
CRIS、情報社会におけるコミュニケーションの権利キャンペーン 

-国連「世界情報社会サミット」（World Summit on the Information Society）へ向けて－ 

Media Development 2003 年 4 号から 

 

 Media Development は、世界のメディア研

究者やメディアに関心を持つ人たちを読者に

持 つ World Association for Christian 

Communication=ＷＡＣＣ（世界キリスト教コ

ミュニケーション協会）が発行する研究誌で

ある。その最新号は、国連が 2003 年、2005

年に開催する「世界情報社会サミット」（ＷＳ

ＩＳ）に向けて、市民社会は、どのような発

言をしていくべきかという視点から、特集を

組んでいる。 

ＷＳＩＳの開催準備プロセスの一環で、ア

ジア・太平洋地域会議が 1 月 15、16 日に東京

（高輪ホテル）で開催されたが、新聞やテレ

ビでほとんど報道されることもなく終了した。

このような状況の中で、Media Development

に掲載されているこれらの論文は、多くの市

民の目に触れるなら、ＮＰＯや市民が「市民

のための情報社会とはなにか」について考え

るよい手立てになるだろう。 

そのような思いから、ＦＣＴでは 2002 年 4

号に掲載されているＷＳＩＳ関連の 15 論文

の中から 6 論文を選び、ここに特集として訳

出することにした。なお、全 15 論文のタイト

ルを以下に記しておく（このうち印のあるも

のが、ここに訳出したものである）： 

論文一覧 

１＊情報社会におけるコミュニケーションの

権利：ＣＲＩＳキャンペーン：誰のための

情報社会か？ 

２「情報社会」は市民社会にとって有益な概

念か。 

３ 市民社会においてなぜ知的所有権が問題

になるのか？ 

4 市民社会にとってコミュニティー・メディ

アが持つ特別な意味とは何か。 

５メディア所有：重大なこと？ 

６法人セクターと情報支配 

７＊ＷＳＩＳ準備会議１（PrepCom1）につい

ての個人報告 

８＊声明：ＷＳＩＳ準備会議１における市民

社会セクターによる記者発表 

９ CRIS キャンペーンのハイライト 

10 CRIS キャンペーン：モーバライゼーショ

ンと盲点 

11 ジェンダーの問題、デジタル・デバイドと

世界情報社会サミット 

12＊世界情報社会におけるジェンダーと平等

のために 

13 ２１世紀に民主主義とコミュニケーショ

ンはどのように調和していくか？ 

14 情報社会：国際法廷設立の事例 

15＊情報社会における倫理的要請 

 

情報社会におけるコミュニケーションの権 

利：ＣＲＩＳキャンペーン：誰のための情報 

社会か？       

情報社会は、私たちのためのものだといわ

れる。それが約束するのは、教育、健康、発

展、民主主義などあらゆる分野において利益

を生みだすような知識を基盤とした社会であ

る。シームレスなネットワークと知識情報は、

規模の大きなセンターから村落にある小さな
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家へと流れ、そして再び逆方向へと流れる。

しかし今の傾向が続いていくなら、現実は相

当違ったものとなり、夢は悪夢となる可能性

がある。 

・人間のクリエィティビティの産物－アカデ

ミアからメディア、民間療法から音楽に至

るまでが民営化され、その所有権が一部の

人びとに集中し、アクセスは料金を払う人

のみに制限されている。 

・ラジオ、テレビ、テレコミュニケーション

の電波が分割され、高額な入札をした者に

販売されている。 

・かつて新しい公共圏を約束したはずのイン

ターネットは、ますます商業化され支配さ

れつつある。 

・メディアは、消毒され、均質化され、消費

活動を人々に売り込み、また人々を広告主

に売る。 

情報社会に向かおうとする力の背後には、

容赦なく拡張する企業支配、息苦しいほどの

意見の不一致、ねつ造された同意があり、こ

れに対して多くの人々が不安を抱いている。

グローバル企業の関心は運転席にあり、政府

は利権を争う巨大組織の仲裁人という立場に

追いやられている。国際的な規律や、情報社

会が人々や社会発展に対して持つ意味はほと

んど注目されることがない。 

とはいえ、世界中の人々は人権を中心とし

た情報社会の新しいビジョンを作り出してい

る。新しい形態のメディアやネットワークの

ツールは、次のような目的のために活用され

ている。ローカルレベルからのグローバルな

コミュニティの構築、知識の共有、周縁化さ

れた声の拡大、政治活動の組織化、参加の強

化、文化的・知的多様性の維持のために活用

されているのである。 

私たちは、自分たちが望む情報社会を選択

し、それを構築する必要がある。それは、多

数派を除外するエリート企業に都合良いもの

になるのか。あるいは、持続可能性、人権、

人々の尊厳を維持し拡大するものになるのか。

コミュニケートする権利は、普遍的な人権で

あり、他の多くの人権の土台となるものであ

る。情報社会の出現によって、この権利がす

べての人々にとって有益なものになるよう、

拡大され強化されなければならない。 

世界情報社会サミット 

これまで国連では多くのサミットが開催さ

れている。主なものに、リオデジャネイロの

地球サミット、北京女性会議などがある。そ

して、ＷＳＩＳ（国連世界情報社会サミット）

が 2003 年 12 月にジュネーブで、2005 年には

チュニスで開催される。このサミットの目的

は、情報社会への共通のビジョンと理解を進

展させ、新しい情報社会にうまく適合するよ

うに戦略的な行動計画を作成することにある

（http://wsis.itu.int参照）。市民社会は率

先して人々を中心に据えた情報社会のビジョ

ンを明示しなければならない。 

ＣＲＩＳの役割 

ＣＲＩＳ（情報社会におけるコミュニケー

ションの権利）キャンペーンは、2001 年 11

月に、メディア・コミュニケーション分野で

活躍する国際ＮＧＯのグループによって始め

られた。ＣＲＩＳにとって、このサミットは

目的ではなく、手段である。私たちが直面す

る課題は、実際にサミットで扱われるものよ

りはるかに大きいが、サミットは良い出発点

となり得る。 

「情報社会」に対する私たちの見解は、コ

ミュニケートする権利に基づいており、この

権利は、人権を向上させ、人々とコミュニテ

ィの社会的、経済的、文化的生活をよりよく

するための手段と位置づけられる。 
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重要なことは市民社会組織が協力し、透明

性、多様性、参画、社会的・経済的な公正の

原理に基づき、公平なジェンダー、文化、地

域の考え方に触発された情報社会の構築をめ

ざすことである。 

世界情報社会サミットは、この目的を遂行

するための重要なフォーラムである。このサ

ミットの協議事項およびその目標を、特にメ

ディアとコミュニケーションの課題にまで拡

大し、幅広い市民社会の参画を促すことを目

指している。 

 

 

 

ＣＲＩＳのテーマと行動 

情報社会の幅広い分野を扱う方法として

「人権」を中心に据える。ＣＲＩＳは人々の

生活に直接影響を与え得る次のようなテーマ

に焦点をあてる。 

・パブリック・ドメインを強化し、情報や知

識が私的企業に独占されることなく、人間

の発展のためにいつでも利用できるように

なっていることを保証する。 

・発展していく文脈において、ネットワーク

への安価なアクセスと効果的利用を確保す

る。例えば、革新的で強固な規律と公共投

資を行うことなどである。 

・放送やテレコミュニケーションにおける国

際的な共有権を守り拡大することで、この

公共資源が私的目的のために売却されるの

を防止する。 

・ローカルからグローバルなレベルに至るま

で、情報社会における民主的で透明な統治

を行う。 

・政府あるいは民間にかかわらず、情報の監

視と検閲に対して闘う。 

・コミュニティおよび人々を中心に運営され

る新旧メディアを支援する。 

ＣＲＩＳは三つの柱を通して、市民社会が

思索し、ネットワークをつくり、情報社会に

働きかけるための空間を創り出す。その三つ

の柱とは次のとおりである。 

・人権と開発に関連しているので、情報社会

の主要な側面に対する意識の向上、教育、

議論の活性化を行う。 

・様々なレベルの多様なフォーラムで活動で

きるように、これらの課題への市民社会の

動きを促進し奨励する。 

・WSIS との関係において市民社会のポジショ

ンを具体化し協議し改善する。そしてそれ

を実行するように主張しロビー活動を行う。 

・実際的には、報告書やインタラクティブな

ウェブのリソースやセミナーの開催や参加、

情報の共有、ロビー活動、支持活動を含む。 

あなたにできること 

ＣＲＩＳは開かれたキャンペーンであり、

現存するグループやアクティビストを結びつ

けるものである。特定の課題に焦点を当てた

テーマ別のグループを含むワーキンググルー

プや、地域活動を支援する支部、あるいは地

域の集会によって組織されている。 

ＣＲＩＳは「コミュニケーションの権利の

ためのプラットフォーム」においてイニシア

チブをとる。ＣＲＩＳキャンペーン会員には、

コミュニケーションの権利、および人権、そ

して人々とコミュニティの社会的・経済的・

文化的生活を高める手段としてコミュニケー

トする権利を促進する活動に従事する組織と

個人が含まれる。 

 

情報社会サミット（ WSIS）準備会合１ 

(PrepCom1)についての個人報告、 

Sean O Siochru 

アイルランド市民社会（NGO）代表 
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●2002 年 6 月 30 日（日）会議前日。 

登録のため本会議場に到着。市民社会（NGO）

の会議は本会議場から数分離れた ITU 本部地

下で開催されることを知る。これでは、各国

の代表者と非公式にやりとりする機会がない

ため、会議開催中、本会議場の報道室に入り

浸ることになる。午後 3 時、ＣＲＩＳの会合

を開く。40 人が出席。主な決定事項は、①参

加者全員の E メールリストを作成し、

PrepCom1 のリストへと発展させる、②毎朝、

会合を持つ。会合は CRIS 関係者だけでなく、

ＣＲＩＳに賛同する全ての人に公開し、CRIS

＋会合とする、③戦略を立てる機会が市民社

会（NGO）に与えられていないことを確認。 

●7 月 1 日（月）1 日目。 

午前 8 時半、午後に戦略会議を開くことを

ＣＲＩＳ+会合で決定する。市民社会（NGO）

の PrepCom への参加規定を含む手続き規則

（Rules of Procedure）の原案を検討。55 条

は市民社会（NGO）の参加を制限する（a 案）

と参加をオープンにする（b 案）から成る。

参加の詳細は附則の中に記載されている。56

条は企業参加についての条項である。55 条と

同様の表現が用いられてはいるが、こちらは

公式参加が認可されるのは明白であった。こ

れは、国連サミットの悪しき先例になると思

われる。午前 10 時、政府間会議の開会式が開

催された。会議は全ての参加者に公開された。

午後 12 時、（同時進行中の）市民社会（NGO）

会議では、Cees Hamelink がいつもながらユ

ーモアを交え、格調高いスピーチを披露した。

政 府 間 会 議 で は 、 マ リ 出 身 の Adama 

Samassekou が WSIS 議長に選出された。同氏

はすぐに市民社会（NGO）会議を訪れ、市民社

会（NGO）の重要な役割を強調した。午後、今

後の PrepCom に向けて最初の声明をＣＲＩＳ

として発表した。それ以後の声明は市民社会

（NGO）全体として、あるいは市民社会（NGO）

委員会として発表することになる。手続き規

則に関する委員会が政府関係者だけに公開

されていた。原案を一行一行見直す作業であ

ったが、エジプト、パキスタン、イランなど

数カ国が（PrepCom への）参加を政府だけに

狭めようと議事進行を妨害した。彼らは必ず

しも市民社会（NGO）や企業を直接の標的とし

ているのではない。サミット全体の立役者に

なろうとする意図からと察せられる。会議は

一日費やしても、進展が見られないため、議

長の D.Stauffacher（スイス国連大使）は議

題を絞ることを提案した。翌日には、局面打

開のため、小グループで話し合うことになり、

限られた政府代表だけの秘密会議となった。

私たちは昼休みに、市民社会（NGO）事務局に

対し、市民社会（NGO）には戦略を話し合う場

が設けられてないと指摘した。その結果、ワ

ークショップの時間を割いて話し合うことに

なったが、ワークショップが長引き、通訳が

退席したため、会合は翌日の午前 9 時に延期

された。 

●7 月２日（火）２日目。 

午前 8 時、ＣＲＩＳ＋会合が開かれ、多数

が出席した。残念なことに、通訳が事前に手

配できず、英語だけによる会合となった。こ

の席で、市民社会（NGO）が主催する市民社会

（NGO）のための総会が必要であることを再確

認した。午前 9 時、戦略会議が始まる。質疑

応答のような内容に多数の出席者が苛立った。

後になり、幾つかの議題が検討された。その

中には、政府間委員会の活動状況を監視し、

意見する委員会の設立も含まれている。CONGO

（国連の諮問機関としての NGO 協議会）の代

表、Reneta Bloem が総会の議長に選出され

た。直ちに手続き規則に関する委員会を設け、

約 30 人が出席した。私たちの活動に非常に協
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力的であるフランス大使が手続き規則の交

渉案を持ってやって来た。同案は持続可能な

発展に関する世界サミット（Rio＋10）の内

容を希薄にするものであった。私たちは

D.Stauffacher と Bruno Romazzotti（スイス

政府代表）に公式に面会し、懸念を表明した。

その夜、私たち数人で第二の声明文をまとめ

た。この日の政府間会議総会には、市民社会

（NGO）と企業を代表する演説者が招かれた。

私たちの代表は CRIS、ジェンダー、若者、ア

ジアの NGO と様々な立場から発言した。 

●7 月３日（水）３日目。 

午前９時、市民社会（NGO）総会では、手続

き規則に関する声明を承認した。58 団体が署

名し、数時間後に仏語、スペイン語に翻訳さ

れた。総会では、政府間の動きに呼応して第

二委員会を設定することが決まった。さらに、

市民社会（NGO）の、とくに発展途上国の NGO

の支援を目的とするロビー活動のための財政

委員会を結成した。独自の記者会見を開く広

報班も作られた。 

●7 月４日（木）４日目。 

Stauffacher 議長が、「市民社会（NGO）の

参加を制限する a 案が採択され、附則の中で

制限を緩和していくことになる」と市民社会

（NGO）総会で報告した。さらに、企業の参加

が正式に認可されることを伝えた。その後、

政府間の議題と内容に関する第二委員会で

は審議が始められていた。審議は市民社会

（NGO）にも公開された。数カ国の代表は他の

国連会議で扱われている事項については、

WSIS で考慮すべきでないと発言。人権問題が

はずされた。ブラジルや他の発展途上国は狭

義の ICT と開発問題に焦点を絞るべきだと主

張した。一方、米国はインフラストラクチャ

ー、電子取引、セキュリティを、EU は電子政

府、e-inclusion、教育を提案した。 

●７月５日（金）５日目。 

市民社会（NGO）の代表数名は内海 ITU 事務総

局長と会談した。内海氏は必要とあれば、政

府代表との非公式な会見を設定すると言った。

加えて、NGO が ITU の活動に積極的に関わる

という私たちの提案も検討すると言った。午

後 1 時、記者会見を開く。市民社会（NGO）の

ブルース・ジラルド（Bruce Girard）は手続

き規則に対する懸念を表明した。企業の参加

を認可する動きに対し、引き続き、異議申し

立てをしていく決意があることや、手続き規

則が PrepCom2（2003 年２月）で再検討される

ことを望んでいることを伝えた。ある国の代

表は今回の会議を “修羅場”と表している。

確かに、注目すべき点は少ない。市民社会

（NGO）として、参加すべきかどうかの決断は

非常に難しい。一方で、WSIS の地域会合は、

市民社会（NGO）の参加を広く認めている。こ

のような開かれた地域会合が先例となれば、

次の PrepCom では、よりオープンな手続き規

則が採択されることになるのではないかと

いう意見もある。 

●まとめ 

ＣＲＩＳに関わる全ての人が市民社会

（NGO）のために活動し、協力し、一体感を育

んだ。CRIS の影響力は至るところにあり、疑

いようもない。ある EU 高官は私たちが発した

声明文は市民社会（NGO）の見解を知る上で大

変重要であると言った。PrepCom には失望し

たが、同時に市民社会（NGO）による自発的な

集まりに勇気づけられもした。このような動

きが継続すれば、今後の PrepCom やサミット

に影響を及ぼしていくのではないか。WSIS の

外で共通の問題を抱え、行動していくことも

重要であろう。今後の数ヶ月の動きに注視し、

地域会合などあらゆる機会を利用し、主張し

ていこう。それでも、門戸が開かれないのな
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ら、現状を評価し、PrepCom まで、必要な行

動を起こしていこう。 

 

声明 

ＷＳＩＳ準備会議１における市民社会セク

ターによる記者発表（於・ジュネーブ） 

 

市民社会は、この情報社会サミットに関連

する課題に関して、これまで何年間も活動を

続けてきている。発展途上国の多くに電子メ

ールやインターネットへの接続環境を初めて

提供したのは NGO のネットワークだった。NGO

は、1992 年にリオデジャネイロで開催された

国連サミットおよび 1994 年のカイロサミッ

トにおいても、ネットへの接続環境を提供し

ている。 

私たちは、開発を目的としたＩＣＴ（情報

コミュニケーション技術）の使用に関する課

題では、唯一、貴重な経験を持っている。そ

して、テクノロジー・政策開発・プロジェク

トの実施、という各領域で、地に根ざした専

門技術や草の根レベルでのコミュニティ活動

を行い、なかでも女性、若者、貧困層を優先

的な活動分野として長くたずさわってきたこ

とについては、十分に認知されているとおり

である。 

 ＮＧＯは、文化とコミュニケーションの分

野において、文化と言語の多様性、多元的共

存、民主主義、表現の自由、人権の推進と支

援で主導的役割を果たしている。 

私たちがこの第 1 回準備会合（PrepCom１）

に出席したのは、人々の社会的、経済的発展

における活動として、情報社会における課題

が重要であり、人々を中心とした情報社会の

未来像は、市民社会の完全で積極的な参画を

もって初めて実現すると信じるからである。 

さらに、国連の事務総長であるコフィ・ア

ナン氏の声明および国連やＩＴＵ、ＷＳＩＳ

事務局により発表された宣言や正式文書の内

容が、ＮＧＯと市民社会の積極的な参加を繰

り返し強調していたからでもある。 

この 1 週間、準備会合において私たちは参

加可能なすべての議事に積極的に関与した。

モニタリング、討論、参加国からのプロポー

ザルや質問への返答、見解のまとめ、ロビー

活動を行い、さらに機会があれば準備会合の

正式な議事手続きにも関わった。また、この

準備会合に至るまでの数ヶ月間、ＷＳＩＳに

関する一連のユネスコ・ＮＧＯ会議であるア

フリカ地域の準備会合や、ＣＲＩＳ（情報社

会におけるコミュニケーションの権利）キャ

ンペーンやジュネーブにあるフレデリック・

エバート財団が催したものなど、多くのセミ

ナーや会議に出席し、積極的に活動している。 

政府による主要な決定事項のなかには、私

たちがどのようにしてこの公式なプロセスに

参加できるか、どのくらいの頻度で、どのよ

うに、公式なセッションに参加できるかが含

まれていなければならなかったはずである。

しかしながら、３日間にわたる、閉ざされた

ドアの向こうでの議論の結果には、深刻な制

約が残っていた。私たちは、革新を望んでい

た。政府の決定についてどんなに前向きな解

釈をしても、その合意事項はすでに行われて

いる実践を表しており、ポジティブな革新を

示すものは何もなかった。また、これらの合

意は、過去 50 年間に国連システムで市民社会

が勝ち取った権利と責任を失わせるもの、逆

行するものであるとも解釈できる。 

さまざまな宣言や声明、公式文書に励まさ

れ、市民社会は、事務局に関わるプロセスに

貢献し、公式および非公式なアジェンダにつ

いての議論、そして市民社会の参加に関わる

決定に対して発言することを望んでいた。私
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たちは、国連から参加するよう求められたパ

ートナーシップには、新しい見解をもって積

極的に貢献することを望んでいた。 

私たちが得た結果は残念なものだった。私

たちが事務局のオブザーバーとして参加する

ことは不可能である。というのは、アジェン

ダの策定において私たちが除外されてしまう

からである。公式なプロセスの重要な側面に

おいて、私たちの意見が含まれるという保証

はない。 

特に私たちは、国連サミットに企業の参加

を認めるという慣例に対して、心穏やかでは

ない。これまで、国連によってＮＧＯとして

認知された貿易や産業団体が、企業に代わっ

てうまく代表を務めてきたが、今回のサミッ

トでは、株主やオーナーに対して主として奉

仕する個々の企業までを公式に認めることを

提案している。このような、商業行為を行う

組織を国連のサミットに含める決定が、適切

な議論や手続きを抜きに行われることは前代

未聞であり、この件に関して私たちは国連の

最高レベルまで抗議していく予定である。 

私たちは、この国連サミットの準備プロセ

スにさらに関わっていくことを決定したが、

今後も抗議を続行し、今回導入されたような

限定的なルールが第２回準備会合では見直さ

れるよう期待しながら、私たちの今回の決定

についても再評価していく予定である。 

―この声明を当日の記者会見で発表したの

はブルース・ジラルド（第 1 回準備会合・市

民社会会議司会者／CRIS キャンペーン委員

会メンバー）― 

 

 

 

 

 

世界情報社会におけるジェンダーと平等の

ために 

ジョアンヌ・サンドラー 

ＵＮＩＦＥＭ（国連女性開発基金） 

ＵＮＩＦＥＭとその代表者ノエリーン・ヘ

イザーに代わり、国連情報社会サミット準備

会合での最初のセッションにおいて宣言でき

ることに感謝の気持ちを述べたい。私たちは、

このプロセスの発端に加わることができるの

を、特に嬉しく思っている。この企画の進展

とともに、ＵＮＩＦＥＭをひとつのリソース

として考えていただければと思う。 

ＵＮＩＦＥＭは、情報社会の一員となるた

めに、世界中の女性が持つ関心と高揚に応え

て、ＷＳＩＳの協議事項として具体化されて

いる問題や機会を優先的に取り扱ってきた。 

私たちがこの会合に出席したのは、南アフ

リカのグラディスという女性のためである。

グラディスは女子学校の教師だが、工芸セン

ターの共同設立者でもあり、村内から女性 33

人を従業員として雇っており、その全員が株

主になっている。政治情勢によって村の観光

収入が減少した時、グラディスはＵＮＩＦＥ

Ｍがスポンサーをしている電子商取引に関す

るプロジェクトで訓練を受け、新しい市場を

オランダに見つけることができた。 

私たちがこの会合に出席したのは、南アジ

アのアイシャという女性のためでもある。ア

イシャは国内で家庭内暴力の犠牲となった女

性を保護する体制を導入するため、法律を立

案する機会を得た。アイシャは、私たちが企

画したジェンダーによる暴力撲滅に関する電

子討論会に参加することによって、世界中の

国から得た教訓を具体化することができた。

この電子討論会は、世界銀行からの資金提供

により始められたもので、女性への暴力を無

くすために参加した 2500 人のアクティビス
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トのうち、40％を発展途上国の参加者が占め

ていた。「暴力撲滅」に向けたこれらの討論会

参加者の存在は、情報社会だから可能になる

すばらしい実例を提示しているといえよう。 

私たちがこの会合に出席したのは、ＭＤＧ

ｓ（Millennium Development Goals ミレニア

ム開発目標）を達成するには、重要な機会を

提供するような社会活動に女性を含むことが

不可欠だからである。ＩＣＴ（情報・コミュ

ニケーション技術）を戦略的に使用すれば、

Ｍ Ｄ Ｇ ｓ と い う 頭 文 字 が 、‘ Making 

Development Gender Sensitive’（ジェンダー

に配慮した開発）の略字を表すことにもなる

だろう。 

私たちは、単純明快なメッセージを持って

この準備会合に出席している。ビジョンを描

き、情報の入手や適用に関する問題を審議す

る場合に、ジェンダーと女性の権利を考慮す

べきだということである。これについては、

世界中のほとんどの政府が北京綱領に同意し

約束しているはずである。165 以上の国家が

「女性差別撤廃条約」（ＣＥＤＡＷ）に署名す

ることで、男女平等に同意している。この準

備会合において、私たちはグローバルな関係

と、このプロセスがもたらす知識の共有を視

野に入れ、北京で始まった平等に向けての道

をこれにつないでいく機会を得ている。 

変革のために 

インターネット固有の新しい可能性として、

ビデオ会議やそのほかのワイヤレス・あるい

は電子技術に着目するなかで、ラジオやビデ

オなど旧来のテクノロジーについても、女性

にとって有用性を持つメディアとして見過ご

してはならない。女性による活動で明らかに

なった数々の経験と協議事項に基づき、女性

の生き方や国の発展に変革をもたらすために、

情報やコミュニケーションに関する課題に対

しこの世界サミットが焦点とすべき３つの分

野を強調したいと思う。 

第一に、ＩＣＴを管理する規定や政策をま

とめる際に、女性の参加とジェンダーの分析

を保証することである。サイバースペースの

中にジェンダーの平等をどう取り入れること

ができるだろうか。各国における通信政策に

ついてのジェンダー分析をする必要がある。

女性や少女のアクセスを保証する政策をいか

に具体化するかを理解するには、性別によっ

て分かれているデータやＩＣＴの使用に関す

る質的な評価が必要である。情報技術分野の

企業には、より多くの女性が社長や役員にな

る必要がある。より多くの女子学生が数学や

科学を学ぶことや、より多くの女性が通信分

野の省庁における政策決定に関与することを

奨励し支援する方策が必要である。現在、多

くの国で政策に焦点をあてた電子技術の整備

に関する調査が行われているが、私たちは平

等 （ e-quality ） と 電 子 技 術 の 整 備

（e-readiness）が、相伴って進行するよう強

く主張する。 

第二に、特に弱者や貧困層の女性や少女

が、デジタル社会の未来を形成し、自らの興

味に関連するコンテンツを制作することを保

証するような革新的な能力開発戦略に投資す

ることである。家族やコミュニティに対する

無償労働の主な提供者である女性や少女は、

時間、機動力、財政資源、技術環境の利用へ

の深刻な制約に直面している。ＨＩＶ／エイ

ズが家族やコミュニティを崩壊しようとする

時、通学の機会を奪われるのは少女であり、

その少女たちが、ＩＣＴが提供する可能性を

確実に享受するため、特別に企画された学習

機会が必要となる。紛争当事国や、紛争後で

難民を抱える国において、ＩＣＴは、女性や

少女が戦争によって失った選択や機会を得る
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可能性を提供する。 

 女性や少女は時間的にさまざまに拘束され、

ＨＩＶ／エイズ、紛争、無学、貧困などに起

因する多くの束縛のなかにいる。しかし女性

や少女は、家族やコミュニティに変化をもた

らすための充分な行動範囲を持っている。 

もしＩＣＴが、より効果的に収入を得る方法

や、教育や訓練の保証、保健・健康に関する

重要な情報を提供できれば、女性はこれらを

生活に組み込むよう時間を確保するようにな

る。適切な政策とパートナーシップがあれば、

情報・コミュニケーション技術は、女性のた

めの生涯学習を促進することができる。 

ここで、民間企業は主要な役割を得る。こ

れこそが、ヨルダンにおいて、私たちがシス

コシステムズおよびシスコ財団、ヨルダン政

府、ＵＮＤＰ、ＵＮＲＷＡとのパートナーシ

ップにより実施しようとしていることである。

このプロジェクトでは女性のためのシスコネ

ットワーキング・アカデミー・プログラムを

企画し、2001 年にはシスコ研究所を設立、ヨ

ルダンの 10 箇所の教育施設の若い女性向け

カリキュラム策定を支援した。このプロジェ

クトは政府、民間企業、ＮＧＯ、国連といっ

た広範囲にわたるパートナーシップを構築す

ることができた一つの例である。 

最後に、すべてのＩＣＴに関する戦略や計

画が、社会的責任とジェンダーの平等を満た

すことである。デジタル・デバイドが女性を

含む富裕層と貧困層の不平等を助長し、性差

によるデジタル・デバイドは男女間の不平等

をも助長する。デジタル革命の恩恵を受けた

人が、それを受けなかった人びとへ手渡して

いくことができる。 

社会的責任とジェンダーの平等は、ＵＮＩ

ＦＥＭが今年導入した新しいパートナーシッ

プの根底にある価値観である。「デジタル・デ

ィアスポラ」に参加するようアフリカの人に

呼び掛けたこのパートナーシップは、アフリ

カ大陸で成功したＩＴ企業家と、アフリカで

女性が始めたばかりの小さな事業とを結びつ

けることが目的だった。アフリカの中心的な

企業家集団がすでにこの企画のリーダーシッ

プをとっており、民間企業や民間の財団から

支援を得て、ネットワーキング、技術指導、

パイロット・プロジェクト実施、パートナー

シップの構築をめざしている。 

ジェンダーの平等は最終目標である。ＩＣ

Ｔはその目標と、ＭＤＧｓ（ミレニアム開発

目標）を達成するための強力な手段である。

ＩＴＵ、ＵＮＤＰとともに、私たちがＭＯＵ

（覚書）へ署名をしたのは、テレコミュニケ

ーション、開発、ジェンダーの平等を合わせ

た機会を助長するためである。 

ＵＮＩＦＥＭと、私たちのパートナーであ

る世界中のジェンダー問題に取り組む人々は、

ジェンダーの平等を呼び掛けるだけでなく、

それ以上のことをする準備がある。私たちは、

専門的技術や識見を提供することで、政策や

規律の枠組みづくりのほか、多様な考え方や

要求を持つ活発なユーザーに対しても、さら

に は 、 す べ て の 人 の 平 等 の た め に

“E-quiality”に貢献する準備ができている。 

 

 

情報社会における倫理的要請 

セース・J・ハーメリンク  

アムステルダム大学教授 

現代社会では明らかに「情報の発展」が見

られる。この情報の発展は、他の社会的発展

と相互に作用しながら、さまざまな歴史的状

況下においてそれぞれ異なった過程を経て、

社会の未来がどのように形成されていくかこ

とに影響を与えるだろう。最新の文献の多く
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を見ると、「理想的シナリオ」においては、こ

うした発展がよい結果をもたらすと考えられ

ており、他方、「最悪のシナリオ」においては

悪い結果が強調されている。いずれの場合で

も、分析者たちは社会的発展に対し決定論的

な見方をしている。すなわち、技術革新が社

会的プロセスに直接インパクトを与えるとい

うのである。そこには技術と社会を弁証法的

に結びつけていくような、多面的で複雑な過

程を考慮する余裕がない。 

しかし、今日の情報社会におけるディスコ

ースに存在する一つの明確な利点を見逃して

はならない。「社会」に言及することは、権力、

利益、参加といった旧来から存在する社会上

の問題を呼び起こしてくれる。つまり、誰が

利益を得、誰が決定し、誰が参加し、そして

誰に説明責任があるのか、という問題である。  

ここで最初の倫理的要請が出てくる。すな

わち、情報社会の出現に対して社会自体がこ

うした古典的社会学の重要な問題を提起でき

る、開かれたものになっている必要があると

いうことである。 

情報 

情報社会という概念が存在するために不可

欠なのは、明らかに「情報」そのものである。

情報社会の未来に対する多くの見解は、私た

ちがよく知っている一連の神話に基づいてい

る。例えば次のようなものがある。情報は多

ければ多いほどよい。情報が多ければ、より

多くの知識や理解を生みだす。公開された情

報が流通することは紛争防止に役立ち、情報

が多いほど不確実性が低下し適切な選択がで

きる。適切に情報が与えられれば人々はそれ

に応じて行動する。より多くの情報はより大

きな力を意味し、ひとたびお互いによく知り

合えば相互理解が可能になり対立しなくなる。

これらすべては非常に魅力的な仮説なのだが、

そのどれもが真実であるとは限らないのであ

る。 

よく知られた仮説に、情報は力であると言

われる。情報が力の源となり得るのは、情報

の生産、処理、保管、検索、転送のために必

要な情報基盤にアクセスすることができ、か

つ、人びとが情報を社会的実践に適用するた

めのスキルを持ち、自分たちの利益を促進す

るための情報が利用できるような社会的ネッ

トワークに参加するスキルを持っている場合

に限られるのである。この仮説は、人々は情

報不足で無知であったがために力を行使でき

なかったのだということを前提としている。

しかし多くの場合、人々は最初から何が間違

っていたのか、何が不当だったのかを明確に

知っており、統治者たちの不正についてもよ

く知っていたのである。それでも彼らは行動

せず、知識は力の源泉にはならなかった。な

ぜなら、それは人びとが反旗を翻すための具

体的かつ戦略的手段を持ち合わせていなかっ

たからである。 

ひとたびお互いについてより詳しい情報を

手に入れれば、人びとは互いに知り合い、理

解し、対立しなくなるという考え方は非常に

魅力的である。しかし普通、決定的な対立と

いうものは情報不足によって起こるのではな

い。 事実、そうした対立は、対立する者同士

が互いに持っているその適切な情報が原因と

なり、対立している可能性もある。社会的調

和は、関係者が互いに関してどの程度無知で

あるかに大きく依存するという見解も、同じ

ように提起することが可能なのである。現在、

多くの社会が安定を維持しているが、それは

各成員がどんな人たちであるかといった詳細

な情報を持たなくても社会的交流が出来るよ

うな儀式や習慣、慣行などを実践しているか

らなのである。実際、対立する者たちが互い
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の目的や動機について多くの情報を持ち過ぎ

て、対立状況が生じている場合もあるかもし

れない。情報を少ししか持たないことよりも、

多くの情報を持つことのほうが危険だという

状況もある。もし、私たちがともに生活をし

たり仕事をしたりする人たちについて詳細な

情報を持っていたら、激しい市民戦争が起こ

る可能性はかなり高くなるだろう。 

情報や知識の役割や影響についての仮説の

多くは、重大な欠陥を持つ因果関係モデルに

依拠している。情報と知識は社会的プロセス

における中心的変数と見なされ、その変数を

どう操作するかに依って、ある社会的影響が

生じるのである。しかしながら社会科学の研

究が私たちに教えているのは、情報／知識の

インプットと社会的アウトプットの間の直線

的な因果関係を示す単純な刺激／反応の線型

モデルに沿って、情報と知識の共有が生じる

のではないことである。 

従って、第２の倫理的要請は、情報の生産

と供給の重要性を十分に認識しつつ、情報が

なし得ることに対して、社会が現実的なアプ

ローチをとることである。 

技術 

情報の発展の基盤となるのは、情報技術の

発展と応用における技術革新である。この技

術革新は、現代技術文化の本質的な部分であ

り、非常に困難な問題を抱える人間と技術の

間の相互作用をその特徴としている。この相

互作用は非合理性と無責任さによって大きく

規定される。この非合理性と無責任さを、タ

イタニック号、カサンドラそしてフランケン

シュタイン博士という三つの比喩を使ってま

とめてみよう。 

タイタニック号は、技術の完全性に対する

強い信念を意味している。船は沈むはずはな

く、船に十分な数の救命ボートを装備する必

要はない。その結果、技術革新の真の危険性

はまじめに検討されることはない。現代の技

術文化は危険のない社会への強い志向を表明

する。リスクを伴うことなく社会的プロセス

をコントロールしようという願望は、予測不

可能な、気まぐれな人間の行動により、大き

く妨げられることになる。 

実際、人間という存在こそが真の危険因子

であると考えられるようになっている。その

結果、現代社会は、そのリスクを低下させる

ためにあらゆる活動を行うようになっている。

例えば、監視カメラを至るところに設置して

人々の行動をモニターしたり人の動きを電子

的に記録するといったことを行っている。こ

のプロセスの次の論理的ステップは、人間を

人間型ロボットに置き換えることである。 

カサンドラはトロイの王プリアマスの娘で

あり、トロイの民に木馬の中にギリシア人が

入っていると警告した。カサンドラは将来を

予知する能力には恵まれていたが、神アポロ

から呪いを受け、誰も彼女の警告を聞こうと

はしないという罰を科せられていた。これは

技術文化の特徴でもある。警告の声は無視さ

れるのである。意思決定者が新しい時代や勝

利のムードや時間と競争のプレッシャーを経

験している状況下では、すべての交通信号は

無視され、批判者は黙殺され、そして技術の

取捨選択は何の基準もないわけのわからない

ものとなる。  

フランケンシュタイン博士はメアリー・シ

ェリーによって書かれた小説に登場する人物

である。この小説は、ある博士が怪物を作り

出し研究室から逃げ出すが、その怪物が自分

を作ったことの責任を博士にとらせようとし

て博士に執拗に取り憑くという話である。こ

のメタファーは、技術革新の説明責任に対し

て重大な疑問を投げかけている。ことがうま
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くいかなくなったとき、一体誰が説明責任を

負うのか？もし私たちがデジタル・デバイド

を解決したとしても、それに続いて起こる克

服できない環境問題、例えば過度の地球エネ

ルギー消費、プリンターやコンピュータから

の二酸化炭素の排出、携帯電話やコンピュー

タの急速な世代交代によって排出される膨大

な量の電気廃棄物などに直面したとき、一体

誰が責任を持つのだろうか。 

これらの特徴に加えて、現代の技術文化は、

モラルの歴史的進歩に対する強い信仰の啓示

を受けている。ヨアヒム・ジ・フィオーリ、

レッシング、ヘーゲル、コントなどの社会思

想家や現代の情報革命を担う著者たち（トフ

ラー、ネグロポンティ、ゲイツ）の著書によ

れば、歴史は前進的歩みを続けているという。

啓蒙と合理性、とりわけ科学と技術を通して、

人類は調和と平和への途上にあるというのだ。

しかし、モダニティにおけるモラルの進歩と

いうこの神話は、アウシュヴィッツとヒロシ

マによって暴かれた。これらの出来事は直線

的な進歩的プロセスなど存在しないこと、そ

してモラルの進歩という発想は誤解を招くも

のだということを明確に示したのである。 歴

史は循環し、そして人類という種は、著しく

モラルに反する行為と洗練されたモラルへの

反省との間に生じる、寄せては返す波から逃

れることはできないのである。非人間性は永

遠に人間の条件の一部である。「すばらしい新

世界」の新たな種の創造のみが、危険のない

社会というユートピアを実現するだろう。し

かし、この「すばらしい新世界」の登場人物

は、もはや人間ではないのである。 

第 3 の倫理的要請は、科学と技術の進歩の

結果として生ずる人間のモラルの改善という

ことに対して現実的になるということである。

それはつまり技術のリスクを真剣に捉え、そ

して十分な救出ボートを用意しておくという

ことである。 

情報からコミュニケーションへ 

現在、公共的な論争や政策、実践において

は、情報と情報技術の重要性が非常に強調さ

れる。来たる「国連世界情報社会サミット」

（ジュネーブ、2003）では未来社会の展望を

「情報社会」として強調している。 

「国連世界情報社会サミット」（ジュネーブ、

2003）の大部分の準備文書から「コミュニケ

ーション」が実際に消えてしまったことは実

に当惑すべきことである。このサミットは国

連世界人権会議（ウィーン、1993）と同じ過

ちを犯す危険性がある。人権会議の最終宣言

ではコミュニケーションについては何も言及

せず、単に情報とニュースについて述べられ

ただけであった。しかしながら、核心的問題

はいかに「コミュニケーション社会」を形成

するかということである。実際、世界のもっ

とも差し迫った問題を解決するためには、私

たちはコミュニケートするための能力以上の

情報処理など必要としていない。皮肉なこと

に、情報と知識を処理し配信する能力が向上

するにつれて、私たちがコミュニケートし、

会話するための能力は低下しているのである。 

複雑な現代社会では、私たちは互いにコミ

ュニケートする必要に迫られている。非常に

差し迫った社会問題を解決するためには、情

報を知らせる能力よりもコミュニケートする

能力の方がはるかに重要である。互いに話し

合うことができないような情報社会あるいは

知識社会を実現させようというのであれば、

それはまさに不穏な展望だというしかない。 

第４の倫理的要請は、世界は「情報/知識社

会」が必要なのではなく、「コミュニケーショ

ン社会」を必要としているということである。 
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対話 

今、世界でもっとも差し迫った問題を解決

するためには、今以上の情報や知識量が必要

なのではなく、文化や宗教や言語の境界線を

越えて互いに話し合うことができる能力を身

につけることが必要である。対話は文明が出

会うためには絶対に欠かせない重要なもので

ある。対話のないグローバル化は均質化と覇

権化をもたらす。対話のないローカル化は断

片化と孤立化をもたらす。どちらの場合も私

たちの共有する未来を持続させていくことは、

かなり危くなる。 

対話が必要であるなどというのは、わかり

切ったことであり、簡単なことのように思え

る。しかし実際は、対話は発言行為の中でも

非常に難しい形態なのである。多くの社会で

は、人々は対話的コミュニケーションを行う

ための時間もなければ忍耐もない。対話では

短時間に確実な結果は出てこない。このこと

は、近代の達成志向型社会の精神と対立する。

その上、マスメディアは会話術を社会に教え

ることにおいてはほとんど役立たない。メデ

ィアが伝える内容は、ほとんどがつまらぬお

しゃべり（無内容な際限のない話）であるか、

偏見に満ちた演説であるか、宣伝文句である

か、あるいは議論のための議論にすぎない。

意味ある議論をするためには、内面的対話が

要求することから始めることが必要である。 

このことは、対話に参加する者すべてが、

まず自分たちの判断や前提を疑うことを意味

する。しかし、自ら前提としていることを批

判的に検証することは、大きな課題である。

というのは、私たち自身が自分の基本的な前

提に対して無知なことが多いからである。前

提とは、私たちが無批判に受け入れてしまお

うとする心像である。誰もが異なる、相反す

る前提を持っている。違う文化から来た場合

はなおさらそうである。判断を保留すること

も同じ様に難しいことである。なぜなら、私

たちは自分たちの意見や評価に強く執着して

おり、不確定であることよりも前提に従うこ

とを好むからである。 

対話では耳を傾けることや沈黙する能力が

要求される。聴くことは耳を中心とする文化

であるが、視覚文化による影響がますます大

きくなっている社会では、聴覚言語を学ぶこ

とは非常に難しい。マスメディアは「リッス

ン・ショー」ではなく「トーク・ショー」を

提供している。さらに、クリシュナムーティ

が言うように「私たちは、何が話されたかで

はなく、自分たち自身の雑音や自分たち自身

の物音を聞いているだけだ」。すなわち、私た

ちはほとんどの場合、受容的にではなく防御

的に聞いているということである。「私たちは

何が私たちを助けてくれるのかを発見するた

めに耳を傾ける― 私たちは起こりうる危険

を予知するために耳を傾ける」（エリノアとジ

ェラード、1998)。対話は沈黙が尊重される場

でのみ起こりうる。近代社会では、沈黙はな

んとしても避けなければならないがゆえに、

決しておしゃべりは止まず、あらゆる空間を

騒音で満たす必要があるので、沈黙が要求さ

れる対話は不可能となりつつある。 

第５の倫理的要請は、対話の技術を学ぶこ

とである。 

コミュニケートする権利 

生命が脅かされたり話をしたり集会をする

自由がなかったりする人びとや、自分たちの

声を表現する手段を持たない人びと、秘密が

守られプライバシーを保ちながら話すことが

できない人びと、基本的な教育や文化に参加

することを否定されたりするような人びとの

あいだでは、効果的な対話がなされることは

ありえない。今日、コミュニケートする権利
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に関する世界宣言を一刻も早く採択する必要

がある。現在、この権利は国際法の規定とし

て存在しない。1969 年という早い時期に、ジ

ャン・ダルシーは、コミュニケートする権利

を紹介し、「世界人権宣言は人間の情報に対す

る権利よりもさらに拡張された権利を含まな

ければならない・・・。それは人がコミュニ

ケートする権利である」と述べている（ダル

シー、1969）。既存の人権法の規定（世界人権

宣言や市民的、政治的権利に関する国際規約

など）が、相互作用のプロセスとしてのコミ

ュニケーションを扱うには不十分であるとい

う所見が、この新しいアプローチを導く力と

なったのである。 

 

コミュニケーションの権利は、例えば次の

ような情報権を含んでいる。 

・思想、良心、宗教の自由に対する権利。 

・意見を持つ権利。  

・公的もしくは私的党派によって干渉される

ことなく意見を表明する権利。 

・公共的関心事に関する問題を適切に知らさ

れる権利。 

・（公的あるいは私的な情報源が持つ）公共的

関心事に関する情報へのアクセス権。 

・情報や考え、意見を流通させる公共手段に

アクセスする権利。 

また、コミュニケートする権利の一部とし

て、次のような文化的権利も含みうるだろう。 

・文化的多様性を促進し、保護する権利。 

・自分のコミュニティの文化生活に自由に参

加する権利。 

・文化的伝統を実践する権利。 

・芸術を楽しみ、科学的進歩とその応用によ

る恩恵を受ける権利。 

・国内および国際的な文化資産と遺産を守る

権利。 

・芸術的、文学的、学術的な創造と独立への

権利。 

・私的あるいは公的に自分の言語を使用する

権利。 

・マイノリティや先住民族が教育を受け、自

らのメディアを設立する権利。 

 

また、次のような保護する権利がある。 

・マスコミュニケーション・メディアやデー

タ収集を行っている公的および私的機関に

よるプライバシーへの干渉から保護される

権利。  

・公的あるいは私的党派による干渉からの私

的コミュニケーションの保護。 

・公的コミュニケーションにおいて、正当な

法的手続きの基準を尊重する権利。 

・人種、肌の色、性、言語、宗教または社会

的出自に関して差別的なコミュニケーショ

ンから保護される権利 

・誤解を生じる歪曲された情報から保護され

る権利。 

・個人および／あるいは社会的グループを排

除すべきであるという教義の体系的、意図

的な宣伝活動から保護される権利。 

・所有者や経営者による干渉に対して、公的

または私的コミュニケーション機関におけ

る雇用者の職業的独立性を保護する権利。 

また、コミュニティの権利については次のよ

うなものが必要である。 

・コミュニティのための公的コミュニケーシ

ョンへのアクセス権。 

・コミュニケーションのインフラを開発し、

適切なリソースを調達し、知識と技能を共

有し、経済機会を均等にし、不平等を是正

する権利。  

・知識資源は多くの場合、共同体によって所

有される共有財産であることを承認する権
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利。  

・知識産業による私的専有に対し、知識資源

を保護する権利。 

さらに、次のような多様な参加権が認めら

れるべきである。 

・公的コミュニケーションに十分に参加する

ための必要な技術を習得する権利。  

・情報の供給、文化の生産または知識の生産

と応用に関する公的な意思決定に参加する

権利。 

・コミュニケーション技術の選択、開発、応

用に関する公的な意思決定に参加する権利。 

 

第６の倫理的要請は、国際的なコミュニテ

ィが人びとのコミュニケートする権利を採択

し、成文化することである。 

結論 

これらの６つの倫理的要請は、もし真剣に

取り上げられるのなら、コミュニケーション

社会の将来に関わっているコミュニケーショ

ンの実践者や研究者、そして政策決定者のア

ジェンダにおいて必要不可欠なトピックにな

らなければならない。その執行は国際人権規

約を尊重することにより促進されるのである。 

 

―『fctGAZETTE』No.79(2003 年 3 月)掲載― 
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