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はじめに

ブラジルにおいて拷問 (tortura)と検閲 (cen-

sura)とは軍政の象徴である。民主化後に制定

された現行憲法では、両者の禁止が明確に規定

されている（5条 III, IX, 220 条補項 21）。

たしかに検閲は軍政期に注目を集めたが、そ

れだけでなく、ヴァルガスの独裁期の検閲もま

た有名である。これらを含め、同国で検閲法制

は今日に至るまでどのような足跡を追ってきた

のか、どのような意味を有していたのか、また民

政移管後の現在において、ブラジルの検閲制度

はどのような状況にあるのか。こうしたブラジ

ルの検閲の過去と現在とを見通し、法比較の素

材を作る目的で本稿は執筆された。もっとも、

今回発表する拙稿は完成されたものではなく、

現在進行形の研究ノートであり、今後様々なご

意見、ご教示、ご示唆をいただきながら完成に

近づけたいと考えている。

ところで本稿で扱う検閲の概念だが、これは

広狭いかにも定義しうるものである。ここでは、

公権力により公表に先立って行われる表現内容

1法令の出所はとくに明記しない限り、上院サイト
http://www.senado.gov.br.

の是非を問う審査であり、その判断の結果によっ

て全部または一部の変更（削除、訂正、発表の

禁止等）を命じうるもの、と定義しておく2。し

たがって、原則として私的機関による審査は含

まず、また単に事後的な制裁だけに服するもの

も含まない。

なお、現在においては、ラジオ、テレビ、イ

ンターネット等、媒体が多様化しているが、書

籍・新聞・雑誌等出版物における意見表明がい

まだ中心をなし、また歴史的にもこれらが中心

的問題となってきたことから、原則として本稿

では出版に限定して論述する。

2ブラジルの法学辞典では検閲の概念について、検閲官の
権限を中心にやや循環論法的に説明するものが多い。例え
ば、Náufel, José,Dicionário jurídico brasileiro, 8 ed., 1989
では、「検閲官の職務。その職務上の義務の発生により検閲
官が検査しうる事項の批判的検査」とされ、De Plácido e
Silva,Vocabulário jurídico, 18 ed., 2001では、「検閲官、す
なわち検閲を指揮し受け取る公職を任命し、検閲を遂行す
る者の職務」とされている。また、Mello, Maria Chaves de,
Dicionário jurídico, 1984も、「承認・不承認、流通に置く
かそれを禁ずるかの判断を行う検閲官によりなされる、文
学ないし芸術的作品の検査」として、芸術的検閲を念頭に置
いた説明をしている。参考までに、一般辞書 Novo Aurélio
Século XXI, 1999での検閲の説明は相対的に明快であり、
「出版・展示・頒布を許可するために、検閲官によりなされ
る、芸術的または情報提供的性格の文面への検査」となっ
ている。
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1.軍政以前の検閲法制

(1)帝政まで

植民地時代、宗主国ポルトガルがブラジルで

の印刷や新聞事業一般を禁止していたことは、

よく知られている。1808年にナポレオン軍を

避けるポルトガル王室のブラジル到着に伴い、

ブラジルでの出版活動の公式の歴史がようやく

始まることになる。ポルトガル政府は 1808年

5月 13日付政令3で、リオに王立印刷局を創設

することを定めた。同年 9月 10日には、ブラジ

ルで最初の新聞 A Gazeta do Rio de Janeiroが

発行されるが、これは行政機関による公的新聞

であり、王室検閲委員会が事前に内容を閲読し

ていた4。ブラジルの検閲の歴史は出版の歴史

と時を同じくして始まったといえる。

ブラジルの連合王国への昇格後に発布された、

1818年 6月 6日付公告5、同年 7月 9日付規定6、

1819年 12月 6日付規定等でも、検閲が定めら

れている。しかし、1821年 3月 2日付政令は

出版の自由を謳い、同年 7月 12日付政令は検

閲を終了した。これにより多数の新聞の発行が

始まる。検閲に代わり出版犯罪は事後的に処罰

されることになった。

独立後に制定された 1824年 3月 25日付憲

法 179条補項 4では、検閲によらない思想表明

の自由が保障されたが、同時に法律による事後

的出版規制も規定されていた7。

3政令 (decreto)は、執行権の最高機関が法律の実施のた
めに定める命令を指す。

4Lopes, Dirceu Fernandes, História da Imprensa no
Brasil, http://www2.ucdb.br/~gmartins/historia_brasil.html.

5公告 (edital)は公的機関の文書形式の規範を指す。
6規定 (provisão)は政府が発する文書形式の規範を指す。
71824年憲法テキストは、Banco de dados Políticos das

Américas, http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/
Brazil/1824.html.

(2)第一共和制

奴隷の無償解放への農園主らの反発と自由主

義を支持する軍部の思惑とが混じりあい、1889

年にブラジルは帝政から共和制に移行する。ヴ

ァルガスの登場まで続く第一共和制においては、

原則としての古典的自由主義のもと、検閲に対

し比較的消極的な姿勢が見られた。その後、共

和制に移行してまもなく制定された 1891年 2

月 24日付憲法は、古典的自由主義的立場から、

出版・講演による思想表明の自由の保障ととも

に、検閲からの自由を規定していた（72条補項

12）。

1920年代のテネンティズモにより醸成され

た政治社会的不安定の中で、1923年 10月 31

日には、出版の自由を規制する法律第 4743号

が制定される。しかし、この法律では検閲とい

う言葉は用いられておらず、倫理・良俗を侵害

する出版物の販売・流通を禁止してはいるもの

の（5条単項）、それ以外の明確な検閲規定は見

られない。

(3)ヴァルガス時代

有力州による全国政治の掌握体制への反発か

ら生じた 1930年のヴァルガスによる政権奪取

とともに、警察権の行使として再び検閲が登場

してくる。憲法公布を直後に控えた 1934年 7

月 14日付政令第 24776号は、出版規制法を定

め、原則として検閲を受けない出版による思想

表明の自由と、戒厳下での検閲の容認とを定め

ていた（1条）。

2日後の 1934年 7月 16日付憲法の「個人の

権利保障」の章に置かれた 113条補項 9では、

思想表明の自由について、1891年憲法の規定

とほぼ同様の文言が記されているが、公演・公

衆娯楽については明示的に除外されている。後
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に見るように、公演・公衆娯楽への検閲は憲法

規定としては目新しいが、法令レヴェルではこ

れより以前からの伝統的な立場に従ったに過ぎ

ない。

同条の文頭では、いかなる事柄についても思

想表明は自由と謳っておきながらも、同項の最

終段落で、政治的社会的秩序を転覆するための

戦争・暴力的手段宣伝は許されないという留保

を設けており、「政治社会秩序」、「転覆」、「宣

伝」といった言葉の曖昧さは、これらを理由と

する検閲の可能性を否定しないものと考えられ

る。また、一般規定に関する編に置かれた戒厳

の布告についての規定 (175条 2号 c)では、戒

厳時の全ての通信・刊行物一般の検閲を規定し

ている。このような規定の仕方からは、平時に

出版検閲は禁止され、戒厳のような例外的事態

においてのみ検閲が実施されるような印象を受

けるが、しかしその後、次のように戒厳状態は

常態化し、したがって検閲も日常化する。

すなわち、1934年憲法以降、合法化され勢力

を拡大しつつあった共産党に対し、ヴァルガス

は弾圧を加え、共産党の蜂起を奇貨として議会

の承認を得て (1935年 11月25日付立法府令8第

5号)、1935年 11月 26日に 30日間の戒厳を宣

言した (政令第 457号)。戒厳においては検閲を

含んだ憲法 175条 2号の例外的措置の実施が定

められていた（2条）。その後、戒厳は 3ヶ月ご

とに更新されることが繰り返され、1935年 12

月には戦争状態（に匹敵する重大な内乱）の布

告に切り替えられた。これも 3ヶ月ごとの更新

が、1937年 6月に至るまで繰り返された9。

8立法府令 (decreto legislativo)は、管理運営上の、ある
いは政治的性格の、議会の決議。裁可・公布・公示を経て
義務的な規範となる。Náufel,op. cit.

91935年 12月 21日に議会は戒厳の延長を承認し（立法
府令第 8号）、同月 24日ヴァルガスは、さらに 90日間戒
厳を延長する (政令第 532号)。同時に、1935年 12月 18
日付憲法改正第 1号（立法府令第 6号の形式で行われた）

1937年 10月 2日、捏造された共産主義者に

よるクーデター計画（コーエン計画）を機に、連

邦議会は大統領が 90日間戦争状態を布告する

ことを承認し (10月 2日付立法府令第 117号)、

同日ヴァルガスはこれに基づき、90日間戦争状

態を延長した (政令第 2005号)。

こうして、1935年 11月の戒厳の布告以降、

出版検閲は継続されていたのである。

例外的事態が常態化する中で、全体主義的『新

国家』体制を確立する 1937年憲法が制定され

た。この 1937年 11月 10日付憲法は、憲法と

しては初めて、その 122条 15号 aで法律による

出版検閲の原則的容認を規定した。「122条 15

号 全ての市民は、法律に規定する条件と限

界のもと、口頭または書面、印刷物または画像

により、その思想を表明する権利を有する。法

律は、（a）平和、秩序及び公共の安全を保障す

るために、流通、放送または表出を禁ずる権限

を担当公機関に付与し、出版、演劇、映画、ラ

ジオ放送の事前検閲を規定する。」と定めた。ま

た 168条は、緊急事態における大統領の採りう

る措置として、信書および口頭・書面でのあら

ゆる通信の検閲を置いている。このように検閲

および上記立法府令第 8号 2条とにより、政治的社会的制
度の転覆目的の重大な内乱を戦争事態に匹敵すると宣言す
る権限が留保された（2条）。1936年 3月 21日付政令第
702号により、上記政令第 532号の権限で、ヴァルガスは
戦争状態に匹敵するとして 90日間一定の憲法上の保障を
停止した。ここでは、検閲を含む憲法 175条による戒厳体
制に従うことも含まれていた（2条）。1936年 6月 21日付
政令第 915号は、上記政令第 702号による戦争状態に匹敵
する重大な内乱状態の指定を 90日延長した。同年 9月 19
日付政令第 1100号は、さらに 90日間上記政令第 915号
の期間を延長し、上記第 702号の全規定の効力を維持した。
1936年 12月 16日付政令第 1259号は、上記政令第 1100
号の期間をさらに 90日間延長し、政令第 702号の全規定
の効力は維持された。1937年 3月 12日付立法府令第 68
号で、議会はさらに 90日間戦争状態を延長することを承認
した。同月 17日付政令第 1506号は、上記政令第 1259号
の期間をもう 90日間延長し政令第 702号の全規定の効力
を維持した。3月 17日付政令第 1506号は、またもや 90
日間、1936年 12月 16日付政令第 1269号で定められた
90日の期間を延長し、1936年 3月 21日付政令第 702号
の全規定が効力を継続するとした。
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制度は正当化され、それを用いての思想・文化

の統制の制度化を進めていった。

ヴァルガスは、1939年 12月 27日付デクレ

ト・レイ10第 1915号により、「報道宣伝局」(De-

partamento de Imprensa e Propaganda, DIP)を

創設する。報道宣伝局は主要な目的のひとつに

報道の政治的検閲を有しており（2条 c）11、広

報課、ラジオ放送課、映画・演劇課、観光課、報

道課の 5課から構成されていた（3条）。このデ

クレト・レイ第 1915号に基づき、12月 29日

付政令第 5077号で報道宣伝局の規則が定めら

れ、報道局の第一の役割として報道検閲の権限

が明示された (10条 a)。

1939年 9月、ドイツのポーランド侵行に対

して英仏が宣戦し、第二次世界大戦が勃発する。

国内では全体主義的体制を採っていたにもかか

わらず、ブラジルは連合国軍側につき、1942年

8月イタリアとドイツに宣戦を布告する。同年

10月 13日にヴァルガスは、デクレト・レイ第

4828号により、法務・内務大臣に対し利益、義

務、秩序、安全及び国家防衛に不都合と判断さ

れる事項の流出・公表を排除するために、戦争

状態において不可欠な調整を行う権限を一般的

に付与した（2条 a）。1943年 7月には連合軍

はイタリアに上陸し、1944年 5月ドイツは降

伏する。

戦争終結が近づく中、ヴァルガスも世界的な

10デクレト・レイ (decreto lei)は、緊急・重大の場合に、
大統領により暫定的に発せられる法律の効力をもつ規範。
大統領令との訳語が用いられることもある。ヴァルガス時
代に始まり、若干の性格変化はあるが、現行憲法発効まで
存在した。現行憲法下では、暫定措置 (medida provisória)
と名称を変え、制約も増えてはいる。拙稿「ブラジル 1988
年憲法における大統領の立法的暫定措置の制度—とくにそ
の再発布をめぐって」（一）（二・完）法学協会雑誌 111巻
9号・10号 (1994)参照。

11「第 2条 道宣伝局は以下の目的を有する。…(c)法
律の規定する刑罰が課される場合に、あらゆる性格の演劇、
映画、レクリエーションおよびスポーツ、ラジオ放送、社
会的政治的文学および出版物の検閲を行う。」

民主化の傾向を理解して民主化の努力を開始し、

徐々にではあったが出版検閲制度も廃止の方向

に向かった。1945年5月25日、ヴァルガスは報

道宣伝局を廃止したが、同時に代わって「国家情

報局」(Departamento Nacional de Informação)

が創設され、この機関にも、社会的文学・出版

物について法律の規定する場合に検閲を行う権

限が付与された（3条 e）ため（デクレト・レ

イ第 7582号）、出版検閲が消滅したわけではな

かった。

(4)民主主義の回復

1945年 6月ブラジルは日本に対し宣戦布告す

るが、8月の日本の降服をもって第二次世界大戦

は終結する。それからまもなくの同年 10月、軍

のクーデターによりヴァルガスは下野し、最高

裁判所長官リニャ－レスが臨時大統領となった。

1945年 12月 12日付デクレト・レイ第 8356号

は、ラジオによる思想表明の事前検閲からの自

由を規定した（1条）。

1946年 1月、前年の選挙で選ばれたドゥト

ラが大統領に就任する。このもとで、同年 9月

6日国家情報局は廃止された (デクレト・レイ

第 9788号)。そのすぐ後に制定された 1946年

9月 18日付憲法では、141条 5項で、1934年憲

法の規定に近く、公演・公衆娯楽を除く検閲に

よらない思想表明の自由の保障が回復された。

ただし、同項の終段では戦争や、政治的社会的

秩序転覆目的での「暴力的方法」、それに人種・

階級偏見の宣伝の禁止も、規定されている。ま

た戒厳の際に、大統領がラジオ放送、映画、演

劇を含め、信書・出版の検閲を定めうるとする

(209条)。

1953年 11月 12日付法律第 2083号では新

出版法が制定される。ヴァルガスの大統領復帰

と、リオの新聞の動きに見る反対派の重圧の中
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で制定されたこの法律は、法技術的に時代に逆

行し、文章上誤りがあり、電子通信手段を考慮

していないと批判され、一部はジャーナリスト

にもメリットはあったが、自主検閲を導いたと

の非難されている12。

この法律も、1条本文で国内での新聞の発行・

流通を自由としながら、同条の補項 1には倫理・

良俗に反する場合の他、認識される編集者がい

ない闇新聞・闇雑誌の出版を禁止しており、補項

2には戒厳中の新聞・雑誌の検閲を定め、規制の

色彩が濃厚である。検閲の実施に際しての具体

的規定もあり、新聞・雑誌は、検閲が頁番号付の

1時間以上前になされて以降は、検閲された記

事の代替記事を免除されるとしている (59条)。

こうして、軍政以前のブラジルの検閲史を振

り返ると、独立による出版解禁は検閲を伴って

いたが、ごく早期に検閲は廃止され、帝政期か

ら第一共和制期にかけては少なくとも形式上は

検閲禁止が原則的な形態となった。第一共和制

の末期の政治的動揺とともに次第に実質的検閲

の可能性を強め、ヴァルガス時代には、初期に

は法的には例外形式として、実質的には恒常的

な検閲が定められ、独裁期には検閲が原則的制

度的手段となり、民主制回復によって検閲が再

び例外化されたが、実質的検閲の可能性は残っ

たといえる。

2.軍政期の検閲法制

(1)検閲法制

1964年 3月末に、経済的危機とゴラール政

権の左傾化への危惧から軍部によるクーデター

が勃発する13。そして 1967年 1月 24日には憲

法が制定される。そこでは公衆娯楽の検閲目的

12Laner, Vinicius Ferreira, A lei de Imprensa no Brasil,
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=146.

13クーデターの勃発を報じさせない手段を講じるなど、実
力行使的検閲はクーデターと同時に始まっている。

での連邦警察の権限 (8条 VII(d)) はあるが、基

本的に、1934年憲法や 1946年憲法の検閲に関

する規定の形式を踏襲し、公衆娯楽を除く検閲

にかからない思想表明の自由の原則的保障、社

会転覆禁止規定 (150条補項 8)、戒厳時におけ

る検閲の定め (152条補項 2)を置いている。

憲法発布後間もなくの 1967年 2月 9日、「思

想表明と情報の自由とを規律する」出版法が議

会で制定される (法律第 5250号)。その第 1章

は思想表明および情報の自由を規定し、第 1条

には、検閲によらないあらゆる手段による思想

表明および情報・思考の調査・受容・放送の自

由が謳われ、事後的制裁にのみ服するとされて

いる。また同条補項 2では、公演・公衆娯楽が

法律に従い検閲に服し、戒厳中思想表明の自由

の保障が及ばなくなり、検閲がなされることも

規定されている。ここでは、ブラジルの検閲法

制の伝統的な形が受け継がれている。

検閲の規制に関しては、出版法の翌月に発布

された国家安全保障法の方が、締め付けが顕著

であった。1967年 3月 13日軍政は、国家安全

保障や社会的政治的秩序に反する犯罪を定める

デクレト・レイ第 314号を発布した。ここでは

検閲の文言は用いられていないが、3条で「国

家安全保障は本質的に、敵対的心理戦争及び革

命・反逆の防止・抑止を含め、対外的対内的安

全保障の維持を目的とした措置を含む」として、

その補項 2に「敵対的心理戦争」を定義し、「国

家目的の達成に反して、外国団体、敵対団体、

中立団体、友好団体の、意見、感情、態度、行

動に影響をあたえ、または挑発する目的で、宣

伝、対抗宣伝、政治活動、経済活動、心理社会

的活動、軍事行動を用いること」としている。

したがって、敵対的心理戦争と疑われうる思想

の表明活動の全てに対しては、広範に予防的措

置を講じられうるのであり、検閲もその手段た
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りえた。このデクレト・レイでは、きわめて広

く出版に関わる犯罪が網羅的に規定され、国家

安全保障への脅威や侵害をもたらす場合には、

ニュース・言明の公表・頒布、新聞・会報・小冊

子の配布等を、反逆的宣伝として 6ヶ月から 2

年の禁固に処するとし (38条)、被告人が文民で

あろうと軍事裁判所に送るとしている (44条)。

こうして、国家安全保障法に基づき全出版物に

対する検閲が開始された14。

しかし、軍政時代の検閲規定としてより悪名

高いのは、1968年 12月 13日付軍制令15第 5号

であろう。その 9条は「大統領は、本軍制令の

執行のため補足令を発布し、革命の防衛に必要

であれば憲法 152条補項 2(d)と (e)に規定する

措置をとることができる。」と述べ、戒厳状態に

なくとも、「革命の防衛の必要」という漠然とし

た根拠で、検閲を含む戒厳時の権利制限を随時

採ることを可能にしたのである。こうして検閲

制度は公式に確立した。

1969年 10月 17日に大規模な憲法改正がな

されたが、この改正により、検閲に関する規定

では、思想表明の自由の限界として戦争、社会

秩序の転覆、人種・階級的偏見の宣伝に加え、

宗教的偏見の宣伝の禁止が付加され、倫理・良

俗に反する出版・表現の禁止が加えられた (153

条補項 8)ことを除けば、条文番号が変更された

だけで内容に変更はない。

また、翌 1970年 1月 26日には、憲法 152条

補項 8の最終部分に関する下位法令が定められ

(デクレト・レイ第 1077号)、倫理・良俗に反す

る表現をすべての媒体において禁じ (1条)、こ

れを有効化するために、連邦警察を通じて法務

14Gazzotti, Juliana,Veja e os governos militares(68/85),
http://www.arquanalagoa.ufscar.br/pewauizas/gazzotti.htm.

15軍制令 (ato institucional)は、軍政期に政府が発した超
憲法的規定であり、これにより憲法が改正されていたので、
形式的意味での憲法より上位にあった規範といえる。

大臣が、書籍・雑誌の頒布以前に禁止に抵触す

る事項の存在を、必要とあれば判断し確認する

義務を負うことになり、そのような種類の事項

の存在が確認されれば、頒布を禁止しその書籍

の捜索・押収を決定できる権限を与えた (2条)。

具体的な判断は、連邦警察に所属する検閲官が

行うことになる。このデクレト・レイは、同年

5月 27日に議会により承認された (立法府令第

34号)。

単純ではない政治開放の過程を経て、1978年

10月 13日 (ただし発効は 1979年 1月 1日)の

憲法改正第 11号により、軍制令第 5号は廃止

される (3条)。これにより検閲は最大の原則的

根拠を失った。

このように、軍制令第 5号が有効である 1968

年から 1978年までの期間が、検閲の最盛期で

あったわけだが、検閲は実際に行われることで

脅威になったばかりでなく、それが正当な行為

として発動されうること自体が出版に携わる側

にとり畏怖すべきことになったわけであり、こ

の時代、ある意味でより効率的に検閲と同じ実

際的な効力を生じさせるものとして、出版機関

の自主検閲行われていた。しかし本稿は、冒頭

で述べたように公権力による検閲に主題を限定

しているので、この点に立ち入らない16。

(2)連邦最高裁の態度

さて、こうした軍政期において、検閲に対し

連邦最高裁判所がとった態度は、きわめて法形

式主義・消極的なものであった。ここでは、軍

制令第 5号の有効期間中になされた 3つの裁判

を見てみよう。

(i) MS20023 (1975年 8月 27日決定)17

16自主検閲については、Smith, Anne-Marie,A Forced
Agreement, 1997や Gazzotti,op. cit.等を参照。

17以下、連邦最高裁の裁判の出典はすべて連邦最高裁サ
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雑誌 Argumentoの第 4号は印刷中に検閲を

受けたため、その措置を阻むべく、連邦警察の

担当官を加害者として権利保障令18の請求がな

された。連邦控訴裁判所は、「雑誌 Argumento

の全記事は、第 4号以降、事前検査に従う目的

で、印刷日の 10日前に、旧グアナバラ州の連邦

警察署に提出されるべきである。第 3号までは

既に流通しており、第 4号は警察から通知を受

けたとき既に印刷中であったのだから、問題の

措置は正当化されない」と思料したが、「雑誌が

受けた検閲は大統領の決定により生じたもので

あるから、連邦控訴裁判所の管轄ではなく、連

邦最高裁の管轄に服すべきである。」という検

事の意見により、連邦最高裁に送付された。

連邦最高裁は、この権利保障令が大統領に対

するものであるとして、審理する権限が連邦最

高裁にあることは認めたが (憲法 119条 I(i))、

憲法改正第 1号 181条 Iでは軍制令に基づく連

邦政府の行為を司法審査から除外していること

から、軍制令第 5号 9条により、「革命の防衛」

のために採られた大統領の措置に対する権利保

障令の請求は、大法廷の全員一致で却下された。

(ii) MS20146 (1978年 5月 17日決定)

週刊新聞O São Pauloは、メディシ政権以来

慣例化する政治的事前検閲行為に反対した。軍

制令第 5号以来の政治的事前検閲史に照らし、

大統領がなす行為は政治的事前検閲の正当化に

は無効であると判断する権限が、連邦最高裁に

あると主張していた。そして、軍制令第 5号 11

条が、本軍制令とその補足令に従って行われる

全ての行為はいかなる司法審査からも排除され

イト http://www.stf.gov.br.
18権利保障令 (mandado de segurança)は、公権力の濫用
に対し、後述の人身保護令による救済対象とならない、明
白かつ確実な権利 (direito líquedo e certo)を保護するため
の、迅速・簡易な救済手続である。

るとするのに対し、個人的権利を侵害してはな

らないという原則に基づき司法審査に従うべし

とし、また検閲を命ずる大統領の命令は違憲で

あり、例外的な大統領の権限は委任できないか

らとして、法務大臣と警察著長による濫用を告発

すべきだと主張し、権利保障令の発給を求めた。

軍制令第 5号 11条とこの軍制令を有効とす

る憲法改正第 1号 182条とにより、司法審査は

排除されているとして、前述のMS20023も引

きつつ、大法廷は全員一致で訴えを却下した。

その際、連邦最高裁は、検閲の事件ではないが

同じく軍制令第 5号に基づく没収が争われた事

件の決定や、軍制令第 5号に基づく州知事によ

る解雇が争われた事件の決定を引きつつ、軍制

令に基づく行為は司法審査の対象から除外され

るという立場が連邦最高裁の判例であることを

強調した。

本事件の原告は検閲の違法性に関する直球型

の主張をしたが、これに対しても連邦最高裁か

らは法形式主義的な回答が繰り返されたので

あった。

(iii) MS20149 (1978年 9月 13日決定)

週刊誌Movimentoの特別号は、非公式殺人集

団（Esquadrão da Morte）についての記事と解

説を掲載しようとしたところ、検閲を受けるこ

とになり発行が差止られた。その内容は、それ

以前に刊行された書籍や、別の複数の新聞で既

に掲載されたものと同じだった。そこで出版社

側は、検閲が平等ではなく恣意的であり週刊誌

Movimentoは差別されたとして、権利保障令を

請求した。この事件も加害者は大統領であり、

連邦控訴裁判所でなく連邦最高裁の管轄である

として、連邦最高裁に移送されたが、連邦最高

裁はMS20023と同様の事件であるとして、全

員一致で訴えを却下した。
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これまで見た 3つの決定で原告の主張の仕方

は異なるが、いずれにおいても、軍制令の司法

審査からの除外を明記する憲法規定ないし軍制

令を根拠として、連邦最高裁が門前払いをする

態度は一貫していた。

こうして、検閲は、その最盛期の 1968年か

ら 1978年まで、形式的に門前払いされるとい

う形で、司法権によってもその正当性を裏打ち

されていたのである。

3.現行法制

(1)現行制度概要

1985年 3月に軍政から民政に移行し、文民

政権下に開催された制憲議会において 1988年

10月 5日に制定された現行憲法規定では、検閲

禁止は複数の箇所で定められている。

まず、基本権保障と題する編の第 I 章「個人

的集団的権利義務」の中にある 5条 IV で「思想

の表明は自由である」と述べた後に、IX で改め

て「知的・芸術的・科学的活動の表現および情

報伝達は自由であり、検閲や許可制にかからな

い」として、検閲を否定する。さらに社会秩序

に関する編の社会的情報伝達に関する章では、

「220条補項 2 政治的・イデオロギー的・芸

術的性格をもついかなる検閲も禁止される」と

定めている。

(i) 検閲禁止規定の相互関係

これらの重複的規定の相互の関係はどのよう

になっているのであろうか。

まず 5条 IV と 5条 IX の関係であるが、通

常 5条 IX は IV で既に述べられた思想表明の自

由の原則を繰り返し、さらに加えて、この自由

を保障する検閲の禁止を規定したものとして19、

19Manoel Gonçalves Ferreira Filho,Comentários à Cons-
tituição Brasileira de 1988, vol.1, 1990, p.34.また、Bastos,
Celso Ribeiro e Maritins, Ives gandra da Silva,Comentários

平面的・同質的理解がなされているようである。

次に、220条 2項と 5条 IX との関係である

が、220条 2項は 5条 IX で既に保障した「思想

表明の自由」を保障し確認するものとして20、単

なる反復として読み取られている21。しかし重

複する内容を含むが、5条では個人的権利とし

ての表現の自由と検閲の禁止が、また 220条で

は伝達手段の社会的機能に照らした検閲の禁止

が、交差しながら重層的に保障されていると読

み取る余地があるのではないかと考えられる。

また 5条 IX が、知的・芸術的・科学的活動や

通信伝達の表現という、対象の活動分野と手段

に着目した検閲の禁止を定めているのに対し、

220条 2項では、政治的・イデオロギー的・芸

術的検閲の禁止という検閲の目的に着目して禁

止を定めている。ここからも、検閲に対する視

線の違いを意識することは可能である。

(ii) 禁止される検閲の範囲

ついで、禁止されている検閲の範囲について

見てみよう。

まず検閲の時間的範囲であるが、検閲といえ

ば事前検閲 (censura prévia)に限り、事後的検

閲は検閲 (censura posterior)ではなく抑圧であ

るとする論者がいる一方で22、事前検閲は記事

の頒布を禁ずる公的介入であり、事後検閲は印

à Constituição do Brasil, vol.2, 1989, p.59も、5条 IX は、
既に IV で保障された思想表明の自由という権利を再度取
り上げ、IV にはなかった知的・芸術的・科学的活動、通信
活動を保護するものとの理解を示す。

20Bastos, Celso Ribeiro ,Curso de Direito Constitucional,
17 ed., 1996, p.431. Price Waterhouse,A Constituição do
Brasil, 1989, p.822も、実質的に 5条 IX の繰り返しであ
り、制憲議会は検閲の実施に対する拒絶を再び断言したと
する。

21現行憲法が民政化後、軍政への反発以外には往々にし
て共通項をもたない様々な集団・個人の多様な利害を妥協
的にまとめる形で制定されたという経緯からは、整合性は
低く、全体的調和にも欠けるものである事実は否定できな
いので、成り立ちからすればこうした理解に分があるとは
いえる。

22Ferreira Filho,op. cit., p.35.
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刷から発行までの間に印刷物の流通を禁ずる公

的介入とし、いずれの介入も検閲の禁止にかか

るとする論者もいる23。一見したところ、事後

検閲に対する態度が両者で正反対であるように

思えるが、しかしそうではなくて、事前・事後

の時間的基準について理解が異なり、前者は発

行時を基準とし、後者は印刷時を基準として考

えている。発行までに行われるものが検閲だと

後者も理解しているから、相違は言葉遣いの問

題に過ぎないと思われる。また、検閲禁止が厳

密に検閲に対してのみ及ぶのでないとして、よ

り広範に理解しようとする考え方もある24。

他方で検閲禁止の限界についても、検閲禁止

は絶対ではないとして、「道徳の最低基準の防

衛」のために一定の制約を容認する意見も存在

する。また、人種差別を煽動するような映画は、

その責任者に刑罰を課すだけでは不十分であり

上映を禁止すべきだとして、思想の自由が他の

憲法上の権利への侵害にわたる場合の制約につ

23Silva, José Afonso da,Curso de Direito Constitucional
Positivo, 18 ed.(2000), p.250.なお著者は、検閲禁止は最大
限広範に理解されるべきであり、典型的な原初の表現・情
報への事前検閲という行政的検閲に限らず、公表の禁止に
よりなされる事後検閲にも及ぶとする。Bastos e Maritins,
op. cit., p.59における事後検閲の理解も同じ趣旨であると
考えられる。

24Bastos e Maritins,op. cit., p.59-60は、一定の表現形態
（ビラ、落書,音声放送手段）の統制へと濫用化するような
行政警察手段も排除されるとする。そして、ポルトガル憲
法に言及し、同憲法では、検閲禁止は、知的自由に関する権
利について挿入され、報道の自由に関して挿入されてはい
ない、と述べ、この配置に関するポルトガルの憲法学者カ
ノチーリョ (José Joaquim Gomes Canotilho)の「憲法的禁
止は一般的範囲のものであることを示し、検閲禁止は、あ
りとあらゆる表現・情報形態に適用されるのであり、社会
的通信手段を通じるものにとどまるのではない。その名宛
人については、検閲禁止は、単に国家に対してだけではな
く、思想や情報の表明や頒布を禁ずる状況にある、いかな
る団体・権力に対しても及ぶ。とくにそのことは、『社会的
権力』（教会、政党、職業組織等）について重要であるが、
一般的に及ぶものである。」という文章を引く。しかし、現
行ブラジル憲法も社会性に配慮するとはいえ、私的団体に
すら検閲禁止を直ちに及ぼすこと等に関して、社会主義社
会への方向性を標榜するポルトガル憲法における理解と同
じだと考えてよいのか疑問が残る。

いても触れている25。

ここで検閲と責任との関係だが、検閲が存在

しないということは、どのような形式であれ思

想の自由を行使する者が責任を問われないこと

を意味するとして、両者を連動して考慮する見

解があるが26、この見解ではかえって検閲禁止

の対象を狭める危険があると思われる。もっと

も、事後的に責任のみを負って事前の検閲には

服さない場合を考える分離的な立場の方が伝統

的かつ支配的ではないかと思われる。

なお、個々の、「知的表現」「芸術表現」「学術

表現」「政治的検閲」「イデオロギー的検閲」「芸

術的検閲」の定義、その範囲については、とくに

論じている憲法注釈書や連邦最高裁判例は見当

たらない。現段階では、「表現」・「検閲」に多様

な形容詞がついても、これまでに憲法や法令で

標榜された「思想表明」を言い換えたに過ぎず、

検閲の種類を問うものでもなく、一般の思考活

動の結果として表現の自由に対する保障や検閲

の禁止であると捉えられているようである。

(2)司法による出版事前差止と検閲

現在、実際に検閲をめぐり裁判所に時々現れ

るのは、司法権による出版差止の仮処分が検閲

にあたるとして争われるケースである。ここで

は、大手出版社が絡んだ二つの事件を取り上げ

ることにする。

(i) グロボ対ガロチーニョ事件

25Bastos e Maritins,op. cit., p.60は、また、「規定の絶対
性にもかかわらず、とくにマスメディアによる場合には、国
家が知的・芸術的活動の表明につき統制を行うことを常に
正当として認めることを避けられない。全ての社会は道徳
の最低基準を防御しなければならず、国家は、直接または
委任により、この使命を遂行しなければならない。全くの
道徳的理由から、ある作品が完全に禁止されるようにはな
らないが、国家がその伝達をなしうる場所を指定しうるこ
とは、否定できない」とする。

26Idem., p.59.
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一つは、テレビ放送事業に圧倒的優位を見せ

るブラジル最大のメディア、グロボ・グループの

新聞部門と、リオの州知事から大統領選に出馬し

たアントニー・ガロチーニョとの間に、2001年

から 2002年にかけて争われた事件である。ガ

ロチーニョは州知事になる以前、民放ラジオ・

テレビ局で番組司会を担当していたが、司会者

時代に所得の不正申告を行い国税局の役人と賄

賂交渉をしたのではないかという疑惑が、州知

事時代になって持ち上がったのが、その発端で

あった。

不正疑惑についてガロチーニョが行った電話

での会話が傍受・録音されており、グロボ紙が

録音テープの存在とその入手を示す記事を掲載

した。そこでガロチーニョは、グロボの内容公

表前に、リオの州第一審裁判所に出版差止等を

求める訴訟を起こした。プライバシー・私生活・

名誉の不可侵を規定する憲法 5条 X と、電話

通信の不可侵を規定する同条 XII、電話傍受の

原則的犯罪性を規定する法律等を挙げて、録音

テープの押収と録音内容の報道禁止等を求める

仮処分の付与を要求したのである。州第一審裁

判所は、事態が急を要することを考慮し録音内

容の報道を禁止する仮処分を命じた。

この仮処分に対し、グロボは州最高裁判所に

抗告を提起した。2001年 7月 24日州最高裁判

所は、録音テープの放送を禁ずる第一審の判断

を維持する判断を下した。多数意見は、「報道

機関の行動を合法的に統制することは検閲とは

区別される。検閲は検閲官による警察権の行使

であり、司法権の行為ではない。憲法は 220条

で、単に政治的、イデオロギー的、芸術的な検

閲を禁止しているだけであり、司法的合法的検

閲を禁止してはいない。」と述べた。

2002年 5月グロボは連邦最高裁に対し申立

を行い、仮処分として録音テープの即時の公表

を認め、リオの州裁判所の仮処分決定に対する

特別上訴27を連邦最高裁に即ちに送るよう要請

し救済を求めた。2002年 9月 18日、連邦最高

裁はグロボがガロチーニョの録音テープを放送

することを認めないとする決定を下した。

多数意見は、司法による検閲にあたるとする

主張につき、憲法 220条補項 2が禁ずる事前検

閲の理解に関して、情報の自由とプライバシー・

名誉・肖像権の保護との間には永遠の弁証法的

緊張関係があるとして、対立する二つの見解を挙

げる。一つは、ベルムーデス (Sérgio Bermudes)

のように、出版の自由を保障するため憲法は有

害な出版に対する事後的な制裁に限定する絶対

原則を付与したのであり、出版の自由を事前に

制約する可能性はブラジルの憲法制度上存在し

ないのであるから、仮処分であれ終局判決であ

れ、報道を禁ずるいかなる司法判断も拒絶すべ

しという意見である。もう一つは、それとは正

反対に、メンデス (Gilmar Mendes)のように、

人格的権利の不可侵の保障（5条 X）を考慮す

れば、裁判所による介入が侵害後になされるだ

けであればほとんど意味を成さない、とする立

場である。両説を挙げながら比較法上も一致が

見られず、最高裁判所としては確固とした指針

を見つけることはできないので、抗告による救

済の繰上は無謀であるとし、州最高裁判所が連

邦最高裁への特別上訴を直ちに進めることを認

めるが、グロボの要求する録音内容の公表とい

う仮処分は付与しないという判断を下した。

アウレリオ連邦最高裁長官のみは、多数意見

に反対し、新出版法案 23条で「知らせる自由

と、人格権、とくにプライバシー・私生活・名

誉・肖像権との紛争は、その情報の目的とする

27民事訴訟法 541条により特別上訴は原審裁判所に提出
される。グロボ側は、州最高裁判所が、申し立てた特別上
訴を連邦最高裁判所に送る手続を迅速に行うよう、求めた
のである。
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公益に利するよう解決される」としていること

を考慮すべきであろうとし、行政機関による有

害な事前検閲の経験や、裁判所による事前検閲

によって情報提供権および十分に情報を与えら

れる権利とを劣位に置いていた過去を思い返し、

現在は開放型社会に生きているのだから十分に

情報を与えられるべきである集団の利益は個人

の利益に優越するとし、要職、大統領職への候

補者が選挙戦への悪影響の危惧は認められず、

むしろ、候補者の人物像についていかなる疑惑

をも取り除かれるよう、録音について明らかに

すること、公表することこそが、最大の利益な

のであり、グロボが要請する録音テープ公表の

仮処分を付与すべきだと述べた。

この決定では、多数意見は、プライバシーと報

道の自由との調整において結局はプライバシー

に軍配を上げたが、少数意見は、ガロチーニョ

の公人としての地位、共同体の十分に情報を与

えられる権利の反映としての報道の自由の理解

から、報道の自由を優先させたものであった。

この判断は、次に述べる事件にも影響を及ぼ

している。

(ii) 雑誌 Você事件

2003年 2月、大手出版社 Editora Abrilが発

行する雑誌 Vocêに対し、広告主でもある Dow

Right人材斡旋会社が、サンパウロ州第一審裁判

所に訴え、同誌が同社のネガティブな事実を記

事にするのなら、それに反論する権利に応じた

記事の掲載を発行の条件とするよう求め、その

旨の仮処分を獲得した。出版社は州最高裁判所

に抗告し、また連邦最高裁には人身保護令28を

請求した。

3月 5日に、連邦最高裁の裁判長の、訴えに

28人身保護令 (habeas corpus)は、不法に移動の自由を封
じられた者が裁判所に解放を求める簡易迅速な救済手続で
ある。

は人身保護令の要件である被害者の往来・滞在

の権利への切迫した侵害は認められないとする

命令が下され、人身保護令の審理の継続が否定

された。一方、3月 20日には州最高裁判所の抗

告審の判断が下される（Agravo de Instrumento

280132）29。

出版者側は、原審は憲法 5条 IX、220条本文

と補項 2の禁ずる検閲を容認したのだと、主張

した。しかし州最高裁裁判官は、個人のプライ

バシー・私生活・名誉・肖像権の保護と報道の

自由とが衝突する問題について、学説でも判例

でも意見が分かれていると認識し、その上で、

前述のグロボ対ガロチーニョ事件の連邦最高裁

決定を引いて、連邦最高裁の確固たる指針がな

いことと、この問題に関する学説の不一致とを

考慮し、出版の自由への事前抑制は容認できな

いという理解を尊重しながらも、司法的介入に

よる制限を認めるメンデスの学説を採用した。

それは、憲法の主たる擁護者としての連邦最高

裁（憲法 102条）の方針に反しない理解である

だけでなく、報道機関が真実ではない情報を流

布する場合に、濫用による回復不能あるいは回

復困難な損害が再発することを回避しうるであ

ろうからだ、と述べた。

しかし、「情報の自由は、単に報道機関やジャー

ナリストの自由ではなく、正確かつ公正な情報

な情報に対する個人の権利として存在し正当化

される。報道機関やジャーナリストはその活動

を行う基本権を有するが、それ以上に、公衆に

対し、事件や思考を知らせる権利であり、それは

集団に対する知らせる義務と一致し、社会的機

能を果たしているのであり、権力の濫用に対す

る防衛の役割を担う。こうした重要性から、た

とえ、プライバシー・私生活・名誉・肖像権に脅

29決定の出典は、サンパウロ州最高裁判所サイト
http://www.tjm.sp.gov.br/.



50 佐藤美由紀

威を与える場合に、裁判所の介入による報道の

自由の制約が可能であろうとも、それは、報道

の重大な社会的機能を考慮すれば、明白な濫用

の場合に限り認められるに過ぎない」とするシ

ルバ (José Afonso da Silva)の著作30を引用した

後、仮処分の付与は、被告に対して回復すべか

らざる重大な権利の侵害を生じかねないので、

急ぐ必要があるにしても、事実認定において十

分慎重に分別をもってなされることが必要とさ

れると述べ、本件の証拠からは、仮処分の二大

要件である、「正当なる権利の外観」(fumus boni

iuris)についても、「遅滞の危険」(periculum in

mora)についても、出版社による明白な濫用の

状況は認められないとし、裁判所による介入は

正当化されないとして、抗告を認容した。

この決定は、出版差止の仮処分について一般

的には裁判所の介入の可能性を認めながらも、

報道の社会的機能を重視し、例外的に明白な濫

用の認められる場合にのみ許されるとして、濫

用か否かにつき、具体的状況に沿ってより細や

かな検討を行って判断を示したものと言える。

他方、仮処分の請求を審理することなしに訴

訟記録の配布を決定したとして、人身保護令の

要件を欠くとした連邦最高裁判所の命令やその

訴訟の続行を否定する判断について、出版社側

の弁護士が異議申立をしていた。それについて

2003年 4月 23日、連邦最高裁判所の大法廷は、

全一致で棄却の決定を下した (HC 82880 AgR)。

出版社側は、その内容につき被害者には通知

されなかった、命令の不存在は当事者主義31や

広範防御原則32に反するとして、命令とそれ以

30Op. cit., p.250.
31当事者主義・双方審尋主義 (princípio do contraditório)
は、裁判では双方の当事者に平等に主張の機会を与えねば
ならないという原則。

32広範防御原則 (princípio da ampla defesa)は、当事者に
十分な弁護の機会を与えねばならないという原則。

後の行為は無効であり、仮処分についての新た

な審理のために長官に訴訟記録の送付ができる

等と主張した。そして、雑誌 Vocêに掲載する

ルポルタージュの発行を禁ずる州裁判所の判断

に起因して、「知的身体 (corpo intelectual)と心

理的身体 (corpo psíquico)への暴力」を被害者

は被ったと申し立てた33。

法廷意見は、カーニバル中の日曜日になされ

た裁判所の命令について、発行は大きく遅れた

だけなのであり、発行されていないという理由

で無効ということはできず、また被害者に往来・

滞在の権利をめぐり切迫した脅威が加えられた

ことを示す事実もない、被害者が移動の自由へ

の脅威を被っていない以上、人身保護令を用い

られないのは連邦最高裁の判例であるという旨

を強調し、雑誌への検閲がなされれば、「心理的

観点からのその機関の通常の機能への侵害」を

被害者が被ることにはなろうが、「移動の自由

への暴力または強迫」を性格づけるには全く不

十分であるとし、請求を棄却した。

この裁判では、潤沢な資金を有する大手出版

社が依頼した有名弁護士が、身体の移動の自由

の保護に限定されている人身保護令を持ち出す

奇策や、いささか強引な理屈まで持ち出しなが

ら、訴訟手続上のあらゆる手段を用いて裁判所

による出版差止命令の取消を勝ち取ろうとする

姿が見られ、またそれに比較的丁寧に上級裁判

所が応えており、興味深い。

これらの事件を見ると、ジャーナリズムは自

身の職業活動に直結する事柄なので、裁判所に

よる出版差止について報じるとき、「あの時代の

悪夢の再来」といったレトリックを用いて、す

わ検閲だ、と盛んに非難する傾向がある。しか

33人身保護令が肉体への暴力・強迫による拘束のみを扱
うものであるので、雑誌の発行差止への精神的苦痛を、精神
も肉体に宿るものとして、肉体への暴力に結びつけた、弁
護人の苦肉の主張である。



ブラジルにおける出版検閲法制 51

し、裁判所による差止も検閲だと理解するか否

かについて、グロボ対ガロチーニョ事件で連邦

最高裁決定が指摘するように、法的議論として

は意見が分かれるものの、学説も判例も概ね多

数は否定説に立つ。すなわち、禁止される検閲

にあたるとは理解していないようである。

いずれにしてもこうした裁判所の判断からは、

一方において検閲は絶対禁止としておきながら、

司法権による事前差止の仮処分は行政権に帰属

する検閲官によるものではないから検閲でなく

禁止に触れないとして、検閲の主体で判断を切っ

てしまうような論法が見られ、他方において、

表現の自由と個人の人格的権利とを調節し、概

念上は司法権による検閲として捉えながら、そ

の許容限度を模索しているような状況も生じて

いるのが窺える。

(3)公衆娯楽の検閲

ブラジルでの検閲制度は、明らかに表現活動

の形態により二分されている。一つは、これま

で中心的論題としてきたような思想表明の検閲

であるが、もう一つは、公衆娯楽の検閲である。

政治的安定状態において思想表明活動の検閲は

許されないが、公衆娯楽の検閲はほぼ当然のよ

うに許容されている34。

(i) 現行制度

現行憲法規定を振り返っても、検閲にかから

ないことが保障されているのは、「知的・芸術

的・科学的活動およびコミュニケーションの表

現」（5条 IX）であり、禁止されているのは「政

治的・イデオロギー的・芸術的性格をもつ検閲」

（220条補項 2）である。

34法学辞典 Guimarães, Deocleciano Torrien,Dicionário
técnico jurídico, 2 ed., 1999の検閲（機関）の説明には、「良
俗・倫理の防衛のために、公衆娯楽・公演を検閲し、統制
する機能を有する機関」とある。

そして、検閲禁止の規定に続く 220条補項 3

の Iは、「連邦法は、公衆娯楽・公演を規律する

権限をもつ。公衆娯楽の性質、不適当年齢層、

不適当であれば興行の場所・時間につき通知す

る権限が公権力にある。」と述べる。これは、公

衆娯楽が「政治的・イデオロギー的・芸術的」で

ないことを前提に、禁止された狭い検閲概念に

入らない事前抑制に公衆娯楽が服することを示

していると解釈できる35。前述したように現行

の 1967年出版法も、公演・公衆娯楽は検閲に

従うとしている（1条補項 2）。

(ii) 伝統的公衆娯楽検閲

伝統的にブラジルでは、公演や公衆娯楽への

検閲を、出版検閲とは独立に扱い許容してきた

歴史がある。帝政期については未だ検討が不十

分であるが、1845年 7月 19日付政令第 425号

は、演劇への検閲が行われていたことを窺わせ

る。第一共和制の下においても、こうした取り

扱いがなされた。1920年代、第一共和制末期の

経済的社会的政治的混乱の状況の中で公布され

た政令第 4003号 (1920年 1月 7日付)は、検

閲という言葉を使ってはいないが、映画・演劇

の事前規制 (prévia fiscalização)や興行禁止を定

めた（6条）。この条文に基づき、同年 12月 9

日付政令 14529号は、「娯楽施設・公演の新規

制」について規定し、その第 14章は「事前検

閲」に充てられていた。

1934年憲法規定では、先に見たように、検閲

が及ばない思想表明の自由への保障から公衆娯

楽は明確に除外されており（113条 9号）、原則

として検閲に服することが明らかであった。新

国家体制の 1937年憲法の下では、出版が、演劇

や映画と同じ平面に並べられ、共に原則的に検

35参考までに、Price Waterhouse,op. cit., p.160は、公演・
公衆娯楽の規律を連邦法に委任した 220条 3項Ｉの規定は
検閲として理解されるべきでないとしている。
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閲されることになり、伝統的二分法は消滅した。

民主政回復後、検閲が原則的に禁止され、また

二分法が復活した。短いクワドロス政権末期に

公布された 1961年 8月 3日付政令第 51134号

も、公演・公衆娯楽の事前検閲を規定している。

軍政下の 1967年憲法も公衆娯楽への連邦警

察による検閲を定めていたが、この下では、公

衆娯楽検閲機関の組織化が進められた。1968年

11月 21日付法律第 5536号 15条は、法務省の

管轄下に「高等検閲審議会」(Conselho Superior

de Censura)を設立した。民政移管後も、1987

年 2月 26日付政令第 94061号は、上記法律を

受け、高等検閲審議会についてより具体的な規

定を置いた。

公衆娯楽の検閲に関する連邦最高裁の態度と

いえば、検閲は当然視されており、問題とは考

えられていないようである。民政移管後、制憲

議会が活動していた 1988年 3月 8日の RHC

65897では、ビデオ・ポーカーという遊戯の規

制に関連して、未だ発効中であった、連邦警察

に公衆娯楽への検閲の権限を付与する 1967年

憲法 8条 VIII(d) に従い判断を下している。

公衆娯楽への検閲の容認に関連し、情報伝達

の媒体が多様化しているという問題も考慮に値

する。当初は書籍、新聞、雑誌といった印刷文

書が情報伝達手段であったが、1920年代よりラ

ジオが普及し始め、1950年代にはテレビが登場

し、1990年代にはインターネットに接続した

パーソナル・コンピューターの保有者が激増す

るという具合に、科学の進歩に伴い、情報伝達媒

体の選択肢は広がってきた。それに伴い、出版

に限らずラジオ・テレビ放送への検閲、ネット通

信への検閲というものも現れてくる。ラジオ・

テレビ番組については、独自の原則が憲法で定

められており（221条）36、この原則に反する有
36その原則とは、(1)教育・芸術・文化・情報提供目的の

害放送から個人を防御する法的手段を講じられ

ることになっている（220条補項 3の II）。この

防止措置を検閲の一種と見ることもできよう。

おわりに

民主化後の現在において軍政の象徴としての

検閲は消えた。検閲による自由への弾圧は、も

はや劇的なテーマではない。検閲の再来として

ジャーナリズムの見出しに踊るのは、裁判所に

よる出版差止である。独裁期や軍政期に顕在的

であった政治的検閲が姿を消したことで、より

潜在的な政治的規制の可能性が論じられたり、

政治やマスメディアの力関係を考察できるよう

になっている。つまり、ブラジルではどの先進

国にも見られるような形での出版をめぐる公権

力との関係が問題となっている。逆に言えば、

ブラジルの法制について欧米や日本など先進諸

国の場合と横断的に比較しやすくなり、またそ

の比較が有益な果実をもたらす基盤が整ったと

いえる。もちろん、このことはブラジルの表現

の自由の保障が先進国並であるということは意

味せず、同じ土俵での比較が可能になったに過

ぎない。これから、公衆娯楽の取扱や倫理・良

俗面からの規制の仕方、裁判所による出版の事

前差止のあり方も含めて、ブラジルと他の諸国

との制度差とその背景、相互の理論の移入の可

能性の有無等の検討を進めてゆくことになる。

　 □■

優先、(2)国民文化・地域文化の振興、自主制作番組の普及
の奨励、(3)法律が定める割合に従う、文化・芸術・報道番
組の地域化、(4)個人・家族の倫理的社会的価値の尊重であ
る。


