

「コミュニケーションの公法は，その考え

方にそって行動システムと見なさなければな

らない。つまり，現実の中に成果を得ること

が出来なければならない」64）。そこでその役

割を果たすのが，視聴覚の公共サービスであ

る。しかし，それは，従来の歴史的な公共サ

ービスと異ならなければならない。従来の公

共サービスは，民主化の一層の進展と技術の

革新の中で，新たな対応を迫られているから

である。

リボワは，視聴覚の公共サービスに対する

主要な批判を２つ挙げる。第１は，供給され

る番組サービスの総合性に関するものであ

り，第２は，機能主義的アプローチから行政

警察と同一視される公共サービス組織の形態

に関するものである。これらは，視聴覚の公

共サービスの特権が正当かどうか，制度の実

効性はどうか等の問題を提起しており，リボ

ワは，公共サービスがこれらの批判に答えら

れるためには，現代の経験的変化，デジタル

革命と情報社会に通じていなければならない

ことを，明らかにする。

１．公共サービスとは何か

引き続き視聴覚の公共サービスが，その役

割を担うとすれば，まず公共サービスの概念

を明確にし，公共サービスに対する批判に答

えなければならない。リボワは，これを，主

にフランスの公共サービスの検討を通じて行

う65）。

公権力特権

まず，リボワは，通常，公共サービスと呼

ばれているものについて，その組織や給付さ

れるサービス，活動などについて調べる一方，

公共サービスの定義の歴史的変遷を概観す

る。フランスでは，公共サービスは国家建設

の要であり，多くの意味が詰まっていること

がわかる。また，公共サービスの定義が，歴

史的に見ると，３段階を っており，そこに

は規範的な捉え方と機能的な捉え方があ

る 66）ことが明らかになる。しかしそれにも

かかわらず，公共サービスは，「公共の利益に

属するものとして宣言されるある種の社会活

動の上に同格の単純なラベルを張り付けるこ

とに帰着されており，公共サービスに法的概

念としての資格を与えるためのいかなる法的

規準も存在しない 67）」。だが，その一方で，

サービスの形態や，給付されるサービスの種

類，その組織や活動も様々で多岐にわたる中

で，これらに共通するものとして公権力特権

が見出される。
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公権力特権とは，強制力によって一方的に

認められた活動の法的手段の全体で契約とは

区別される。それは法的手段を借用する行為

である。公権力特権がなければ，公共サービ

スはその使命の遂行に必要な手段を断たれ

る。また，特定の利害の上に対して全般的な

利益を優位にする存在理由を失う。公権力特

権のない公共サービスはもはや理論的，実践

的な意義を全くもたない。

国家の義務を果たすために必要な強制手段

がなければ，公共サービスはその一貫性を失

うであろう。こうして，リボワは公共サービ

スと公権力特権の組合せの根本的な利点は，

公共サービスの実効性の概念の中にこそ，そ

の役割があると考える。２つの要素を分離し

てしまうことは完全に非論理的な結果をもた

らすことになるのである。

社会的有用性

では，公共サービスなる資格は，どのよう

なものであろうか？ 「公共サービスの法的

概念を定めるのを可能にするものは，公共サ

ービスの資格として不可欠な国民の利用であ

る68）」と，リボワは言う。国民のこの利用，

この公法関係は２つの側面をもっている。機

能的観点からは，それは社会の相互依存の実

現と発展をめざす。規範的観点からは，それ

は公共サービスの原則によって特徴付けられ

る。公共サービスのこの原則は，国民の利用

をベースに社会の相互関係の実現と育成の機

能を効率的に確保するために，フランスの行

政法の解釈と学説によって練り上げられたも

ので，継続性，平等性，柔軟性の３つである。

これらはまた，公共サービスを制約する条

件でもあり，すべての公共サービスは，この

原則によって定められる。その中で特に重要

なものは，すべての公共サービスはその行使

において制約がある点である。つまり，別の

社会的活動に対して正当性を保つために，公

共サービスはその制約に従わなければならな

いのである。

さらに重要なことは，公共サービスのこれ

らの原則は，公共サービスの法律制度と混同

されてはならず，あくまでも社会的相互関係

の実現を担う公権力の発現という点である。

公共サービスは普通法の特例法制度に基づい

ている。すなわち，その組織，機能，コント

ロールは，行政法と固有の法解釈，行政審判

の管轄に帰属する。「公共サービスの法は，

給付による公衆の利用を促進しながら，公衆

の利用を組織する様々な規則の総体である。

この考え方に従えば，公共サービスの法は公

法である69）」。

こうして，リボワは，公共サービスは，機

能的には国民の利用であり，抽象的には《公

法の関係》である，と定義する。そして，公

共サービスを区別する尺度は，異なる様々な

構成要素の間に作られる公法関係であり，そ

れは，具体的な公共サービスから生まれる組

織と活動となる。公共サービスの関係は，一

方の公権力の要請と他方の公的決定と規制の

関係の中で，具体化される。

公共サービスと行政警察

リボワは，アングロ・サクソンの伝統は市

場が効果的に機能するよう，その監視役とし

て行政警察を活用するとともに，市場の欠陥

を埋め合わすべく，公益企業体論を発展させ

ているのに注目する。この自由主義のアプロ
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ーチにも，公共サービスに似た公共的利用と

いう考え方が用いられている。

大陸ヨーロッパの公共サービスの歴史的伝

統と比べた重要な相違は，社会的な要求（必

要性）に応じ，一般的利益の目標を実現する

ために市場と民間の発意に最初から推定的な

好意を寄せていることである。逆に，大陸の

伝統は，社会の必要性と相互依存関係を満た

すために，国家部門に特権を与える伝統をも

っている。そこでリボワは次のように述べる。

アメリカは，国家に対する自由主義的ア

プローチから出発して独自な公共サービス

を見出した。これに対してヨーロッパの

国々は，王権的つまり国家のアプローチか

ら出発して公共サービスを作り出した。こ

のような考え方の相違が，アメリカの場合，

民間の自由の尊重の中で一般的利益の活動

を行わせる公益企業とこれを監視する行政

警察という組合せを生み出したのである70）。

ところが，最近では，フランスにおいても

規制緩和が進む中で，公共サービスの定義に

ついて，最高行政裁判所であるコンセイユ・

デタが《組織上の公共サービス》と《機能上

の公共サービス》を区別し，行政警察と《機

能上の公共サービス》が，あたかも類似のも

のという印象を与えている。これに対し，リ

ボワは，これはひどい混同であるとして，次

のように言う。「《組織上の公共サービス》は，

公共サービスを特定の歴史的時代に実現した

ものであり，公共サービスの基準ではない。

他方《機能的公共サービス》は公共サービス

ではなく，民間の自由の尊重の中で行政警察

に従わせる一般的利益の活動に過ぎない 71）」

のである。

では，行政警察と公共サービスの共通点は，

そして相違点はどこにあるのか？　リボワは，

次のように整理する72）。まず，行政警察は公

権力としての国家を前提とする。行政警察と

公共サービスは，構造的に同じ構成要素をも

っている。行政警察と公共サービスは，同じ

ものについての異なる視点だから相違はな

い。行政警察と公共サービスは，国家の中で

機能的にたとえ区別があったとしても分離で

きないものとしての公共政策の２つの異なる

形式である。

行政警察は，主観的には規制に見える。ま

た公共サービスは，“解放”として表される。

そのどちらもがなければ，必然的に抑圧的な
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行政警察 公共サービス 

公権力特権をもつ　一般的利益の実現，公人，集団への給付，　集団的表象，国家 

観察者の客観的態度 

所有者の私的自律 

規制機能的側面 

私法，行政法 

参加者の遂行的態度 

市民の公共的自律 

自由と倫理生活 

公法 

表 2　行政警察と公共サービスの相違 



ものになる。行政警察は，一般の利益という

目標の実現によって個人主義的私的自由を制

限する。しかし，コントロールの手続きが正

当とあれば，各人の私的自由を保障するから，

行政警察によって行使される制限はそれ自体

では決して抑圧的ではない。そして，公共サ

ービスは対等の自由の条件を豊かにするもの

として，民主的法治国家を深め，行政警察に

前提される公権力の国家に秩序を与えるので

ある。

行政警察と違って，公共サービスは，参加

者の遂行的態度を採用するという方法論的変

更によってのみ近づくことができる公共的利

用という規範的側面を伴っている。行政警察

と公共サービスの制度的相違は，法律関係で

ある。行政警察の場合，それは私法に属して

いる。つまり，義務と強制の組合せの二項関

係である。それに対して公共サービスは公法，

つまり三項関係である。

結局，行政警察と公共サービスは，国民や

市民について捉える２つの異なったやり方で

ある。すなわち，彼らを契約にかかわる私的

な所有者として捉えるのか，政治的集団とし

てのメンバーの市民として捉えるのかという

違いである。行政警察は所有者の私的自律に

基づき，公共サービスは市民の公共的自律に

基づいている。２つの側面を切り離すことは，

法と自由の破壊をもたらす。もし，行政警察

が公共サービスとのつながりを解かれれば，

それは全面的な機能主義に到達する。同様に，

公共サービスの行政警察とのつながりを解け

ば，我々は国家的集団主義に陥ってしまう。

そして，リボワは次のように言う73）。

今日，行政警察は特に効率性の観点から

歴史的公共サービスに対する解決とみなさ

れている。正当性の観点からは，公共サー

ビスは正当化と集団的必要性という前提か

ら絶えず脅かされている。問題は機能的観

点から競争の圧力の下で，公共サービスの

目的の実現を如何に確保していくかという

ことである。行政警察は，効率性という機

能のレベルで，公共サービスの危機に答え

ているといえるのである。

この公共サービスの危機は，社会に対し

て国家によって採用された客観主義的態度

への抵抗である。それは，国家によって自

らの名のもとになされた公共政策によって

変化した。それだからこそ，公共サービス

は，機能や，財源，アイデンティティー，

正当性の危機を通じて現れているのであ

る。

こうしてリボワは，政治的決定主義や法

実証主義のような独断的なやり方では，も

はやこの危機は理解されないと考える。

２．歴史的な視聴覚の公共サービス

大陸ヨーロッパでは，戦後，放送と通信は

一貫して外部競争のない国家管理の公共独占

であったが，80年代から90年代にかけて，相

次いでこの独占が崩壊する。その間，放送は

通信に対してはインフラの面で，また新聞な

どのプリントメディアに対してはコンテンツ

の面で，独自の法的規制を受けてきた。しか

し，こうした枠組みの中で，視聴覚の公共サ

ービスの理念が育まれ確立していく。それは，

今後も維持されるべきと，リボワは考える。

では，それはどのようなものか？
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規制の枠組み

まず，放送と通信は，インフラの物理的特

徴の相違に基づく，異なる規制が行われてき

た。不特定多数の匿名の公衆を対象としてい

る放送に対し，通信は，特定の個人ないしグ

ループの間の交信である。また，放送には，

電波資源の希少性がある。このような相違が

コンテンツをめぐる規制を生み出した。つま

り，《私信》である通信に対しては，政府の

不介入の原則が適用されたのに対し，《公共コ

ミュニケーション》である放送については，

自由主義の立場をとる場合でも，コンテンツ

の多様性，意見の多元性など編集上の責任が

求められる。

次に，放送はプリントメディアとの関係で

は，編集の自由をめぐって，規制に相違があ

る。すなわち，放送については，編集上の守

るべき基準が定められ，これに従うことが求

められる。言うまでもなく，新聞については，

公表された事実をめぐり責任が問われること

があるが，事前規制はない。そのうえ，言論

や表現の自由の多様性や多元性をめぐって，

ネットワークの数でこれを確保しようとする

アメリカの外部的多様性の重視に対して，ヨ

ーロッパでは視聴覚の公共サービスが独占的

支配を続けていたことから，内部的多様性が

重視されてきた74）。

視聴覚の公共サービス，理念と原則

こうした規制の枠組みの中で，視聴覚の公

共サービスの理念が育まれ，その原則が確立

していくが，その基本となるものは，多様性

と平等であり，公共サービスはこの２つを軸

に展開されてきた，とリボワは見る75）。

それは，具体的には，あらゆる社会層，グ

ループ，年齢層，そしてどこからでも，誰も

が無料でアクセスできるという，平等性とユ

ニバーサル・サービス，そして供給される番

組の種類の豊富さや多角的な視点や考え方の

多様性，多元性，総合的編成となって表れる。

そして，これを支えるのにふさわしい公的財

源，とりわけ受信料，さらに制作，編成，送

出の一貫体制を確保する組織がある。平均的

視聴者をねらう民間の総合テレビと違って，

公共サービスのテレビがめざすものは，様々

な独自性と可能性をもった公衆，つまり公衆

の多様性に語りかけることであり，そのため

に様々なタイプの番組や表現が市場の論理な

どによって排除されないようにすることが課

題となる。こうしたことが，政治的共同体に

不可欠な公共空間を確保するために求められ

るのである。

しかし，とリボワはつけ加える 76）。政治的

な次元だけを際立たせることは，個人を市民

に，公共サービスを情報に帰着させることに

なる。それは，しばしば家父長的な見方の中

で，テレビを学校や議会と同一視し，個人の

独自な多様性をぼかし，公共サービスの視聴

覚が体現すべき創作や文化の基本的な次元を

覆い隠してしまうことになり，たえず注意し

なければならない点である。

視聴覚の公共サービスは，人々をアイデン

ティティーの閉じこもりへの誘惑に煽り立て

るのでなく，各共同体の固有の独自性から出

発して，総合的な展望の中に参加する仕事を

担うのである。

このような視聴覚の公共サービスのユニバ

ーサル・サービスでとりわけリボワが強調す

るのは，ヨーロッパの特色はユニバーサル・
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サービスが進化的であるという点である 77）。

つまり，無条件で各人に与えられる基本サー

ビスは，絶えず高められ，提供される番組の

質は固定されるどころか，文化的にも社会的

にも不利な状況を最適化するために最大化さ

れねばならないという考え方を今後も取り入

れていかなければならない。

従来型モデルの危機

これらの制度的特徴は，公共コミュニケー

ションの規範的期待にそうためのものであっ

た。公的な視聴覚組織の規範的モデルは，従

来，そのアイデンティティーによって定義さ

れ，その制度的特徴と暗黙のうちに同一視さ

れてきた78），とリボワは言う。しかし，80年

代半ば以降の公共独占の廃止，受信料と広告

の混合予算，公民のテレビの競争の経験は，

公共の視聴覚のアイデンティティーを揺り動

かす。結局，この変化という経験が，公共サ

ービスの使命の行使の理論的条件の再考を促

している。以後，公共テレビは，その特殊性，

独自性の中で脅かされるようになる。規範的

要請を全く無視するのか，しないか，どの程

度考慮するかによって，公共テレビは産業対

創作あるいは経済対文化といった具合に極端

に正反対の２つのモデルの中で揺れ動くよう

になるのである。

リボワは，「結局，視聴覚番組の制作につ

いての義務が守れないために，今日，公共サ

ービスは危機に瀕しているように思われる79）」

として，同時に克服しなければならない２つ

の課題を挙げる。ひとつは，視聴覚の公共サ

ービスの社会的有用性を判定する手続きであ

り，もうひとつは文化的義務の強化である。

≪産業の論理≫対≪創作のテレビ≫の選択に

直面して，公共サービスの視聴覚のアイデン

ティティーの基本的な原理を定めることより

は，むしろ公共サービスの視聴覚を深め，利

用する条件を並べるほうが急がれると，リボ

ワは考える。それ故，手続き的，実践的戦略

が検討されなければならない。

国民の利用か視聴者か？

社会的有用性は，国民の利用である。視聴

覚のサービスにとって，それは視聴者という

概念に結びつく。しかし，「この視聴者とい

う尺度は，公共サービスの使命がもつ独自性

の基本原理を構成することができない。この

尺度は，不完全で大いに批判的余地がある。

しかし，これによって表される公衆の表象が

事実であることには変わりない」「公共サー

ビスは有用性と認められた価値をもたなけれ

ばならない。そのためには，その測定や評価

の手続きをどう見つけ出すかという問題が残

る 80）」。つまり，公共テレビによって集団に

提供されるサービスが，国民の利用を視聴者

という唯一の尺度に結びつけない客観的な仕

方で，どうすれば評価できるかという問題で

ある。

そのためには，様々なカテゴリーの参加者

（政治，専門家，受益者等）の討議による突

合せが必要になる。この手続きの特徴は，個

人の選好や権利，義務の具体的行使の条件か

ら独立して集団的要求の自律的表現を維持し

ている。また，民主的政治組織に関しては，

充たされるべき欲求の表現がテクノクラート

的なやり方で，一方的になされることはない。

また営利追求的なやり方でもない。この手続

きだけがたとえ，その給付が個々人を対象に

したものであっても集団的次元を認めること

180



を可能にする。

最後に，提供されるサービスの評価につい

て，この手続きは交換価値だけの指標に甘ん

ずることなくサービスの使用価値を考慮に入

れることを可能にする。実際，利用者という

個人の属性は，ダイナミックな両義性をもっ

ている。

公共サービスの社会的有用性を討議によっ

て評価することが妥当なのは，他にも理由が

ある。第１は，視聴覚組織の機能と番組編成

の独立性を支える財源の基本部分は公衆から

のものであり，もうひとつは，番組編成にあ

たって公共テレビが制作と編集の機能分離が

進めば，文化的義務を課すことがますます必

要となり，番組をめぐって公権力と文化的企

業の関係の明確な契約化が，不可欠となるか

らである。

つまり，より基本的には事前規制の文化か

ら契約による文化への移行，家父長的な後見

の文化から参加と協調の文化への移行を展開

させてゆくことが重要となるからである。従

って，正当性や決定を明確化し，制作の決定

が効率的になるためには，様々なタイプの

人々やグループが目標の定義について，公共

政策の精緻化にかかわることが必要とされる

ようになるのである81）。

コミュニケーションの現代的変化は，メデ

ィアの公共空間の新しい条件を作り出してい

る。そして，技術的には社会的コミュニケー

ションの公私の個人やグループの参加を可能

にする展望が開かれている。

３．新時代の視聴覚の公共サービス

従来型の視聴覚の公共サービスが岐路に立

たされる中で，デジタル革命はこれに追い討

ちをかけ，公共コミュニケーションを無効に

するのだろうか？　リボワは否と答える。そ

れどころか，従来の公共コミュニケーション

と私信の区分けは依然有効であり，メディア

制度の法的規制の改革によって，刷新された

視聴覚の公共サービスの新しい姿をリボワは

浮かび上がらせる82）。

デジタル革命と部門別アプローチの限界

リボワによれば，まず，技術のレベルでは，

デジタル革命は名前だけの革命である。それ

は何も根本的な革新や包括的な進化ではな

い 83）。しかしながら，従来の物理的システ

ム（インフラ，ハード）とコンテンツ（シン

ボル，ソフト）の一体化の原則が崩れること

は確かである。

動画，静止画，文字，音声等のデジタル化

によって，メディアのマルチメディア化が，

いよいよ本物となり，法的な制約がなければ，

インフラが異なっていても同じコンテンツを

流通させることが可能となる。より具体的に

言えば，コンピュータを支えるデジタル技術

が通信と放送に取り入れられることによって，

放送には受信の限定技術が加わり，また通信

の側では，IP技術の利用によって，点から多

への送信が可能となる。つまり，双方のイン

フラ技術の相違にもかかわらず，コンテンツ

の伝送機能は，ほとんど同じようになってく

るのである。

そこで，従来のインフラを根拠とする規制

は，その適格性が保てなくなる。インフラと

コンテンツの一体化という原則は崩れ，放送

と通信の壁は低くなり，規制の緩和が進むこ

とになる。まず，参入規制や所有規制が大幅

に緩和される。このため現在インフラをめぐ
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る競争が激しく行われている。しかし，イン

フラと媒体の普及が一般化すれば，コミュニ

ケーションのコンテンツのレベルでの最大限

の競争を許すことになるだろう。このことは，

経済的合理性を追求するメディア産業におい

て，インフラとコンテンツの切り離しが一段

と進む一方，逆に様々なシステムや媒体間で

提携や合併などの統合が促進されることも意

味する84）。

この《分化―解体》は，《公共のコミュニケ

ーション》と《私信》の相違によってカバー

されていた従来の２つのモデルの崩壊として

理解できる。しかし，このことが大方の論者

が言うように，デジタル革命は，技術の融合

ばかりか法律においても融合をもたらし，コ

ミュニケーションの各部門に対し，普通法の

出現を可能にするかと言えば，必ずしもそう

は言えない。

リボワは，ここでコミュニケーションの公

法の重要性を強調する。「必要なのは，メデ

ィアの公共空間の機能の事実性を示しなが

ら，先に深めたコミュニケーションの公法の

概念を際立たせることである」。そこで重要

となるのは，デジタル革命が公共的規制の手

続き上の適格性を強化させることであると，

リボワは，次のように言う85）。

デジタル化やマルチメディアの進展は，

コミュニケーションの媒体とコンテンツの

分離を促進する一方で，公共部門と民間部

門の相違を解消させる。これは，伝統的に

社会福祉的国家に結びついていた公的介入

の実質的効果を薄める方向に向かうことに

なり，公的部門と公共サービスを切り離す。

しかし，他方で，自由主義国家の形式的で

中立的な規制を乗り越えることにもなる。

つまり，民間のプレーヤーに市民的及び積

極的な文化の義務を課す必要性が生まれる

ようになるのである。そして，それができ

なければ，金銭面での直接的な貢献が求め

られるということにもなる。
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事業体 放送 通信 

インフラ 無線 有線 

サービス 放送番組 電話（データ通信） 

表 3　歴史的公共サービスの代表的２形態 

規制 

（公的介入の正当化 

→公共の利益義務） 

点→多（不特定多数），一方向 

経済的構造規制（参入規制，所有規制） 

コンテンツ規制（社会的影響） 

ユニバーサル・サービス 

点→点，双方向 

国家独占，参入規制 

財源 広告，受信料 有料料金 

その他 ユニバーサル・サービス 

無差別 

多様性，多元性 

ユニバーサル・サービス 

無差別 



このように，公的介入の自由主義的形態を

乗り越えるという規制の変化が具体的な法の

手続きを伴った形で行われなければならない

ことを，リボワは強く主張する。そして，そ

の具体的方法として挙げられるのは，公共活

動に対する討議や談話的形態の拡大，公共サ

ービスの使命の定義や社会的有用性の評価に

関するものとともに，文化及び市民的義務の

履行などである。

これらのなかには，これまで国家やある種

の伝統の中に溶け込んでいたり，別の論理で

市場に内在しているものもあり，コンテンツ

をあらかじめ規定することができないから，

結局，一般の利益の定義の修正をも含むこと

になってゆく86）。このように視聴覚の番組が

思いがけない形で成果を生み出すメディアの

経済に，リボワは文化の独自性を見出す。こ

の独自性が文化番組の制作の高い水準を維持

するために，成功の可能性と将来の文化資産

を増やす唯一の手段である公的介入の別の根

拠になる，と考えられるからである。

メディア制度の法的アプローチ

コミュニケーションの公法を行動のシステ

ムとして捉えることができるためには，コミ

ュニケーションの公法は新たな経験という文

脈の中で，事実性の要件を尊重しなければな

らない87），とリボワは言う。この要件は，適

格性，一貫性，堅牢性の３つである。

適格性 この側面からは，コミュニケーショ

ンの公法は，歴史的な部門別規制によって得

たものを失わずに，メディアの最近の変化を

考慮する必要がある。いったんデジタル革命

によってインフラの普及が明白となれば，課

題は，インフラの普及を考慮に入れ，正当で

実効性のある包括的な法制度を設けるために

通信や放送などのメディアに課せられてきた

義務の部門別概念を乗り越えることが必要と

なる。

放送と通信では，公共サービスの原則やユ

ニバーサル・サービスといった《基本サービ

ス》の義務がすでに存在するが，ここでは，

すべてのオペレーターが無差別で市民に基本

サービスを提供する義務が求められる。つま

り，各人に，一定の料金という条件で，一定

のサービスと番組の提供を保証する義務であ

る。この積極的義務は，社会的なマイノリテ

ィーグループや教育，文化的目的，公民的グ

ループの自発的活動のための伝送路の集団的

利用を含めることができる。言い換えれば，

歴史的なユニバーサル・サービスの構成要素

である伝送サービスについて，資金的な相違

（無料，有料，補助金）なく，地理的，社会

的に完全なカバーを確保し，マストキャリー

の構成要素である一定のコミュニケーション

のサービス（通信，放送，取引のサービス）

の提供義務，そして《パブリック・アクセ

ス・チャンネル》の構成要素である《コミュ

ニケーションのメディア》を確保することが

重要となる。これらは，ヨーロッパの進化的

なユニバーサル・サービスに対して，現代的

な規準を豊かにする解釈を構成するものであ

ると，リボワは主張する。

一貫性 コミュニケーションの公法は制度の

異なる構成分子に対して自立した内部構造を

含まなければならない。視聴覚のメディアは，

組織，サービス，インフラが，従来は一体化

されたものとして扱われてきた。しかし，技

術の進展や規制の緩和で，それぞれの機能の

相違が際立つようになって，分化や解体，そ

コミュニケーションの自由と公共放送
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して新たな組合せといった展開を見せてい

る。いわば，視聴覚の歴史的組織の内実の消

失が浮き彫りになっている。このような状況

の中で，コミュニケーションの公法に求めら

れるのは，仲介の法として，《組織と設備・

施設》，《インフラと媒体》，《サービスと財》

の３つの実定的な契機を仲介する役割を果た

すことである。オペレーター，それに対応す

るコンテンツは時間と空間（時と場所）によ

って変化するから，この法律上のカテゴリー

を既存の制度でのプレーヤーと直ちに同一視

することはできなくなるからである。

従って，コミュニケーションの公法は放送

メディアだけに限定されるのではなく，経済

の第３次産業化の中で，同様に他の社会的活

動に拡張される。これらが，法的なカテゴリ

ーとして別々に取り上げられると，それぞれ

の側面の内容が空になり，抽象的になってし

まうから，どれもが全体との関係で取り上げ

られなければならない。この直接的なつなが

りは，この結びつきによってしか，価値をも

たない。

そこで，コミュニケーションの公法を実定

的に規定するものは，何かといえば，それは

編集の機能である。リボワによれば，それは

《組織と設備・施設》，《インフラと媒体》，《サ

ービスと財》といった異なる３つの契機を直

接結びつける三項関係であり，２つの原理の

組合せではない。実際，１つの契機が別の２

つの契機を支配するとき，支配的立場の濫用

がある。つまりそれは一つの契機がその原則

の代理を自任し，公共コミュニケーションを

メディアのコミュニケーションに衰弱させる

ときに生じるものである。従って，経済的規

制の必要性が消極的原理によって正当化され

る。それは垂直的統合と水平的集中の濫用を

阻止して，機能的な相違の有効性を確保する

ことである。競争法（反トラスト法）は，こ

うしてコミュニケーションの公法と関連づけ

られ，全体としてはメディアの法というより

もコミュニケーションの法に位置づけられ

る。

リボワが挙げる編集の機能は，具体的には

次のようなものになる。まず第１に，プレス

の権利と著作権を公共コミュニケーションの

歴史的な権利としてまとめあげ，第２に，文

化政策の固有の側面を反映させる。第３に，

コミュニケーションの公法をメディアの法に

帰着させずに，またメディアから文化を切り

離さないで，コミュニケーションの公法の内

的原理を作り上げる。いったん，こうしてコ

ミュニケーションの公法が三項関係として編

集の原理の中で確認され，文化の論理に刻み

込まれれば，この原理を制度化しなければな

らない。ここでは，３つの契機を結びつけ，

相互前提の論理に従って法的な道具を作るこ

とが重要となる。

堅牢性 コミュニケーション法による法的制

度は，コミュニケーションのメディアの内容

にふさわしい拘束力のある手段を含まなけれ

ばならない88）。

歴史的な公共サービスは，社会的連帯を保

障している。それを実行するためには各国で

用いられる財源システムを取り入れ，再配分

の原理に従わせる財源の次元を伴う。この税

の調整原理は，地理的状況や受益者の社会的

条件によらず，同一料金で政治的共同体に財

やサービスを供給するため，公共サービスの

給付の料金とその費用に直接結びつけない。

歴史的には，公共サービスの財源の次元は，
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政治的集団の内的関係を正確に表している。

この直観は，公共サービスの従来型でない概

念の中に維持されなければならない。法律の

レベルでは，行政警察のアプローチに陥るこ

となく，公共サービスの歴史的アプローチを，

基本サービスの義務によって置き換えること

が可能である。それがなければ，公衆は顧客

に還元されてしまい，今度は公的組織と公的

企業の効率と正当性に異義を唱えることにな

る。

従って，従来型と異なる公共サービスは，

効率性と正当性の根拠のために，メディア環

境の変化に合わせながら，財源の次元を確保

しなければならない。

リボワは，政治的共同体の実現に寄与する

資金に税金，有料料金（利用料），受益者料

金の３つのタイプ89）があるとしながら，最も

ふさわしいのは，受益者料金であって，それ

に該当するのは，アクセス料金であると言う。

そして，その料金はコミュニケーションの

ネットワークと伝送メディアに適用され，公

共サービスの原則（中立性，平等性，柔軟性，

継続性）の制約の下に具体化されなければな

らない，と主張する。

財源の課税は伝送されるコンテンツについ

てではなく，通信ネットワーク上で伝送され

る容量に応じて決められるべきである。他方，

この受益者料金で生み出された資金は，コミ

ュニケーションの公共ネットワークに振り替

えられ，それが所有の性格とは別に地理的，

社会的なカバーを確保し（平等の原則の積極

的側面），また，コミュニケーションのサービ

スにも振り向けられる（中立性の積極的側面）。

放送メディアに適用される場合，中立性の原

則は，コミュニケーションの積極的な内容が

対象となり，そのため規制による規定をより

細くすることが必要になる。

放送メディアの法的規制

リボワによれば，従来型と異なる公共サー

ビスは，放送メディアの規制の原理として，

法的概念としては公共サービスの異なる３つ

の要素を含むものとなる90）。それは，視聴覚

についてのヨーロッパ憲章，メディア制度の

内部での財源の振替え，公的評価の委員会で

ある。この仕組みがめざしているものは，公

衆，つまりメディアの受け手に対して質の高

いコンテンツを供給することであり，この規

定を現在行われている行政の事前承認制度と

置き換えなければならない91），とリボワは言

う。公共サービスの従来型と異なる考え方は，

法の制度の中で，歴史的な公共サービスの国

家的概念と行政警察の機能的概念のそれぞれ

の限界を乗り越えるものなのである。それは

また，多様性を普通法の特例扱いによって公

共的にコントロールする行政的概念と，競争

法や政治に帰着させてしまう私的概念を乗り

越えるものでもある。

視聴覚についてのヨーロッパ憲章92） この憲

章は，コミュニケーションに結びつく市民的，

文化的責任の使命，さらにその実現のための

コミュニケーションメディアの組織に課す責

任を明示する。この憲章は，視聴覚の公共サ

ービスが歴史的に果たし，またコミュニケー

ションの専門集団，特にジャーナリストや制

作者達が多様性，客観性，番組の芸術的及び

教育的価値に関して築き上げてきた価値を継

続するものである。この憲章の内容はコミュ

ニケーションに結びつく規範的期待によって

形作られる。その形態に関しては，この憲章
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に憲法的な規定をもたせる。

この憲章はメディアのコミュニケーション

部門で展開される公民のサービス全般を無差

別に対象とするが，その適用は番組を提供す

るメディアが借りる伝送（ケーブル，光ファ

イバー，地上波デジタル，衛星等）の技術の

媒体ではなく，コンテンツのサービスに限定

される。媒体とサービスの間にこのように作

られた相違は，媒体が自ら運ぶサービスと無

差別の場合のみ正当化される。消極的には，

コンテンツや著者に関係なく，特に料金につ

いて無差別を保障するために競争法と競争政

策がここでは不可欠となる（中立性の原則）。

積極的には，法的規範が，伝送のインフラへ

の当然のアクセスとネットワークの社会的，

地理的普遍性を保障しなければならない（平

等の原則）。最後に，この憲章が対象として

いるものは，公衆に提供するコミュニケーシ

ョンのサービスだけである。

メディア組織93） この憲章の実現は，メディ

アにかかっているが，そのために，メディア

の専門の組織に独立性が付与されなければな

らない。自発性をベースにこの共同責任の行

使について，実質的な貢献と形式的な貢献の

２つが考えられる。まず，実質的な貢献とし

ては，メディアの組織は，質の憲章に答える

ように，その番組（編成）を適合させなけれ

ばならない。

この憲章の一般的規定は，番組の制作者や

取材者，その様々な組織が用いることのでき

る指標やリソースを示し，この規定に対して

解釈の余地を与えることによって，革新に対

する主体的能力を解放することをめざすもの

である。また，この憲章の中で表明されてい

る市民的文化的な責任の使命を実現するため

に，メディアの組織に資金的な面で特権を与

えることもできよう。この財源の振替えは，

メディア制度の中でなされることになる。つ

まり，番組編成を深める中で，質の憲章を実

現するための実質的努力を提供する組織は，

資金の振替えを享受できるのであって，その

財源には，自発的な貢献と当局が憲章の基準

を満たさない事業者からとる補償金の２つが

考えられる。

多様性委員会94） 質の憲章を実効性のあるも

のにするには，番組や番組編成を評価するこ

とが必要となる。そのため，メディアの供給

を公的に評価する多様性委員会が設けられる。

委員会は，メディア制度での内部的な資金の

振替えを確保し，万一の場合，要件を履行し

ないメディアの組織から当局が資金を徴収で

きるよう，事後的な公的コントロールが付与

される。このコントロールは，プレーヤーの

視点からは，資金の面からは徴収と受けとめ

られるかもしれないが，道徳的に正当化され

るものでなければならない。このコントロー

ルは，現実の形態と二重に区別される。不法

な行動に対し，事後に制裁を行う法律上のコ

ントロールではなく，規定に合致するかどう

か事前に確かめる行政的コントロールでもな

い。

リボワの構想では，公共のコントロールは，

コミュニケーションメディアの受け手である

公衆を代表し，多様性をベースに，教育や倫

理，文化，科学，法律など様々な分野を代表

する人々によって構成される委員会によって

行使される。質の評価の指標の科学的研究は，

今日，方法論的に厳密で詳細な規準を提供し

ている。このやり方によって，コミュニケー

ションメディアの組織は受け手の公衆の期待
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に沿った番組を深めるために，厳格な量的指

標（視聴率や視聴者数）を用いる必要がなく

なる。

最後にコミュニケーションメディア間での

資金の振替えの決定は公衆の評価報告に基づ

き，評価委員会と異なる行政組織や議会に帰

せられる。この機能的分離は，評価のこのプ

ロセスを政治的な狭い決定という課題にスラ

イドさせない。これに対して，この分離は，

公共政策の評価に関してフランスの科学評議

会が発展させた活動のモデルに基づき，公共

政策の評価を多様に批判的に行うプロセスに

道を開くものである。従って，公共政策の評

価のプロセスは，制裁のような行政の論理や

同業者組合の論理に含まれない95）。

リボワによれば，このような公共的評価の

仕組みは，これまで経験してきた制度の形式

と異なる96）。これまでのものは形式的で匿名

のものであれ，中身のある記名のものであれ，

その義務をめぐる解釈は行政の自由裁量にゆ

だねられ，違反に対する制裁や被害の回復が

司法にゆだねられていた。

このアプローチは，法律の中で支配的な方

法論的個人主義を免れているが，仕組みは実

定法から出ている97）。制裁は，社会が求めて

いるものに違反した行動を押さえるためのも

のである。目的はオペレーターの行動を規制

したり，義務を課すものではない。プレーヤ

ーに対し，手段や指標を手がかりに彼らが質

の高いメディアの供給ができるようにしよう

というものである。つまり，幅広い解釈が可

能な，一般原則と憲法的な価値をもった実質

的な指針のような法的規定である。従って，

これは強制的な手段であり，我々は法的な義

務の前に立たされる。しかし，一方で，義務

の中味は，受け手の視点，そして受け手の貢

献を求められている。他方，強制的手段が，

抑圧的な仕方で一定の秩序を維持しようとす

るものではなく，現代の公共空間を拡大させ

ながら，基本的価値を深めようとするもので

ある。

このような形で新たに位置づけられるのが，

従来型でない公共サービスのイメージであり，

この公共サービスは公権力特権を享受するこ

とになる。つまり，上記の中で公共サービス

は最も積極的な事業者として公的な資金を先

取りし，その役割を行使することになるので

ある。リボワは次のように結論する 98）。従

来型でない公共サービスは，法的概念として

の公共放送サービスのすべての特徴をそなえ

る。すなわち，公人としての組織，全般的利

益の活動としての公共サービスとしての給

付，公的コントロールと権限の行使，公権力

特権，市民と文化の責任の定義と実行への参

加である。

まとめ

細分化された社会，規範の希薄化，社会的

な絆の危機，これらの言葉は，いまや言い古

された感があるが，それでも内外の日々のニ

ュースに接するとき，この状況は深まるばか

りである。このような中で，人々のメディア，

とりわけ視聴覚メディアに対する公共コミュ

ニケーションへの期待は大きくなる一方で，

厳しい批判と不信があるのも内外共通だが，

これらの問題に取り組むべく，本稿ではベル

ギーの法哲学者リボワの所説を り，そのア

プローチを探ってきた。これらの議論は多岐

にわたっているが，その要点をまとめれば次

のようになろう。
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まず，メディアに厳しい批判と不信がある

のは，視聴覚の番組の制作が，専門家，テク

ノクラート集団による社会や政治に対する見

方や切り口で行われており，国民，視聴者の

期待や要望，見方（規範的期待）に応えてい

ないからである。視聴者，国民は番組の受け

手でもあるが，公共メディア，とりわけ公共

サービスの視聴覚は，国民の信託を受け，そ

の財源も国民によってまかなわれる。つまり，

受け手と送り手は，同一であり，この構造は，

法の支配にきわめてよく似ている。法を作る

のは国民であり（現実には選挙で選ばれた代

表の議員だが），その法によって支配される

のも同じ国民である。このような法の構造は

自己立法と呼ばれているが，法がもつ社会的

統合機能が十分に発揮されるためには，単に

その強制力によるだけではなく，その規範的

妥当性（道徳性）が必要で，そのためには法

的共同体を支えるコミュニケーションによる

討議が不可欠である。しかもここで，きわめ

て重要なこととされるのは，この討議に対す

るかかわり方である。出来事や事態にかかわ

る我々のあり方は，第三者の観察的態度か，

当事者として直接かかわる参加者の遂行的態

度のどちらかである。実務的，技術的なこと

は別にして，専門家やその集団にすべてをま

かせるやり方は第三者の観察的態度である。

この第三者の観察的態度は，近代に入ってこ

の方，何百年以上にもわたり近代の自然科学

を支えてきたデカルトの認識論であって，社

会科学など人間にかかわる研究にも取り入れ

られてきた。しかし，人間と人間がかかわる

社会科学や哲学への，このような認識論の適

用の誤りが指摘され，異議が唱えられたのは，

まだこの半世紀ほどのことで，ハーバマスら

がコミュニケーションの理論にこの考えを取

り入れ，いまやっとこの考え方が少しずつ広

がり始めているのである。この間，リボワが

指摘するように，専門集団や官僚機構の肥大

化と機能主義が深まっているが，その矛盾を

解決しようとする動きも見られる。我が国で

は，近く裁判制度に陪審員制度が導入される

ことになっている。これらは，公共コミュニ

ケーションの活性化の方途を示すもので，こ

の方面の規範的研究の新たな成果が求められ

ていると言えよう。

第二は，コミュニケーションの自由につい

ての考え方である。メディアの制度的な欠陥

が自由のコミュニケーションをゆがめてお

り，メディアに対する参加者の遂行的態度の

有りようによっては，このゆがみが取り除か

れることが明らかにされた。しかし，現在の

メディア制度の欠陥には，経済のグローバル

化とメディアのコングロマリット化という状

況の中でメディアが経済権力と化し，本来的

なコミュニケーションの批判機能や社会的統

合機能を発揮できない状況がある。これを支

えているのが表現の自由をめぐる古典的な解

釈，すなわち個人主義的私的自由をベースに

したコミュニケーションの自由論である。し

かしながら，コミュニケーションの自由のこ

の個人主義的私的自由は，言論の自由の多様

性，多元主義を確保するという理由ですでに

例外規定がある。一方，グローバル化や人口

の流動化の中で，かっての伝統や地域，血縁

といった伝統的な共同体ではなく，共通の文

化や価値観を模索し，育てながら新たな共同

体的なアイデンティティーを作って行こうと

する動きもある。リボワは，こうした多面的

な社会で期待される公共コミュニケーション
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にとって必要な，そのコミュニケーションの

自由を，新たな自由の展開として共同体的公

共的自由を構想したのである。そして，法的

共同体に基づく民主的社会であれば，その自

由は法によって規定される必要があること，

メディア制度の欠陥として，多数あるコミュ

ニケーションに関連する法に一貫性のないこ

とが問題を引き起こしていることなども明ら

かにされた。そして，これらの法に整合性と

秩序を与えるためのコミュニケーションの公

法の構想が提案された。現在，放送・通信制

度の改革が検討の最中にある我が国にとって

きわめて興味深いものである。

第三は，視聴覚の公共サービスについてで

ある。公共コミュニケーションを，そしてそ

の自由を実現するために，視聴覚の公共サー

ビスが不可欠であり，視聴覚の公共サービス

は，公共コミュニケーションの原理そのもの

と一体として考えられるべきことが明らかに

された。しかし，そのためには，視聴覚の公

共サービスが技術革新と規制緩和の流れの中

で，従来型のモデルから脱皮しなければなら

ないことが示された。その第１は，公民の視

聴覚のサービスが共存する体制の中で，民間

と異なる公共サービスとしてのアイデンティ

ティーをうち立てることであり，それを国民

の多数の利用に結びつけるという課題があ

る。また第２は，先に述べたが，公共サービ

スが国民の信託によるものであるという基本

的特徴から，番組やその編成に対して，視聴

者・国民が第三者の観察的態度に陥らず，参

加者としての遂行的態度で臨むことができる

よう組織を活性化させることである。

最後に，リボワの議論の魅力は，きわめて

幅が広く，目の前の現実を良く捉えていて，

しかも問題の把握が，ラディカル（根源的）

であり，また法律の研究者であるところから

実務的にもたけて見えるが，自由の共同体的

公共的概念や国家と自由の問題などリボワが

提起した多くのテーマで，さらに内容を具体

化，明確化させてゆくことが必要と思われる。

（こしかわ　ひろし）
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はじめに

１）B.リボワは，1967年生まれ。法哲学者。ベルギ

ー自由大学で学び哲学の博士号を取得。1997－

2002年にかけて，ベルギーフランス語地域の放

送規制機関CSAの副委員長を務め，現在CSA顧

問。本稿で取り上げた La communication

publique 2002（公共コミュニケーション）の他

にジャーナリストの職業倫理を軸にまとめた本

Ethique de l’information 1994（情報の論理）な

どメディア関係の論文が多い。

２）20世紀に入って，言語哲学の世界では，言葉は

行為であるとして，従来の事物や事態を表現す

るという言葉の機能の考え方を根底から転換さ

せる革命的な発見が起きたが，ハーバマスは，

この成果をとりいれながら，これを独自のコミ

ュニケーション論に発展させ，さらに法理論に

適用させている。参考文献のハーバマスの著作

などを参照。

Ⅰ．公共コミュニケーションとコミュニケーション

の自由

１．公共コミュニケーションと規範的期待

３）リボワは，ハーバマスやドイツの哲学者アーペ

ルが展開している討議の倫理学が前提とする理

想的発話状況に近いものと考えられるが，著書

には具体的な言及はない。理想的発話状況とは，

コミュニケーションにおいて，すべての参加者

が対等の立場で全員の利益を考えながら自由に

討議するコミュニケーションの理想的共同体。

４）感性的直感により経験することのできない超感

性的なもの。

５）記号論については石田（2003）を参照。

６）後に，明らかにされるが，規範的な期待を法の

制度として可能にさせるものが，法の妥当性の

次元である。B. Libois（2002）p.87

７）B. Libois（2002）p.39 個人や集団のアイデン

ティティーの形成や国家などの法的共同体に対

しメディアが引き起こす侵害や影響のこと。

８）B. Libois（2002）p.39 遂行的態度は，観察者

の客観的態度に対立する概念で，当事者として

事態や出来事に直接かかわる行動。

２．公共コミュニケーションの構造的ゆがみと規制

９）リボワは，これらをB. Libois（2002）第１章後

半から第２章前半で取り上げている。メディア

のその権力の正当化をめぐる議論については，

浜田純一（1993），長谷部恭男（1992）を参照

10）B. Libois（2002）p.54

11）B. Libois（2002）p.56

12）B. Libois（2002）p.65

13）B. Libois（2002）p.67

14）B. Libois（2002）p.70
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15）法の妥当性をめぐっては，事実的妥当と規範的

妥当がある。前者は，法体系が正統な手続きを

へて制定されているか，また法が裁判所で適用

され実際に効力をもって日常的に用いられてい

るかといった実効性を備えているかが基準とな

る。後者は，規範の拘束性をめぐるもので，法

を制裁を伴う服従システムとして捉える（法実

証主義）のか，当為（……べし）として義務づ

ける力，つまり道徳規範であるのかによって立

場が分かれる。そこで，法の合法性を重視する

立場は，法と道徳の分離を強く主張し，規範的

妥当を補助的のものと見るが，法の規範的妥当

は各個人の内面をも拘束するという立場に立て

ば，良心の決断という道徳的な「自律」が法の

規範的妥当の根拠に据えられる。以上は霜田求

（2000）を参照。リボワの主張は，このような

法哲学の考え方をベースにしている。ハーバマ

ス（1992）にも，同じような議論が見られる。

16）生活世界は原文ではla vie vecu。直訳では，体

験の世界となるが，ハーバマスの本や論文で日

本訳で用いられる生活世界と同じものをさして

いると考えられるため，生活世界と訳している。

生活世界は，日常のコミュニケーションによっ

て人々の相互行為が調整される世界。これは，

経済や行政によるシステムの世界と対立するも

のであるが，社会はこの双方から成り立ってい

る。この生活世界には様々な領域で多様な規範

があるが，これを単一のカテゴリーとしてシス

テムにのせる手法を批判している。

17）B. Libois（2002）p.71

18）法の機能主義者の典型としてルーマンがあげら

れている。

19）J. ハーバマス（1992）参照

20）B. Libois（2002）p.72

21）同上

３．コミュニケーションの自由

22）B. Libois（2002）p.73

23）B. Libois（2002）p.128

24）B. Libois（2002）p.234

25）B. Libois（2002）p.132

26）B. Libois（2002）p.89 主観的権利の発展と自

由権については，多くの文献があるが，本稿の

理解のためには，辻村みよ子（2002）を参照。

27）B. Libois（2002）p.88

28）B. Libois（2002）p.173

J.B. ロールズ（1971）矢島他訳（1979）p.159

29）B. Libois（2002）pp.173－174

30）B. Libois（2002）p.213 このドイツ憲法裁判所

の判決については多くの論文，著作がある。と

りあえず，浜田（1990）が役立つ。

31）B. Libois（2002）p.211

32）B. Libois（2002）p.214

33）B. Libois（2002）p.242

34）B. Libois（2002）p.91

35）語用論は，言葉とこれを使う人間との関係を論

じる言語学の分野で，20世紀の言語哲学におけ

る革命をさらに押し進めコミュニケーションの

理想的状況を生み出すための条件などを研究す

るため，ハーバマスは普遍的語用論を作り上げ

た。

36）ハーバマスは，普遍的語用論をベースにコミュ

ニケーションが内在的にもつ社会的統合力を発

揮できるよう《討議の倫理学》を展開させるが，

この統合力がコミュニケーションの間主観性の

表れである。

37）B. Libois（2002）p.95

38）B. Libois（2002）p.103

39）B. Libois（2002）p.100 ハーバマスは，『事実

性と妥当性』（邦訳p.149）の中で《コミュニケ

ーション的自由》を《主観的自由》に対比させ

ている。《コミュニケーション的自由》は，信

頼のおける親友などとのコミュニケーションや

対話で，イエス，ノーを互いに譲歩する可能性

と定義される。これに対し《主観的自由》は，

各人にとってそれぞれの私的な活動に到達し，

追及し，彼の発話内的義務から免れるためにコ

ミュニケーションを利用する単なる可能性であ

るとして，このコミュニケーションの自由の間

主観性的側面を説いている。これについて，リ

ボワは，「《主観的自由》は，自由の使用におけ

る私的態度（観察者としての個人の客観的態度）

であり，《コミュニケーション的自由》は，自

由の使用における公共的態度（参加者としての
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個人の遂行的態度）である。ハーバマスによっ

て提案された自由の間主観性的概念は相変わら

ずコミュニケーションの自由主義的概念に留ま

っている」として，リボワの主張する共同体的

公共的自由に基づくコミュニケーションの自由

との違いを強調している。

40）B. Libois（2002）p.103

41）B. Libois（2002）p.104

42）B. Libois（2002）pp.104－105

43）B. Libois（2002）p.104

44）B. Libois（2002）p.107

45）B. Libois（2002）pp.215－216 辻村みよ子（2002）

も参照

46）B. Libois（2002）p.215

47）B. Libois（2002）pp.219－224 マーシャルの論

理は，マーシャル（1955）参照

48）B. Libois（2002）p.224

49）リボワが取り上げているリゴーの文献は，La

protection de la vie privée et des autres biens de la

personalité Paris-Bruxelles, LDG-Bruylant 1990

50）B. Libois（2002）pp. 226－232

51）リボワはこの点を重視して，B. Libois（2002）

p.229で次のように言っている。「F.リゴーによ

って前提されている自由の概念は自由の公共的

概念であり，それは自由の私的概念と対立する。

基本的な部分で，この概念が示しているのは，

法の外で自由を保障するのは困難であり，その

法は，私的な自律と公共的自律の相互前提とし

て，それ自身で共同体的次元を伴っていること

である」。

52）B. Libois（2002）p.229

53）B. Libois（2002）p.231

54）B. Libois（2002）p.232

55）B. Libois（2002）p.250 言葉の理想的状況につ

いては注２を見よ。

56）B. Libois（2002）p.253

57）B. Libois（2002）p.243 規範的妥当性，事実性，

実効性等については，注15を見よ

58）B. Libois（2002）p.246

59）B. Libois（2002）p.247

60）B. Libois（2002）p.254

61）B. Libois（2002）p.252

62）B. Libois（2002）pp.257－258

63）B. Libois（2002）p.107

Ⅱ．公放送を捉え直す

64）B. Libois（2002）p.271

１．公共サービスとは何か

65）B. Libois（2002）のⅣ章で主に取り上げられて

いる。ちなみにこの章のタイトルは「公共サー

ビスに対する誤解」である。

66）リボワは，フランスの公共サービスの歴史が，

フランス革命以前のアンシャンレジームにまで

遡るとしている。

67）B. Libois（2002）p.135

68）B. Libois（2002）p.150

69）B. Libois（2002）p.152「 」内は，リボワに

よる引用で，出典はA.S.MESCHERIAOFF, Droit

des services publics, Paris, POF, 1991のp.86から

となっている。

70）B. Libois（2002）p.158

71）B. Libois（2002）p.165

72）B. Libois（2002）p.163

73）B. Libois（2002）p.168, p.171

２．歴史的な視聴覚の公共サービス

74）外部的多様性と内部的多様性について，リボワ

は別の箇所（B. Libois（2002）の第３章の１他）

で詳しく論じている。それによれば，「これら

は，民主主義とコミュニケーションの関係につ

いての２つの異なるアプローチを秘めている。

そして，公衆が用いるアイディアや情報の多様

性についての異なる概念を表している。すなわ

ち，外部的多様性に従えば，印刷した新聞の多

様性が，表明される視点の多様性を保障する。

逆に内部的多様性に従えば，国家によるラジオ，

そしてテレビの統一は，表される関心や価値の

多様性を確保する。従って，この２つのアプロ

ーチの相違は，単にコミュニケーションのプレ

ーヤーの数や性質，民間か国営かといった所有

の性格，利用の法的様式に結びついているので

はない」。「《外部的多様性》は，思想と情報の

多様性を保障する。ここでは，個人の自由は思

想と情報の自由な流布の基礎である。外部的多
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様性は，取り締り制度の根底にあり，その源は

政治権力に対抗する市民社会の中に見いだされ

る。環境としてのコミュニケーションは，市場

が原理となる経済であった。逆に《内部的多様

性》は，国家の庇護の下での一般意志の産物で

あり，ここでは，人民主権がコミュニケーショ

ンの公的行政の基礎になっている。環境として

のコミュニケーションは，国家がベースとなる

文化である」。「法律の用語でいえば，コミュニ

ケーションの２つの規定は権利という言葉の中

に現れている。すなわち，個人の自由をめざす

外部的多様性は，市民の権利，特に私有財産と

経済取引についての承認を前提とする。これに

対して，内部的多様性は，人民主権を用いなが

ら政治的共同体への参加の権利を各市民に与え

ることを前提としている。特に，教育や文化に

ついて。多様性の外部的と内部的のこの２つの

アプローチは，それぞれ公と私の２つの側面を

含み，また関連づけている」。

75）B. Libois（2002）pp.280－283

76）B. Libois（2002）p.281

77）B. Libois（2002）p.282

78）B. Libois（2002）p.284

79）B. Libois（2002）p.286

80）B. Libois（2002）p.287

81）B. Libois（2002）p.290 このような取り組みの

一部は，イギリス，フランス，イタリアなどヨ

ーロッパの公共放送の間で，既に始まっている。
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82）ここでのテーマはB. Libois（2002）の第９章全

体で取り上げられている

83）B. Libois（2002）p.301

84）このあたりの記述は，リボワのこの著作が書か

れた今から5～6年前のヨーロッパであり，当時

と比べ，現在はリボワが予想した状況が現実と

なっているのを，我々はニュース等で日々実感

している。

85）B. Libois（2002）p.315

86）同上

87）メディアの法的規制は，B. Libois（2002）第９

章の２で取り上げられている

88）B. Libois（2002）p.323

89）それは，税金，有料料金（利用料），受益者料

金である。利用料は，公共サービスが提供する

サービスへの対価である。税金とは逆に，利用

料は，強制的な性格をもたず，それを支払う

人々には利点がある。受益者料金は，支払いが

義務的性格をもつという点と払うべき総支払額

を決める考え方によって，利用料とは区別され

る。実際，利用料とは逆に，受益者料金は,公共

サービスの財源を補給することを目的としてお

り，公共サービスの費用をカバーしていない。

90）放送メディアの法的規制は，B. Libois（2002）

第９章の３で取り上げられている。

91）B. Libois（2002）p.329

92）B. Libois（2002）p.330

93）B. Libois（2002）p.331

94）B. Libois（2002）p.333

95）B. Libois（2002）p.335 このようなアプローチ

は，「法治国家は，国民の意思を合理的に形成

するための民主的手続きとしてコミュニケーシ

ョンの形式を制度化する」というハーバマスの

考え方を用いている，とリボワは言う。

96）B. Libois（2002）p.338

97）同上

98）同上
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