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 はじめに

フランスの社会学者，コミュニケーション学者
であるD.ウォルトン1）は，インターネットなど近年
の情報コミュニケーション技術の著しい発展と
ゆきすぎた市場経済が，世界的レベルで不平等
や差異を際立たせ，平和を脅かしていると警告
してきた。そして，アメリカの市場原理主義と一
国覇権主義を批判し，国連を中心とした文化の
共存を主張し続けてきた。そのアメリカで政権
が変わり，一国覇権主義から方向転換し，世界
は変わりつつあるように見える。

筆者は，これまでウォルトンのテレビ論やイン
ターネット論を何度か取り上げてきたが，このよ
うな機会を捉え，あらためてウォルトンのコミュ
ニケーション論の全体像を明らかにし，そこか
ら得られるコミュニケーションの研究課題につ
いて考察してみようと思う。

 1.ウォルトンのコミュニケーション理論

ウォルトンは，1970年代から精力的にメディ
ア研究を続け，多くの著作を書いている。特に
1980年代にはテレビ論を相次いで公表したあ
と，1997年にはそれまでの研究成果をまとめ，
理論的な視点を明らかにした『コミュニケーショ
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ンを考える』，1999年には，テレビとインターネッ
トを比較検討した『インターネットとその後』を
発表した。さらに，2002年には，情報とコミュ
ニケーション技術の世界化や経済のグローバル
化に対抗してコミュニケーションの立場から文化
の共存を唱える『もう一つの世界化』を公表，
2005年には，『コミュニケーションを救わなけれ
ばならない』という著作を発表している。

これらの著作を通じて見られるウォルトンの一
貫したテーマは，コミュニケーションを技術と経済
だけに帰着させてはならない，というものであっ
た。それは，コミュニケーションを通じた相互理
解により人々が近づく，というコミュニケーションの
理想が，情報とコミュニケーション技術の近年の
著しい発展と経済の市場論理の中で侵食され，
世界的規模で危ぶまれている状況をどう捉え，
解決していったらよいのかというものであった。

今回，このようなウォルトンのコミュニケー
ション理論をあらためて取り上げるにあたって，
筆者はウォルトンの理論の骨組みと全体像を明
らかにしようと努めた。そのために，ウォルトン
の5つの仮説という方法を用いた。それは，ウォ
ルトン自身が『コミュニケーションを考える』で
示した3つの仮説2）に，筆者が，その後のウォ
ルトンの著作に見られる重要な主張をつけ加え
たものである。

以下では，ウォルトンによるコミュニケーショ
ンという言葉の用い方，コミュニケーションに
おける規範的なものと機能的なもの，コミュニ
ケーションの言葉のルーツ，経験的批判主義，
そして5つの仮説へ進んでゆくことにする。

コミュニケーションという言葉

まず，ウォルトンは，コミュニケーションとい
う言葉について，3つの意味をもたせている。

対面コミュニケーション，技術のコミュニケー
ション，社会のコミュニケーションである。

対面コミュニケーションは，コミュニケーショ
ンの基本である。コミュニケーションすること
は他者との交流であり，コミュニケーションのな
い個人の生活，集団の活動，社会は存在しな
い。従って，コミュニケーションは文化と社会
の歴史を凝縮した文化モデルである。

コミュニケーションはまた，技術の総体でもあ
る。技術は，対面コミュニケーションの制約をう
ち破り，対面コミュニケーションを遠隔地間のコ
ミュニケーションの支配に置きかえた。今日，コ
ミュニケーションという言葉は，2人以上の人間
の対面コミュニケーションと技術によって仲介さ
れた遠隔交流（電話，テレビ，ラジオ，コンピュー
タ，情報通信）についても用いられている。進
歩があまりにも顕著で，成果が明白であるため，
今日では音声や映像，データの世界の隅から隅
への瞬時の交流はごくあたりまえのことになって
いる。技術のコミュニケーションは，しばしばコ
ンテンツが含まれて用いられる。技術が未熟で，
メッセージも少なかった時代には，コミュニケー
ションの技術とコンテンツは分離されずに使われ
てきた。しかし，今日ではそうではない。

最後に，コミュニケーションは，経済を中心に
相互依存関係にある大規模な社会活動に不可
欠な役割・機能を果たしている。そこには，個
人間のあるいは小集団の人間的コミュニケーショ
ンと直接関係のないコミュニケーション技術に仲
介された社会的なコミュニケーションがある。

以上のように，一般に用いられているコミュ
ニケーションは，対面，技術，（社会的）機能
の3つを含んでおり，それぞれまったく異なる意
味合いをもっている。しかしながら，これらは
依然として，相互行為という共通点がある。こ
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の相互行為が，コミュニケーションを定義する
のだとウォルトンは言う。そして，対面コミュニ
ケーションから技術のコミュニケーションに，そ
して社会的機能のコミュニケーションに移るに
つれ，相互行為が増大するとき，我々は少々急
いでコミュニケーションについての結論を引き出
してしまう。そのとき，コミュニケーションはそ
れぞれの性格が曖昧なものとなり，たとえば機
能的なコミュニケーションの相互作用が，相互
理解と混同されてしまうことになるのである。

規範と機能

ウォルトンのコミュニケーション理論において
もっとも基本的な概念は，規範的コミュニケー
ションと機能的コミュニケーションである。

ウォルトンによれば，コミュニケーションは，
まず研究対象としては，様 な々両義性を示すき
わめて曖昧で複雑なものであり，存在論的に
は不完全なものである。しかしながら，注目す
べき基本的な特徴として規範的な側面と機能的
な側面を見出すことができる。

まず，規範は，誰もがコミュニケーションに
対し抱く理想にもとづくものである。それは，
知らせ，交流し，共有し，互いに理解しあうこ
とを可能にするコミュニケーションである。ま
た，機能は，現代社会では人間関係，社会関
係が機能するために多くの情報が必要であると
いう事実にもとづいており，直ちに役立つコミュ
ニケーションである。すべての人は，生活し，
労働し，移動するために膨大な実践的情報を
管理しなければならず，情報は，日常生活や社
会にとって有用である。しかし，それは，相互
理解の理想とはまったく異なっている。

ウォルトンは，規範的コミュニケーションは，
コミュニケーションの土台であり，機能的コミュ

ニケーションは手段（機器）の効率が目標とな
るコミュニケーションの形態である点を強調す
る。このコミュニケーションの2つの側面は，
規範的コミュニケーションの側面が際立つ対面
コミュニケーションの場合であろうと，機能的コ
ミュニケーションの側面が強いメディアのコミュ
ニケーションであろうと，あらゆるレベルに存
在する。しかし，この2つのコミュニケーション
のバランスは，その時々の状況や場面によって，
大きく変わっており，実際のコミュニケーション
を考察する場合には，この位置づけが必要に
なってくる。

コミュニケーションという言葉のルーツ

ウォルトンは，この規範と機能がどのような
ルーツをもっているかについて，言葉の語源に
遡って2つの流れをあげている。そのひとつ
は，12世紀（1160年）にラテン語に現れるもの

（communis）で，コミューニオン，共有，分か
ち合いの考え方である。もうひとつは，16世
紀以降に現れる，伝播，流布であり，技術の
飛躍的発展と結びついている。それは，書籍
や新聞を誕生させた印刷技術の革命で始まっ
た。次いで，通信や視聴覚技術による電話，
ラジオ，テレビが出現し，コンピュータとネット
ワーク技術による現在のインターネットやケータ
イに至っている。前者の流れは，規範的な側
面をもつものであり，後者が機能的な側面をも
つ。この2つの流れは，その後，規範的側面
としては，民主主義社会における自由と平等の
理念を支える討議・討論をコミュニケーション
の役割としてつけ加える3）。他方で，コミュニ
ケーションの機能的側面としては，西欧モデル
の個人のコミュニケーションの権利の中に，他
者と討論するよりも，自分自身を表現する自己
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愛のようなエゴイスティックな流れとコミュニ
ケーションを単に道具としてしか捉えない道具
主義の論理の流れが加わってゆく。

ウォルトンによれば，コミュニケーションの規
範と機能のこの2つの次元は遺伝子のモデル
のように連続性をもって重なり合っているため，
切り離すことはできず，一体となってコミュニ
ケーションの推進軸の働きをしている。重要な
のは，2つの規範的側面が絶えず個人の自己的
利益と社会管理の道具的利用という2つの機能
的側面に転化されてゆく過程である。

経験的批判主義

周知のように，メディア研究は，ヨーロッパ
のファシズムからアメリカへ逃れた研究者たち
によって2つの大戦間に，本格的に始まる。こ
れらの研究者たちの当初の問題意識は，マス
メディアの大衆への影響や大衆の操作であっ
たが，実証を重視する経験学派と理論を重視す
る批判学派の2つの大きな流れが形成されてい
く。ウォルトンは，自らの立場を経験的批判主
義としており，これらの双方の研究者の成果を
検討・摂取してつくられたものである4）。ウォル
トンの経験的批判主義は，行為と規範的基準
の絶えざる乖離を注視する点で批判的であり，
具体的な調査の必要性を主張する点で経験的
であるということになる。それだけに現代とい
う現実に照らし合わせ，大衆民主主義のモデ
ルにふさわしいコミュニケーションの理論の組
み立てが不可欠となる。

5 つの仮説

では，ウォルトンの経験的批判主義とはどの
ようなものか？ ウォルトンのコミュニケーション
理論を構成する柱は規範と機能であるが，な

かでも重要なのが規範的なものである。この
概念をベースにして，ウォルトンは，コミュニ
ケーションが如何にして現代社会が生まれる際
の条件の一つであったのか，また今日，なぜ
コミュニケーションが現代社会の中心にあるの
かなどについて仮説をたてる。この仮説が，『コ
ミュニケーションを考える』や，その後の著作
で扱われているテレビやインターネット，公共空
間，コミュニケーション技術，コミュニケーショ
ンと文化など幅広いテーマについて，議論を
展開するよりどころとなるのである。ウォルトン
の理論の全体像を浮き彫りにしようとする筆者
は，先に述べたように『コミュニケーションを
考える』にその後の著作に示されている主張を
2つ加え，ウォルトンの仮説を5つとしている。
これらの仮説は，次のような問い，問題意識
に答える形で組み立てられたものとなっている。

まず第1は，コミュニケーションは，現在，自
由や平等と同じように多くの人に受け入れられ，
テレビからインターネット，そしてケータイに見ら
れるような人気を勝ち得ている。つまり，コミュ
ニケーションの成功である。それはなぜか?

第2は，現代社会とコミュニケーションの関
係についてである。ウォルトンは，現代社会を
個人主義的大衆社会と呼んでいるが，この社
会がそれまでの社会と決定的に異なるのは，
無名のたくさんの個人によって構成されている
規模の大きな民主主義社会であるという点であ
る。コミュニケーションは，この社会にとって
不可欠なものである。そのコミュニケーション
の課題は何か？

第3は，この規模の大きな社会を構成するた
くさんの数の公衆，この公衆をメディアとの関
係でどう位置づけるべきなのか。自由と平等で
あるこの公衆は，メディアから伝えられるもの
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を，ただそのまま黙って受け入れている存在な
のか？

4番目は，人間のコミュニケーションと技術
に仲介されたコミュニケーションの問題である。
近年の情報とコミュニケーションの技術の著し
い発展は，世界規模の情報ネットを作り上げて
いるが，このコミュニケーションの技術の成果
が人間の相互理解を深めるどころか，逆に対立
や争いを引き起こしているという問題がある。
これは避けられないことなのか？

そして，最後の5番目は，コミュニケーション
には限界がないのか，という点である。コミュ
ニケーションに限界があるならば，それを自覚
して手を打たなければならない。

以下では，これらの仮説と関連するウォルト
ンの議論について，一つずつ取り上げてゆくこ
とにする。

 2.コミュニケーションの成功：現代化

コミュニケーションは，近代化の条件であ
り，それが新聞から，テレビ，最新のインター
ネットに及ぶ今日まで続いている成功を支えて
いる。では，その成功の要因は何か？ それは，
コミュニケーションがメディアのそれぞれの技術
を生かして，人間の根源的欲求に答え，現代
性とされる特徴を備えているためである。これ
がウォルトンの第1の仮説である。

人間の根源的欲求

まず，人間には，自分を表現し，他人に話し
かけ，他人と共有したいという根源的欲求があ
る（現在のケータイは，その見事な事例である）。
コミュニケーションがこの他人との接触をスター
トさせる。この体験の中心にあるのは言語で，

コミュニケーションの技術が声を音に，姿を映
像に変え，他者との交流を広げていったのであ
る。ウォルトンは，これを歴史的な側面からもコ
ミュニケーションの2つの流れとして確認する。

現代性

現代性とコミュニケーションについてウォル
トンは次の様に考える。現代性は，我々の現
代の政治や経済，社会，文化をそれ以前と較
べ根底から変えた開放（l'ouverture）という歴
史の新しい始まりである近代から継続している
エートスであり，活動である。その中心をなす
ものは，個人という概念の出現，社会的分業
にもとづく市場経済，政治と宗教を切り離す政
教分離，自由と平等を土台にする民主主義の
原理である。そして，それらの運動を推し進め
たものこそがコミュニケーションであった。コ
ミュニケーションによって，閉じられた世界が互
いに開かれ，財やサービスの取り引き，そして
様 な々考え方や芸術，文学の交流が始まったの
である。つまり，コミュニケーションの条件で
ある他者への関心と開放は，コミュニケーショ
ンの価値の中にまずシンボル，次いで文化，そ
して最後に技術としての道具を見つけた。西欧
で16世紀からスタートしたこの近代化は，今で
は次第に世界に広まっている。

ウォルトンは，現代性をめぐって，コミュニ
ケーションと近代化の西欧モデルの間にある強
い関係に注目している。「すべての社会に，交
流の要求が存在するとしても，我々の文化に見
られるほどの熱狂はない。個人と結びついたコ
ミュニケーションのモデルが出現したのは，西
欧の文化の中にしかない」。16世紀以降，キリ
スト教的価値の中心にある個人の承認が，超
越的基準とのつながりを断ちながら，世俗の
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視点から，自由の原理と個人の尊重の原理を
出現させた。人間は自由の存在であり，自分
の思うままに他者との関係を結べるという考え
方にもとづいて，コミュニケーションは，宗教
的なものと地上のものを分けながら，世俗化，
理性化，個人主義化などの現代性を具体化し
てゆく。この流れの歴史こそ，なぜ，そしてど
のようにして近代化が，最終的には世界につい
ての我々のビジョンになってゆくかを理解する
のに不可欠である，とウォルトンは考えている。

ウォルトンは，また現代性と技術の切り離せ
ない関係に目を向ける。それは，特にテレビや
インターネットに見られる視聴覚の技術に端的
に表れている。テレビは，映像の力によって，
受け手の公衆に〈いま，そこにいる〉という感
覚を作り出す。そして，時間のずれがない生中
継は，対象との介在がないことで，透明性を強
め，参加の意識や時代の証人の意識を強める。
インターネットの技術は，双方向性と無限の情
報への瞬時のアクセスにより，テレビの制約を
打ち破る。これらが，その出現の当時，熱狂
的に受けとめられたのは，まさに現代性に答え
ていたからである。

結局，この個人を重視する西欧モデルの考
え方と，自分を表現し，他者に話しかけ，共
有したいという人間のもつ根源的欲求が，コ
ミュニケーションの技術として発展し，現在の
コミュニケーションの成功をもたらしていると，
ウォルトンは考えるのである。

コミュニケーションの成功の代償

しかし，テレビやラジオ，インターネット等
に見られる現実のコミュニケーションを見ると，
事件報道から政治討論，娯楽番組から情報
サービス，双方向アクセスなどをめぐって，真

剣な討議や親密さ，社会的連帯がある一方で，
画一化や世論操作，自己主張，サイバー犯罪
などの批判や非難がたえない。しかも，双方
向の技術の著しい発展と市場原理によるメディ
アの利益追求と個人化の肥大化からは，コミュ
ニケーションの理想の姿は見えない。また，コ
ミュニケーションの技術の世界化が引き起こす
世界規模のひずみやゆがみもある。

ウォルトンは，このような問題をコミュニケー
ションの成功がもたらす代償であると捉える。
それでも，この仮説から得られる考えがウォル
トンに希望を与える。

それは，コミュニケーションは規範と機能の
二重の構造をもっているから，規範的コミュニ
ケーションが機能的コミュニケーションの行き過
ぎを抑制することができるという主張である5）。
つまり，我々の誰もがコミュニケーションに対し
て理想をもっているから，規範的コミュニケー
ションが機能的コミュニケーションの単純な原
理で置き換えられてしまうことはないというので
ある。その理由は，どのコミュニケーション産
業も規範的コミュニケーションの名の下で発展
しており，言説の約束と様々な利害がもたらす
現実との間のギャップに対し，批判の余地を残
しているためである。

このウォルトンの考え方は，メディアの支配
に対する伝統的な考え方と大きく異なっている。
たとえば，フランクフルト学派は，技術の高ま
りと文化産業の成長，巨大なコミュニケーショ
ン産業のグループの興隆をめぐって，本来は人
間と人間の相互理解の関係であるコミュニケー
ションが自己の利益や成果を得るための手段に
なってしまい，コミュニケーションの経済とイデ
オロギーの中で人間は自己を見失うような状況
におかれていると主張している。これに対し，
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ウォルトンは，「コミュニケーションにも，他の
あらゆる社会的実践の場合と同様に支配のメカ
ニズムはあるが，人間性の自己喪失は存在しな
い」として，常に可能な選択があり，個人の批
判的能力があることを主張する。

 3. 個人主義的大衆社会と
　　　　　　　コミュニケーション

我々の現代社会は，個人と自由の概念が出
現した当時とは大きく変わっている。それは19
世紀の平等の概念が加わって，大量という数
の考え方が，きわめて重要になったことである。
この社会は，しばしば大衆社会と呼ばれるが，
ウォルトンは，主体性をもった個人の存在を強
調して，個人主義的大衆社会と呼んでいる。そ
して，コミュニケーションの成功は，この社会
モデルと直に結びついていると同時に，この社
会にとってコミュニケーションが不可欠な役割
を担っているためであると考える。これが第2
の仮説である。では，その役割は？

個人，マス，コミュニケーション

ウォルトンは，このマスに象徴される現代社
会とコミュニケーションの構造的な関係を重視
する。それは，個人と社会の関係，そして人
間学的モデルに対応したものである。ここでの
コミュニケーションは，啓蒙の時代に公共の意
見を作り上げる場所として市民社会と国家の間
にできた公共空間とはまったく違っている。

個人主義的大衆社会は，出身の異なる様々
な人々によって成立ち，平等な普通選挙が行
われている。教育や医療などが制度化され，
政治の領域は絶えず拡大している。職場や個
人生活における消費，レジャーで個人の選択

が重視される，開かれた都市化された社会で
ある。また同時に大量生産，大量消費というよ
うに，様々なレベルで規模が大きいという特徴
をもった社会である。つまり，この社会は，個
人の表現，アイデンティティー，開放に結びつ
くすべてのものに優先権が与えられる一方，経
済，政治，文化のレベルで数の尺度に依拠し
ている社会である。

この社会では，自由と平等の行使が，たえ
ず対立と衝突を引き起こす可能性をもってい
る。コミュニケーションは，これらの矛盾が激
しくならないように自由と平等のバランスをとる
役割を担うことになる。ウォルトンは，ここで
は，公共空間がメディア化され，特に映像に
よって仲介された公共空間になっている点を強
調する6）。言うまでもなく，コミュニケーション
の技術が，自由と平等の2つの関係を機能と
規範の2つの側面で支えている。

さらに，社会的文化的側面からは，コミュ
ニケーションは社会的絆の問題に答える。コ
ミュニケーションは，宗教や伝統の束縛から切
り離されて自由になった人間や個人が生きてゆ
くために，社会的なつながりを維持し，自由の
代償である孤独から救い出す。家族や村，職
業と結びついた伝統的なつながりが消え失せ，
階級的連帯や宗教，社会的なものへの帰属意
識は衰えた。その結果，もはや大衆と個人，
数と人格を結びつけるもの，絆というものがほ
とんど存在しなくなる。この個人的な体験と集
団的なレベルでの体験の間を結ぶ社会，文化
的なつなぎ目がないという状況の中で，コミュ
ニケーション，特に総合メディアが重要になる。
テレビは，まさにその規模と空間の間で，構造
的な絆を提供する。ウォルトンは，この個人主
義的大衆社会では，各人が自由であるゆえに，
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その代償として常に孤独の不安に付きまとわれ
ており，そのことが社会的絆の重要性をますま
す高めている点を，たえず強調している。

結局，個人主義的大衆社会は個人，マス，
コミュニケーションという3つの基本的次元に
よって特徴づけられる。そこでウォルトンの理
論は，社会理論，つまり社会のビジョンがなけ
れば成立しないと主張する。

情報社会論，技術と経済のイデオロギー

こうした中で，ウォルトンは，社会とコミュニ
ケーションに対し，技術がもたらす成果に手放し
の信頼をよせる技術と市場経済のイデオロギー
を批判する。先にコミュニケーションの成功が，
人間の根源的欲求と現代性という2つのものを
満たしている点を指摘したが，技術と経済という
2つのイデオロギーの成功は，個人主義的大衆
社会におけるコミュニケーションの機能的側面を
表したものである。テレビ，そしてインターネット
が出現し，普及する過程で見られた熱狂は，新
技術のイデオロギーによるものである。それは，
技術が社会を根本から変革する力をもつとする
考え方で，2つの解釈がある。ひとつは楽観的
で，新しい技術は古い矛盾を解決し，それによっ
て自由で開かれたコミュニケーションのある社会
の到来を促進する，といういわゆる情報社会論
である。別のものは悲観的で，この技術の普及
による社会と政治のコントロール，全体主義的警
察国家の到来を予測する。そして，そこに技術
のイデオロギーの支配力を見出している。

経済のイデオロギーは，技術の成果とコミュ
ニケーション産業に関する将来見通しや市場原
理にもとづいている。規制緩和，国境や様々
な障壁の撤廃による経済のグローバル化が進
めば，ものとカネの自由な流れが世界の人々の

暮らしを豊かにする。コミュニケーションの世
界経済化を促進すれば，平和と理解がより確
実になる。このイデオロギーは，国際的な通商
交渉の過程でアメリカの産業がほかの世界に，
とりわけヨーロッパに対し行使した強大な権力
の中にはっきりと見られる，とウォルトンは言う。

このような技術と経済のイデオロギーは，現
代性のイデオロギーと一体となって，コミュニ
ケーションの規範的側面を包み隠しているが，
社会的絆の弱体化がますます進む中で，この
個人主義的大衆社会にいま求められているの
は，コミュニケーションの規範的側面の回復で
ある，とウォルトンは力説する。

総合メディアと専門メディア
7）

社会におけるメディアの位置づけをめぐって，
総合メディアと専門メディアの役割をめぐる議論
がある。総合メディアやマスコミは，送り手から
受け手に向けて情報を一方向に流すネットワーク
として長い間，抑圧的とみなされてきた。これら
はメディアの第1段階でやがて消え失せ，コミュ
ニケーションの新技術がもたらす双方向の個人化
した専門メディアに移ると信じられてきた。これに
対し，ウォルトンは，総合メディアの《総合》とい
う意味は，コミュニケーションと社会の関係のあ
る種のビジョンを表しているのであって，コミュニ
ケーションの技術的段階ではない，と主張する。

細分化は社会階層の問題であるから，社会
が排除や階層化によって細分化され，もろくな
ればなるほど，総合的なラジオとテレビは，社
会の鏡といわれるように社会の表象として，そ
の細分化の解決となる。ウォルトンは，重要な
ことは，コミュニケーションが新技術によって
可能になるクラブ的な共同体をつくりだすこと
ではなく，総合メディアによって様 な々異なる社
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会集団の間の橋渡しを提供することである，と
言う。専門メディアの強みと弱点は，社会の細
分化の状況に対応したものであって，総合のラ
ジオとテレビは，様 な々限界をもつにもかかわら
ず，これらの専門メディアよりも一般の利益とい
う視点に答えるものなのである。
「テレビが社会的な絆に貢献するというのは，

テレビの技術にもとづくのではなく，大衆の個人
主義的大衆社会の位置づけ，つまり個人主義と
自由，平等の入り混じったものにもとづいている
と云うことである。…テレビの力は，社会的な絆
を作り上げ，それを表現することである。多くの
社会的な実践が社会的絆に貢献しているとして
も，デュルケームが宗教について述べた役割を
取り上げるならば，テレビは社会の基礎的な形
態の一つであると言えるだろう。テレビの利益は，
すべての人々によって見えるような仕方で，社会
的な絆を表現することである。見えるということ
を表象のレベルでテレビほど横断的な仕方でお
こなう社会的文化的活動は，他に多くはない8）」

 4. コミュニケーションの受け手：公衆

コミュニケーションの問題でもっとも複雑な
のは受容の過程であり，その中心的役割を果
たすのは公衆である。しかし，公衆は相変わら
ず過小評価されている。公衆・受け手は批判
的能力をもっており，ネットと双方向技術の発
展の中で，この公衆の位置づけを見直す必要
がある。これが，第3の仮説である。

文化モデル

メディアが伝える情報やコンテンツが，視聴
者，つまり受け手にどのような影響を及ぼすか
という受容研究はメディア研究の中で古くて絶

えず新しいテーマである。この流れの中で，
1970年代，イギリスのホールを中心とした研究
は，いわゆる従来の伝送モデルを批判し，「コ
ミュニケーションの文化モデル」9）を提案した。
それは，メディアの送り手がメッセージを受け
手に伝える際，そのメッセージにこめられた意
味合いを，受け手がそのまま受け入れるとは限
らない，視聴者は送り手のテクストを自由に解
釈する可能性があるというものであった。受け
手は情報を自ら判断し，選択し，利用する。
しかも，受け手は均質でなく，それぞれの環
境，おかれている立場，年齢，性差，個人の
価値観などの背景・文脈がある。

ウォルトンは，この文化モデルをコミュニケー
ションの研究における大きな成果であると評価
して，自分のコミュニケーション理論に取り入
れた。その上で特に強調するのが，受け手で
ある公衆のメディアに対する自由と批判的能力
である。テレビやラジオのスイッチを切るのも，
いやな番組から見たい番組にチャンネルを切り
替えるのも，自分なりの番組の解釈も，それは
すべて受け手の自由である。

かってのドイツでナチスのファシストによるラ
ジオのプロパガンダが成功しなかったのは，こ
の批判的能力による受け手の抵抗があったか
らであるという。このように，メディアは受け
手を操作することはできないとして，ウォルトン
は，公衆の批判的能力を次のように根拠付け
る。コミュニケーションにかかわっているのは，
民主主義制度の土台にいる判断力をもった市民
である。この市民が政治のメッセージを判断で
きる理解力をもっていることが前提されている
のであるから，同じ市民である公衆も当然のこ
ととして，コミュニケーションのメッセージを識
別できると考えなければならない。
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コミュニケーションの 3 つの時間

受容の過程でウォルトンが重視する重要なもう
一つの要素は，時間である。受け手のメディア
に対する受容・反応について，ウォルトンは，3
つのレベルを考える。短期間で見た場合，出来
事や事件のニュースが受け手の感情的変化に及
ぼす影響は比較的大きい。それはしばしば世論
調査に見られる。これは，出来事の支配である。

中期的には，人々は比較的身構えている。
様 な々矛盾するニュースや情報を自らのこれから
のために評価しなければならないから，以前の
価値観を動員することが必要になる。人々は，
各人の記憶や表象，イデオロギーを呼び起こし，
それぞれの時間－空間の枠の中で受け止める情
報を位置づける。

長期で見た場合，メディアで語られたことは
価値の対立が演じられる芝居のようなものであ
るが，長い時間の経過の中で，我々はほとんど
それについては気づかない。その理由は，現代
性の価値と別の象徴の世界の価値が共存する
からである。

結局，現在の公衆のメディア受容についても，
これらの時間の視点から検討することが必要な
のである。

情報とジャーナリストの位置づけ10）

18世紀以降の情報の理想，あらゆる出来事
や人々についてできるだけ早く知りたいという
人々の理想が，現在，民主的とされる国で
は，現実になっている，とウォルトンは考える。
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，そして仕事をより効率的にする
ための技術の発展 ,つまり政治，経済，そして
技術の3つの側面でかつてないほどの恵まれ
た状況を享受している。情報をめぐる問題は

100 年前と較べ逆転した。ジャーナリストはそ
の理想が現実になったとき，その夢が敗れて
いるのに気づいていないため，公衆の信頼を
失っていると言うのである。

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，問題は，昨日まで
の情報の不足をめぐるものではなく，過剰をめ
ぐるものなのだ，とウォルトンは主張するので
ある。ジャーナリストは，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
だ弱いかのように，情報の問題を昨日までの視
点で捉えている。今日の問題は，もはや情報
の政治的自由ではない。プレスは政治のレベ
ルの闘いを続けており，集中化や統合によるメ
ディアの経済が情報の自由に及ぼす影響の大き
さを軽視している。情報の過剰と経済によるメ
ディアの支配が，スピードの重視と質の軽視を
生み出している。むしろ長い間の理想であった
情報のスピードは，いまや強迫観念や支配の力
になっている。情報の生産と流通にほとんど制
限がなく，情報は洪水のようになって氾濫して
いる。昨日までは情報の希少性が規範的なレ
ベルでその質を保障した。現在の問題は真の
情報がデマ，偽り，風聞とまったく同じようなレ
ベルで流通するような状況の中で，公衆はどの
ような情報を信頼できるのかという点である。

このような状況の中，ウォルトンが主張するの
は，むしろ技術の進展によってダイレクトで瞬時
の情報が増加すればするほど，情報の仲介者の
役割は高まるという点である。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。このことが，ジャーナリストの価値を
再評価することになり，またジャーナリストの刷新
の必要性を迫るのだ，とウォルトンは主張する。
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世論調査

メディアの受け手である公衆の見方，意見，
考えを調べる世論調査がある。周知のように，
世論調査は，実際のありのままの姿ではない
が，ある一定の時期の世論の状態を客観的な
データにもとづき映し出すという利点がある。
イデオロギーの弱まり，社会階層の流動化や，
生活様式の同質化などによって，社会や文化，
政治に対する価値観がこれまで以上に定まら
なくなっている中で，いまや世論調査は不可欠
である。

世論にもコミュニケーションの時間に対応し
た3つのレベルがある点に，ウォルトンは注目
する。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捉えられない。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出される。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，事件や情
報によって活発になる世論に形（=表象）を与え
ることである。

その世論調査の前で，現実には，政治家と
ジャーナリストの双方が，それぞれがもつ本来
の独自性を失っている，とウォルトンは指摘す
る。政治家にとって行動とコミュニケーションは
切り離せない。しかし，競い合っているメディ
アや世論調査のスピードに，政治家の行動は追
いつかず，それが市民を不安にさせる。メディ
アの執拗な攻撃の前に，政治家は打ちのめさ
れてしまう。その現実の姿は，情報と世論を摂
取し，なすべき計画に沿って行動する政治家の

理想からは程遠くなっている。他方で，本来，
独自の視点で情報を手に入れ批判することが
期待されているジャーナリストは，世論の代表
であるという名目で，世論調査を利用し，コメ
ンテーターに変身し，独自の情報を生み出さな
くなっている。しかし，ジャーナリストの本来
の役割は世論調査のもつ代表性と直接関係の
ない情報を提供することにあるのであり，代表
的情報に対するジャーナリストの重視が行き過
ぎれば，ジャーナリストの役割を難しくすると，
ウォルトンは懸念する｡客観性の面で，明らか
にジャーナリストが得るものはあるが，批判的
自由を失うというのである｡

集団のアイデンティティー11）

送り手と受け手の関係は，さらに自由に情
報が流れる国境のない開かれた世界において
見直さなければならない。それは受け手を集
団のアイデンティティーと捉えなおすことが必要
になってくることである，とウォルトンは考える。
発展の遅れた国々がコミュニケーションの革命
に参加し，ネットワークやインターネット，衛星
につながることで，経済の南北格差の不平等
や差異が目立つようになる。国際的な情報シス
テムによって受け手が増え，世界規模の文化産
業が拡大する。

しかし，生産物やサービス，番組は，たい
ていの場合，先進国向けに構想されたもので
ある。発展の遅れている国の受け手が反応し，
説明を求め，対立するときが来る。受け手の
異質性と知性は，文化的生産物に対する西欧
の考え方の限界を明らかにする。発展の遅れ
た国々は，当然のこととして，政治的次元で経
済的不平等の改善を，また文化的次元で，文
化の多様性の尊重を要求することになる。
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つまり，ウォルトンによれば，ここでも長い
間，同義語として用いられてきた情報とコミュ
ニケーションの違いが明らかになる。情報は，
知らせること，それはメッセージをできるだけ
自由に作り，自由に分配することである。これ
に対して，コミュニケーションは適合の過程を
想定する。それは，送り手，メッセージ，受
け手の関係である。コミュニケーションするこ
とは情報を生み出し，流布することだけでは
なく，受け手が情報を受け取り，受け入れた
り，拒否する条件に注意を払い，文化や政治，
哲学の視野にそってモデルを作り直すことであ
る。そこで，ウォルトンが強調するのは，コミュ
ニケーションは，つねに情報よりも複雑な反復，
従ってリスクを伴った過程である，という点で
ある。伝えることはコミュニケーションと同義
語ではない。この2つのものの間には，世界化
と生産され流通する情報の増大によってますま
すその役割が決定的になっている受け手が常
に介在しているのである。

世界化，グローバル化，普遍主義

ウォルトンは，グローバル化や世界化といっ
た現実の理論の中に，コミュニケーションの普
遍的次元を埋没させることはできない，と主
張する。グローバル化は，経済の現実を指し
示す経済の用語であり，市場の拡大により世
界的に広がった生産や標準化，サービスの相
互接続と広範で自由な貿易を説明する言葉で
ある。これに対し，昨日まで郵便や電信，電
話といったコミュニケーションの最初の世界的
革命が展開されたのは，平和主義の考え方と
結びついたある種の普遍主義で，規範的な考
え方である。だが，今日では状況は大きく変わ
り，機能的コミュニケーションが支配するよう

になっている。こうして，あたかも世界化とグ
ローバル化，そして普遍主義が同義語のように
なった。しかし，技術の世界化は存在しても，
コミュニケーションの中味の世界化は決してあ
りえず，経済のグローバル化と技術のネットワー
クの世界化を，普遍性を測る規準とみなすこと
は危険である，とウォルトンは警告する。

そして，ウォルトンは次の様に主張する。世
界的でグローバルなネットワークであるインター
ネットは，支配的な言説とは逆に，コミュニケー
ションの普遍主義の規準を具現化したものでは
ない。インターネットは，国境を無視したグロー
バル経済の中に組み込まれた技術のネットワー
クである。同様に，CNNは，世界の情報ネッ
トワークの第1チャンネルではない。世界の情
報をアメリカの視点で伝えるアメリカの情報ネッ
トワークの一つにすぎないのである。公衆の批
判的能力は，これらを見分ける。この判別は，
研究者にとっても重要である。研究者は，世界
化やグローバル化，そして普遍主義が，本来
もつ特徴や規準，ロジックの相違を守ることに
よって，普遍主義の価値を支えることができる
のである。

（後半は次回）
（こしかわ ひろし）
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注：
1）ドミニック，ウォルトン（1947 ～）現在国立

高等研究所（CNRS）特別研究部長。公共放送
フランステレビジョン経営委員

2）Penser la communication『コミュニケーションを考
える』は 400 ページで全体は 6 部で構成され，
そのうちのⅠ部 . 概念でウォルトンの 3 つの仮説を
含んだ理論やコミュニケーションの言葉の定義や
ルーツ，規範と機能などが述べられている。Ⅱ～
Ⅵ部で，テレビやコミュニケーションの新技術，コ
ミュニケーションと政治，ジャーナリズムが 20 年
間の研究として個別に論じられている。
　筆者がつけ加えた残りの 2 つの仮説は，主と
して L'autre mondialisation『もう一つの世界化』
と Il faut saver la communication『コミュニケー
ションを救わなければならない』にもとづいて
いる。

3）いわゆる公共空間としての位置づけである。
4）ウォルトンがこの 2 つの流れの成果をどのよう

に検討し，吸収していったかについては，拙稿
（2005）のⅡ「テレビと民主主義」を参照。批
判学派の代表的な存在がフランクフルト学派で
あり，ウォルトンはフランクフルト学派を意識
的に批判する。しかし，メディアに対する経済
の支配や強い影響力についてのウォルトンの見
方は，この学派から多くを得ているように見え
る。

5）ウォルトンはこのような考えの下に，行動を起
こすことが可能であるとして，たえず戦略の余
地がある，という言い方をしている。 

6）メディア化された公共空間の特徴，そしてこの
公共空間の拡大に伴う問題点などについては拙
稿（2005）を参照。

7）総合メディアと専門メディア，またテレビとイ
ンターネットについてのウォルトンの詳しい議
論については，ウォルトン（1999）（2000），拙
稿（2002）を参照。

8）ウォルトン（1999）の 98 ページ参照。またこ
のように総合メディア，特にテレビについて社
会的絆の役割を主張することは，メディアを大
衆支配の道具であるとみなす議論と対照的であ
る。その立場の代表は，フランクフルト学派で
あるが，「フランクフルト学派の仮説は，根元
的であり，曖昧さをもたず，その上ラディカル
であるために，大きな成功を得た。これに対し，
社会的絆としてのテレビの位置づけは，それほ
どラディカルでなく，それゆえにあまり正しく
ないと見ている人々によって批判されてきた。
真理に近づくためには，テレビに対してより敵
対的でなければならないかのようだ」とウォル
トンは書いている。しかし，テレビのこの社会
的な絆の位置づけは，いまでは，すっかり定着
しているように筆者には思われる。

9）コミュニケーションの文化モデルはコード化 ･
脱コード化モデルとも呼ばれる。ホールの原文
は，Hall.S（1980）Encoding/decoding in Hall 
S.,Hoboson D.,Lowe A. and Willis（eds）. Culture, 
Media and Society. London

10）情報とジャーナリズムの位置づけ，また世論調
査について，ウォルトンの詳しい議論は拙稿

（2005）を参照
11）集団のアイデンティティーとコミュニケーショ

ン，さらに文化との関係については，本稿の続
編で取り上げる。また拙稿（2004）を参照。メ
ディア化された公共空間の特徴，そしてこの公
共空間の拡大に伴う問題点などについては，拙
稿（2005）を参照。


