「政府の言論の法理」と「パブリック・
フォーラムの法理」との関係について
の覚書
中林暁生*
はじめに

１ 政府の言論の法理とパブリック・
フォーラムの法理

1

1995年のRosenberger判決 以降，
「政府の言

１）政府の言論の法理（The Government

論の法理」と「パブリック・フォーラムの法理」

Speech Doctrine）

との関係について論じられることが少なくな
2

5

い 。本稿は，この問題に接近するための手がか

「民主的な政府は語らなければならない」。

りを得ることを目的として，2008年にコロンビ

民主主義体制の下において，政府が自らの見解

ア特別区巡回区合衆国控訴裁判所が下したBry

（viewpoint）にもとづいて語ることには，重要
4

4

ant判決3を採り上げることにする。具体的には，

な意義がある6。そのことは，有権者が選挙にお

本稿は，このBryant判決のうち，軍において配

いて自らの選択を決定する際に，政府による言

布されている新聞紙の広告欄がパブリック・

論活動を通じて政府の見解を知っていることが

フォーラムにあたるか否かという争点に係る部

重要であることからも，明らかである。したがっ

分を採り上げる。

て，そのような政府による言論活動は，自己統

本稿の構成は下記の通りである。本稿は，ま

治の価値と親和的に結びつくことになる7。とは

ず，政府の言論の法理とパブリック・フォーラ

いえ「言論の伝達能力において圧倒的な潜勢力

ムの法理について概観する（１）
。次に，
Bryant

をもつ政府が，特定のviewpointにもとづいて強

判決で問題となったのが新聞紙の広告欄である

力に表現活動を遂行するならば，その活動の言

ことに鑑み，ニューヨーク市にある全国鉄道旅

論市場に与える影響は無視することができな

客公社（National Railroad Passenger Corpora�

い」。このように，政府の言論と「表現の自由」

tion ; 以下，Amtrakという）のペンシルヴェニ

論とは微妙な関係に立つ9。

8

ア駅の広告掲示板がパブリック・フォーラムに

ところで，政府は，自らの被用者を通じて語

あたるか否かが問題となった第２巡回区合衆国

るだけでなく，私人を通じて─具体的には私

控訴裁判所のLebron判決4に触れた上で（２）
，

人に公金を支出して政府の言論の担い手としな

Bryant判決を採り上げ（３）
，最後に簡単なま

がら─語ることもある。したがって，政府が

とめを行う（おわりに）
。

特定の見解（viewpoint）にもとづいて語りうる
以上，政府の言論を担わせるために私人に公金
を支出する場合には，特定の見解（viewpoint）
にもとづく公金の支出決定を政府がなしうるこ
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とになる。そこで，
「一般には言論に対する見解

州立大学による学生の課外活動に支出するため

中立性（viewpoint neutrality）を厳格に要求さ

の基金は「空間的または地理的な意味において

れる政府が，自ら言論行為に従事する場合には，

というよりは抽象的な意味においてフォーラム

見解差別（viewpoint discrimination）を行うこ

である」17と述べた上で，このような場合には見

とが許される，とする法理」のことを，特に，

解差別（viewpoint discrimination）は許されな

10

「政府の言論の法理」という 。

いと判断した。このように，私人の表現活動に
対する公金の支出の事案において，見解差別

２）パブリック・フォーラムの法理（The

（viewpoint discrimination）をも許容する「政

Public Forum Doctrine）

府の言論の法理」と，それを許さない「パブリッ
11

「パブリック・フォーラムの法理」 につい

ク・フォーラムの法理」とが対峙する形になっ

ては，公園や公道のような伝統的パブリック・

た。

フォーラム，公立劇場のような指定的パブリッ

２

ク・フォーラム，そして非パブリック・フォー
ラムという３類型と共に，日本でも広く知られ

Lebron判決

１）事件の概要

ている。
伝統的パブリック・フォーラムとは，
「永きに

あ る 芸 術 家 が， ニ ュ ー ヨ ー ク 市 に あ る

わたる伝統ないし政府の命令により集会及び討

Amtrakのペンシルヴェニア駅の円形大広間

12

論に捧げられてきた場所」 のことである。
「伝

（the rotunda）の壁面に設置されている巨大な

統的パブリック・フォーラムの主要な目的は思

広告掲示板（以下，“Spectacular”という）へ

想の自由な交換であるので，言論主体がパブ

の自らの作品の掲示を希望したところ，その内

リック・フォーラムから排除されうるのは，そ

容が政治的であることを理由に掲示を拒否され

の排除がやむにやまれぬ州の利益に仕えるのに

たため，芸術家側が合衆国憲法第１修正違反を

必要であり，かつ，その排除がその利益を達成

理由に訴えを提起した，というのが本件の大ま

するために限定的になされている時のみであ

かな概要である 。

18

13

る」 。

以下では，本件の「問題となるフォーラム」

「政府がある場所やコミュニケーション手段

は何であるか，という点についての多数意見と

を意図的にパブリック・フォーラムに指定した

ニューマン（Jon O. Newman）首席判事による

時は，言論主体は，やむにやまれぬ政府の利益

反対意見との対立に注目することにする。

14

なく排除されえない」 （指定的パブリック・
２）多数意見

フォーラム）
。
非パブリック・フォーラムとは，
「伝統」や政

合衆国最高裁は「フォーラムを定める際には，

府による「指定」のいずれによってもパブリッ

言論主体が求めているアクセスに焦点を合わせ

ク・コミュニケーションのためのフォーラムで

てきた」19。したがって，まず，「問題となる

15

は な い 公 的 財 産 を い う 。 非 パ ブ リ ッ ク・

フォーラム」
（the relevant forum）の特定が必

フォーラムにおいては，見解（viewpoint）もと

要になる。多数意見は，“Spectacular”が本件

づく差別は許されないものの，その他の規制は

の「問題となるフォーラム」であるとした。こ

16

合理的である限り許容される 。

れ は， ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 駅 が パ ブ リ ッ ク・
フォーラムであるか否かは本件では問題になら

３）政府の言論の法理とパブリック・フォー

ないということと，本件ではペンシルヴェニア

ラムの法理

駅にある他の 広告スペースのことは含めずに
4

合衆国最高裁は，Rosenberger判決において，

89

4

“Spectacular”についてのみ検討されることに

なるということを意味する。
多数意見は，この“Spectacular”には，それ
まで政治的な広告が掲示されたことはないので，

３

Bryant判決

１）事件の概要

“Spectacular”は非パブリック・フォーラムで
あるか，又は商業言論のための限定的パブリッ

この事件で問題となったのは，国防総省等が

ク・フォーラムであると判断した。
その上で，
多

管理している基地施設内で配布される新聞紙

数意見は，そこでの政治的な広告の禁止は，見

（Civilian Enterprise Newspapers）の広告欄に，

解（viewpoint）に関しては中立的なものであり，

イラク問題等に関する内部告発等を呼びかける

また，当該フォーラムの目的に照らしても合理

広告を掲載することが拒否されたこと等の合憲

的であるので，違憲性はないと判断した。

性である。
以下では，当該広告欄がパブリック・フォー

３）ニューマン反対意見

ラムか否かという点を中心に，多数意見と同意

ところで“Spectacular”は，円形大広間の西

意見について見てみることにする。

壁の上方に設置されているが，同じ円形大広間
の北壁と南壁の上方にも─“Spectacular”よ

２）多数意見

りは小さいものの─広告掲示板が設置されて

多数意見は，新聞紙全体ではなく，さまざま

いた。かかる事実の下で，多数意見は「問題と

な商業広告が掲載されている広告欄が本件の

なるフォーラム」を“Spectacular”に限定した

「問題となるフォーラム」であるとした。そして，

のである。しかしニューマンは，このような多

この広告欄については党派的な広告等を禁止す

数意見の理解の下では，仮にAmtrakが，この

るというルールが定められていたこと等から，

北壁又は南壁の広告掲示板に，民主党の政治的

当該広告欄は，指定的パブリック・フォーラム

な広告の掲示を認めた��������������
場合に�����������
，共和党が“Spec�

ではなく非パブリック・フォーラムであるとさ

tacular”への政治的な広告の掲示を求めてきで

れた。その上で，本件で問題となった広告掲載

も，過去に“Spectacular”への政治的な広告の

の申請を拒否したのは合理的であり，さらに，見

掲示が認められたことはない，との理由で，

解（viewpoint）中立的でもあるとされた。

Amtrakは共和党の政治的な広告の掲示を拒否
しうることになってしまうのではないか，とい

３）カヴァナー同意意見

う疑問を呈示する。そこで，ニューマンは，本

多数意見が誤読されることを恐れて同意意見

件において「問題と����������������
な���������������
るフォーラム」は，
“Spec�

を 述 べ た の が， カ ヴ ァ ナ ー（Brett M.

tacular”のみではなく，ペンシルヴェニア駅の

Kavanaugh）判事である。

円形大広間にある広告スペースでなければなら

本件では，国防総省等が当該広告欄は非パブ

ない，と考える。そうすると，Amtrakは，政

リック・フォーラムであると主張していたため，

治的・社会的論点に充てられた雑誌に円形大広

主たる争点は，当該広告欄が（指定的）パブリッ

間のKioskの広告スペースを貸してきたという

ク・フォーラムであるのか，それとも非パブ

事実が認められるので，ニューマンによると，

リック・フォーラムであるのか，というものに

Amtrakが，当該雑誌のメッセージを伝達する

なった。これに対し，カヴァナーは，軍の運営

ために円形大広場の広告スペースが用いられる

している新聞紙とそこでの広告スペースは，政

ことを許しながら，本件でのメッセージに対し

府自身の言論である，と考える。軍の新聞紙が

て同じ円形大広間にある広告スペースを否定す

政府の言論であるとすれば，それは見解中立的

ることは，明らかに違憲である，ということに

に運営される必要がなくなるので，例えば，軍

なる。

が，軍隊への支援を訴える広告の掲載を許可し

90

つつ軍隊への反対を訴える広告の掲載を拒むこ

ているにすぎない政府の行為」とを区別すれば，
4

20

4

4

23

とも許されることになる 。

当該広告欄は後者に該当することになる点 ，
当該広告欄の内容が特定の政府の見解を表明す

おわりに

24

るために編集されたことはなかったという点 ，
そして，政府自身が広告欄は表現的広告を完全
25

以上を踏まえて，簡単なまとめを行うことに

に排除してきたと主張していた点 を踏まえる

したい。

と，本件において政府の言論の法理を適用する
26

カヴァナー同意意見の前提には，軍の特異性

ことは不適切である ということもできる。そ

がある。その際にカヴァナーは合衆国最高裁の

うであるとすれば，当該広告欄を，非パブリッ

先例を２つ引用しているのであるが，そこでは，

ク・フォーラムと捉えることにも，政府の言論

「第１修正に基づく疑義が呈されている軍の規

と捉えることにも，困難が伴うことになる。

則の審査は，一般市民の社会を予定している同
様の法または規則の合憲性審査よりもはるかに

＊本稿は，2010年度科学研究費若手研究（Ｂ）によ

21

ずっと敬譲的である」 という判示等，軍と，そ

る研究成果の一部である。

れと��������������������������
は区別された一般市民の社会（civilian so�

注

ciety）との対比がなされていた。それにもかか
わらず，当該広告欄が（指定的）パブリック・
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フォーラムか非パブリック・フォーラムかとい
う点が問題となったということは─国防総省
等が当該広告欄は非パブリック・フォーラムで
あるという主張を行った故という事情があるに
せよ─現象としては興味深いものであったと
いうことができる。
それだけに，カヴァナーが，パブリック・
フォーラムの問題ではなく政府の言論の問題と
して，事件を捉えようとしたことの意味が問題
となる。政府の財産上の広告掲示板を例にとっ
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それが（指定的）パブリック・フォー
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にあたるとされても，見解（viewpoint）中立的
であることが求められる。一般市民の社会にお
いてはそうであるとしても，軍の新聞紙は見解
（viewpoint）中立的である必要はないとカヴァ
ナーが考えた時に比較的使いやすかったのが，
合衆国最高裁の先例もコロンビア特別区巡回区
合衆国控訴裁判所の先例22もある，政府の言論
の法理であったのであろう。
しかしながら，
「私的言論主体を通じての政府
4

4

4

4

の言論」と「私的コミュニケーションを促進し
4

4

4
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