
表現の自由と
差別規制

ー共存社会のためにー

志田陽子（武蔵野美術大学）

本講演の内容は、2017-2020年度科研費採択研究

「アメリカにおける映画をめぐる文化現象と憲法：映画検

閲から文化芸術助成まで」の成果の一部です。



はじめに
コロナであらためて気づいた、「表現」の価値

「メディア表現」と「プリミティブ表現」

「メディア表現」が社会コミュニケーションのメインに…？
→かえって「プリミティブ表現」の魅力と重要性が浮き彫りに。
オンラインではカバーできない価値

「祭り」に通じる魅力と活力。
「仲間」として「そこにいること」の安心感。
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課題の再認識——コロナ禍、不安だからこそ

コミュニケーションの重要性が再確認されたことで、
これがヘイトスピーチや差別助長、暴力助長の場となったときの問題の深刻
性も再認識が必要。
・「メディア表現」に偏ったコミュニケーション⇒分断を生みやすく、デマや印象
操作の影響を受けやすい。
・「プリミティブ表現」の祝祭性・盛り上がり感

⇒「ヘイト連帯感」に利用される危険
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この後、画面共有
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・生身の人間が出会う「集会」や「教育」の価値

・文化芸術による癒し、希望、つながり感
・「動く集会」と呼ばれるデモ活動も。
・だからこそ、「ヘイトの連帯感」に利用されないように…



１ なぜ「表現の自由」か

「表現」の価値と、「自由を保障する」の意味

歴史の反省――第二次世界大戦末期の日本では、メディア表現と、人間
の日常の中のプリミティブ表現の両方を押さえ込んでいた。

「検閲」と「同調圧力」によって、人の「心」を統制
哀愁をおびた歌を禁止するなど

現在の憲法は、人間の精神を、そうした統制から解放。
「表現の自由」「思想良心の自由」「幸福追求権」
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表現の自由は、同調圧力からの自由でもある

イヤなものを「イヤだ」、キライなものを「キライだ」と言える自由の大切さ
ただし！
これが本来の「表現の自由」の意味を見失って暴走するのが「ヘイトスピーチ」。
表現の自由は《暴力による制圧・報復》の関係を乗り越えるために必要。
（つまり「表現の自由」は人間が共存できる社会を作るために必要。）
ヘイトスピーチは、この「自由・共存の基盤」を壊す表現として規制が必要。
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公権力のエネルギーが
市民の自由の領域に
氾濫することを防ぎ、

そのエネルギーを
流す方向へ流す、
護岸壁が憲法。

「表現の自由」も、
同じ考え方。

憲法の
きほん

自由権
保障の
イメージ



個人の人格の形成と
発展にとって不可欠

人格、個性は、

コミュニケーションを

通じて作られる。

文化芸術も重要な要素。

国が妨害したり介入

したりしてはいけない。

憲法の
きほん

表現の
自由は
なぜ
大切？

写真：パブリックドメイン集より



民主主義の社会の前提

自由な情報交換・意見交換が 民主的な社会の基礎

憲法の
きほん

表現の
自由は
なぜ
大切？

知る権利

民主主義の循環

表現、情報公開



「表現の自由」の道路＝批判と議論を塞がないこと
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人間の生存にとって

不可欠

生きるためのニーズ

・ライフライン情報

・危険情報

国は不都合な情報を妨害・
歪曲してはいけない

必要な情報を発信する

憲法の
きほん

表現の
自由は
なぜ
大切？

写真：モデル志田陽子、撮影者許諾済み



共存社会を支える

暴力的解決を回避し、

相互理解を実現

暴力紛争防止のための

問題解決コミュニケーション、

異文化理解コミュニケーション

☆文化・芸術表現は決定的に大切

憲法の
きほん

表現の
自由は
なぜ
大切？

写真撮影 志田陽子



道路や血管、葉脈の

ようなもの

あらゆる表現が

自由に往来できる

道ないし空間を保障

憲法の
きほん

表現の
自由は
なぜ
大切？

「公」が価値づけをしない。

価値のあるなしは、「公」ではなく一般人が選ぶ。

「思想の自由市場」。批判の自由を認める。

学問、芸術、文化の全般に通じる重要性。

志田陽子著『あたらしい表現活動と法』書影より



「表現の自由」の弱さ （萎縮効果を受けやすい）

萎縮しやすいデリケートな権利だから

手厚く保障する必要がある

憲法の
きほん

表現の
自由は
なぜ
大切？

写真筆者

CAUTION
FRAGILE



出版・報道の内容事前チェック、

写真報道の不許可など

→市民の側に判断材料がなくなる

→これを繰り返さないための、禁止ルール

憲法の
きほん

検閲の
禁止

知る権利

表現、情報公開

ここに遮断が
入っては
いけない！



表現の「自由」保障の意味

表現の自由は「玉石混交」の自由

憲法21条「表現の自由」は、「よい言論・悪い言論」を「公」が選別せず、玉
石混交のままで「自由」を保障する。――「思想の自由市場」
「道路を自由に使えること」を保障するのと同じ
どうしても必要なものに限って、必要最小限の規制を。（厳格性の原則）
⇒「ヘイトスピーチも表現の自由の保障を受ける」というのは、この意味。
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ヘイトスピーチは
「表現の自由」理論に照らしても、規制すべき

「公共の福祉」による規制ーーー他者の権利を害する表現、社会に危険や
損失をもたらす表現、「表現の自由」を成り立たせなくさせる表現
ヘイトスピーチは、表現内容に踏み込んで法的対処の対象とするため、
「どうしても規制が必要か」「どういう規制方法なら認められるか」が厳密に
問われる。
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海と島のイメージ

原則は自由。「表現の自由」という広い海がある。

（１）そこに「他人の権利」の島がある。

（２）海の安全で自由な利用を妨げる行為もアウト。



２ ヘイトスピーチの害

当事者への侵害と社会への損傷・・・

ヘイトスピーチとは何か――完全な合意はできていない。
（2016年制定のヘイトスピーチ解消法の定義は対症療法にとどまる）。
「あいちトリエンナーレ2019」で「平和の少女像」が「日本人へのヘイトだ」と
指弾された例。⇒「あれもヘイト、これもヘイト」の応酬を止めなければ。
☆今後のヘイトスピーチ解消の努力が、裁判による救済では足りず、刑事罰
導入へ進むとしたら、定義を十分に明確化し、絞り込まなくてはならない。
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規制を実効化するために…

以下の３つの言論を区別する必要が。

・特定の人にとって不快な表現
・差別表現 差別を助長・固定化させるタイプの表現。

認識不足から出た失敗。
・ヘイトスピーチ 社会共同体や公共圏からの排撃。沈黙強制効果。

相手を心理的に傷つけ、または畏怖させることを意図。
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「表現の自由」理論に照らした４類型

１．「不快な表現」

「不快な表現」は、「自由」を認めることの代償として、受忍することが原則。

ただし
・騒音など、内容ではなく物理的側面への迷惑行為規制はアリ
・送り手を特定して、「やめてほしい」と言っているのに繰り返す
⇒ハラスメント、ストーカー行為、平穏生活権の侵害などに当たる場合も。
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「表現の自由」理論に照らした４類型

２．認識不足による差別表現

気づきを促す「対抗言論」によって改善・解消することが原則。
被害が起きる前に刑罰を掲げる法規制ではなく、
被害が起きたら被害者が訴える「事後救済」の方式が望ましい。
☆「アイヌ肖像権裁判」
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「表現の自由」理論に照らした４類型

３．差別を助長する個人情報アウティング

行政、企業や学校には「個人情報保護法」による守秘義務があるが、
個人による表現には規制はない。2002年「人権擁護法案」。
現在、職場ハラスメントとして、対処可能に
出自情報を「名誉毀損」で扱うことの本質的矛盾→「人格権」侵害。
裁判による救済は確立しているが、「規制」に踏み込むかどうか…。
隠しておきたい個人情報について「対抗言論で是正」は矛盾
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「表現の自由」理論に照らした３類型

４．ヘイトスピーチの特殊性

説得による改善・解消ができない。気づき・対抗言論（思想の自由市場）
が状況改善の役にたたない。←規制を必要とする理由。

ヘイトスピーチを受けた当事者の対抗言論は危険な場合や、不利な場合も。
☆新宿区の「朝鮮人犠牲者追悼式」の例 →後述
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ヘイトスピーチの害と規制
海と島のイメージで考える

原則は自由。「表現の自由」という広い海がある。

（１）人格権への侵害



ヘイトスピーチの害と規制
海と島のイメージで考える

（２）共存を支える言論環境への悪影響、

憎悪暴力を惹き起こす危険性



ヘイトスピーチの害には二つの面が。規制論もそれぞれに応じて検討を

（１）個人への人格権侵害

攻撃対象となった人々の内面的人格や社会的評価を傷つける
人格権侵害として裁判で事後救済は可能。
※名指された当事者が明確な場合は、人格権型の裁判ができる
（京都朝鮮学校事件の例）。
が、この「特定」が困難な場合も。
とくにSNS上のヘイトスピーチは裁判が困難
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ヘイトスピーチの害には二つの面が

（２）社会環境への影響

社会を分断したり判断をゆがめたり差別を助長。
「扇動」という言葉は、この側面に着眼したとらえ方。ドイツの「民衆扇動罪」
はこの側面に着目したもの。
本格的な暴力の扇動は、現行法でも暴行の「教唆」として処罰可能だが、
「結果が起きてから」になる。その一段階前の言論を抑止する必要を論証す
る必要が。
言論そのものの危険性に着眼した定義と、因果関係の論証が必要
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「公」の「解消努力」

国・自治体のヘイトスピーチ解消努力義務

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に
関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）
政府や自治体は、ヘイトスピーチ解消に向けた努力を行う必要が。
とくに（２）の害を防ぐのは「公」の役割。
これを理解していない公人発言と出版・メディア発言が続いている。
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「公」の「解消努力」

《ヘイトの許可》発言を自重する責任

ヘイトスピーチの拡散について、「公」、メディア、SNSの影響は大きい。
今のところ法的規制はなく、民間事業者の見識に期待。

公は、言論規制の前に、解消に向けた最小限の「責任」を
→社会のヘイト感情を助長する発言を行わない、という責任。
（ここに懲戒などの責任が課されない現状は、問題ではないか）

2021/2/22



「公」の「解消努力」

一般社会にたいして《ヘイトの許可》となる言論の例

・2020年、某自治体の市議が、外出自粛に理解のない行動をとっている
人々について「殺人鬼」と発言。→自粛警察マインドを助長
・芸術の分野では、公人が不快感を示す発言をした途端に一般人からの
業務妨害が激化する、といった出来事が繰り返されている。
2019年の「あいちトリエンナーレ」で行政職員が受けた嫌がらせもその一例。
2019年の「しんゆり映画祭」での慰安婦問題映画へのヘイトスピーチも。
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「公」の「解消努力」

一般社会にたいして《ヘイトの許可》となる言論の例

・少数派民族や外国人にたいする、自覚のない発言
過去の石原都知事「三国人」発言。言葉よりも文脈が問題。
川崎市の例や、アイヌ民族の存在を否定する公人発言の例

・戦前の満州国樹立や日韓併合に関する公人発言（1980年代）
日本の公式見解や天皇「おことば」に反する個人的見解が…
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「公」の「解消努力」

ヘイト解消・共存社会に向けたメッセージ

議員や行政職員など、公権力の担い手となる人々は、解消に向けた啓発
に努めなければならない。
（例）長野県や長崎県などの自治体が、コロナに関連する差別発言や
誹謗中傷発言を行わないよう呼びかけている。社会的・民族的マイノリティ
への差別発言にもこうした配慮がもう一歩、必要。
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「公」の「解消努力」

ヘイト解消・共存社会に向けた歴史の共有
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「公」が示す歴史認識が、ヘイトスピーチを激化させる文脈は…
差別解消のための政策努力に対する反感に正当化を与える
「そんな事実はなかった」という言説が、「あの人たちは不当な優遇されて
いる」との指弾に。⇒《憎悪の許可》の効果
（例）従軍慰安婦問題を扱った歴史研究や芸術作品へのバッシング
（例）「朝鮮人犠牲者追悼式典」に対する東京都の対応



「公」の「解消努力」

ヘイト解消・共存社会に向けた文化芸術の共有
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法による禁止とは別に…
文化芸術を通じて、「同じ人」としての共存感覚、不当な扱いを受けたと
きの痛みへの気づきや共感を促す。
映画はとくに有効な表現手法。
舞踊やスポーツに共に参加することも。
オリンピックなどのスポーツ行事が担うべきメッセージ効果
川崎「ふれあい館」、北海道「ウポポイ」などの試み。



「朝鮮人犠牲者追悼式典」
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例年9月1日に行われている「追悼式典」。
東京都知事は2017年以降、追悼の辞を出していない。

東京都は2019年に起きたヘイトスピーチ団体との衝突を憂慮し、2020年の式典に
ついて、ヘイトスピーチ団体と式典主催者の双方に、衝突が起きたら「式典を中止
する」との誓約を求めた。
→この方式は取り下げられた。



自治体の対応例

萎縮しない、という責任
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川崎市の「ふれあい館」や北海道白老町に開館した民族共生象徴空間
「ウポポイ」や「あいちトリエンナーレ」に出展された「平和の少女像」は、歴
史や異文化共存への気づきを促すタイプの文化的・芸術的試み。

こうした試みを毀損したり出展不能状態を作り出す行為は、
社会的意味における「ヘイトスピーチ」。こうした妨害に対しては、運営者が、
毅然として被害を訴え出て、事業を継続する必要がある。



ヘイトスピーチへの対処

ミクロな視点とマクロな視点
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個別ケース（ミクロな視点）と法政策（マクロな視点）
まずは被害者に寄り添うミクロな視点で「被害」を認識する。
→個々の裁判はミクロな視点での解決。

「法規制をどうするか」と考える段になると、マクロな視点をとる必要が。
→憲法上の「表現の自由」の理論が重要に。



法規制を考える

憲法上の「表現の自由」の理論
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ヘイトスピーチが絶対的に放任されるという意味ではなく、
「厳格な理論」で規制の必要な事柄と方法を絞り込む。

※暴力の現実的危険があるときにはそれに応じた立法判断が必要。
とくに災害時のデマのうち危険性のあるものは、規制を検討すべき



法規制を考える

「表現の自由」とのバランスを考える、とは・・・
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ヘイトスピーチ発言者を守るバランスではなく、
社会一般の「表現の自由」が巻き込まれないように、というバランス。

デリケートな「傷つきやすさ」に寄り添おうとすると、
「あれもヘイト、これもヘイト」の応酬が起きやすくなる。
→規制に向けた絞り込みが難しくなる、というジレンマ。



「コロナ禍」で見えたコミュニケーションの重要性

ライフラインとヘイトスピーチ

2021/2/22

《生存からの排除》が起きない社会を構築する責任
・現代社会では、社会的排除は「命の選別・排除」に直結。
・災害情報や感染症対策など、生活・生存に必要なインフラについては、
出自・民族などへの差別やデジタル・デバイドが起きてはならない。
・感染症への不安と社会的弱者へのヘイト感情が結びついて社会的排
除が起きることは、とくに防ぐ必要がある。自治体の解消努力が必須。



さいごに
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コロナは、マイノリティ問題を深刻化させる一方で、これまでマジョリティ
だった人が突然にマイノリティ側に立つ可能性を、私たちに突き付けた。
《自分でない誰か》を排除することで不安を解消する段階を卒業して、
《自分を含めた弱い人間たち》の生存を支える社会を構築する責任。
経済とライフラインと文化芸術とがこれまで以上に連携する必要が。
社会的排除を受けることの怖さを、すべての人が「自分事」として想像す
る機会。この不安を《共存社会への気づき》を深める好機として生かそう。



ありがとうございました。

2021/2/22


	表現の自由と�差別規制�　�ー共存社会のためにー
	はじめに�コロナであらためて気づいた、「表現」の価値　　　　　　
	課題の再認識——コロナ禍、不安だからこそ
	スライド番号 4
	１　なぜ「表現の自由」か　�「表現」の価値と、「自由を保障する」の意味
	�表現の自由は、同調圧力からの自由でもある
	憲法の�きほん���自由権�保障の�イメージ
	憲法の�きほん��表現の自由は�なぜ�大切？�
	憲法の�きほん��表現の自由は�なぜ�大切？�
	「表現の自由」の道路＝批判と議論を塞がないこと
	憲法の�きほん��表現の自由は�なぜ�大切？�
	憲法の�きほん��表現の自由は�なぜ�大切？�
	憲法の�きほん��表現の自由は�なぜ�大切？�
	憲法の�きほん��表現の自由は�なぜ�大切？
	憲法の�きほん��検閲の�禁止
	表現の「自由」保障の意味�表現の自由は「玉石混交」の自由
	ヘイトスピーチは�「表現の自由」理論に照らしても、規制すべき
	スライド番号 18
	２　ヘイトスピーチの害�当事者への侵害と社会への損傷・・・
	規制を実効化するために…�以下の３つの言論を区別する必要が。
	�「表現の自由」理論に照らした４類型�１．「不快な表現」
	「表現の自由」理論に照らした４類型�２．認識不足による差別表現
	「表現の自由」理論に照らした４類型�３．差別を助長する個人情報アウティング
	「表現の自由」理論に照らした３類型�４．ヘイトスピーチの特殊性
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	ヘイトスピーチの害には二つの面が。規制論もそれぞれに応じて検討を�（１）個人への人格権侵害
	ヘイトスピーチの害には二つの面が�（２）社会環境への影響
	「公」の「解消努力」�国・自治体のヘイトスピーチ解消努力義務
	「公」の「解消努力」�《ヘイトの許可》発言を自重する責任
	「公」の「解消努力」�一般社会にたいして《ヘイトの許可》となる言論の例
	「公」の「解消努力」�一般社会にたいして《ヘイトの許可》となる言論の例
	「公」の「解消努力」�ヘイト解消・共存社会に向けたメッセージ
	「公」の「解消努力」�ヘイト解消・共存社会に向けた歴史の共有
	「公」の「解消努力」�ヘイト解消・共存社会に向けた文化芸術の共有
	「朝鮮人犠牲者追悼式典」
	自治体の対応例�萎縮しない、という責任
	ヘイトスピーチへの対処�ミクロな視点とマクロな視点
	法規制を考える�憲法上の「表現の自由」の理論
	法規制を考える�「表現の自由」とのバランスを考える、とは・・・
	「コロナ禍」で見えたコミュニケーションの重要性�ライフラインとヘイトスピーチ
	さいごに
	ありがとうございました。

