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水野 道子※

アメリカにおける放送の公共性
―　放送法の起草過程からの一考察　―

1. 放送法の萌芽　
アレクシス・トクヴィル（Alexis de Tocqueville）は『アメリカのデモクラシー』

の中で、アメリカの揺籃期について「ヨーロッパ諸国の民が新世界の岸辺に降り立っ
たとき、・・・彼らの文明は自己省察を促すだけの段階に達していたから、彼らは自分
たちの意見、習俗、法律の忠実な記録を残している」1 と述べ、イギリスより清教徒が渡っ
た 1620 年以降、かなりの資料が存在することを指摘する。この豊富な資料は歴史研
究者のみならず、全ての分野の研究にとって重要な素材である。特に本論文の主題で
ある放送法が起草された 1900 年代初めに遡っても、貴重な資料に出会うことがある。
本章ではこれらの資料にもとづき 1910 年の無線船舶法の時代から 1927 年の無線法成
立に至る立法過程を分析し、1920 年代の繁栄の時代を謳歌したアメリカ社会の中で、

「公共の便宜、利益および必要」にもとづく「公共の利益」概念が、いかにして 1927

年無線法の条文として明文化されたのかを検証する。
この放送法の起草過程に遡って検証した文献は少なく、27 年無線法に「公共の利益」

概念が明文化されたことを所与のこととする文献がほとんどである。しかし、トクヴィ
ルが「歴史の最初の記録を調べることができるならば、人々の偏見、習慣、支配的な
感情など、いわゆる国民性を形成する全てのものの第一の原因がそこに見出される」2 

と物事の第一歩を調査することの重要性を指摘するように、起源を調べることはその
ものの形成を知る上で重要な手掛かりとなる。このような理由から、1910 年無線船
舶法から「公共の利益」概念が初めて挿入された 1927 年無線法に至る立法過程を検
証することは重要であると考える。

1910 年に成立した「無線船舶法」（Wireless Ship Act of 1910）が、アメリカにお
ける最初の放送に関する規制であった。当時、船舶の航行の安全のため、船舶と船舶
の間、そして船舶と沿岸との間を無線により通信していたが、その管理の必要性が生
じ、一定の法律を課すことになった。

無線船舶法は全部で四条からなる明瞭で簡潔な条文であり、その目的は無線通信を
管理するというより、船舶の航行の安全性を高めるためであった。同法では、乗務員
を含め 50 名以上の乗船が可能な汽船において、少なくとも 100 マイルの範囲で、昼
夜、通信可能な無線通信機器と、その機器を運用する技能を備えた職員を乗船させる
ことを求めている。また、同法に違反し出港および出港しようとする船舶の責任者た
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る船長および同等の責任を有する者に対し、違反船舶の発着港が所在する地域を管轄
する地方裁判所により、5000 ドル以内の罰金が課されるようになっていた。そして、
商務労働長官（Secretary of Commerce and Labor）3 は、本法が適切に執行されるよ
う必要な規則を定める権限を付与されていた 4。 

1910 年、無線船舶法が成立した直後から、無線通信は地上においても頻繁に行わ
れるようになり、その結果、海上だけではなく地上も含めた規制が求められるように
なった。さらに、タイタニック号の沈没により多くの犠牲者を出したことも 1910 年
無線船舶法改正への大きな動機づけとなり、5 1912 年「無線法」（Radio Act of 1912）
が制定された。

同法によると、商業およびアマチュアの無線局は、商務労働長官が発行する免許を
有しなければならなかった。しかし、免許制とはいえ、無線法で定めた一定の要件を
備えた申請者は、先着順に許可される登録制に近いものであった。6 1912 年無線法当時、
ラジオ放送ではなく、無線局を対象としていたため登録制でも十分であったのであろ
う。実際、無線法の成立時は混信が最悪といえるほどの状況ではなく、ある程度周波
数帯に余裕があった。一方、登録制に近い形式であったといえども、付与された免許
は「訴訟で廃止できる」とされ、さらに、本法に違反する無線通信施設を使用する個人、
企業、法人は 500 ドルを超えない範囲で罰金が科され、違法に使用された施設は没収
されることになっていた。7 そして、1920 年の商業放送開始以後、申請者の急増により、
1922 年 8 月、「B クラス」（Class B）と称する第三の波長が許可されるまで、8 1912 年
無線法は二つの周波数を使用していた。9

1910 年の無線船舶法から、1912 年の無線法までたった 2 年間で規定が詳細になっ
た一因をタイタニック号の沈没に求めるのは容易である。しかし、その時代背景を
考えると、興味あることがわかる。1910 年前後を後世の史家は「革新主義」と呼ぶ。
1909 年から 13 年にかけて大統領職にあったウィリアム・タフト（William Taft）は、
1910 年無線船舶法および 1912 年無線法を制定した。次のウッドロー・ウィルソン

（Woodrow Wilson）は、企業の寡占化を批判し、より自由な競争のため連邦取引委
員会（the Federal Trade Commission：以後、FTC とする）を設立し不公正な競争
を規制した。そして、彼の政策が 1920 年代のラジオ産業の寡占化を抑止する反トラ
スト政策の呼び水となった。そして、ルーズベルトを含め革新主義の大統領のもとで
様々な新法が成立した。10 特に、革新主義の先駆けとなったセオドア・ルーズベルト

（Theodore Roosevelt）は、自然保護運動に積極的に参加し、企業活動を規制するとい
うような経済活動への政府の介入を進め、自らの人気を背景に強い政府を確立した。11 

このような政府の介入ともいえる様々な規制の導入は、1900 年代初頭、急速に発展
した工業化社会の歪みを是正し、新たな社会秩序を形成しようとしたのかもしれない。
また、ハワード・ジン（Howard Zinn）は革新主義を「社会主義よけの運動と理解さ
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れている」12 と述べるように、1917 年のロシア革命に脅威を感じた政府は、当時、都
市のスラム街居住者や劣悪な条件に置かれた工場労働者が社会主義運動に向わないよ
うに社会制度の整備に乗り出しことを窺わせるものであった。

この革新主義の時代に関して注目すべきは、最先端の研究を有する大学、企業、研究所、
財団が一体となって科学技術を発展させ、経済的繁栄の基礎を築いたことである。13 こ
れは現在の産学協同

4 4 4 4

の原型とも思われるが、この体制が後述するようにグリエルモ・
マルコーニ（Gulielmo marconi）により実用化された無線通信、その後のラジオの爆
発的ともいえる普及に大きく貢献したことであろう。

2. 商業ラジオ放送の台頭と RCA の成立
1914 年、第一次大戦の開始とともに、新兵器の一つとして無線通信機は活躍した。

通信機を利用することで、戦闘に不可欠な情報が迅速、的確に伝えられ、無線通信機
器の製造業者であるゼネラル・エレクトリック社（以後、GE とする）とウェスティ
ングハウス社の評価は高まり、両社の収益も増大した。しかし、終戦とともに市場を
失い、両社は新たな市場獲得を目指し転換を図ることが必要となった。14 特に、ウェ
スティングハウスは放送に注目、商務省から放送局開設の許可を得て、ピッツバー
グの工場の屋上に放送設備を備え、1920 年 11 月 2 日、大統領選挙の開票に合わせ、
KDKA 局を開局した。15

商業ラジオ放送の台頭を検証すると、無線通信を実用化したマルコーニまで遡るこ
とになる。マルコーニが設立したマルコーニ無線電信株式会社は大西洋横断無線電信
の実験に成功し、16 マルコーニの無線の商業化により、1910 年代、アメリカのラジオ
無線はアメリカン・マルコーニにより支配されることになった。一方、AT&T の子会
社であるウェスタン・エレクトリック、GE、ウェスティングハウスもラジオ無線の開
発を競い合い、17 放送機器および施設の特許に対し激しい争奪戦を行った。

その後、第一次大戦において、ラジオ無線の重要性が明白になると、ラジオ無線を
国家の管理の下に置く動きが連邦政府、陸海軍の間で起こった。18 国有化の動きに対
して、戦時に貢献した民間企業は反対し、さらに戦時中、無線通信士として活躍した
アマチュア無線家も強硬に反対したため、19ラジオ無線は民間が管理することになった。
1919 年 10 月、GE の提案で、AT&T、ウェスティングハウスはアメリカン・マルコー
ニの権利を買収し、ラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ（Radio Corporation of 

America：以後、RCA とする）を設立し、三社は RCA の株を所有することになった。20

同年 11 月、三社の特許をお互いに利用可能にするため、RCA は GE と相互特許協定
を結び、以後、20 年および 21 年にかけて AT&T、ウェスタン・エレクトリック、ウェ
スティングハウスと同様の相互特許協定を締結し、GE は RCA の親会社となり、アメ
リカン・マルコーニの資産を獲得した。この協定はラジオ無線に関するものであった
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が、この構造はテレビが誕生した後まで影響を及ぼすようになった。
このように放送が有する速報性に魅了された人々によりラジオ熱が一気に拡大する

と、1922 年 3 月の 60 の放送局から、同年 11 月には 564 局に急増した。21 また、ラ
ジオ局の急増にともない、ラジオ受信機も増産され、RCA、GE, ウェスティングハウ
スは相互特許協定に規定されたアマチュア無線機器の独占販売権を放送受信用ラジオ
の独占販売権と解釈し、無線機器の市場拡大を図った。22 このようなラジオブームの
中で、ハーバート・フーバー（Herbert Hoover）長官 23 は多くの問題を背負うことに
なった。それは「無線通信」に適用されてきた 1912 年無線法を「ラジオ放送」に適
用しなければならなかったことである。周波数帯に余裕がある時は単なる登録制にす
ぎなかった免許制度も、新規放送局の急増にともない賄いきれない数の免許申請者が
現れると、長官の認可に関する権限問題が顕在化してきたのである。特に、フーバー
長官は既存の放送局が免許を更新する際、認可を拒否することがあり、1912 年無線
法のもと、長官自身に放送免許の認可に関する自由裁量権があるか否かが問われるこ
とになった。

3. インターシティ・ラジオ会社事件
インターシティ・ラジオ会社（Intercity Radio Co.）は、ニューヨーク市でラジオ局

を運営していた。1921 年 11 月 12 日に免許の有効期間が消滅するため、更新を商務長
官 24 に申請したが拒否された。インターシティは、長官が許可を与える義務を純粋に
事務的な行為であるとし、職務執行命令状を発給するように第一審に提訴した。25 長官
は、インターシティに許可を与えれば、政府と民間局との間に混信が生ずることにな
るため再登録を拒否したと述べ、さらに自らは自由裁量権を有するので、この拒否は
法律上、認められると主張した。しかしながら、第一審は長官に職務執行命令を出す
ことを求め、26 その後、長官自身に自由裁量権があるか否かが争われることになった。

第一審の判決に対し、フーバー長官はコロンビア特別区連邦控訴裁判所に上訴し
た。1923 年 2 月、コロンビア控訴裁判所は下級審の判決を追認し「商務長官が周波
数を指定することは義務であり、また長官の自由裁量は法律の範囲内で混信を可能な
限り最小にする周波数を選択することである」27 と判断した。判決は、長官が自由に
周波数を選定することを認めたが、長官が申請にきた者の登録を拒否することは認め
なかったのである。この判決を下すにあたり、裁判所は 1912 年法の改訂作業に遡り、
次のように下院の委員会報告を引用した。

船舶および海岸、また公私を問わず全ての無線局は商務労働長官により許可され
ることを求める。本規定は、免許の発行に際し、長官に自由裁量を与えることなく、
アメリカ国内の無線局およびアメリカ船籍の船舶を列挙するものである。28
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この議会の改訂作業においても、無線局は長官の許可を必要としたが、一方、許可
に関する長官の自由裁量権を否定するという矛盾したものであり、この文言を裁判所
は引用したと思われる。この判決により、長官の周波数の選択が認められたという点
から、商務省の権限は強化されたとみることが出来るが、一方、商務長官の自由裁量
権を認めないという点では、商務省の権限は大幅に制限されたことになる。判決後、
商務省は規則を改正し、全国を五つのゾーンに分割し、それぞれのゾーン内の一定地
区に、それぞれの波長を指定することになった。

このように商務省がかなり強力な権限を有するようになったのは、ウォーレン・ハー
ディング（Warren Harding）大統領により商務長官に任命されたハーバート・フーバー
の能力に負うところが大きい。林俊彦がフーバー長官を「勤勉さで職務に熱中し、閑
職であった商務長官のポストを、内政長官の異名をとるまでに高からしめた」29 と描
写したように、ニューディール以前の行政官庁は一般的に脆弱と言われてきたにもか
かわらず、フーバーについては持ち前の影響力で商務省を重要な官庁に持っていった
といえる。次に、フーバー商務長官が在職していた当時のラジオ放送をめぐる環境を
検証する。

4. ラジオ・ネットワークの生成
先に述べた 1919 ～ 1921 年相互特許協定において、AT&T はラジオ通信機器の製

造と販売権を付与されたが受信機の製造と販売権は認められていなかったため、ラジ
オ受信機の急激な需要と、その関連株上昇に影響され、1922 年 1 月、AT&T は放送
事業への参入を決定した。そして、AT&T は有線電話の補足業務として無線電話装置
を有料で提供し、契約者がニュース・音楽等を流す「タイムセールス」方式を考え出
した。30  AT&T は放送事業に参入するにあたり、ニューヨークに WEAF 局を設立し、
1922 年 8 月 16 日、放送を開始した。運営は商業番組の放送に使われた時間に料金を
とって売るタイムセールスという形態にし、31 初めて広告が導入されることになった。
今道潤三は、この商業放送の開始により「聴取者へのサービスは、質・量ともに大
きく変化した」32 と記す。その結果、RCA のラジオ・セットの売り上げは、1921 年
の 146 万ドルから商業放送が開始された 22 年には 1100 万ドル、そして、23 年には
2240 万ドルと驚異的に増加した。33 また、放送局数は WEAF 局の開始以前、218 局
であったが、開局直後には 500 局、翌年 2 月には 576 局になった。34

ニューヨークの WEAF 局は、1923 年、ボストンの WNAC 局と電話線を接続し、
初めて番組の同時放送を試みた。ネットワーク放送は、放送業界のみならず一般の人々
にも衝撃を与え、各地の新設放送局は WEAF 局の番組の中継を始めた。35 このネット
ワーク放送によるラジオ・ブームは混信以上の無秩序といえるような状態をもたらし、
ハーディング大統領から商務長官に任命されたフーバーは第一回全国無線会議を開催
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し、改善のための法律の整備に着手し始めた。一方、産業界にも新たな動きが顕在化
してきた。ラジオ無線の時代に締結した相互特許協定が、ネットワーク放送の誕生に
より十分機能しなくなってきたことが明らかになったのである。AT&T は、送信機の
製造販売権、有料放送からの料金収入権、ネットワーク放送のための電線所有権を主
張したが、RCA、GE、ウェスティングハウスといったラジオ受信機の製造販売権を
主張するグループは、全放送局が番組制作費をスポンサーから得られるようにし、さ
らに、何らかの方法で放送局間を連結したいと主張し始めた。AT ＆ T によるネット
ワーク放送の成功を見て、RCA をはじめとする他のラジオグループもさらなる利益を
求め始めたのである。その結果、放送メディアの広告媒体としての可能性に広告代理
店も注目し始めた。放送局が番組内容以外のメッセージを有料で使用させることにな
ると、広告主の利用が可能となり、36 放送局は広告主から莫大な広告料を得ることが
可能となったためである。

この広告をともなう商業放送の発展に触発された RCA は、1923 年、独自のネット
ワーク放送を計画し、ニューヨークの WJZ 局を買収、ワシントンに WRC 局を開設
したが、AT&T は他社が AT&T の長距離電話線を使用することを拒否した。37 しかし、
1923 年 1 月 23 日、AT&T は RCA の株を売却して、RCA から撤退した。38 その理由
は、AT&T による有料放送の独占と RCA の独占体制に対する批判が高まってきたた
めである。連邦議会の要請により連邦取引委員会（FTC）は、ラジオ産業について調査、
1924 年、RCA 関連企業に独占禁止法が適用されるべきであると勧告した。AT&T は
独禁法の適用を避けるため、有料放送に特許を導入し、使用料を他局が支払う代わり
に、他局に長距離電話線の使用を認めた。39

1926 年 7 月 7 日、新たに「1926 年相互特許協定」が締結され、AT&T はラジオ放送
から全面的に撤退した。40 一般に、この撤退は電話事業との兼業が困難であるという理
由とされたが、実態は AT&T のネットワーク放送に独占禁止法が適用されると、本業
の電信電話事業に影響が及ぶと懸念したためである。41 その結果、WEAF 局とその系
列局の運営は、1926 年 5 月、子会社であるアメリカ放送会社に一時的に移譲され、42

最終的に、同年 9 月、RCA の放送事業部門の子会社として「ナショナル・ブロードキャ
スティング・カンパニー」（National Broadcasting Company：以後、NBC とする）
という名称で発足した新会社に 100 万ドルで売却された。43 そして、AT&T が有して
いた送信機の製造販売権は放棄され、代わりに RCA は中継放送用として AT&T の回
線を有料で利用することになった。44

5. 全国無線会議
5-1. 第一回全国無線会議

インターシティ・ラジオ会社事件のような事例は商業放送の急増という 12 年無線法



13

アメリカにおける放送の公共性　―放送法の起草過程からの一考察―

の想定外の状況に起因する。そして、同事件の判決において商務長官の自由裁量権が
否定されたことから、早晩 12 年無線法による規制も限界に来るであろうと予想された。

1922 年 2 月、ハーディング大統領は閣議において、フーバー長官にラジオ放送の
問題を議論するため、官僚および民間の専門家会議を開催するように要請した。当時、
政府は安全保障関連とビジネスの両方で電波を使用しようとしていたため、45 悪化す
る一方の混信を早急に解消する必要性に迫られていた。そこで、1922 年 2 月、フーバー
は政府関係およびラジオ局の代表者を招き、第一回全国無線会議（the First National 

Radio Conference）を開催した。会議において出席者が合意できたのは、ラジオの混
信を緩和する必要性の確認のみであった。AT&T、GE、ウェスティングハウス、そし
て RCA のような民間企業は商務長官による管理を望み、海・空軍による支配に反対
した。一方、陸・海軍および農林関係の省庁は既得権の維持を主張し、問題を解決す
る状況ではなかった。46

第一回会議において、フーバーは既存のラジオ局の混信を減らす必要とともに、国
家の天然資源を守ることの重要性を挙げ、「我々は、制御できない管理者のために国
家の貴重な財産を手放すという国民的失望を負わないかもしれないが、電波（ether）
の通路に公共の権利（public right）を確立するという必要が生じるようになってき
た」47 と強調した。さらに「ラジオ通信は公益企業であるから、公共の利益（public 

interest）のために連邦政府は規制し管理すべきである」48 と決議した。重要なのは、
放送電波が私有財産ではなく、公共の資源と認識され始め、多くの中小局および個人
的見解を放送する独占企業により利用されるべきではないと議論されたことである。49

フーバー、そして会議関係者はラジオ放送を公益性のある公共財と認識し、貴重な公
共財であるゆえ早急な法整備の必要性を強調したと言えるだろう。

一方、第一回無線会議は連邦議会に提出する法案（H.R.11964）を起草し、1923 年、
第 67 議会に提出したが下院商船漁業委員会で修正させられ（H.R.13773）、ウォーレス・
ホワイト（Wallace White）下院議員により再提出された。そして、同法案は下院商
船漁業委員会において次のように議論された。

無線技術は一晩で変化する。・・・無線会議の技術委員会が苦労して作成した勧
告案も 1 カ月で時代遅れになり、徹底的に改訂しなければならなくなるかもしれ
ない。・・・こうした事実により、この法案を最大限に包括的な文言で起草した。
成文法は急に変えることはできない。法律と、これにもとづく規則の条項は、無
線技術の変化につれて変えられるようにしておくことが絶対に必要である。この
前例のない事態に対処するには、必然的に監督、規制、統制権を指定する規制機
関に付与する以外にはない。我々は、1912 年基本法により通信手段の管理に指
定されている商務長官に前記の根拠から要請される権限を付与したのである。50
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ホワイトの法案は、上院において通過しなかった。51 問題は無線技術の急激な発展
により、改正した条文もすぐに意味をなくしてしまうことである。それを回避するた
めに文言を抽象化すれば、混信は一時的に解消されても法的効果がどれほどあがるか
疑問視されることになる。しかし、23 年、WEAF 局のネットワーク放送開始により、
技術だけでなく放送体制自体も急速に変容している状況において、規制の文言も抽象
化せざるを得なかったのも事実であろう。その曖昧さを監視する必要から商務長官に
権限を付与しようとしたのであると思われる。一方、当時から私企業である商業放送
が跋扈する中、連邦政府の会議においてラジオを公益事業と認識し、連邦政府の管理
下に置くことを議論したことは注目すべきである。結局、このホワイト法案が、その後、
第四回全国無線会議の立法委員会において草案のたたき台となった。52

5-2. 第二回全国無線会議

最初の法案が議会を通過せず、電波の混信がますます酷くなり、何らかの緊急の
対策を講じなければならない事態となり、1923 年 3 月、第二回全国無線会議（the 

Second National Radio Conference）がフーバーにより再び招集された。参加放送局
は第一回会議の 60 局から 581 局になり、受信ラジオもますます急増していたため混
信は常態化、第二回会議では、放送局の周波数を再割り当てするように勧告が行われ
た。その後、インターシティ・ラジオ社事件の結果もあり、既述したように全国を 5

地域に分類し、それぞれ別の波長が指定されると、53 混信状況は若干であるが緩和さ
れた。54

第二回無線会議の結果、ホワイト下院議員は 1924 年 2 月、下院法案 7357 号のラ
ジオ放送規制案を再提出、55 一方、ハウエル上院議員も同会期に法案を提出、法案は
上院を通過、下院に回された。ホワイト法案は包括的に規制しているのに対し、ハウ
エル法案は電波の特権について規制し、無線通信がアメリカの人々と政府に対し奪う
ことのできない財産であることを認識させ、2 年間に限り電波使用の特権を付与する
ことにしていた。56

このような議会の動きにもかかわらず、1923 年、ネットワーク放送が開始され、
各局は競ってニューヨークの WEAF 局の番組を放送しようとし、さらに、RCA もネッ
トワーク放送に着手しようとする状況を見て、議会は商業放送の寡占化を深刻に懸念
し始めた。1923 年の下院法案は被規制業者の独占を管理、また、防止するための条
文が不十分であると批判されたため、法案通過後、下院は FTC にラジオ産業が寡占
化のため特許を取得しようとしているので調査するように要請した。57 この件は、既
述したように AT&T および RCA の寡占化を懸念し、FTC がラジオ産業について調査
を開始したことを意味する。連邦議会は自由放任経済が全盛の中、企業の利益となる
寡占化を抑止する方法を検討し始めていたことになる。
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一方、下院に回されたハウエル法案は商船漁業委員会に付託され、同委員会はホワ
イト法案と抱き合わせで、24 年 5 月に上院に報告したが、商務省は急遽、法案の支持
を撤回した。ジョエル・ローゼンブルーム（Joel Rosenbloom）によると、寡占化に
賛成する業界寄りの議員から厳しい反対があり、規約委員会の過半数の委員が法案の
発表を拒否したためであった。58 この当時から被規制業界の連邦議会に対する積極的
なロビー活動があったことを示す証左であるが、同年 12 月、フーバーはホワイトに
その経緯について次のような書簡を送った。

昨年、さらに強い出力と、それにともなう広範囲にわたる放送の利用という側
面において様々な発明があり、その結果、一局でかなり広範囲に放送できるよう
になった。そのため、地方局とその聴取者の権利という問題が台頭してきた。さ
らに間接広告により、放送がより利益を生む用途に利用できる可能性が出てきた。
もしこれが誤って利用されたならば、聴取者側に立った放送が広告目的のための
放送に締め出される状況となるだろう。・・・

このような視点に立つと、我々が過去に考えたものと特徴も理論もまったく異
なる基盤にもとづく立法が求められるようになってきた。求められる規制の基礎
および基本的政策は、我々行政官に任されるのではなく、連邦議会により宣誓さ
れるべきである。これまで我々はこのような問題を介入行為の一つと考えていた
が、現在、我々の前に困難な問題の全てが現れている。59

1923 年のネットワーク放送開始以後、広告放送が急増する状況から、フーバーはラジ
オ放送を公益事業として保護する必要性を強く感じ、その方法として行政機関が担う
より、連邦議会による新たな規制に依拠する方がよいと考えていたことが窺える。フー
バーは、上院を通過したハウエル法案（S.2930）の制定を勧告したが、法案は、1925

年 1 月 23 日、下院商船漁業委員会に差し戻された。この法案が成立しなかったのは、
ローゼンブルームによると、商務省に免許申請を新たにする者と放送局の数が減少し
たためとするが、60 周波数帯が五つのゾーンに分割されたため、一時的に混信が解消
されたことに起因していると思われる。しかし、インターシティ・ラジオ会社事件に
おいて商務長官の権限が周波数の割り当てを除いて否定されると、第三回無線会議の
開催が避けられなくなった。一方、一旦改善された混信も、ラジオ局が出力を上げ始
めると再び深刻になっていった。61

5-3. 第三回全国無線会議

第三回全国無線会議（the Third National Radio Conference）は、1924 年 10 月に
開催され、前年の 8 月、ハーディング大統領の急死により急遽大統領に就任したカル
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ヴァン・クーリッジ（Calvin Coolidge）は参加者に「いかなる個人およびグループの恣
意的な権限のもとで、情報の流通が支配されたなら、一層不幸なことになるだろう」62 とネッ
トワーク放送による寡占の危険性を警告した。第三回会議の頃には、ラジオ放送を公
共の利益に資すべきとの認識が広がり、危惧すべきは放送事業者の寡占化であり、そ
れを抑止することが一義的であったといえるだろう。

第三回会議で重要なことは、フーバー長官がラジオ放送における「公共の利益」概
念を明確に示したことである。

　
ラジオは投機の分野（the field of an adventure）から公益事業（public utility）
に移った。公益事業において自らの活動が市民全員のそれぞれの生活にラジオ以
上により密接になるものはないし、人々の潜在的な関心をラジオ以上によりひき
つけるものはない。これは家族生活に深く根付いた一機関がある。
　ラジオは現在、公共サービスの一大機関として考えなければならない。63

井上泰三は、この第三回会議においてまさに「1927 年以後のアメリカの放送制度
の根幹が芽生えた」64 と指摘し、スティーブン・デービス（Stephen Davis）も「この
会議まで放送は局の所有者以外のだれのものでもなく、また、公共的要素がその中に
含まれるということを指摘する人はいなかった」65 と述べている。このように井上、デー
ビスは第三回会議から「公共の利益」概念が主張されるようになったとする。しかし
ながら、本論文において既に指摘したように、第一回会議から一貫してフーバー長官
は、政府の役割として「電波の通路に公共の権利（public right）を確立する」66 こと
の必要性を説いている。その他、FCC の委員長職にも就いていたニュートン・ミノウ

（Newton Minow）がシンポジウムにおいて言及した点も興味深い。

1927 年無線法の立法過程は重要である。公聴会、立法の審議に参加した著名人
の誰も

4 4

、委員会が放送局の分類及び周波数帯の割り当て、そして免許の更新にお
いて、公共の利益の一面（one facet）として、番組編成を考慮する権限を持つこ
とについて疑問を持つことはなかった

4 4 4 4 4 4 4 4 4

。67

「公共の利益」概念の重要性を認識していたミノウは、1927 年無線法の立法過程の
中にその萌芽があることを明確に示したのである。この 1922 年の第一回無線会議か
ら 1927 年の無線法の成立にいたる立法過程こそ、アメリカの放送法の核心である「公
共の利益」概念の誕生を物語る貴重な史実であろう。

一方、第一回および第二回会議が法案を提示しているにもかかわらず、第三回会議
の勧告にもとづく法案を連邦議会は策定しなかった。これについて、エドワード・サ
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ルノ（Edward Sarno）は、フーバーが 1924 年 12 月 4 日、ホワイト下院議員に第三
回会議で議論した問題を修正するまで議会に法案を提案しないように要請したことを
挙げ、フーバーは「規則を増やす必要はあるが、一層特別な勧告がなされるまで提案
することは浅はかであろう」68 と私信で述べたとする。

一方、会議後、各放送局は出力を増大したため、混信は政策により回避できる限度
を超え、放送以外の無線業務にも支障をきたすようになった。そして、1925 年 10 月
末には申請中の放送局が 175 局にもなり、さらにインターシティ判決により商務長官
の権限も認められなくなり、行き詰まり状態から何らかの緊急の打開策を必要とする
ようになった。

5-4. 第四回全国無線会議

1925 年 11 月、 フ ー バ ー は 第 四 回 全 国 無 線 会 議（the Fourth National Radio 

Conference）を招集した。第一回会議では僅かな参加者にすぎなかったが、今回は
400 名以上の代表者が参加した。第四回会議では、ラジオ製造業者、エンジニア、公
私の放送局、教育者、アマチュア無線家、放送に関係する一般の市民までも社会制度
としての放送の役割に関心を持ち、混乱した状態を早急に解決しようと参集したので
ある。会議の開催にあたり、フーバーは放送電波の混信を防ぐために放送局の数を限
定すべきか否か、「公共の利益」概念は許可を与える際の根拠になり得るのか否か、
また、商務長官が免許を与える際、地方の委員会はアドヴァイスをすべきか否かを審
議するように要請した。69 フーバーは、会議の席上、「今以上にチャンネルを増やせな
いということは、単なる物理的な事実であり、問題はどうしたいということではなく、
どうしなければならないか、ということである」70 と行き詰った状態を述べた。一方、「公
共の利益」概念についてフーバーは次のように述べた。

放送電波（ether）は、公共の媒体であり、その利用は公共の利益のために使わ
なければならない。ラジオチャンネルは、公共の利益のために使われるときにだ
け正当化することができる。ラジオの分野で考慮すべき重要な要素は、数百万人
にも及ぶ全国的な受信者であり、・・・公共の利益の最大化を決定の要因にしな
ければならない。この原則（principle）の正当性について異議を唱えるものはほ
とんどないだろう。公益（public good）により私的欲求をひっくり返すことに、
万人は賛成するであろう。71

第一回会議から、フーバーは「公共の利益」についてしばしば言及してきたが、この
第四回会議において、公共の利益を原則として明確に主張し、会議中、その重要性を
強調した。また、受信者の権利に言及したことは注目に値する。そして、この受信者
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の権利の考えは、その後、連邦最高裁の判決により追認されることになる。会議では
最後に次のような決議がなされた。

公共の利益を、放送を行う特権の基礎とする。本会議が既に決定した共同社会に
おける局数の制限を実行するため、権限のある機関が存在すべきである。そして、
ラジオ放送に従事する人々に彼らの所有物を公共的使用に捧げることを要求して
はならず、従って、彼らの所有物は事実上および法律上、公益事業ではない。しかし、
無線通信に従事する許可は、公共の利益に奉仕し、公共の利益にとって必要であり、
また、学芸の発展に寄与すると商務長官が認めた人々にだけ認可する。72

この決議は商業放送の存在を否定するものではないが、無線通信に従事する者に「公
共の利益」概念の重要性を認識させ、同概念を遵守する者に対してのみ、商務長官が
免許を付与することを明確にした。さらに、決議において新たな規制機関の設置を求
めている。

第四回会議後、議事録は両院に提出され、下院の商務漁業委員会において修正され、
下院法案 9977 号として 1926 年 3 月 15 日に通過した。73 一方、上院でも法案が同年
7 月 2 日に通過した。両案はかなり異なっていたため、第 68 議会の最後に現状維持
を内容とする上院合同決議案が作成され、両院を通過した。74

6. ゼニス・ラジオ会社事件
以上のように無線会議だけではなく、連邦議会においても 12 年無線法の改訂に向

けた動きは活発化していたが、そこに無線法の崩壊
4 4 4 4 4 4

を決定的に認識するような事例が
発生した。

1925 年 12 月 19 日、被告人のゼニス・ラジオ会社 (Zenith Radio Corporation) は、
プロスペクト山からシアトルまで米国の数州を横断する形で無線通信を行っていた。
ゼニス・ラジオ局を許可するにあたり、商務長官は木曜の午後 10 時から 12 時のみ、
さらに同時間に GE のデンバー局が放送しない時のみ放送が可能であるとしたにもか
かわらず、許可されていない波長で、許可された時間外に放送を行っていたため、商
務長官に届け出た内容と異なる運用を禁止した 12 年無線法第一条に違反したとして
告訴された。75

イリノイ州北部地区連邦裁判所は「12 年無線法の第一条および第二条の規定が一般
的、かつ不明瞭、そして曖昧である」76 と述べる一方、連邦議会は商務長官が追加的
に規制する権限を与えていないとし、許可書の記載条項と連邦議会による規制が抵触
したならば、後者（連邦議会）が管理しなければならないとした。77 そして、長官が
12 年無線法上、権限を有しないにもかかわらず自由裁量で決定するとしたら、長官
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の行為は専断的であり、「議会は法律を制定する自己の権限を委任することはできな
いが、法律が国会自身の訴訟の基礎として、または基礎としようとする事実または事
態を決定する権限を委任するために法律を制定することができる」78 と判断した。裁
判所は、最後に「刑罰規定に適用できる法令のもと、第一条および第二条は告訴者が
根拠とした被告の行為を含むとは解釈できない」79 と結論づけ、1912 年無線法違反で
提訴することは無理であるとした。インターシティ事件以来、商務長官の自由裁量権
については否定されてきたが、このゼニス・ラジオ事件では、周波数の選択および放
送時間の指定という行為も長官の権限外であるとされ、混信防止用に僅かに認められ
た商務長官の行政措置のほとんど全てが否定された。この結果、フーバーは司法長官

（Attorney General）に対し、自らの義務と権限について意見を求めた。
1926 年 7 月 8 日、司法長官のドノバン（Donovan）はゼニス事件における地区裁

判所の結論を事実上引用した。ドノバンは 12 年法を引用し「同法の一条および二条
が『波長使用の直接的法規制』からなり、また『同じ領域における行政上の自由裁量
の可能性を排除している』からである」80 と述べ、さらに、商務長官は放送局の運用
時間を決定するための一般的権限および通信を実施する電力量に関する限界を許可書
に記載する一般的権限を有しないと指摘した。81

ドノバンの見解が公表された後、彼の意見に従うような司法判断がなされた。1926

年 11 月、イリノイ州クック・カウンティの巡回裁判所（the Circuit Court of Cook 

County）において、トリビューン社とオーク・リーブス放送局の裁判に関して次のよ
うに判決が下された。

本件における法解釈は、指定された帯域内にある放送局が、一条のもとで通常波
を指定する目的を除いて規制されることはなかった。また、法律は運用時間を定
め、電力を限定する一般的な権限を付与していない。さらに、どの放送局も十二
条、十三条、そして五条の悪意ある混信に対する処罰に服せば、許可書で決めら
れた以上の時間および電力で処罰されずに運用できるであろう。1926 年 7 月 8 日、
ドノバン司法長官は意見を言い渡した。この意見は 12 年法の司法的解釈ではな
いが、本裁判において正しい解釈がなされ、1912 年 8 月 13 日の議会の法律には
波長の使用を反対する規定は全く含まれていなかった。82

この判決に従って商務長官は周波数の割り当てを止めた。以後、許可書には四条一項
を適用し、申請者により選択された周波数が単に列挙されるだけになった。83 ゼニス
事件、司法長官の見解、およびイリノイ州裁判所の判決により、放送局の開設および
更新時には、どの周波数を選択しても使用可能という全く制限のない状態になってし
まったのである。



メディアと社会　第 2 号

20

この無統制な状態により、放送局は近隣の放送局に配慮することなく周波数を自由
に変更し、電力を増加したため、1926 年 7 月 1 日の 528 局から、翌年 1 月 1 日には
671 局に増加した。84 極端な状況悪化により、1926 年 12 月 7 日、カルヴァン・クーリッ
ジ大統領は、次のように議会に対し緊急に法を制定するよう勧告した。

裁判所の決定により、1912 年無線法にもとづく商務省の権限は潰された。そして、
利用を限定された波長内で、収容可能な数よりはるかに多い局が運用されている。
そして、さらに多くの局が開局準備中である。それらの局は商務省により定められ
た割り当て制度を逸脱している。この最も重要な公共的機能を有する事業が救済
されないならば、その最大の価値を失うであろうと思われるほどの混乱状態に陥っ
ている。私は、これに対する法規制が迅速に行われることを心から勧告する。85

この大統領の勧告に対し、全国無線会議の代表者たちは会議で議論された法案を提出
した。その結果、下院において 1927 年 1 月 29 日、上院において同年 2 月 18 日、無
線会議の報告が承認され、最終案の中で免許付与権限が一年間、委員会に与えられた。

12 年無線法は、無線通信を規制する法律でラジオ放送を対象とはしていなかったた
め、その法的根拠は明確ではなく曖昧なままであった。この商業放送の野放し状態を
解決する唯一の方法は、連邦憲法に沿って新たな放送法を制定することであった。し
かし、無線通信も含め、放送メディアの通信範囲は州を越えてしまうため、連邦憲法
第一条第八節第三項 86 に抵触することになり、結果的に連邦議会のみがラジオ放送を
規制する権限を有することになる。井上は、この権限について次のように指摘する。

アメリカで連邦が放送事業に対し規制や干渉を加え得る根拠や理由は、連邦憲法
の第一条第八節第三項にある。・・・連邦議会の権限は十分である。放送を規制
するために他の根拠を求める必要はない。87

放送が州を超えることにより、その管轄権を有するのは連邦議会だけであるというこ
とを明確にすることは重要である。12 年無線法の機能不全により無秩序状態の放送メ
ディアを唯一規制できるのは連邦憲法の第一条第八節第三項により連邦議会のみにな
るとすると、早期に新たな放送法の制定が望まれることになった。

7.1927 年無線法
1920 年代に開催された四回の全国無線会議およびクーリッジ大統領の勧告を受け、

1927 年無線法（the Radio Act of 1927）が、12 年無線法を廃止することにより新た
に成立した。そして、放送業務を管轄する機関として、連邦無線委員会（the Federal 
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Radio Commission：以後、FRC とする）が創設された。88 FRC は一年間、許認可を
扱う機関として、その後、商務長官がその権限を引き継ぎ、FRC は異議申し立ての裁
決機関として位置づけられるはずであった。89 しかし、連邦議会は、1927 年無線法の
条文の適用を三度延長、その間、有線・無線の両方を扱う統合委員会の設置等の法案
を審議していたため、90 結局、FRC から商務長官へ権限が委譲されることはなかった。

FRC は、上院の意見を聞き、同意を得て大統領が任命する五名の委員会からなり、
大統領はその中から一名を委員長に指名することになった。また、委員は無線機材の
製造および販売、無線電信、無線電話、無線放送の伝送および運用に財政的に利害関
係を有してはならず、三名以上の委員が同一政党の党員であってもいけないとされた。91

また、この法律の実施開始から 60 日間、商務長官による許可書および許可の延長証
明書を有すれば、新たな許可がなくても局を運営することが可能であったが、92 法律
に違反すれば、5000 ドル以内か、5 年以内の懲役刑に服すことになっていた。93 しかし、
許可書に関する詳細な規定は、これ以上記載されていなかったため、60 日後、全放送
局の許可は無効になり、全ての放送局は新たに許可を得ることが必要となった。その
結果、これまでの実績は全く考慮されることがなくなってしまった。

しかしながら、最も注目すべきは、全国無線会議で議論されてきた「公共の利益」
概念の挿入であった。しかし、この概念は 27 年無線法において管理者に自由な裁量
権を与えることにした結果、必要となったのである。第一条では「州間および対外無
線伝送の全チャンネルに対する合衆国の支配を維持し、個人、企業、法人はこのよう
なチャンネルを連邦当局から付与されたという許可のもと、一定期間、所有ではなく、
利用することを規定する」94 と明記され、使用の許可を与えるか否かを管理する者の
自由裁量とした。

その結果、認可の基準として、27 年無線法は第九条において「認可当局は、公共
の便宜、利益および必要に本法の制限のもとで資するなら、いかなる申請者に対して
も本法に規定する局の許可を付与するだろう」95 と規定、ここで初めて「公共の便宜、
利益および必要」（Public convenience, interest, or necessity）という縛りを設けたの
である。デービスは「27 年無線法において『公共の便宜、利益および必要』を挿入し
たことは、放送メディアの規定に新たな原則を打ち立てた」96 と評価する。27 年無線
法は「公共の利益」概念を挿入し、「公共の便宜、利便および必要」を初めて放送メディ
アの一般的な基準として認めたのである。一方、この基準を遵守すると何らかの番組
審査を行う必要が生じると考え、「本法は、免許を付与する当局にラジオ局から送ら
れた内容を検閲する権限を付与するものであると理解、または解釈することは出来ず、
さらに免許を付与する当局は、無線通信手段により表現の自由を勝手にいじる規定を
公布し、条件を定めてはならない」97 と検閲について明確に禁止する規定を置いた。
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8. 終わりに
大統領、そして連邦議会も共和党が主導した 1920 年代、「ジャズ・エイジ、喧騒の

20 年代」とも呼ばれ、98 自由放任経済のもと、経済は繁栄し、大量生産、ラジオ放送
の誕生、そして大衆消費社会を人々は謳歌したと言われてきた。本論文で言及してき
た AT&T、GE の株価はそれぞれ 1.9 倍、3.1 倍と上昇し、RCA は無配当ながら 5.3

倍になり、その他の産業の株価も急上昇していた。99 しかし、この証券市場の加熱が
世界恐慌の一因となったのである。つまりアメリカがドイツに資金供給し、ドイツは
その資金を自国の復興と賠償にあて、フランスおよびイギリスはその賠償金で復興し、
両国はアメリカに戦債を返済していたのである。しかし、ヨーロッパに行く資金が証
券市場に吸収され、この循環が止まったのである。100 その他、農産品価格の下落、住
宅建設の不振等により世界規模の恐慌が発生した。101

一方、フーバーは大恐慌以前の喧騒の 20 年代から一貫してラジオ放送に「公共の
利益」概念を持ち込もうとし、実際、1927 年無線法に「公共の便宜、利益および必
要」にもとづく「公共の利益」概念を成文化した。フーバーは青年期、鉱山技師とし
て世界を渡り歩き、第一次世界大戦中、ヨーロッパに滞在し人道部門で活躍した。経
済学の視点からハーバート・スタイン（Herbert Stein）は「クーリッジが挙げた『ア
メリカのビジネスはビジネスであると言った時、政府のビジネス（仕事）は、ビジネ
ス（企業）に干渉しないということを意味するものではない』という考えを受け継い
だのがフーバーである」102 と述べ、クーリッジと共にフーバーが介入主義的経済政策

（the interventionist measures）を排除しなかったことを指摘する。103 20 年代を支配
した経済政策は、一般的に言われる自由放任主義とは違い政府が企業を自由放任しな
かったことをスタインは示唆している。「アメリカでは、1920 年代と 1980 年代が最
も保守的な時代であった」104 といわれることがあるが、1920 年代の経済政策は、個人
の経済活動に依拠するレッセ・フェールではなく、政府がある程度介入し、政府の管
理のもとで企業が自主的に協力し合い経営を合理化する、1980 年代のレーガン政権
の自由放任の経済政策と異なるものであることがわかる。そして、この介入主義的経
済政策が、大恐慌における政府の経済政策に継承されることになったといえる。

リチャード・ホーフスタッター（Richard Hofstadter）も「フーバーはアメリカ
的個人主義とは勝手な自由競争ではなく、『政治的社会的正義と同様に経済的正義を』
求めるもので、『決して自由放任の制度を意味するものではない』と演説した」105 と指
摘するように、フーバーの経済観が、放送業界の寡占化を憂い、一貫して「公共の利益」
を主張したことに表れているといえる。さらに、当時のクーリッジ大統領も「レッセ・
フェールの貴公子」と言われながら、106 議会への勧告では、ラジオ放送を公共的機能
を有する事業と称していたように、商業放送の寡占化を危惧し、公共性の維持を主張
し、被規制業界に法の網をかけたのであろう。
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クーリッジもフーバーもレッセ・フェールの信奉者と言われながら、実際、「公共
の利益」を重視し、さらに介入主義的な彼らの経済政策は、通常いわれてきた政策と
異なり、また後年議論される新自由主義的レッセ・フェール、いわゆるネオ・リベラ
リズムにおけるレッセ・フェールとも異なるものであったといえる。フーバーの介
入主義的政策は既述したように恐慌時にも適用され、有賀夏紀が「民主党を含めた
他のどの政治家よりも政府の権限を用いることに積極的だった」107 と述べるように、
1932 年、復興金融公社を設立するなど積極的に政府の介入を進めた。しかしながら、
フーバーの積極的な経済政策にもかかわらず、深刻化する恐慌の中で、フーバーへ
の支持は下落し、1932 年の大統領選挙ではフランクリン・ルーズベルト（Franklin 

Roosevelt）が勝利した。
クーリッジ、そしてフーバーは繁栄の 20 年代、社会全体の利益を考慮し、自由な

経済と調和しながら発展していくことを放送法の中に具現化したかったのではないだ
ろうかと思われる。
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