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 緒　語

アメリカの連邦通信委員会（FCC）は，今年
の3月15日，ネットワークが放送した合わせ
て7件の番組について，「下品な（indecent）」
内容が含まれているとして，総額400万ドル
に上る前例のない高額の罰金を課する処分を
行ったほか，他の4件についても，罰金こそ
課さなかったものの，「下品」あるいは「俗悪」
という判断を示した。

また，これより先の2004年3月には，NBC
が放送した，“Golden Globe Awards”の授賞
式の中継番組が「下品」「俗悪」と判断された。

このため，これらの処分を受けた4大ネッ 
トワークとその傘下の800を超えるテレビ
局，それに，ハーストアーガイルテレビジョン

（Hearst-Argyle Television）グループは，4月
14日から15日にかけて，FCCの処分は表現の
自由を保障した連邦憲法に違反するとして，各
地の連邦控訴裁判所に訴訟を起こし，「下品な」
放送番組とは何かについて，ネットワーク業界
全体で，FCCと法廷で争うことになった。

アメリカでは，こうした「下品な」放送番
組に対する規制は，地上波に対してのみ認め
られており，この訴訟には，①そもそも「下

品な」放送番組とは何か，②「下品な」放送番
組を規制することは憲法に違反しないのか，
③地上波のみを対象に「下品な」放送番組を
規制することに合理的な根拠があるか，など，
表現の自由と放送番組に関わる多くの基本的
な問題が含まれている。

本稿では，FCCによる今回の処分の内容，
FCCによる規制の強化とその影響，訴訟の
持つ意味と今後の展開，などについて，過去
の最高裁判所の判例をも踏まえつつ，概観し，
その意味を考える。

本稿では，若干の新聞記事をも参照した。
それらの末尾には出所を記号で記載してあ
る。NYT，NYP，WP，Coxは，それぞれ，ニュー
ヨークタイムズ，ニューヨークポスト，ワシ
ントンポスト，コックスニュースサービスを
示す。

 Ⅰ FCCの処分とネットワークの提訴
1. FCCの処分

今回出されたFCCの処分は，2002年2月
から2005年3月にかけての3年間に放送され
た番組のうち，視聴者から，下品（indecent），
俗 悪（profane）， 猥 褻（obscene）と い う 苦
情のあったおよそ50の放送番組について，

「下品な」放送番組とは何か
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FCCとしての判断を示したもので，①1件
に 対しては，「罰金支払い命令（Forfeiture 
Order）」が，②また，6件に対しては，罰金
を支払う明白な責任があるという通知NAL

（Notice of Apparent Liability of Forfeiture）
が出され，③さらに，4件が，罰金は課され
なかったものの，「下品な」あるいは「俗悪な」
番組と判断された。
（1）罰金支払い命令

罰金支払いの命令を受けたのは，CBSが
2004年2月に放送し，歌手のジャネット・ジャ
クソン（Janet Jackson）の胸が露出したこと

（“wardrole malfunction”“nipplegate”などと
呼ばれている）で話題になった，スーパーボ
ウルのハーフタイムショウである。

この番組は，当時Viacomの子会社だった
MTVが制作し，2004年2月，東部標準時で
午後8時30分頃に放送されたもので，この中
で歌手のジャスティン・ティンバーレイク

（Justin Timberlake）が，ショウの終わりに，
デュエットの相手だったジャネット・ジャク
ソンの右胸を露出させたほか，ショウの中で
ジャクソンが歌った歌の内容があきらかに男
性器や性交を示唆する内容のものだったこと
から，苦情が殺到した。

これを受けて，FCCは，同年9月に，こ
れらの内容は下品な番組の放送を禁止した
FCC規則に違反するとして，Viacom社と
CBSおよびその系列の放送局に対して総額
55万ドルの罰金を課すること決定し，NAL
を送付した。

この決定に対して，CBSは，同年11月，
反論書を提出したが，結局，CBSの主張は
認められず，今回，総額55万ドルの罰金の
支払いが命令された。

（2）罰金支払い責任の通告（NAL）

NALの送付を受けたのは，同じくCBSで
2004年12月に放送されたドラマ“Without a 
Trace”1）など，合わせて6件である。

“Without a Trace”は，アメリカの深刻 
な社会問題の一つである未成年者の失踪事件
に取り組むFBIの活動をテーマにした，極め 
て真摯

し

な内容のドラマであるが，2004年12
月，中部・山地標準時で午後9時から放送さ
れたエピソード“Our Sons and Daughters”
の中に，少年少女による乱交パーティーの場
面があり，そこに含まれていた三つのシーン
は子供が見ても容易に性交であることが判断
できる，などとして，CBSとその傘下の合
わせて111の放送局に対して，総額360万ド
ルという巨額の罰金を課す処分が下された。 

罰金処分を通告された番組には，「下品な」
言葉が含まれていたことで処分の通告を受け
たものも2件ある。

このうち，カリフォルニア州サンマテオ
にある非商業の教育放送局で，2004年3月，
太平洋標準時の午後8時から10時にかけて
放送された“The Blues : God Fathers and 
Sons” は，多くの「F文字（F-Word）」や「S文
字（S-Word）」が含まれていたことで，この放
送局の免許を受けているSan Mateo County 
Community College District（サンマテオ）が
1万5,000ドルの罰金処分の通告を受けた。

この番組は，公共放送のPBSが提供してい
るドキュメンタリーシリーズのエピソードの
一つで，ブルースの演奏家とレコード製作者
に対するインタビューで構成されている。

サンマテオ側は，この番組の意図について，
さまざまな人々の世界に彼ら自身の言葉を通
じて触れさせようというもので，問題とされ
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た言葉は，インタビューの相手の答えの中に
出て来るものであり，彼らの視点を示すもの
なので，編集によって削除しはしなかった，
と説明したが，認められなかった。

2. ネットワークが提訴
こうした処分に対して，ネットワーク側は，

FCCを相手に提訴するとともに，ネットワー
クとしては異例の共同声明を出し，「FCCは，
連邦憲法の修正第1条によって保護された表
現内容を規制しようとして，その権限を逸脱
し，恣意的にふるまい，放送事業者に何が下
品なのかを判断する明確で一貫した基準を示
すことに失敗した」と批判した。（WP，4月
15日）

また，この訴訟には，今回のFCCによる
処分では対象となっていないNBCも加わっ
た。NBCは，2003年1月に放送した“Golden 
Globe Awards”授賞式の中継番組の中で，
U2の歌手Bonoが「猥褻な」発言をした，とさ
れたことから，この訴訟に加わった。（NYT， 
4月17日）

この処分の経緯については，次章II3（3）
で詳述する。

 Ⅱ 「下品な」番組に対するFCCの規制規則
それでは，一体，「下品な」放送番組とは

どのような番組を言うのであろうか。また，
FCCは，現在，それをどのような基準で判
断しているのであろうか。

1.「猥褻」と「下品」に対する規制
「合衆国法律集」の第18章第1464節（18 

USC §1464）は，「誰であれ，猥褻な，下品
な，または，俗悪な言葉を電波通信（radio 

communication）で使用した者は，罰金か2年
以下の禁固またはその両方に処せられる」2）と
定めている。また，この法律集 の第47章第
503節（b）（47 USC §503（b））は，FCCが，こ
の法律に基づいて，違反者に対して罰金または
免許取り消しの処分をする権限を認めている。

し か し，「 猥 褻（obscenity）」と「 下 品
（indecency）」は異なる。アメリカでは，猥
褻な表現は憲法上も保護されないことが判例
上確定しているのに対して，下品な表現は表
現の自由の保護の範囲にある。このため，猥
褻な表現を放送することはいついかなる場合
でも違法とされるのに対して，下品な表現を
放送することは，未成年者保護の観点から，
FCC規則で，放送できる時間帯を限定する
ことによって，規制されているに過ぎない。
FCC規則第73.3999節（47 CFR 73.3999）は，
現在，放送局は下品な内容の番組を午前6時
から午後10時までの時間帯では放送しては
ならない，と定めている。

2.「猥褻」な表現は憲法上保護されない
アメリカにおいて猥褻な表現が保護され

ないことは，1942年の「チャプリンスキー
対ニューハンプシャー州事件」に対する連
邦最高裁判決（Chaplinslky v. State of New 
Hampshire, 315 U.S. 568）で確定した。判決は，
猥褻な表現を処罰することは「憲法上の問題」
にならない，と述べている。（at 571-572）

1957年の「ロス対合衆国事件」に対する連
邦最高裁判決（Roth v. United States， 354 
U.S. 476）は，このことを確認すると共に，「全
体として好色的な興味（prurient interest）に
訴えるものかどうか」を猥褻の判断基準とし
て示した。
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その後，1973年に出された「ミラー対カリ
フォルニア州事件」に対する連邦最高裁判決

（Miller v. California, 413 U.S. 15）が，上記「ロ
ス事件」判決の判断基準を含む以下の3点を
新たな判断基準として示した。
① その当時のその地域の判断基準（con-

temporary community standards）をあて
はめてみて，平均的な人にとって，全体
的に好色的な興味に訴えている，と判断
されること

② あきらかに不快な方法で，性的な行為を
描写または叙述していること

③ 全体として，真面目な文学的・美術的・政
治的または科学的価値を欠いていること

の 3 点である。（at 24）
これが，「ミラー基準」として今日まで受け

継がれている，猥褻に関する判断基準である。

3.「下品な」放送番組とは何か
（1）「パシフィカ財団事件」最高裁判決

一方，「下品」の問題に関する連邦最高裁
判決は，今日まで，1978年に出された「パ
シフィカ財団対合衆国事件」判決（F.C.C. v. 
Pacifica Foundation， 448 U.S. 726）が唯一あ
るのみである。

この事件は，1973年のある日の午後2時
頃，ニューヨークのパシフィカ財団が所有す
るラジオ局が，ジョージ・カーリン（George 
Carlin）という風刺家の「汚い言葉（Filthy 
Words）」という12分間の講演の録音を放送
したのに対して，苦情を受けたFCCが，1975
年，制裁は課さなかったものの，今後もこう
した放送が行われるようであれば制裁を課す
ることも検討する，という趣旨の宣言的命令

（56 FCC2d 94）を出したため，ラジオ局側が，

この命令は表現の自由を保障した憲法に違反
する，として訴訟を起こしたものである。

この宣言的命令の中で，FCCは，「下品な」
言葉について，「①聴取者の中に子供がいる
可能性が高いと考えられる時間帯において，
②放送メディアに対するその時点でのその地
域の基準から判断して，あきらかに不快感
を与える言葉（terms patently offensive）で，
③性的または排泄的な行為および器官を描写
している言葉」と定義すると共に，カーリン
の番組は事前に録音されたものを意図的に使
用したものであり，しかも，その中ではこう
した言葉が繰り返し使われた，と指摘してい
る。（at 98-99）

FCCは，また，こうした言葉は完全に禁
止するのではなく，子供たちがこうした言葉
を含む番組にさらされないようにすることが
重要であり，そのためには，こうした内容の
番組が放送される時間帯（Safe harbor）を限
定することが望ましい，という考え方を示し
た。（こうした措置は，チャネリングと呼ば
れている。）（59 FCC2d 892）

これに対して，連邦最高裁は，「下品な」
番組に関するFCCの上記の定義を，特に
異論を差し挟むことなく，受け入れると共
に，①放送の広範な普及（uniquely pervasive 
presence）と②子供が利用しやすい（uniquely 
accesible to chiledren）ことを根拠に，「下品
な放送に対する特別な扱いは十分に正当化さ
れる」（at 750）と述べて，5対4という際どい
差ながら，未成年者保護のために「下品な」番
組の放送を規制することは違憲ではない，と
いう判断を示し，ラジオ局側の訴えを退けた。

FCCは，この「パシフィカ財団事件」の裁
判に際して，パシフィカ財団に対する決定は
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「特定の文脈の中で」決定されたものであり，
「下品な」言葉が繰り返し使用されたことが
FCCの決定の一つの根拠だ，と述べて，「パ
シフィカ財団事件」最高裁判決の限定性を守
る姿勢を強調している 3）。

しかし，FCCは，その後，定義の一般化
を目指すと共に，「下品な」番組の放送を禁
止する時間をできるだけ幅広く定めようと努
めた。

これに対して，その度ごとに訴訟が起こさ
れ，「下品な」番組の放送が禁止される時間は，
現在のように，午前6時から午後10時までに
短縮されたものの，「下品な」放送番組に関
するFCCの判断基準は，強化されて行った。
（2）時間的要素の分離

FCCは，2001年，「下品な」放送番組の判断
基準について，「政策声明（Policy Statement）」
を出し，概略，以下のような判断基準を示した。

（File No. EB-00-IH-0089）
ある番組が「下品」かどうかは，まず，2 点

について判断する。①「下品」かどうか問題に
なった番組が「性器または排泄器官，または，
性的または排泄行為を描写している」かどう
か，そして，②その描写が，「放送メディアに
対するその当時のその地域の判断基準」に照
らして，「あきらかに不快感を与える」かどう
か，の2点である。

ここで言う放送メディアに対する「その当
時のその地域の判断基準」とは番組の平均的
な視聴者を意味する，とされる。この解釈は，
1974年に出された「ハムリング対合衆国事件」
に対する連邦最高裁判決（Hamling v. United 
States， 418 U.S. 87 ）に基づいている。（n.15）

また，「あきらかに不快感を与える」かど
うかの判断基準としては，

・その表現が「あからさま（explicit）」ある
いは「視覚的（graphic）」かどうか

・その表現が繰り返し使用されているかどうか
・その表現が，性的な欲求に迎合しそれを刺

激することや視聴者にショックを与えるこ
とを目的としているかどうか

などを挙げている。
同時に，「あきらかに不快感を与える」か

どうかを判断するには，その番組全体の文脈
が極めて重要だ，としている。

こうした動きは，FCCが，「パシフィカ財
団事件」最高裁判決の当時は，「下品な」番組
の定義の中に，子供がそうした番組にさら
される危険性のある時間帯に放送されるこ
と，という時間的要素を含めていたのに対し
て，「下品」の定義から時間的要素を切り離し，
①「下品」かどうかの判断は一般的定義に基
づいて行なう一方，②そうした番組がいつ放
送されたかという時間的要素は，処分が可能
かどうかに関する要素とすることに，考え方
を改めたことを示している。（参照，Action 
for Children's Television v. F.C.C. 852 F.2d 
at 1338, n.8）
（3）文脈からの分離

FCCによる「下品」の定義は，2003年1月
にNBCが放送した“Golden Globe Awards”
授賞式の中継番組に対する2004年3月の
FCCの処分で，文脈からも切り離されて，
さらに質的に強化された。

この放送番組では，Bonoが，“Best Original 
Song”で受賞した際，“this is really， really， 
fucking brilliant”という言葉を使ったことか
ら，「猥褻」「下品」という苦情が多数FCCに
寄せられた。

こ れ に 対し て，FCC の 行 政 処 分 局
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（Enforcement Bureau）は，同年10月，（fucking
という）言葉自体は露骨で不快感を与える

（crude and off ensive）ものだが，Bonoはこれ
を驚きの意味を強調するために使ったに過ぎ
ない，として，FCC規則違反ではない，とい
う判断を示した 4）。

し か し，「 両 親 テ レ ビ 評 議 会（Parents 
Television Council）」（PTC）という保守的な
圧力団体がこの決定に異議を唱え，また，そ
の後の2004年2月に，ジャクソンの胸露出事
件もあったことから，FCCは，この問題につ
いて委員会全体で審査をしなおし，翌2004
年3月になって，行政処分局の判断を改め，
FCC規則に違反する，という決定を行った。

（File No. EB-03-IH-0110）
この中で，FCCは，「問題の言葉は強調の

ために使われたに過ぎない」というNBCの
主張は認めながらも，「F文字の核となる意
味を考えれば，この言葉あるいはその変形の
いかなる使用も，いかなる文脈においてで
あれ，本来的に性的な意味を有し，それ故
に，下品に関する我々の定義の第1の基準に
該当する」と述べた。その上で，FCCは，「F
文字は，英語の中でも，性的行為について述
べたもっとも野卑で視覚的であからさまな

（vulgar, graphic and explicit）言葉の一つだ」
とし，それを全国放送で放送することは「あ
きらかに不快感を与える」ものだ，と断定し
た。（at 8-9）（下線は筆者による） 

FCCは，さらに，こうした不快感を与え
る言葉や行為は，電子音（bleep）を被せるな 
どして放送を防ぐことが可能であることなど
を指摘し，2003年10月の行政処分局の決定
が示した，F文字でもたまたま口からついて
出たような場合は「下品」とは見做されない，

といった考え方は，今後は採らないことを明
言した。（at 10-12）

このことは，FCCが，F文字の使用は，文
脈に関係なく，それだけでFCC規則に違反
する，ということに考え方を改めたことを
意味し，放送業界に大きなショックを与え
た。雑誌『テレビジョンウィーク（Television 
Week）』の3月22日号は，このFCCの判断基
準の変更を，「地震的変更（seismic shift）」と
伝えている。

 Ⅲ 「下品」規制強化の背景と影響
1. 「下品」に対する規制強化の背景

「下品な」放送番組に対するFCCの規制が
強化されるようになった背景には，2001年9
月のアメリカに対するテロ攻撃以降の社会の
保守化，前記I1（1）で述べたスーパーボウル
のハーフタイムショウにおけるジャクソンの
胸露出事件，そして，保守的な団体による組
織的な圧力がある。
（1）胸露出事件が切っ掛け

「下品な」放送番組に対する規制が強化され
るようになった直接的な切っ掛けは，2004年2
月に起きたジャクソンの胸露出事件である。

当時FCCの委員長だったマイケル・パウ
エル（Michael Powell）は，この事件の直後の
2004年2月11日，下院エネルギー商業委員会
通信インターネット小委員会で証言し，FCC 
に寄せられる不満の増加に対応して「規制の
刃」を鋭くする措置をとりつつある，と述べ，
さらに，同年4月に行われた全国放送事業者
協会（NAB）の全国大会でも，FCCの規制の
強化は国民の不満に直接答えようとするもの
だ，と述べている。

FCCの委員長は，2005年3月，パウエルか
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ら，ケヴィン・マーティン（Kevin Martin）に
代わったが，マーティンも，委員長に就任す
ると，9月には，「下品」の問題に関する特別
顧問に，保守的な女性団体「アメリカのため
に懸念する女性たち（Concerned Women for 
America）」 の理事を迎え，この問題に対して
厳しい態度で臨む意志を表明している。
（2）苦情の組織化

FCCが受け付ける放送番組に対する苦情
は，ここ数年，急増している。FCCの統計
によると，2002年にFCCが受け付けた苦情
は，375の番組に対しておよそ1万4,000件と，
前年の40倍に達したが，苦情件数は，2003
年にはその12倍，2004年にはさらにその8
倍と，極めて異常な増え方をしている。

その背後には，「両親テレビ評議会（PTC）」
「 ア メリカ 家 族 協 会（American Family 
Association）」といった保守的な団体が，FCC
に対し，インターネットを通じて組織的に苦情を
寄せている，という実情がある（Cox, 3月22日）。

ワシントンに本部のある「進歩と自由財団
（Progress and Freedom Foundation）」 は，
2005年11月，FCCに寄せられた放送番組に
対する苦情の内容を分析する報告書5）を出し
ている。それによると，2003年と2004年に
FCCに寄せられた「下品な」放送番組に対す
る苦情のほとんどはPTCから出されており，
その多くはPTCのeメールの書式に個人の
名前だけを記入したものに過ぎなかった。報
告書は，「下品」の問題に関する限り，FCC
に寄せられた苦情の数は国民の不満を反映し
たものではない，と指摘している。
（3）議会からの圧力

ジャクソンによる胸露出事件のあと，「下
品な」放送番組に対する規制の強化を求める

声は議会でも強まり，下院では，2005年2
月，「猥褻な，下品な，俗悪な言葉」の放送
に対する罰金の額をそれまでの3万2,500ド
ルから50万ドルに引き上げる法案（H.R.310）
が可決された。一方，上院では，罰金をそ
れまでの10倍の32万5,000ドルとする法案

（S.193）が2006年5月18日に可決され，そ
れが下院に回されて6月7日に下院でも可決
された。この法律は「2005年放送品位維持
法（Broadcast Decency Enforcement Act of 
2005）」と呼ばれ，6月15日，ブッシュ大統領
が署名して発効した。

議会とブッシュ大統領がこの時期にこの法
案を成立・発効させたのは，11月に行われ
る中間選挙を前に，保守派の支持を確保する
ため，と見られている。

2. ネットワークが訴訟に踏み切った背景
一方，ネットワークが訴訟に踏み切った背

景にも，さまざまな事情がある。
（1）制作能力の低下と萎縮効果

高額の罰金は，当然に，本来表現の自由の
下にある番組の制作能力を低下させる。

また，こうした巨額の罰金は，制作現場に
いわゆる萎縮効果（chilling effect）をもたら
すことも懸念される。

ニューヨークタイムズ紙によれば，萎縮効
果は，すでに，放送業界にあらわれ始めてい
る。ワーナーブラザーズネットワークは，こ
のFCCによる決定を受けて，それまで内容上
問題ないとしていた，大学生のグループを描
いた“The Bedford Diaries”というドラマを再
度点検し，作者に了解を求めた上で手直しし，
女子学生同士がバーでキスしているシーンな
ど幾つかを削除した。（NYT，3月23日）



51AUGUST 2006

少なくとも，下級審でさまざまな見解が出さ
れ，問題が最高裁まで持ち込まれれば，ネッ
トワーク側がそこで勝つ可能性がある，とい
う見方も少なくない。

1. 実質的な内容規制に対する批判
アメリカでは，表現の自由は憲法修正第1

条によって保障されている。表現に対する規
制は，①内容に基づく規制（内容規制）と②
表現の行われる時間・場所・方法に対する規
制のように，内容には直接は関係のない規制

（内容中立規制）に分けて考えられ，表現を
内容に基づいて規制する法規は一般に違憲と
推定される。

FCCによる「下品な」放送番組に対する規 
制も内容規制であることには変わりはなく，
合憲かどうかはなお議論の余地のあるところ
であろう。

「下品」の問題に関するこれまでで唯一の
連邦最高裁判決である「パシフィカ財団事件」
判決は，FCCによる規制を認めはしたもの 
の，下品な言葉が間投詞的に使われた場合や，
子供が見る時間帯に放送されたものではあっ
ても子供の関心を引き付けそうもない番組で
使用された場合にまで，規制を認めたわけで
はない，として，この判決の限定的性格を強
調している。（438 U.S. at 750）

「パシフィカ財団事件」判決は，また，カー
リンの番組が政治的内容を持ったものである
ことを指摘している。これに対して，FCC 
は，下品な言葉が使われたその方法が問題な
のだ，と主張し，結局これが認められた。 

では，番組に，「まじめな価値」（Miller v. 
California, 413 U.S.  at 27）があっても，その
見解の示し方が悪ければ，規制は可能だ，と

PBSも，上述の“The Blues: God Fathers 
and Sons”が処分を受けたことで，「下品」あ
るいは「不快」と判断される可能性のある言
葉については，編集で削除する方針をあきら
かにしている。
（2）不公平という不満

ネットワークには，また，ケーブルテレビ
や衛星放送は，ネットワークのような規制を
受けず，ネットワークが放送できないような
より刺激的な内容の番組を放送しており，不
公平な競争にさらされている，という強い不
満もある。（WP，4月15日）

ワーナーブラザーズがすでに放送が決まっ
ていたドラマを手直ししたことに関連して，
ネットワークの関係者は，こうしたことでは，
テレビ番組が，一層，パソコンやiPodといっ
た他のメディアで見られるようになり，テレ
ビが，特に若い視聴者層に，時代遅れと見做
されるようになりかねない，と懸念している，
という。（NYT，同上）

 Ⅳ 訴訟の主要な論点と今後の展開
ネットワークの訴訟を支持する声はかなら

ずしも強くはない。
それは，この6月15日に「放送品位維持法」

がブッシュ大統領の署名を受けて発効したこ
とにも，示されている。

しかし，①この問題は，憲法が保障してい
る表現の自由に関わる問題であり，現在の最
高裁判所は，共和党政権によって任命された
裁判官が多数とは言え，依然として表現の自
由を守る考え方が強い，と思われること，ま
た，②「パシフィカ財団事件」最高裁判決か
ら30年近く経って，放送界の事情が大きく
変化していること，などから，提訴に対して，
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いうことになるのだろうか。
また，先に指摘したように，FCC自身も，

この問題に対するFCCの決定が「特定の文脈
の中で」決定された限定的なものであること
を強調していた。（Ⅱ3（1））

それだけに，“Golden Globe Awards”授賞
式の中継番組に対する決定の中であきらかに
されたFCCの判断基準の変更が裁判所でも
認められるかどうかは，予測がむずかしいと
ころである。

2. 電波の希少性の低下
FCCの「下品」規制規則の合憲性に対する疑

問は，最近の放送界の状況の変化によって一
層強まった，とネットワーク側は考えている。

前述のように，「パシフィカ財団事件」最
高裁判決は，地上波放送の遍在性と子供が利
用しやすいことを根拠に，FCCによる規制
を認めた。しかし，今や，アメリカでは，ケー
ブルテレビの普及によって，電波の希少性は
相対的に低下し，ネットワークの影響力も低
下しつつある。

アメリカの放送界には，かつて，「公正原
則（fairness doctrine）」と呼ばれる規則が存
在した。これは，FCCが，1949年，放送に
社説放送を認めた際に，対立する見解にもそ
れを表明するための機会を割り当てることを
放送局に義務づけたもので，1969年の「レッ
ドライオン放送会社対FCC事件」最高裁判
決（Red Lion Broadcasting CO. v. F.C.C., 395 
U.S. 367）も，電波の希少性を理由に挙げて，
この規則を支持している。しかし，この公正
原則は，1985年，FCCみずからが，技術的
進歩と通信市場の発展を根拠に，廃止した。
裁判所もこの決定を追認している 6）。

ネットワーク側は，また，今日では，番組

のレイティング制度と受信機に組み込まれた
Vチップによって，保護者は子供たちに見せ
たくない番組を容易に排除できるようになっ
ている，とも主張している。

 結　語
今回の訴訟事件の基本的な問題は，表現

の自由対未成年者の保護，すなわち，ある
アメリカの連邦控訴裁判所判決の表現を借
りれば，「（アメリカ）社会においてもっとも
大切にされて来た権利の一つである表現の
自由と，政府のもっとも大きな義務の一つ
である未成年者の保護の衝突」（American 
Booksellers v. Webb， 919 F.2d at 1495）とい
う，いわば古くて新しい問題である。

この問題について，裁判所は，これまで，
地上波放送に対しては，その広範な普及と子
供にとっての利用のしやすさを根拠に，一定
の規制を認める判断を示して来た。

しかし，今回の訴訟では，裁判所は，社会
の保守化と放送界の変化という新しい事情を
背景に，新たな判断が求められている。 

日本においては，猥褻な表現は刑法175条
と電波法108条で禁止されているほか，放送
法では「善良な風俗を害しないこと」（第3条
の2第1項第1号）と定められ，また，民放連
は，その「放送基準」の第3章で，「放送時間
帯に応じ，児童および青少年の視聴に十分配
慮する」ことをうたっているが，アメリカに
おけるように「下品な」番組を具体的に規制
する法規はなく，筆者の見るところ，民放の
児童および青少年への配慮も十分とは言い難
いように思われる。

その一方で，日本でも，放送の多メディア
化とデジタル化によって，電波の希少性は相
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対的に低下して来ており，放送に対する規制
に対しても，表現の自由を保障し拡大すると
いう観点から，絶えず新たな見直しが求めら
れよう。

今回のアメリカのネットワークによる訴訟
は，結論が出るまで時間がかかると予想され
るが，その過程における議論と結果は，日本
の放送界にとっても無関係ではない。

            　　　　　　　　（かいふ かずお）

注
1）このドラマは，現在，NHK の BS-2 で，2006

年 4 月から 9 月までの予定で，その第 2 シリー
ズが『FBI・失踪者を追え ! 2』という題名で
放送されている。FCC が問題としたシーンは，
この第 2 シリーズのエピソードの一部で，1 分
程度あり，BS-2 での放送に当たっては，少し
長いという制作担当者の判断で，10 秒程度に
短くして放送されている。

2）この条文は，元々，1927 年電波法（Radio Act 
of 1927）で定められていたもので，1934 年通
信法（Communication Act of 1934）を経て，
1948 年に，USC に編入された。また，ここに
言う「電波通信」は，ラジオのほかテレビをも
意味する。（47 USC § 153（33））

3）59 FCC2d. 892, at 893（1976）
69 FCC2d. 1250, at 1254（1978）

4）18 F.C.C.Rcd. 19859（2003）
5）Thierer, Adam. Examining the FCC's Complain-

Driven Broadcast Indecency Enforcement 
Process

6）Syracuse Peace Council v. FCC，867 F.2d 654
（D.C. Cir. 1989）
上告は受理されなかった。
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