
イラク戦争における
ブ.ッシュ政権の情報操作とメディアの責任

-放送研究部海部一男

イラク戦争は イラクにアルカイダとの結びつきがあること，イラクが大量破刷兵器を所持してお

り それがアメリカと国際社会に対する差し迫った仰戚に立っていること を主な理山として 国辿

安保理の決t浪也ないままに実行されたe この戦争によって イラクの国土は破j謝され 多くのJ 、々 の

[(11が流された。しかし 今に至るも イラクとアルカイダとの結びつきは立証されておらず 大Iitfi岨

J明兵器は発見されていなl、。アメリカは正当な恨拠なくしてこの戦争を実行した煩いが極めて強い。

なぜ.こういう!J;態になったのか。そこには.アメリカのネオコンと呼ばれる保守主義者の問に

拘岸戦争直後から フセイン政権を打倒すべきだといういわば宿駅が品った。 9.11テロ'MJを切っ掛

けにそれがプ yンュ政権の外交政策における最限先課胞となり イラクに対する叩事力の行使への国

民の支持を得るためにさまざまな情報撤作が行なわれた I というjJCj，'iが品る。しかし アメリカのメ

ディアは I このブッンュ政権が+r.l示した仙報の内容を卜分に検証することなく iiie者・侃聴者に畳れ流

し.結果的に 正当性なき戦争に加担した。

メディア就巾テレビメディアの力は今や巨大で品り，ベトナム シンドローム品るいはCNN効果

という言説に示されるようにその力は外受 軍事政策をも左右しかね在い I と受け止められている。

しかし I メディアには本当にそれほどの力が品るのだろうか。

メディアの基本的なf皆川は.国民をして合理的な判断を可能ならしめるべく.古:ró~的な立ち)1;1から

真実を伝えることで品る。このことは 実は 戦時においてもっと也重要で品りながらもっとも困雌

で品るc メディアは，まずこのことを自覚してその本来の役山lを果たすべくm大|捉の努力をしなけれ

ば立らない。
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はじめに~本稿の主旨と構成~

イラクに対するアメリカの軍事力の先:1;lJ的

行使，イラク戦争は，アメリカ時間の2003年

3月19日に攻撃が開始され， 5月l日に大規

模作戦の終了が宣言された。しかし，終了宣

言から半年以上経ち，フセイン元大統領が身

柄を拘束されるに至っても，イラクの治安は，

開戦当初のアメリカ政府の予islJと大きく異な

って，回復するどころか，ますます悪化して

おり，いつ治まるのか予想もつかない。当初，

2003年末までには戦前の水準まで回復すると

期待された石油の生産量も，低水準に留まっ

たままである。 2001年にアメリカの軍事力の

行使によってタリパン政権が倒されたアフガ

ニスタンでも，復興は進んでいるものの，却

って治安は悪化している，とされ，イラク情

勢がごのアフガニスタンの二の舞になること

が懸念されている。

このイラク戦争は，①イラクがアルカイダ

と繋がりのあるテロ支援国家であること，②

イラクが大量破壊兵器を保有 開発しており，

それがアメリカと国際社会の安全にとって差

し迫った街威になっていること，を理由に，

国連安保理の同意:を得ないまま実行され，ア

メリカ国民も談会も， j脅威の除去が目的なら守

ということで，この戦争を支持した。

しかし，イラクとアルカイダの関係は，い

まだに立証されておらず，また，大量破峻兵

器は現在に至るも見付かっていない。

そして，これらのことはアメリカ政府の当

局者や議会も公式に認め始めている。

開戦に至るアメリカ政府の情報の取引郎、

について調査して来たアメリカ議会の下院情

報特別委員会は，イラクに大量破壊兵器が存
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在する証拠はなかった，との結論に達し， 2003

年9月25日付けで，書簡をCIA長官に送った。

また，イラクで大量破壊兵器の調査に当たっ

ているCIAの「イラク調査団(ISG)Jの団長の

デイヴイッドケイ (DavidKay)は，同年10月

2日，議会で，大量破壊兵器は見付かってい

ない，という中間報告を行なったあと， 2004 

年 l月23日，改めて同様の結論を示したうえ

団長を辞任した。

結局，イラクの大量破J!ii兵器による差し迫

った御成は存在しなかった。

しかし守この戦宇によってイラクの国土は

破壊され，多くの人命が奪われた。 IBC(Iraq 

Body Count)によると.イラク戦争と戦後の

状況の中で，アメリカ軍とその同盟軍の軍事

行動によって死亡したイラクの民間人の数は

およそ8，000人から l万人の間と見和iもられて

L、る。 (http://www.iraqbodycount.net/)

死亡したアメリカ軍兵士の数も 500人を超

えた。

また，この戦争によって，国連はその権威

が大きく捕らいで冷戦終結後最大の危機を迎

え，大西洋同盟には大きな(1:¥裂が生じた。し

かも，戦後統治がうまく行かないことから，

米軍のイラク駐留経費は今後1，000億ドルから

2，000位、ドルという巨額の質問が必要になる，

と見積もられている。

アメリカは不必要なl政争をしたのではない

か，という疑問が国民の闘で強まっている。

しかし，マスメディアは，ブッンュ政権が

示す軍事力行使の根拠を，少なくとも開戦に

至るまでの問，ほとんど何の検証もしないま

まに流布させ，結果的に，正当性に欠ける戦

争の遂行に加担した。

では，ブッンュ政権は守なぜ，どのようにして，



こうした情報操作をしたのか。そして，なぜマ

スメディアは十分な検証ができなかったのか。

本稿では，主にイラクの大量破壊兵器に関

する情報がフッシュ政権によってどのように

扱われ，それが， 7スメディアによってどの

ように流布されたのか，を検証すると共に，

7 スメディアが政府が提示する戦争正当化の

根拠を十分に検証できなかった状況とその背

景を検討し，それとの関辿で， rベトナム・

シンドロームJrCNN効果」と呼ばれる，テ

レビメディアが外交 安保政策に持つと言わ

れる影響力について検討し，さらに，戦時に

おけるマスメディアの機能と責任について考

える。

本稿においては，主にアメリカの多数の新

聞・雑誌・書籍の記事を引用し参考にした。

引用・参考先についてはその都度文中に記し

たが句詳しくは文末の引用・参考文献表を参

照されたい。なお，文中で括弧内に記したrrr
聞・雑誌の発行日は日/月/年の順である。

また，都合により，本稿の I-IIIのうち H

の 2を除く主要部分は， r放送研究と調査』

の2003年12月号に先に掲載されたことをお断

わりしておく。

繰り返されて来た

イラクの脅威の主張

アメリカ政府がイラクに対する武力の行使

を正当化した根拠は，①イラクのアルカイダ

との結ひ下jきと②イラクが大量破J1i兵器を保

有しており，アメリカと国際社会に対して差

し迫った脅威になっている，ということであ

る。しかし，これらは.大規模作戦終了宣言

イラク戦争におけるプッンュ政摘の仙叩抑作とメディアの1在任

から半年以上経った現在，いずれも恨拠のあ

る主張ではなかったことがあきらかになって

来た。

1 .アルカイダとの結び付き

(1)繰り返された主張

ブソシュ政権は， 9.11テロ事件の直後から，

機会あるごとに，イラクとアルカイダの聞に

は強い結び付きがあると強調し， 9.11テロ事

件の背後にはフセイン政権があり，フセイン

大統領がテロ攻撃に加担していた，と示唆し

て来た。

たとえば，ブツ Yュ大統領は 2002年9月

21日のラジオ演説の中で， rイラクには，テ

ロリストグループとの長期間に渡る継続的な

関係があり，イラク国内にはアルカイダがい

る」と述べ，同月25日には，フセイン大統領

とアルカイダは「協調して行動している」と

述べている。

同月27日には，ラムズフェルド国防長官が，

アトランクでの演説で，アメリカ政府は，イ

ラク政府とアルカイダとの結び付きを示す「絶

対的な証拠 (bulletproofevidence) Jを持って

L、る，と述べた。しかし，その情報の確度に

ついては，法廷で維持できるとは思わない

合理的疑い以上のものはない，と述べるにと

どまっている。 (NYT.28/09/02) 

ブソシュ大統領は，また，談会が大統領に

軍事力行使の権限を認める決議案を採決する

直前の同年10月7日には守オハイオ州シンシ

ナティで演説し，イラクの脅威に関する「包

括的な評価」について述べ.この中でも，

「イラクとアルカイダの聞には10年に及ぶ幹

部同士の接触があるHイラクはアルカイダ
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を訓練した」などと述べた。

ブ yシュ大統領は.さらに.2003年 5月1

日，空母リンカーンの艦上で行なった大規模

作戦終了宣言の中でも. I我々はアルカイダ

の友邦を除去した」と述べている。

そこには.9.11テロとテロリズムをフセイ

ン政権と結びつけようとするブソシュ政権の

テロ事件発生直後からの「キャンベーン」

(FAIR. 20/06/03)があった。

(2) ISHを叩くに十分ないい情報を早く」

2002年 9月4日のCBSニュースでのデイ

ヴィッ l、・ 7 ーティン (DavidMartin)記者

のレポートによれば，アメリカの国防総省で

は，テロ攻目指が起きてからわずか 5時間後に，

ラムズフェルド国防長官が，イラク攻舷計画

の立案を命令すると共に. IUBLだけでなく，

同時にSHを叩くに十分ないい情報を早く出

せ」と部下に指示した，という。ここでUBL

とSHはオサ7 ・ピンラディンとサダム・フセ

インを指す。

(http://www.chsnews.com/stories/2002!09/0 

4/septemb日 11/main520830油田1)

また.2003年 6月15日のNBCの報道番組

「ミートザプレス (Meetthe Press)Jに出演し

た元NATO迎合軍最高司令官のウェスリー・

クラーク (WesleyClark)は，テロ事件が起

きた 9月11日当日.CNNに出演していた時

にも，そのあと，自宅に居た時にも，ホワイ

トハウスの関係者から電話がかかり，テロ事

件とフセイン大統領を関連付ける発言をする

よう求められたが，クラークは「そう言って

もいいが，その根拠は何か。私にはそう言え

る恨拠がなLリと言って拒否した守という。

そして，クラークは.9.11テロ事件の直後か
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ら. Iこの司I何ーとテロリスPムをサダム・フセ

インに結びつける組織的な作業 (concerted

effort)があった」と指jllfjしている。

(FAIR. 20/06/03) 

ブッシュ大統領は，その夜. Iテロリスト

と彼らをかくまう勢力を区別しなLリと宣言

した。

そして，翌12日に聞かれた国家安全保障会

議では.ラムズフェルド国防長官が，アルカ

イダのみではなくテロリズムと幅広く戦うべ

きだ，と主張し，テロリストと総力戦を行な

うなら，イラクを攻撃目標にせざるを得ない，

と進言した。(ウッドワード.57-66頁)

15日には，ウオルフォウィッツ国防副長官

も，イラクを攻める時だ，と進言している。

アメリカ政府の安全保障問題の関係者は，

L旨ずれも. I大量破壊兵器を入手して使用す

べく血眼になっているJ7セイン大統領を構

成とみなしており.テロリズムと戦うなら，

イラクを攻撃目標にせざるを得ない，と考え

ていた。国防総省は，そのために.9.11テロ

以前から長期に渡ってイラクに対する軍事作

戦について検討していたのである。

(向上.66頁)

(3)信じられているアルカイダとイラクの関係

9.11テロ j)qq二とイラク，アルカイダとイラ

クの結び付きは，今日に至るも全く立証され

ていない。

それにもかかわらず，アメリカ国民の多く

が.9.11テロ事f'lから l年半から 2年近く経

った時点でも，なお.9.1Jテロ事件の背後に

はブセイン大統領がいた，と信じ，アルカイ

ダとイラクの結び付きを信じている。

「ヒ。ュー・リサーチセンター (PewResearch 



 

Center)Jと「外交評議会 (Councilon Foreign 

Relations)Jがおお年2月20日に公表した調査

結果によると，アメリカでは • 5i%の人がフ

セインが乱11テロ事件の犯人を直接手助けし

たと信じている。

また.3月11日に公表されたニューヨーク・

タイムズとCBSの世論調査の結果によると，

回答者の45%は，フセイン自身が9.11テロ事

件に関わっている，と信じていた。そして，

重要なことは，イラクに対する軍事力行使を

支持する人の32%がこのことを支持の主な理

由に挙げ.43%の人が支持の理由の lつとし

て挙げている，ということである。

さらに.2003年 9月7日付けで公表された

ワシントン・ポストの調査によると.9.11テ

ロ事件からほぼ2年経った時点で也句 69%の

人が，フセイン大統領は少なくとも何らかの

形で9.11テロ事件と関係があった，と考えて

L、る， とLミう。

ビュー・リサーチセンターのキャロル・ド

ノ、ティ (CarrollDoherty)は，このように「専

門家によって強く疑問視されていることがこ

れほど強く一般国民に信じられている例は極

めてまれだ」と指摘し，アリ・パーマン(Ari

Berman)は，メディアは，国民にこの重要な

問題をきちんと伝える努力をしたか，と問い

かけている。 (E&P.26/03/03) 

2 .大量破壊兵器

イラクの大量破破兵器の骨威については，

2002年9月7日の米英首脳会談以降，生物・

化学兵器と核兵器開発言|画を中心に，あらゆ

る機会に，繰り返し主張された。以下でその

経過を盤埋して.概要を述べる。

イラク戦争におけるブソンュ政権の仙報幌作とメディアの責任

(1)米英首脳会談

9.11テロ事件から l年経った2002年9月7

日，ブッンュ大統領とブレア首相は，キャン

プ・デイヴィ y ドでの首脳会談を終えて，テ

レビカメラの前に立ち，こもごも守イラクの

大量破壊兵器の脅威について強調した。この

中で，ブレア首相は.Iサダム・フセインと

その大量破壊兵器，生物化学兵器，それに，

核兵器開発能力の荷威は，現実のものである」

と訴えた。また.ブッシュ大統領は，イラク

の核兵器開発能力について，記者団からの質

問に答えて，国際原子力委員会(IAEA)から，

イラクは「あと半年で核兵器を製造できる状

態にある，という報告が出された。これ以上

明白な証拠が必要だろうか」と述べた。しか

し，後述するように，こうした内容のIAEA

の報告は実際には存在しなかったのである。

(2)アルミ管疑惑

キャンプ・デイヴィッドで米英首脳会談が

行なわれた翌日の 9月8日，ニューヨーク・

タイムヌ日曜版の第 l面で，イラクの脅威を

示す，とされるあらたな「証拠」が伝えられた。

この記事は，ブッシュ政権の複数の高官の話

しとして，ウランを濃縮する遠心分離器に使

用されると思われる何千もの特殊なアルミ管

をイラクが入手しようとしていた，また，こ

うしたアルミ管を愉入しようという幾つかの

こころみが阻止された，と伝えた。

そして，当日の夜には，チェイニー副大統

領がNBCの「ミートザプレス」に出演して，

前日の米英首脳会談でブ yシュ大統領が紹介

した「半年説」の傍証のーっとして，このニ

ューヨーク・タイムズの記事を引用した。
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(NBC News: Meet the Press) 

しかし，ジョン 7 ソカーサー(JohnR. 

MacArthur)によれば，実は，このアルミ管

情報は，チェイニーの同僚がリークしたもの

だったのである。 (MacArthur，2003年， 63頁)

また， 3か月後には.遠心分雌器用という

このアルミ管の用途も否定された。

同年の12月8日，元国連武器査察官デイヴ

イソ l、.オルプライト (DavidAlbright)は，

ABCの報道番組「ンソクスティ・ミニ yツ

(Sixly Minutes) Jで，専門家は「このアルミ

管は鴻縮ウラン製造のための特殊なものとは

考えていなLリと述べ，さらに，政府は「イ

ラクによる核の脅威が実際より差し迫ってい

ることを印象付けるために，要するに国民を

脅すために，情報を選択的に扱っている」と

政府を批判した。

また， IAEAの首席査察官モハメッド・エ

ルパラダイ (MohamedELBaradei)も， 2003 

年の l月9日と 3月7日に，このアルミ管が

ロケットの製造以外に使われるものであるこ

とを示す証拠はない，と否定している。

(3)大統領のラジオ演説

ブソシュ大統領は， 2002年9月21日に行な

った土曜日定例のラジオ演説で，次のように

述べた。

イラクは，核爆弾の保有を追及しており，

核分裂物質さえ入手すれば， 1年以内に核

爆弥を開発することが出来る。
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わが国に対する危険は重大であり，しか

もそれは一層大きくなりつつある。イラク

は生物・化学兵器を保有しており，より多

くの生物・化学兵器を製造する能力を再建

しつつある。また，イギリス政府によると，

イラクは句命令さえあれば， 45分以内とい

う短時間に生物・化学兵器による攻略を行

なうことが出来る。

そして， 1我々が直面するこうした危険は，

毎月，毎年，悪化するであろう。もし彼ら

が(大量破壊兵器に関する)言|画を完全に実

現させたら句我々及び我々の同盟国を守るに

はもう遅過ぎる ということになろう。」と，

その借戚を強調している。

(4)ウラン購入疑惑

上院外交委員会での秘密の説明会

2002年9月24日，上院外交委員会において，

イラクの攻撃力に関する秘密の説明会がCIA

のテネット長官を含む情報当局の幹部によっ

て行なわれ，この場で，イラクの核兵器開発

言|画に関する 1)官くべき事実」があきらかに

された。 CIAは，最近になって，イラクが，

1999年から 2001年の聞に， 500トンの酸化ウ

ランをアフリカのニジエールから輸入しよう

としていた，というのである。 500トンの酸

化ウランがあれば，核爆弾の製造が可能であ

る。 (Hersh，41頁)

英政府報告書「イラクの大量破壊兵器」

同日，イギリスでは，政府の「統合情報委

員会(JIC)Jによる情報収集・分析作業の結

果として，アメリカの上院外交委員会の委員

が受けたとほぼ同じ内容を含む文書「イラク

の大量破壊兵器(lraq'sWeapons of Mass 

Destruction) Jが政府から公表された。この

文書は，イラクの大量破域兵器について，

・イラクは，化学・生物兵器の製造を継続し



   

て来ており，これらの兵器の一部はー命令

があれば， 45分以内に使用し得る

・イラクは，生物兵器を製造する移動実験室

を開発した

といった，生物・化学兵器に関する記述と共

に，イラクの核兵器開発計画と能力について，

.イギリスの「戦略問題国際研究所(IISS)J 

の報告は，イラクは，外国から核分裂物質

さえ入手できれば，数か月以内に舷兵器を

製造できることを示唆している

・イギリス政府としては守イラクは，もし枝

分裂物質や重要な部品を外国から入手する

ことができれば， 1 -2年のうちに妓兵器

を製造することが可能になるだろう句と判

断する

・イラクは， 1998年以降，ウラン濃縮のため

述心分離器に使用できる部品の調達に努め

て来た

・イラクは，相当量のウラニウムをアフリカ

から入手しようとして来た

などと述べている。

同日，アメリカでは，フライシャ一大統領

報道官が，記者会見で， I我々もこの内容を

支持する」と述べている。

ウランの「輸入先J
2日後の 9月26日には，パウエル国務長官

が，上院外交委員会で証言し句国辿査察団が

イラクを離れた1998年12月以降，イラクは規

制を受けずに大量破域兵器の保有に努めた.

とし，情報当局はイラクの御成について議会

に十分な情報を提供した，と述べて，談会が

大統領に軍事力行使の権限を与える決議を採

択するよう，強く求めた。

イラクは， 12月5日に図辿安保理で，自国

の兵器開発に関する詳細な報告を行なった

イラク戦争におけるプソシュ政権の'fa報幌作とメテVァの首任

が，アメリカ国務省は，同月19日，この報告

の欠陥を指摘する反論の中で，イラクがウラ

ンをIIIli入しようとした先とされるニジエール

の国名をはじめて公表した。これに対して

イラクもニジエーんも疑惑を否定している。

(5)大統領の一般教害演説

ブッシュ大統領は，こうしたイラクの大量

破峡兵器の密戚について， 2003年 1月初日の

一般教書 (Stateof the Union)演説で，時間

を印lいて説明・強調した。

この中で，ブ yシュ大統領は，

-国辿は，イラクが大量の生物・化学兵器を

製造する原料を所有していた，と結論付け

ている

・アメリカの情報当局は，イラクがこれらの

生物・化学兵器を運搬することが可能な数

多くのミサイルを保有していた I と見てい

る

などと述べたあと，イラクには核兵器開発言|

画があった，と指摘し，ウラン輸入疑惑につ

いて， Iイギリス政府は，サダム・フセインが，

最近，相当量のウラニウムをアフリカから附

入しようとしていたことを掴んでいる」と，

イギリス政府のA情報を引用する形で述べた。

しかし，このウラン愉入疑惑の情報は，や

がて，全くの提ち上げと判明した。このため，

この情報がなぜ一般教書演説にまで盛り込ま

れたかをめぐって，のちに大きな政治問題に

なった。

(6)国務長官の国連安保理での演説

さらに 2月5日には，パウエル国務長官

が団連安保理で，証拠とされるものを詳細に

示してイラクの街戚を訴えた。
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そして，後述するように，それまで開戦に

懐疑的だったアメリカのメディアの論調も，

このパウエル国務長官の国辿安保理での演説

によって，大きく変わり I 世論はなだれを打

って開戦に傾斜して行った。ブソシュ大統領

の言うことは信じられなくてもパウエル国務

長官の言うことなら信じるというアメリカ国

民は多Lげ。その効果がこの演説によって発

揮されたのである。

*雑誌タイムとCNNが2002年2月6日の時点で行

なったI!t論調査の結果によると プソシュ大統領の

イラク問題の取り扱い方を支持している人の削合

が56%で品ったのに対して.パウエル国務長官を

信頼している と答えた人の加合は83%にも上っ

ている。また， 17%の人が ι このパウエル演説に

よって I 戦争反対から戦争支持へ怠見を変えた，

と答えている。 (Elliot，24-29頁)

情報操作の目的

上述したように，アメリカ政府は， 2001年

9月11日のテロ事件の直後から，イラクのア

ルカイダとの結び付きを示す証拠を求め，さ

らに，①イラクが，生物化学兵器を保有し，

核兵器の開発を進めていること，②生物・化

学兵器は 命令があれば45分以内に攻撃に使

用できること.③綴兵器も，十分な濃縮ウラ

ンさえ入手できれば，半年から l年で保有で

きること，などを繰り返し主張し，イラクの

イ脅威は差し迫ったものだ，と訴えて来た。し

かし，これらの主張の根拠は，そのほとんど

が.後に否定された。

ここで特に注目すべきことは，こうしたイ

ラク戦争に向けての米英の「プロパガンダ行
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動 (propaganda drive) J (Hersh， 62頁)が

2002年9月以降集中的に展開されたことであ

る。それはなぜか。それは，ブ yシュ大統領

が，何よりも，議会で，早めに，ブッシュ大

統領にイラクに対する軍事力行使の権限を与

える決議を確保したかったこと，そして，翌

2003年の一般教書で，国民の圧倒的支持を得

たかったこと，からだと思われる。

1.議会での決議の獲得に向けて

(1) 9月以降に集中した情報の開示

イラク戦争を前に ブツンュ政権は，当初，

大統領の最高司令官としての権限を幅広く解

釈して， 1991年の湾岸戦争の際の決議「対イ

ラク軍事力行使授権決議 (Authorizationfor 

Military Force Against Iraq Resolution) J 
(Public Law 102-1)を基に，引き続き，イラ

クに対する軍事力の行使が可能 s としていた。

ホワイトハウスは，また. 11998年イラク

解放法 (IraqLiberation Act of 1998) J (Public 

Law 105-338)によって，大統領は守イラク

の国辿安保理決議の述反に対して軍事力を行

使することができる，とも主張していた。

(WP， 26/08/02， 02/10/02) 

しかし， 1991年の決議に基ついてイラクに

対して軍事力を行使できる，と言う解釈には

無理があり，また， 11998年イラク解放法」も，

あきらかに，イラクに対する軍事力の行使を

認めたものではなかったことから，結局，ホ

ワイトハウスは， 2002年 9月になって， 早

期に議会の決議を求める考え方に変わった。

(Fisher， 395頁.WP， 09/09/02) 

そして， 9月7日に米英首脳会談が行なわ

れ，翌日には，ニューヨーク・タイムズにア



 

   
  

    
   

ルミ管疑惑の記事が掲賊されて，チェイニー

副大統領がすぐにそれを引用した。

同月21日には，フソシュ大統領が，ラジオで，

イラクは「核分裂物質さえ入手すれば， 1年

以内に核爆抑を開発することができる」と述

べ， 24日には， CIAが 上院外交委員会で秘

密の情報説明会を行ない，はじめて，イラク

がニジエールからウランを輸入しようとした

という疑惑がある，と伝えた。

同日，イギリス政府から，アルミ管疑惑と

ウラン購入疑惑に関する情報を合む報告書が

発表された。

そして守この間の 9月20日には，大量破壊

兵器を保有する国に対する先制攻1揮を正当化

する「アメリ刀合衆国の国家安全保陣戦略

(The National Security Strategy of the United 

States of America) J ，いわゆるブ yシュ・ド

クトリンが発表されている。

こうしたイラクの御成を示す「証拠」の集

中的な開示によって，議会もill!Jかされ， 10月

]]日，上院は77対23，下院は296対133の圧

倒的多数で，大統領にイラクに対する軍事力

行使の権限を与える上下両院の合同決議

12002年対イラク軍事力行使授権決議 (Au-

thorization for Use of Military Force Against 

Iraq Resolution of 2002) J (Public Law 107-
243)が可決されたのである。

(2)対イラク軍事力行使授権決議

ごの決議は， 4条から成り，第 l条でこの

決議の名祢を定めたあと，まず，第 2条で，

大統領に対して，①イラク問題に関するすべ

ての国述安保理決議が実行されるよう，また，

②イラクがこれらの決議を遵守するよう要求

する速やかで断固たる行動を国連にとらせる

イラク戦争におけるプyシュ政権のも刊岡県作とメディアの武任

ょう，求めている。

その上で，第 3条の(a)項で，大統領に対し

て，①イラクによる継続的な脅威からアメリ

カの安全を守るため，そして ②イラクに関

するすべての国連決議をイラクに遵守させる

ために，必要な軍事力の使用を認め， (b)項で

は，大統領に対して 9 軍事力を行使する際に

は，その決定を両院議長に事前に，また.も

し事後になる場合で也48時間以内に，伝える

こと，などを求めている。

さらに，第 4条では，大統領に対して，こ

の決議に関する事項について 少なくとも60

日に l回は議会に報告することなどを求めて

いる。

2.過ちを繰り返した議会

しかし，議会は，この軍事力行使授権決議

の採決に当たって，①担造された情報を信じ，

それに基づいて判断する，②選挙を控えた時

期に審議を急ぐ，③戦争反対で£賛成でもな

い畷昧な内容の決議を採択し句結局，誤った

.flH処に基づいて行なわれた戦争に加担する

という，過去と同じ重大な過ちを繰り返した。

本稿は，軍事力行使に至る過程での情報操作

との関係におけるマスメディアの機能と責任

を検討することを主旨とするが，イラク戦争

におけるブ yシュ政権の情報操作の持つ意味

と影響及びその歴史的背景を考えるため，こ

の点についても少し敷街する。

(1)アメリカ憲法の規定

アメリカでは，舷法第 l条第8節第]]-14

項で，戦争を宣言し軍への支出を決定する権

限は，議会に与えられている。しかし，同時

に，第 2条第 l節によって，大統領は，軍の
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最高司令官としての権限を持つ。このため，

アメリカでは，大統領が，談会による戦争の

宣言がないまま，議会から軍事行動について

白紙委任的な授権決議のみを受けて，軍|放を

海外に送り，軍事介入する場合が多く，軍事

行動に関する議会と大統領の権限の関係が重

大な問題となって来た。大統領による議会の

権限の「侵蝕」の問題，と言ってもよいであ

ろう。(浜谷， 3-4頁)

(2)トンキン湾決議

その中でももっとも大きな問題となったの

が，北ベトナムに対するいわゆる北燥が開始

される切っ掛けとなった1964年の「トンキン

湾決議 (TonkinGulf Resolution) J (Public 

Law88-408)である。

この決議は.1964年 8月2日と 4日の 2回

に渡って，北ベトナムのレーダ一基地の所在

を探知していたアメリカの駆逐服がトンキン

湾で北ベトナムの魚雷艇の攻~告を受けた，と

して，ジョンソン大統領の緊急の要請で， 8 

月7日.説会が可決したものである。

このトンキン湾事1'1は，実は， 34AとH干ば

れる，アメリカ側が言討|画した秘密の耳軍Iι"事i

に従つて南ベ卜ナムのH哨向戒艇が北ベトナムの

」基i主E地を攻撃したことが切つJ掛片けでで-起きたもの

で.北ベトナム側はアメリカの駆逐艦をこの

挑発行動の-jJ1iと受け止めて攻撃したのであ

る。しかも， 4日の 2回目の攻撃は実際には

なかったことも のちに判明している。水

しかし，ジョンソン大統領は.この34A作

戦については触れないまま，議会に対して，

アメリカの駆逐艦が公海上で北ベトナムから

攻撃された，とのみ述べて，北ベトナムに対

する軍事力行使を認める決議案の可決を求

80 

め，議会は，それを信じて，同月 7日，上院

は88対 2，下院は416対 O.という圧倒的多

数で可決した。

この決議は， 1合衆国の軍隊に対する軍事

力による攻撃を撃退しさらなる攻!壊を阻止す

るために必要なすべての措置を取る大統領の

決意を承認し支持する。」ことを主旨とする，

全文でわずか 3条からなる極めて簡単なもの

で，文面からも分かるように， 11出争に賛成す

るものでも反対するものでもなかった。議会

は，ベトナムへの軍事介入が陸上戦闘に至る

とは考えてはおらず.むしろ 大統領に幅広

L、権限を与えることによって北べ lナムとの

戦争は回避される，と期待していた。当時の

上院外交委員長ウィリアム フルブライト(]

William Fulbright)は，この決議は 11険争の

拡大を阻止するように昔|算されたものだ」と

述べている。

(Fisher， 405頁， CR. 1l0: 18458) 

しかし，その期待は外れ，アメ リカは，議

会が大統領に「白紙委任状J(ノ、ルパースタム，

529頁)を与えてしまったばかりに，以後1973

年に至る 8年間，泥沼の戦争を!快い， 5万8，000

人のアメリカ兵と 200万人のベトナム人が殺

されたのである。

*このことは 1995年11月日日にハノイで行なわれ

た.1MI'当H寺のアメリカの国防長官ロバー l マ

クナマラと北ベトナムの国防相ポー グエン・ザ

ソプの会談で確認された。

(マクナマラ.2003年.290頁)

(3) r戦争権限法」の制定

こうした経験に対する反省から生まれたの

が， 1973年のIi政争権限法 (WarPower Re-

solution) J (Public Low 93-148)である。戦争

権限法は，



 

 

-敵対固に対して軍隊を投入する場合とそれ

を継続する場合には句議会と大統領が共同

で判断すること

-大統領の最高指揮官としての態法上の権限

は，戦争の宣言，特別の立法による授権，

合衆国またはその軍隊に対する攻!撃によっ

て生じる国家的緊急事態 (nationalemer 

gency) .の 3つの場合に限られること

-大統領は，軍隊を投入する前と後に議会と

協議すること

-大統領は，軍隊を投入した場合には.48時

間以内に両院議長に書面で報告すること

-大統領は，議会が要求する情報を提供しな

ければならないこと

大統領は，議会が両院同意:決議 (concur-

rent resolution) *によって命令した場合は

軍隊を撤退させなければならないこと

などを定めている。

これによって，議会は，大統領による無限

定的な軍事介入に対して一定の歯止めをかけ

ることができるようになった。しかし，同時

に，大統領の最高指揮官としての権限に，合

衆固またはその軍隊に対する攻撃によって生

じる「国家的緊急事態」への対処を加えた結

果，大統領に，態法上明記されていない新し

p権限を与えることにもなった，とも指摘さ

れている。(浜谷.19頁)

*両院合同決誠りointresolution)と異なり，大統

領の署名を必要としない代わりに拘束力がない。

(4)湾岸戦争決議

1991年の湾岸戦争に際して，大統領に軍事

力行使の権限を認める決議が可決される最大

の切っ掛けとなったのは.1990年10月10日

に，下院の人権議員団 (HumanRights 

イラク戦争におけるブッンュ政権の仙報冊目作とメディアのi!t任

Caucus)による公聴会で f15歳のクウェー卜

の少女ナイラ (Nayirah)Jが行なった証言だ

った。この中で守ナイラは，クウェート市内

の病院に彼女がいた時，イラク軍兵士が病院

に侵入し，保育器の中から赤ちゃんを取り出

して冷たい床に放置し保育器を持ち去った，

それによって312人の赤ちゃんが死亡した句

と証言したのである。

この証言をブッシュ大統領は 6回も演説で

取り上げ，メディア也大きく報道した。

当時，アメリ力説会では，上下両院とも民

主党が多数を握っていたため，取り分け上院

では，大統領に軍事力行伎の権限を認めるか

どうかの賛否が措抗していたが.1991年1月

12日 上下両院の本会議で，大統領に軍事力

行使の権限を与える「対イラク軍事力行使授

権決議」が可決された。上院では52対47のわ

ずか 5票の差だった。

この決議は，第 2条で，

(a)大統領は，イラクによる安保理決議の履行

を確保するために.(b)項に従って合衆国の

軍事力を行使する権限を与えられる

(b)大統領は， (a)項で与えられた権限を行使す

る前に，イラクによる安保理決議の履行を

確保するためにあらゆる外受的・平和的手

段を尽くしたこと，また，それが将来に渡

って成功する見込みがないという判断を両

院議長に伝えること

などと規定している。

この決議の採決に加わった上院議員の中で

この決議を支持する根拠としてこのナイラ証

言を引用した議員は 7人に上っており，ナイ

ラ証言がいかに物を言ったかが推測される。

しかし，現在ではよく知られているように.

この証言の内容も証言者の身元も全くの嘘だ
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ったことがのちにあきらかになった。この証

言が嘘だったことは，クウェー卜が解放され

た直後の1991年の3月に， ABCのマーティン

記者によって指摘された。また，翌1992年 1

月には，少女は，実は駐米クウェート大使の

娘で， i事件」当時はクウェー卜にはおらず，

証言も全くの担ち上げだったことが，ジョ

ン・ "7'Jカーサー(JohnR. MacArthur)らニ

ューヨーク・タイムズの記者によって明らか

にされているo'(NYT， 06/01/92) 

*また I この記事によると，この公聴会での証言で

は，はじめに，この人抗議員団の団長を務める民

主党と共和党の議員の 2人がナイラの身元はクウ

エ トにいる彼女の家族が危険にさらされる可能

性が品るので明かせ立い，と述べたが，実は，①

この 2人の誠員は，アメリカ政府にイラクに対す

る軍事力の行伎を働き掛け続けて来たクウェー l

人の団体「自由クウェートのための市民(Citizens
for a Free Kuwait) J (CFK)と契約していた広告会
社ヒル目アンド・ノールトン (H日1and Knowlton) 
と深いつながりが品ったこと，②この公聴会也ヒ

ル アノド ノールトンの副社長がこの 2人の誠

員と CFKの議長と相談して実現させた也ので I

CFKの議長は，この公聴会が行なわれた時に ナ

イラの身元を知っていたこと，などが品きらかに

されている。

(5)イラク戦争決議の場合

間違った情報に基づく決議

トンキン湾決議が可決される基となった情

報は， トンキン湾事何という，実態の不明な

それだった。また，湾岸戦争決議は，その直

前の「ナイラ証言」が基になって，可決され

た。イラク戦争直前に出て来た，イラクのウ

ラン輸入疑惑を中心とする核兵器開発疑惑

は，これと全く同じ役割lを果たした，と言え

よう。

7 ッカーサーは， i湾岸戦争とイラク戦争
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には驚くべき類似性がある」として，湾岸戦

争の時は，赤ちゃんの虐殺という情報がイラ

クに対する軍事力行使の権限を得るための

「プロパガンダ・キャンペーンの中心的な役

割 (centerpiecefor propaganda campaign) J 
を果たしたが，イラク戦争においては，この

核兵器の脅威という担ち上げ情報が同じ役割

を果たした，と指摘している。

(WDR) 

中間選挙を控えて審議を急く

トンキン湾決議が可決された1964年は，秋

に大統領選挙が予定されており，ジョンソン

大統領は，共和党の大統領候補になるであろ

う上院議員のパリー・ゴールドウォーターを

意識して，選挙でベトナム問題が大きな争点

になる場合に備えて，議会で授権決議が可決

されることを望んでいた。

(ハルノ〈ースタム， 505-511頁)

湾岸危機の時は，父親のブソシュ大統領は，

1990年8月にイラクがクウェートに侵攻しで

も，ただちに議会に対して軍事力行使の決議

を求めることはせず，まず， 11月に団連安保

理の決議を得，次いで，中間選挙のあと議会

が再開された翌1991年 l月に議会の決議を得

ている。

しかし，息子のブ yシュ大統領は，父親を

見習いはしなかった。彼は，議会に対して，

中間選挙の前に決議を可決するよう，強く求

めたのである。

このため，議会は卜分な審議を尽くすこと

ができなかった。

上院では民主党が多数を占めていたが，民

主党は ι ブッシュ政権の方針に対抗する戦10告

を打ち出すことができず，中間選挙を前に

民主党自身が選挙の中心テー7 と考えている



 

経済問題に早く焦点を当てたい，と考えて，

軍事力行使授権決議の審議を急いだ，とされ

る。 (NYT，28/09/02， WP， 25/09/02) 

また，上院のジョン・エドワーズ(John

Edwards) ，ジョセブ・リーノtーマン(Joseph

Lieberman) ，下院のディック・ゲパート

(Dick Gephart)など，次期大統領選挙への

立候補を狙っている民主党の各議員も，戦争

に反対していると受け取られるごとを恐れて，

結論を急いだ。ゲパートは， I我々は，政治

はl協に置いておいて，これ(軍事力行使を認

める決議案)を可決すべきだ」とさえ述べて

L唱。 (WP，03/10/02) 

こうした考え方には問題があった。民主党

上院議員のマーク・デイトン (MarkDayton) 

が指摘するように， I中間選挙で有利になる

ようにという理由で(軍事力行使の権限を認

める決議案といった)重大な問題での審議を

急ぐのは恥ずべきことJ(WP， 28/09/02) 

であるばかりではない，決議案が可決された

あとも，この問題は，政治の後景に退くこと

はなく，常に最大の問題であり続けたからで

ある。

決議案の唆昧な内容

当時のアメリカ国民は，むしろ，まだイラ

クに対する戦争には慎重であった。ニューヨ

ーク・タイムズが2002年10月7日に公表し

た世論調査の結果によると， 69%の人が，ブ

yシュ大統領はもっと経済問題を重視すべき

だ，と答え， Iアメリカはイラクに対する軍

事行助をすぐ起こすべきか，それとも，イラ

クにおける大量破壊兵器の査察のために国連

にもっと時聞を与えるべきか」という質問に

対しては， 63%の人が，国連にもっと時聞を

与えるべきだ，と答えている。さらに， I議

イラク戦争におけるプッンュ政怖の仙報保作とメディアの貨任

会は，ブ yシュ大統領のイラク政策について，

十分疑問を質しているか」という問に対して

は， 51%がノーと答えている。

では，なぜ議会は結論を急いだのか。その

理由は，上記の，選挙を控えていたという事

情のほかに，可決された決議案の内容にもあ

った。

先に述べたように，この決議は，大統領に

対して，①まず，国連安保理決議がイラクに

よって実行されるよう，また，②そのために

国連に速やかで断固たる行動をとらせるよ

う，努力することを求め，その上で，アメリ

カの安全を守り安保理決議を実行させるため

に必要な場合は軍事力を行使する権限を認め

ているのであって，かならずし也戦争を支持

している訳ではなPo

このことは，下院の国際関係委員会で可決

された決議案を見ればさらにあきらかである。

=の決議案は，下記のように述べている。

委員会は，軍事力の行使が回避されるこ

とを望んでいる。そして，大統領に軍事力

行使に必要な権限を与えることが，その行

使を回避する最良の方法と信ずる。我が国

がその目的とするところについて真剣であ

ることと軍事力を行使する意志があること

を示すことによって，イラクに対して，国

際的義務に従うよう説得することができ，

また，それが，国連安保理のメンパーや国

際社会の他の国々に対して，我が国に同調

して，イラクに対して圧力をかけ，また，

必要な場合にはイラクに対して軍事力を行

使するよう説得する，最善の方法である。

(H目 Rept.No，107-721， 107th Cong" 2nd 

Se田)
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つまり町議会の決議案は，戦争に賛成する

でも反対するで也ない暖昧な内容のまま， fE

法によって議会に預けられたはずの軍事力行

使の最終的判断の権限をそっくり大統領に預

けてしまったのである。 (Fisher.404頁)

このように，議会が，和戦に二股をかけな

がら結局は宣戦布告なき戦争の実行に加担l.

しかも，みずからはその賞任を負わなかった

点では， トンキン湾決議の時と同様である。

これについて，連邦議会図書館議会調査局

のルイス・フィッシャー (LouisFisher)は，

外国に対して軍事力を行使する必要性を分析

し判断するのは本来議会の役目であるはずな

のに，議会はそれを放棄し大統領の子に委ね

てしまった!険争には勝ったが，アメリカの

立溜政治l*ililJに深い-長期に渡る傷を残した，

と厳しく批判すると共に，こうした重大な決

議の審議・採決を選挙の前や選挙中に行なう

と，議員は真の国益よりも自己の政治的利益

を優先させることになりやすいので，選挙前

や選挙中に行なうべきではない，と指摘して

L略。 (Fisher.405-408頁)

議会は，またも，結果的に，不確かな情報

を基に，慎重な検討も行なわないまま，大統

領に白紙委任的に軍事力行使の権限を与えて

しまった。このことは.議会でさえ歴史に学

ぶことが難しいことを示している，とも言え

よう。

3.一般教書演説に向けて

(1)一般教書演説の重要性

もう一つの狙いは. 1月28日の一般教書演

説である。

アメリカ大統領の一般教書演説は，大統領
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が毎年アメリカ国民に対して行なう演説の中

でもっと也重要なものである。特に2003年 1

月28日に行なわれたブッシュ大統領の一般教

書演説は，ブッシュ大統領がイラクに対する

軍事力の行使に向けてアメリカ国民の支持を

訴えるもっと也重要な機会となったばかりで

なく，みずからは第一撃は行使しないという，

それまでのアメリカの伝統的な外交・戦争政

策を根本から転換し，必要なら先制攻撃をも

辞さないことを一般国民に向けて明確にした，

という点でも「革命的なものJ(Duffy & 
Carney. 22頁)であった。

ウラン輸入疑惑の情報は.2002年10月7日

のブッシュ大統領のシンシナティでの演説で

は使用されなかった。この時は.CIAのテネ

ット長官みずから，国家安全保障担当副補佐

官のスティーヴン・ハドリー (StephenHadley) 

に対して，乙の情報をブッシュ大統領の演説

で使用しないよう伝えた，という。

(向上.25-26頁)

また，この情報は，一般教書演説からわず

か1週間後に行なわれたパウエル国務長官の

国連安保理での演説でも使用されなかった。

では，なぜ，この情報が一般教書演説では

使用されたのであろうか。

その理由の一つは，上記のようなこの演説

の重要性にあった，と言えよう。また，談会

で武力行使の権限を大統領に与える決議を勝

ち取る上での重要な根拠の lつとして利用し

たウラン輸入疑惑情報を一般教書演説から外

すことは困難だった，とも考えられる。

(2)押えられたウラン輸入疑惑の関係資料

このイラクのウラン輸入疑惑が最初に浮上

したのは.2001年 イタリアにおいてで句イ



タリア政府が，それを証拠立てるとされた数

週の手紙と関係文書を入手し，英米の情報当

局に伝えた。

アメリカにおいては，チェイニー副大統領

がこの情報に強い関心を示したため， CIAは，

翌2002年 2月，アフリカ問題に詳しい元外交

官のジョセフ・ウィルソン(JosephWilson) 

を現地に派遣して，調査させた。ウィルソン

は 1週間余りかけて調査を行ない，イラク

がウランを輸入しようとした事実はない句と

確信して帰国し，その調査結果をCIAと国務

省に報告した。 CIAは， 3月9日，その内容

をメモにしてホワイ lハウスに回した。

(同上， 25頁)

国務省の情報当局も.その 9日後，このι情

報は信頼できない，というメモをパウエル国

務長官に直接手渡している。

このウラン購入疑惑が担ち上げであること

は，この一般教書の演説のあとで，表面化し

た。 IAEAのエルパラダイ事務局長が， 3月

7日の国辿安保理で，イラクのウラン輸入疑

惑に関する文書は偽物である，と述べたので

ある。

IAEAは，イギリス政府がこの情報を公表

したあと，アメリカ政府にその関係資料を訪

求したがなかなか手渡してもらえなかった守

しかし，これらの文書は，入手して数時間も

しないうちに，偽物であることが分かった，

という。 (Hersh，42頁)

アメリカ政府は，この極めて疑わしい情報

の関係資料を、ブソシュ大統領の一般教書演

説に使用するまでは 外部に出さずに押えて

いた可能性が高Po

イラク戦争におけるブッシュ政権の仙報掛作とメディアの武任

曾5Z3575の検証

1 ' IIで述べたように，イラク戦争に向け

では，イラクの差し迫った脅威を示すとされ

る数多くの「証拠」が米英政府によって示さ

れたが，その多くが事実ではなかったことが

判明した。

しかし，この間， 7スメディアは，ブッシ

ュ政権の戦争に向けての「プロパガンダ・キ

ャンベーンJ(MacArthur， 2003年， 62頁)lPR

戦争J(Goodman)に追随し，イラクの御成の

内容を十分に検証することはなかった。

1.存在しなかったIAEA報告

2002年9月7日に米英首脳会談が行なわれ，

ブ yシュ大統領が，イラクは「あと半年で核

兵器が製造できる状態にある句という報告が

IAEAから出された。Jと述べたが，この時こ

の点をIAEAに確認したメディアはほとんど

なかった。

わずかにワシントン・ポストが， IAEAの

スポークスマンの話しとして， IAEAはその

ような報告は出していない，という否定の談

話を放せているが，ワシントン・ポストがこ

れをホワイトハウスにぶつけることはなかっ

た。 れ市p，08/09/02) 

この問題は巳米英首脳会談から 3週間後の

9月27日になって，ょうやく，保守的な新聞

ワy ントン・タイムズが取り上げた。同紙の

のジョセフ・カール(Joseph Carl)が，ウィ

ーンにあるIAEAの本部に問い合せたところ，

IAEAは，そのような内容の報告を出したこ

とがないばかりでなく，イラクがどれくらい

かかれば核兵器を開発て、きるかという時間的
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見通しについて報告を出したこともない，と

明確に否定した，という。

この点について，大統領副報道官のスコッ

ト・マクレラン (ScottMcC1ellan)は.1991 

年に「あと半年」という報告が出ている，と

述べたが.IAEAはこの点も否定している。

しかし，このワシントン・タイムズのJ斤角
の記事も.16頁日という深いところに埋めら

れており句目立つことはなかった。

2.実在しなかった核兵器の脅威

(1)アルミ管疑惑

2002年9月8日にニューヨーク・タイムズ

によって伝えられた，イラクがウランの濃縮

に必要な遠心分離器に使うことができる特殊

なアルミ管を大量に購入した，という情報も，

その年の12月には否定された。

しかし，こうした否定の事実は，ほとんど

注意を払われることはなかった。

ニューヨーク タイムズにこのアルミ管疑

惑の記事を書いたのは，マイケル・ゴードン

(Michae1 Gordon)とジュテVス・ミラー (Judith

Miller)の2人の記者である。

ミラーは，イラクの大量破壊兵器問題の担

当記者として，数々の「派手な，しかし，ほ

とんど検証不可能な特ダネJ(Ackerman)を

書き述ねて来た。その多くの記事の情報源は，

アハマッド・チャラピ(AhmadChalabi)と p

う亡命イラク人で，ミラー自身によれば. 1 

面に掲載されたイラクの大量破峡兵器に関す

る彼女の記事の主な情報源はチャラピだっ

た，という。しかし，チャラピは，ワシント

ンで， 10年以上に渡って，ブセイン政権打倒

のためのロビー活動を続けて来た反フセイン
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派で， CIAはその情報をかねてから疑わしく

受け止めて来た，と指摘されている。

(WP， 26/05/03， UPI. 12/03/03) 

ミラーは，イラク人科学者がアメリカ兵を

化学兵器が埋められた場所に案内した，とい

う2003年4月21日の l面の記事でも，国防総

省の当局者から否定されるなど，多くの批判

を受けている。

(2)ウラン輸入疑惑

ウラン輸入疑惑についても.2002年の早い

段階で，ウィルソンが現地調査を行なってい

たにもかかわらず，その結果は，メディアに

注目されることはなく，ウィルソンが，自分

の報告が完全に無視されたことに驚いて，

2003年の 7月になって，その経過をニューヨ

ーク・タイムズに寄稿して，はじめて，ホワ

イトハウス也，プッシュ大統領の一般演説の

中のウラン輸入疑惑に関する部分が不確かな

情報に基づくものであることを認めた。

ウィルソンは，この寄稿文の中で， Iもし，

自分の情報がイラクに関するある前提にそぐ

わないからという理由で無視されたのであれ

ば，我々は虚偽の口実の下に戦争を行なった，

という正当な主張が可能になろう。」と，政

府の対応を厳しく批判している。

(Wilson， 06/07/03) 

3.顧みられなかった基本的情報

イラクの大量破壊兵器の脅威がほとんど政

府の発表するままにメディアによって伝えら

れて来た背景には，それまでの国辿による報

告書や国連当局者による発言がアメリカのメ

ディアによって十分には顧みられなかった，

とL、う状y兄がある。



 

 

 

   

 

 

また，イラクにおける大量破壊兵器計画の

最高責任者であり 1995年にアメリカに亡命し

たフセイン・カメル(HusseinKamel)の証言

の重要な部分がこれまで秘匿されて来たこと

も最近になって分かったが，この点もあまり

注目されなかった。

(1)化学兵器は国連が処分

イラクは，湾岸戦争後，大量の化学兵器を

団連に手渡し，これらの兵器は1992年から例

年にかけて廃棄された。また，国辿は， 1996 

年までには，イラクの兵器生産に使用するこ

とが可能なすべての施設・設備を廃棄した。

(Ackerman) 

(2)生物兵器はイラクがみずから処分

残った問題は，廃棄が証明されていない一

部の化学兵器と生物兵器の存在である。フセ

イン政権は，これらの兵器も 1991年の夏に密

かに埋めた，と主張し， Iイラク問題に関す

る国連特別委員会 (UNSCOM)J'も， 1999年

l月初日の報告で，イラクは「大量のこれら

の兵器を大規模かつ秘密裏にみずから廃棄し

たJと述べているが，処分がイラクによって

行なわれたものであることから，すべてが完

全に廃棄されたかどうかは確認されなかった。

ブッシュ政権がイラクには大量破壊兵器が

残っていると主張する根拠はここにあった。

たとえば，戦争開始から 2週間余り前の 3月

3日の記者会見でも.大統領報道官のフライ

シャーがこの点を指摘している。

しかし， UNSCOMの元委員長ロルブ・エケ

ウス (RolfEkeus)は，すでに， 3年前の2000

年 3月の段階で， I現代の兵器管理 (Arms

Control Today)j誌上で，イラクには大量の

イラク1ilJ(争におけるプァγュ政怖のfIIj"報挽作とメテVァの世任

兵器はないと恩われる，と述べている。エケ

ウスは，同年8月にも，ハーヴァード大学で

の講演で， I我々は，イラクの(大量破壊兵

器の)能力は全地域において基本的に除去し

た，と考えている」と述べている。

(AP， 16/08/00) 

* United Nations Special Commissiono 1991年 4月

3日の安保埋決議687に基づいて①イラクの大量

破線兵器のうち核兵器以外の兵器の除去の実行と

cz核兵器の分野におけるIAEAへの協力を目的に I

設置された。初代の委員長 (ExecutiveChair-man) 

は 1997年6円まで， Aウェーテ'ンの回辿大使ロル

ブエゲウス (Ro!fEkeus) 0 2代目はオース!リアの

国辿大使リチャ ド田パトラー(RichardButler)。ノ、

トラーは， 1997年7月から 1999年6月まで委員長

を務めた。その問， UNSCOMは， 1998年12月まで

イラクで活助を続けたが，同月の米英軍によるイラ

クに対寸る空爆で，活動を中止した。パトラーの後

任は指名されず.チャールズ・ダル77ー(Charles

Duelfer)副委員長が1999年12月まで委員長代理を

務めた。

1999年12月17日の安保理決議1284に基づいて，

UNSCOMに代わって， UNMOVIC (United 

Nations Montoring， Verification and Inspection 

Commission)が設置されている。

(3)伏せられた亡命者カメルの証言

2003年 2月24日に発行されたニューズウィ

ーク誌の 3月3日号に，注目すべき記事が載

った。イラクからの最高位の亡命者である陸

軍中将ブセイン・カメルに対する 1995年当時

の1AEAとUNSCOMによるインタビューで

ある。 (Barry，03/03/03) 

カメルは，フセインの娘婿で， 10年間に渡

ってイラクにおける非在来兵器開発計画の最

高責任者であった。

そのカメルが， 1995年 8月，イラクの兵器

開発計画に関する大量の秘密書類を持ってア

メリカに亡命したことで，湾岸戦争までのイ
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ラクの大量破'J衷兵器開発の実態があきらかに

なり，その発言は，アメリカ政府によって，

①イラクが大量破壊兵器を蓄積していること

を証拠立てると共に②国辿の査察では兵器は

発見できないことを示すものとして，繰り返

し引用されて来た。

(FAIR Media Advisory. 27/02/03) 

しかし，このニューズウィークが入手した

カメルに対するインタビューの記録によれば，

イラクは，湾岸戦争後の1991年夏 9 大量破壊

兵器開発計画の存在を国連の査察団に知られ

ないようにするため. I貯蔵した生物・化学

兵器とそれを運搬するミサイルすべてを破壊

した」。しかも，カメルは，アメリカのCIA

とイギリスのMI6にも同じ内容の供述をして

いる，という。それが事実だとすると，アメ

リカ政府の幹部は実は全員この情報を知り得

る立ち場にあったことになる。

このニューズウィークの記，jrに文すして.CIA 

のスポークス7 ンは，強く否定した (Reuters.

24/02/03)が.26日には，このカメルに対

するインタビューの全文をケンブリソジ大学

講師のグレン・ラングワラ (GlenRangwala) 

が入手してインターネットに掲載したこと

で句政府が，このカメルの証言を，恋意:的に

利用して来たことが広くあきらかにされた。

(http目//www目fair.org目/press releases / 

kamel.pdf.) 

しかし，この注目すべきニューズウィーク

の記事も，扱いが「ペリスコープ(Periscope)J 
という頁での雑報扱いだったため，あまり注

目さオ1なかった。

(Ackerman. Extra!. 5-6/03. 7-8/03) 

カメルは，その後 1996年にイラクに戻っ

て，殺害されている。
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(4)国連査察団は入国を「拒否」されたのか

アメリカ政府は句国連の査察団がイラクに

入れなかったのはイラクが入国を拒否したた

めだ，ということも，繰り返し主張して来た。

ブッシュ大統領は.2002年9月7日の米英

首脳会談のあとの記者会見で.1998年に査察

団がイラクに行ったものの入国を拒否され

た，と述べ.2003年7月14日に也，記者団に

対して 「我々は査察団を入国させる機会を

フセインに与えたが，彼はそれを拒否した」

と述べた。実際には，国辿がイラクに対して

査察団を受け入れるよう求める決議を採択し

たあと句イラクは無条刊で査察団を受け入れ

ている。ただ，その直後に米英による空爆が

あったため，実際には入国できなかっただけ

である。

しかし，このブッシュ大統領のコメントの

誤りはほとんどメディアによって指摘される

ことがなかった。

4.パウエル演説で論調が転換

アメリカのジャーナリズムの論調にとって

大きな転換点となったのが.2003年2月5日

の国連安保理におけるパウエル国務長官の演

説である。その内容は. 1の2で触れた通り

だが，この演説によって，アメリカのジャー

ナリズムの論調が戦争支持へと大きく転換し

た。

パウエル長官の演説の翌日の新聞は，ニュ

ーヨーク・タイムズが，パウエル長官が示し

た証拠は「ほとんど百科事典的なカタログ」

のようだと述べ，キューパにミサイルが配備

されていることをあきらかにした1962年のア

ドレイ・スティーヴンソン (AdlaiStevenson) 



  

 

の団連での演説になぞらえ，また，ワシント

ン・ポストが「エックス線写真のように詳細」

で「反論しがたい」と述べるなど，全国の新

聞に.I圧倒的H説得力あるJなどの文字が

品百った。

事!日忠『エディター・アンド ノTブリ yシャ

ー (Editor& Publisher) jが全国の主要な新聞

を対象にその社説を調べたところによると句

このパウエル演説をはさんで，戦争支持派が

5紙から 15紙に激増する一方で，戦争懐疑派

は29紙からlUi1;iこJ放i戒した，とL、う。

こうした結果について，グレッグ・ミッチ

エル (GregMitchell)は.Iパウエル演説まで

は，世論も，社説も，街頭でデモをする人た

ちも，反戦の気涯を強めていた。しかし，パ

ウエル演説とメディアがその内容を鵜呑みに

したことがすべてを変えてしまったJ
「メディアは，このパウエル演説に廟され(イ

ラク)侵攻を不可避なものにした」と指摘し，

「こうした社説を，今は まともな顔で読める

であろうか」と厳しく批判している。

(Mitchell) 

選 島断イアを開く麗境

では，アメリカのマスメディアは，なぜ.

政府の言うがままの情報を垂れ流すことにな

ったのか。

ごうした情報は.大統領をはじめとする政

府の最高幹部や高官による演説・発表，記者

会見，ブリーフィング，リークなどによって

もたらされる。

演説・発表・会見などの場合，そこには守

イラク戦争におけるブッンュ政権の仙報掠作とメディアの責任

勿論，まず，時間との競争というジャーナリ

ズムの基本的な属性による，裏付け取材にか

けられる時間の限界がある。

しかし，こうした7 スメディアに特有の時

間的な条件以外に，メディア側には，十分な

検証活動をしにくいさまざまな事情があった。

ここでは，そうした事情を.放送メディア

を中心に，考える。

1.愛国主義

もっとも基本的な環境条件は 9.11テロ事

件以降急激に高まったアメリカ国民の安全に

対する不安感とそれに基っく愛国的雰囲気の

高揚である。

2003年7月13日に公表されたヒ。ュー・リサ

ーチセンターの|世論調査の結果によると，一

部のメディアはあまりにアメリカ寄りだ (too

pro-American) .と受け止める人の割合は25

%句そうは忠わないという人の割合は66%だ

った。

アメリカのメディアは.9.11テロ事件以後

全体に右傾化し，政府の方針に対する分析的・

批判的姿勢を失っている，と批判されるが，

アメリカ国民の問では，まだまだ，全体的に，

メディアに対して，よりアメリカ的であるこ

とを求める気持ちが強いことが伺われる。

また.9.11テロ事f'l以前は，軍部に対する

批判はアメリカの安全保障体制を高める，と

考えている人が半数を越えていたのに対して，

テロ事件以後は半数を剖り.7月の調査では，

45%にまで下がった。これに対して，軍部批

判はIlj汗'f.j体ffilJをむしろ司革める，と考ーえている

人は急激に増え. 7月の時点では守 43%にま

で迷している。

こうした状況の中で，ブオ yクスが.あか
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らさまな政府寄りの立ち場で視聴者を増やし，

他の放送メディアの姿勢にも影響を与えたこ

とは. iフォックヌ効果」としてよく知られ

ているところである。

2.軍事専門家への安易な依存

放送メディアの軍事専門家への安易な依存

も，問題点として指摘されている。

これらの軍事専門家は，専門家の立場から

政府・軍部の主張に対して，独自の分析・判

断ができる守と期待されて起用された。しか

し，彼らは，しばしば，単に政府・軍部の言

うところを駒鵡返しに繰り返し守恐怖心を煽

り立てていたに過ぎなかった。

(Ackerman. 7-8/03) 

元国辿武器査察官のデイヴイッド・オルブ

ライトは，開戦に至るまでの期間，無数の新

聞記事とテレビ番組の中で「イラクは生物・

化学兵器を所有している」と主張して来た。

しかし，戦後いつまで経っても大量破壊兵器

が発見されないことから.i私は，たしかに

政府の主張をそのまま受け止めて来た。ーも

し見付からないとなると，国摘されたと受け止

めざるを得ないことになる」と述べている。

(LAT. 20/04/03) 

ブルソキングス研究所(BrookingsInstitute) 

のケネス・ポーラック (KennethPollack)も，

戦前，フセインが大量破壊兵器を隠し持って

いることは間迎いない，と断言して来た。

2002年10月9日のオプラ・ウィンフリー・シ

ョウ (Oprah¥町infreyShow)では守ウィンフ

リーが「フセインにはアメリカを攻単する能

力があるか」ときいたのに対して.ポーラッ

クは. i彼は，使用できる生物・化学兵器を

持っている。ただ，それを使用するには，過
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去にそうしたように，テロリストの用いる手

段を使うしかない。・・問題は，彼が新しい

(攻盤)能力を椛築しつつあることだ」と述べ

ている。

ポーラ yクはペルシャ湾地域の軍事問題を

専門とする元CIA分析官であり，報道関係者

の多くは，彼の見解をそのまま受け入れた。

しかし句彼は，戦後ラジオ番組 (NPRWeek-

end AII Things Considered. 24/05/03)の

中で. iあれは ι 情報関係者の問では共通の

認識だった。あのように主張したのは私自

身ではなく，いわゆる専門家の主張を繰り返

した結果だ」と弁解している。

中には，政治的信条から虚偽の主張をする

専門家さえいる。

元UNSCOM副委員長で.2004年 l月，辞

任したケイのあとを受けてISGの団長になっ

たチャールズ ダルファー (CharIesDuelfer) 

も，中立的な権威筋としてテレビに出演し，

イラクは疑いなく大量の兵器を隠し持ってい

る，と主張していた。しかし，元国連査察官

のスコ y 卜・リソター (ScottRitter)によれ

ば，彼は，カメラの外れたところで，フセイ

ン政権打倒論者であることを認め，フセイン

が大量破境兵器を持っていようがいまいがそ

れは問題ではない.iより大きな問題は，こ

の独裁者が日量600万パレルの石油を産出す

る能力のある国を支配し続けることを認める

かどうかだJiもし，大量破壊兵器が存在す

るかどうか，が問題とされれば，・・イラクは

健康という診断書を受け取るごとになるだろ

う」と述べたと言う。

(Ackerman. 7-8/03) 



  

 

3.放送コンサルタントの存在

こうした状況の中で，表立ってはいないが

放送局の放送内容に大きな影響力を持つ存在

に，放送コンサルタント会社がある。

アメリカでは，多くの放送局が，放送コン

サルタントと契約し，番組内容・宣伝・番組

のホストなどについてアドヴアイスを受けて

おり，その影響力は取り分け地方局に対して

大き ¥¥0 しかも，アメリカでは， 1970年代以

降，地方局が増えてネットワークの視聴率を

奪って来ているため，その影響力は無視でき

ない。

問題は，①多くの放送局が同様のアドヴア

イスに従うため，メディアの多様性が奪われ

ることになるばかりでなく，②そのアドヴア

イスが，もっぱら，いかにしたら視聴率を高

めることができ，それによって儲けることが

できるか，という観点からのそれであり，し

ばしば，ジャーナリズムの本質と背馳する，

という点にある。ジョン・マクマナス Oohn

H， McManus)によれば，コンサルタント会

社は，ジャーナリズムの規範を無視するよう

にアドヴアイスすることさえある，と言う。

(130-132頁)

(1)テレビ:マジッド社の場合

アイオワ州シーダーラピソズl二本社がある

マジ y ド社 (FrankN. Magid Associates)は，

もっともよく知られたテレヒ品ニュース・コン

サルタント会社である。

7 ジッド社は，イラク戦争に際して，戦争

反対運動を取材することは放送局の収益に悪

影響を及ぼす恐れがある.と指摘し，戦争反

対の行動や意見はニュースに取り上げない方

イラク戦争におけるブツンュ政権の仙叩棟作とメディアの技任

がよい，という見解を示した。

7 ジ y ド社がイラク戦争開始直前に発表し

た全米の視聴者を対象にした世論調査の結果

によると，テレビニュースは戦争反対のデモ

や平和活動に十分関心を払っていない，と言

う人の割合は，調査対象者の14%に過ぎず.

また，異なる意見にも関心を払うべきだ，と

答えた人の剖合は， 13%に過ぎなかった.と

いう。 (WP，28/03/03) 

7 ジソド社は，こうした調査結果を踏まえ

て，戦争反対の意見や行動の紹介はむしろ大

多数の視聴者の反感を買うので控えた方がよ

い守とサジェス卜したのである。

(2)ラジオ:マクヴェイ・メディアの場合

また，オハイオ州クリーヴランドロ本社が

ある「世界最大のラジオ・コンサルタントJ

と言われるマクヴェイ・メディア(McVayMedia) 

は守「戦争7 ニュアル」を作成し，戦争が続

いている聞は毎日持定の時間に国歌を流すよ

う，アドヴアイスした。また， トークショウ

に対しでも，若者が戦場にいる問は，ホスト

が目立たないようにすること，あてこすりや

辛妹な言葉を吐かないこと，などをアドヴア

イスしている。

7 クウeェイ祉のニューストークショウ担当

者のホランド・クーク (HollandCooke)は，

I(戦争をしている)今，国旗を振ることは政

治的にも正しいことだと思う」と述べている。

(向上)

(3) I大多数の国民に嫌われたくはないJ

本節の冒頭で引用した7 ク7 ナスによれ

ば，コンサルタントは，視聴者は自分の考え

方に添ったニュースを見たがるものであり，
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また，不安が現実のものにならないように求

めている，として，放送局に対して，視聴者

の考え方を補強するようなニュースが望まし

い，視聴者の不安を和らげるニュースが望ま

しい，とアドヴアイスする.と言う。視聴者

に安心感を与えるニュースは，視聴率を高め守

また，商品の購買を勧める広告にとっても好

ましい雰囲気を作り出すからである。

こうした考え方は，しばしば，ジャーナリ

ズムの規範に背馳する。ジャーナリズムは，

社会の客観的な姿を描くことが使命なのであ

り しばしば祝聴者の知りたくない現実も

提示しなければならないからである。

しかし，大多数の放送局は.i戦争を支持

しているとは見られなくてもいいが，アメリ

カ軍を支持していないとは見られたくなLリ

「ビジネスである以上，大多数の国民に嫌わ

れたくはない。だから，国旗を立てる」ので

ある。(向上)

4 共和党頼みの規制緩和

(1 )所有規制緩和問題

放送界がブ yシュ政権に対する批判を控え

たと考えられるもう一つの要素は，放送事業

の所有規制緩和の問題である。

アメリカでは，① l社が全国で所有する放

送局の電i出の到達範囲，②地域市場でのテレ

ビ局の所有数，③テレビとラジオ ι 放送とが「

聞，といった異業種による相互所有，などが

ililJ限されており，放送業界は，この所有規iJilJ

の緩和を強く求めて来た。 2001年には，フォ

ックスと.CBSを所有するヴァイアコムが訴

訟を起こし 2002年2月19日，コロンビア特

別区迎邦地裁は，現行の所有規制を逃態とす
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る.FCC敗訴の判決を言いi捜している。

(Fox Television Stations Inc.， v. FCC， 30 

Med. L. Rp廿.1705) 

FCCは，これを受けて，規則改正の作業に

着手し. 1社が所有するテレビ局の放送到迷

範囲の上限を全米テレビ視聴世帯の35%から

45%に引き上げることなどを含む，地上放送

に関する 6項目の規制規則を修正する改正案

をまとめ，改正案は.2003年6月2日.FCC 

の5人の委員の投票にかけられて. 3対2で

採択された。この投票結果は，マイケル・パ

ウエル (MichaelPowell)委員長を含む共和党

系の 3人が賛成，民主党系の 2人が反対，と

完全に支持政党別に沿った也のとなった。

パウエル委員長は，国務長官コーリン・パ

ウエルの息子である。

(2)誠会も国民も規制緩和に反対

このFCC規則の改正案は，しかし. 7月23

日に下院本会議で，また. 9月3日には上院

歳出委員会で. 1社が所有するテレビ局の放

送到迷範囲を元の35%に戻す趣旨の法案が可

決され，さらに， 9月16日の上院本会議では，

FCCの新しい規則をすべて無効にするよう求

める，議会の拒否権(legislativeveto)と呼ば

れる決議案が可決された。議会の拒否権は，

行政当局の定める規則をすべて無効にするこ

とを求めるもので，辿邦議会で談会の拒否権

が行使されたのは，史上2回目のことである。

また. 9月3日には，第 3巡回区連邦控訴

裁判所が，このFCC新規則の実施を一時差

し止める決定を行なっている。

このメディア所有規制の緩和については，

アメリカ談会のみならず.アメリカ国民も批

判的である。先に引用した 7月13日のピュ



   

 

一・リサーチセンターの世論調査の結果によ

ると，メディア所有規制の緩和に肯定的な意

見の人は10%に過ぎなかったのに対して，否

定的な意見の人は50%にも上っている。

(3)共和党政権が頼み

こうした状況の中では，共和党政権のみが

メディア業界の煩みとするところとなり，所

有規制の緩和を求めているテレビ局が共和党

政権に批判的な報道を控えたであろうことは，

十分考えられるところである。

アメリカのメディアの多機性を追求してい

る非営利団体「ディジタル民主主義センター

(Center for Digital Democracy) Jは，アメリ

カの放送企業は，所有規制の緩和を要求する

他方でイラク戦争の報道をしなければなら

ず， I深刻な利益の衝突」問題を抱えている，

と指摘する。

フォ yクスは，この所有規制の緩和のほか

にも，アメリカの衛星会社ディレクTVも買収

しようとしており，この問題でもFCCの承認

が必要である。また，ヴァイアコムは，外資

によるメディア所有の規ililJを緩和するよう，

求めているほか， ABCを所有するディズニー

も，ネットワークのプライムタイムを独立プ

ロダクシヲンにも開放する，という提案に強

く反対している。

アメリカのネットワークの報道の中で也，

取り分けフオ yクスの政府寄りの姿勢は目立

つが，こうした状況について， Iディジタ jレ

民主主義センター」のジェフリー・チェスタ

ー (]e宜reyChester)専務理事は， Iもしこれ

らの規制が撤廃あるいは緩和されれば，巨大

メディアは計り知れないほどの利益を手に入

れるJわけだから， I特にテレビの場合，ホ

イラク戦争におけるブッンュ政権の情報告品作とメテ・ィアの責任

ワイトハウスの機嫌を損ねないよう，戦争報

道の方針に手心を加えることはありうること

だJと指摘し，放送業界は， FCC規則の改正

を控えて， I狭い商業的心理」にとらわれて，

イラク戦争に関する政府の方針に対する分析

と批判を怠って来た，と批判している。

(Chester) 

(4) 39%で妥協が成立

この問題は，ブ yシュ大統領が抱否権を行

使することを示唆したため，結局， 1 社が所

有するテレビ局の放送到達範囲の上限を35%

と45%のほぼ真ん中の39%とすることで，議

会と大統領府の問で妥協が成立し，下院は

2003年12月8日に，上院は2004年 l月22日

に，この妥協案を盛り込んだ歳出予算一括法

案を可決し.23日，ブッシュ大統領が署名し

て，改正規則が成立した。

これによって，ヴァイアコムもニューズコ

ープも 現在所有する放送局を今後も所有で

きることになった。両社の放送到達範囲は，

合併や買収によって，すでに37-38%に達し

ていたのである。

ホワイトハウスの
情報管理システム

こうしたアメリカ政府による巧みな情報操

作の背景には，ベトナム戦争以後のアメリカ

政府のメディアについての学習と研究があっ

た。

ここでは，ニクソン政権からレーガン政権

にかけて確立された，ホワイトハウスの情報

管理システムについて触れる。
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1 .コミュニケーション・オフィス

アメリカの歴代の大統領は，いかにメディ

アを使って国民に対して有効にメソセージを

送るかに腐心して来た，と言っていいだろう。

ラジオ時代のフランクリン・ロウスPウeエルト

(Franklin Roosevelt)大統領(1933-45年)の

炉辺談話は，そのもっと也よく知られた例で

ある。

テレビの時代*に入ってからのメディアと

政治の関係では， 1960年の大統領選挙におけ

るケネディ対ニクソンのテレビ討論が有名で

ある。このテレビ討論によって，アメリカの

政治家たちは，はじめて，テレビの影響力の

大きさと恐ろしさを知った。

このメディア就中テレビに対する情報管理

のシステムを組織化したのは，ケネディに敗

れたあと復活を果たし，ジョンソン政権を継

いだニクソン大統領(1969ー74)である Q

ニクソンは，ホワイトノ、ウスからニュース

をコントロールすることに非常に執着した，

という。そのこクソンが，大統領就任早々ホ

ワイトハウス内に設置したのが，コミュニケ

ーション・オフィス(WhiteHouse 0日ceof 

Communications)である。

ホワイトノ、ウスには，ロウズウ'ェルトの時

代にプレス・オフィス(WhiteHouse Press 

Office)が設けられていたが，プレス・オフ

ィスが，ワシントンにいる記者に対して，毎

日，ホワイトハウスからの情報を提供し彼ら

の質問に答えることが仕事であったのに対し

て，コミュニケーション・オフィスの目的は，

何がニュースかを政府みずからが支配するこ

と，すなわち，アジェンダのコントロールで

あった。そのために.オフィスは，行政府全
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体の情報を統括・調整し，長期に渡る広報戦

略を立て，記者団を相手とするよりも，むし

ろ，記者団を迂回して国民に向けて直接アピ

ールすることに努めた。

そのためにもっとも利用されたのが日々の

世論調査である。世論調査の結果を基に，ど

んなテーマが国民にもっとも訴えるか，を判

断し，それを基に国民の反応を考えて発言し，

翌日は，また，世論調査を行ないながら，発

言を修正したりさらに強めたりした。

(Maltese， 3頁)

ニクソンがホワイトハウスに持ち込んだ手

法は，もともと彼が1968年の大統領選挙で展

開したものだが，このコミュニケーション

オフィスの設立は大きな効果を発揮し，ニク

ソンは， 1972年の大統領選挙では圧勝的な大

差で再選を果たした。ニクソンの補佐官のチ

ャールズ・コルスン (CharlesColson)は，ホ

ワイトノ、ウスは， Iほとんど思うがままにニ

ュースを操れるに至った」と述べている。

(向上)

以後，歴代の大統領は，共和党であれ民主

党であれ，ホワイトハウス内にこのコミュニ

ケーション・オフィスを置き，活用した。

*アメリカでテレビ放送が開始されたのは1941年のこ
とで品る。この年の 5月，現在のテレビ放送方式で

あるNTSC(NationalTelevision System Committee) 
方式がFCCによって採用され 7月.CBSとNBC
が放送を開始した。テレビ放送は.翌年 戦争の

ため 旦中断されたが.1944年.ABCが放送を開

始したのに続き CBSとNBCも放迭を再開してい

る。

2.ディーヴァー・システム

ホワイトハウスがはじめてテレビを政治コ

ミュニケーションにおける中心に据えたの



 

 

は，レーガン政権(198ト89年)においてであ

る，とされる。

レーガン大統領の副報道官だったレスリ

ー・ジャンカ (1々slie]anka)は，

(レーガン政権は)すべてがPRだった。

レーガン政権は， PR会社が大統領になり，

国を支配したようなものだ。予算の編成と

か外交とかは，窓法が要求する程度にはや

った。しかし，最初にして最後の，そして，

何よりも重要な仕事はPRだった。

とまで述べている。 (Hertsgaard，6頁)

レーガン政権の補佐官逮は，ほとんど異口

同音に， 7スメディアにおけるレーガン大統

領の扱いに満足した，と述べている。

(同上司 3頁)

そして，レーガン政権以後の大統領補佐官

迷は句みな，このレーガン流の情報操作を学

んで行ったのである。 (Schram.27頁)

(1)マイケル・ディーヴァー

レーガン政権においてこうしたテレビメデ

ィア戦略が確立されそれが奏功したのは，言

うまでもなく，まず第一に，グレート・コミ

ュニケーターと言われた，レーガンという極

めて魅力的な人柄の存在があったからこその

ことであった。彼の，当たりのよい人柄，誠

実そうな態度，完壁なトークやスピーチ，カ

メラ写りのよさ。こういった要業が，彼を「究

極の大統領選挙用商品J(] ames Lake'ったら

しめたのである。

しかし，レーガン政権における完盤なテレ

ビメディア戦略は，このレーガンという魅力

的な商品があったとしても，彼の忠実な補佐

イラク似平におけるブyンュ政栴の↑!日報掠作とメディアの賀f1

宮迷，就中 7イケル・ディーヴァー (Michael

Deaver)の天才的な能力と献身的な努力がな

ければ完成されることはなかった守と言われ

る。

ディーヴァーは，カリフォルニア州出身で，

サンノゼ州立大学を卒業したあと，サンタパ

ーノすラで，レーガンのカリフォルニア1Hi:羽"Ji.

選挙運動を手伝い， 1966年，レーガンが当選

すると共に，州知事補佐官兼州総務部長にな

った。レーガンとの関係はそれ以来のことで，

レーガンが「わが息子」と呼ぶほど 2人の

関係は親しかった。

レーガンの州土刊事としての{壬}羽が終わる

と，ディーヴァーは，レーガンのスピーチラ

イターだったピーター・ノ、ナフォード (Peter

Hannaford)と2人でPR会社を起こし，引き

統きレーガンの政治活動を助けた。 1980年に

レーガンが大統領選挙に立候補した時，レー

ガンは，その選挙事務所在，ロサンジェルス

にあったディーヴァーのPR会社のオフィス

に置いている。そして， 1981年，レーガンが

大統領になると共に，次席補佐官としてホワ

イトハウスに入り，プレス・オフィスとコミ

ュニケ-yョン・オフィスを統括することと

なった。(図V-2-(I))

ディーヴァーも，カリフォルニア州時代に

は，こうしたメディアの操作 (management

of news)の重要性について考えることはなか

った。メディアが州知事の言動に絶えず注目

する，というようなことはなかったからであ

る。そのディーヴァーがメディア操作の重要

性に目覚めたのは， 1976年守レーガンが最初

に大統領選挙に出た時だった。そして， -13， 

その重要性に目覚めると，彼自身の言葉を借

りれば彼は，その技法を，子供時代にピア
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図V-2-(1)

ライティング

(Maltese. 27頁)

ノを習得したと同じように，やすやすと習得

した。(同上.12-13) 

* 1984年のレーガンの大統領選挙運助における報逃

担当官。

(2)ディーヴァー・システム

ディーヴァーは，非常に高度なメディア分

析を行ない，それを基に報道管理操作技術の

すべてを開発した，とされる。

ディーヴァーの情報挽作の原則は，

①人身は現実を知りたいわけでーはない

②大衆の記憶力は悪い

③常に映像が優先する

ということであった。

③の原則は，テレビメディアを操作する上

で取り分け重要である。ディーヴァーによれ

ば，日と耳がぶつかった場合は常に目の方が

勝つ。また.視聴者が記憶に留めるメッセー

ジの60-70%は，聞いたものではなく，見た

ものである。

そのため，ディーヴァーは，常に映像を文

字に優先させた。(リュデール.14頁)
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洪水による情報操作

こうしたディーヴァーの考え方から開発さ

れた手法の一つが，マーク・ハーツガードの

言う「洪水による操作 (manipulationby inun-

dation) Jと情報のパッケージである。

この手法の基本的な考え方は.Iジャーナ

リストが空腹を覚えて調査を始める必要がな

いようにJ.大統領のスタ 17が，あらかじ

め選んだ情報を，ジャーナリストが空腹を感

じないうちに，提供することである。ジャー

ナリストが空腹を感じてよからぬネタで取材

を始められてはたまらない守からである。デ

ィーヴァーは，フランスの週刊誌『ヌーベ

ル・オプセルヴァトウール』の記者シャンタ

ル・ドゥ・リュデール (Chantalde Rudder)の

インタビューに対して.I肝心なことは，定

期的に情報を流す目|画を立て.メディアに対

して決して防御の側にまわらないごとだ」と

述べている。そして，そのために，毎週金陥

日に，少なくとも 4時間かけて. 2週間分の

情報の制作をした，という。(向上)

ディーヴァーは，特にネソトワークが抵抗

できないような映像的に魅力的なニュースの

パッケージを絶えず供給することに努めた。

(Hertsgaard. 6頁)

同じメッセージを異なる絵柄で

また，一つのテーマでキャンペーンを企画

する際には，大統領には閉じ内容のスピーチ

を繰り返してもらう一方で，毎回異なる映像

やスピーチの場所を用意した。メッセージは

繰り返すととではじめて人々の意識に厨くか

らである。(同上.48-49頁)

地方局の重視

地方放送局の重視も，彼の重要なPR戦略

の一つであった。地方局に大統領へのインタ



 

ビューの機会を与える場合は，ネットワーク

に対するよりす、っと条件が付け易く，ホワイ

トハウスの意のままのインタビューが行なわ

れることが可能になるばかりでなく，それが

十分な時聞をかけて放送されるからである。

(向上， 50頁)

かくして，レーガン政権時代のテレビメデ

ィアは，少なくともイラン・コントラ事件*

が起きるまでの 6年間は，完壁にホワイトハ

ウスに押さえ込まれた。そして，冒頭で述べ

たように，以後の大統領の補佐官達は，みな，

このレーガン流の情報操作を学んで行ったの

である。

* 1985年9月と 1986年2円 アメリカが人質を解

放させる目的で，愉出管理法に述反して イラン

に秘密裏に武器を売却し I その代金の一部をニカ

ラグアの反政府勢力コントラへの軍事探助のため

に供与していた事件。 1986年II月に発党し 同年

12円にレーガン大統領とミ-;<司法長官によって

公表された。事刊は I 国家安全保附会議のオリ

ノ〈ー・ノース軍政部次長の独断によるものとさ

れ!ノース次長は解任され，上司のポインデクス

ター国家安全保障問題担当大統領補佐官も辞任し

た。

ベトナム・シンドロームと
CNN効果

I-Nで，政府が，軍事力を行使するため

に，それに至る経過において句いかに情報を

操作し，また，メディアがその情報の内容を

検証し情報操作を見破ることがいかに困難か

を，イラク戦争を中心に見て来た。

こうした情報操作は，戦争の歴史と共に存

在したであろう。しかし，現代のアメリカ政

府にとっては，それは，いわゆる「ベトナ

イラク収平におけるプッシュ政11，の情報J操作とメディアの賀任

ム・シンドローム(Vietnamsyndrome) Jの克

月Eでもあった。

また， CNNをはじめとする国際テレビメ

ディアの登場以来，外交・安保政策に対する

その大きな影響力はrCNN効果(CNNeffect)J 

と呼ばれて議論になっている。

一体，国の外交軍事政策において テレ

ビは実際にどの程度の力を持ち得るのであろ

うか。ここでは，このベトナム・シンドロー

ムとCNN効果について改めて考えてみる。

1.ベトナム・シンドローム

(1) rベトナム・シンドローム」という言葉の

多義性

一般にベトナム・ンンドロームと言われる

言葉の意味するところは，外国に軍事的に介

入したものの，戦況が泥沼化し多大の犠牲者

を出して.結局，初期の目的を迷することな

く撤退を強いられ，囲内政治的にも敗北を喫

する状況，さらには，こうした結果を恐れて

外国への軍事介入を控える心理状態を指す

と考えられる。

しかし，この言葉は，メディアとの関係に

おいては，取り分けテレビメディアが，ベト

ナム戦争の実相をカメラによって伝え，その

あまりに悲惨な状況に句アメリヵ国内で反戦

の気運が高まって，結局アメリカは撤退せざ

るを得なかった，ということを意味し，①ア

メリカ政府にとっては，ベトナム戦争の失敗

の責任をメディアに転嫁する言葉として，②

テレビメディアにとっては，国民の世論をI喚

起し戦争を止めさせる力を示したものとし

て，受け止められがちである。

ベトナム戦争以後、のアメリカ政府の軍事政
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策にとっては，このベトナム・シンドローム

の克服こそが最大の課題であった，と言われ

る。

事実，支配層は，メディアをそのようなも

のとして受け止めた。 7 ッカーサーによれば.

彼らは， i二度とふたたび，ジャーナリスト

達が，意図的にであれ結果としてであれ，政

府の戦争目的についてアメリカ国民を混乱さ

せる機会を持たせないように固く決意した。」

{McArthur， 1992年， 138頁)のである。

ベトナム戦争の終わった1970年代なかば，

米欧日の政界・実業界・大学のエリー卜達が

集められて i3者問委員会」という名の委員

会が組織され， i果たして民主主義は統治可

能か」というテー7 で研究を求められた。そ

の結果，問題はアメリカの民主主義の過剰に

あり，それがアメリカの支配力の衰退を招い

た，その責任はメディア就中テレビにある，

という結論に達した。そして，それに統く数

年間，アメリカの右派は，アメリカのジャー

ナリズムはもはやアメリカ社会の価値を共有

していないことを論証するために，数えきれ

ない程の調査や出版に出資を惜しまなかっ

た，という。(リュデール， 12頁)

(2)ベトナム戦争後の厳しい取材規制

グレナダ侵攻(1983年).パナ7侵攻(1989

年)，といった，ベトナム戦争に続くアメリ

カによる軍事力行使に際しては，このベトナ

ム シンドロームに対する政府軍部の反省

から， 1.被しい報道管制が敷かれた。

冷戦終結後最初の大規模な戦争であった

1991年の湾岸戦争においても，まさに，この

ベトナム・シンドロームがその「基底にある

テーマJ{Winter，日頁)であった。そして，
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この湾岸戦争において，政府・軍部は情報の

統制に完勝し，ディーヴァーをして， i国際

的なイベントにメディア対策で広告会社を雇

ったとしても.これほど上子に行なうことは

できなかっただろう」と激r，rせしめた。

(向上， 6頁)

(3)ベトナム戦争を終わらせたのはテレビか

だが，果たして，ベトナム戦争は本当にメ

ディアによって終わらせられ和平に持ち込ま

れたのであろうか。メディアは本当にそれほ

どの力を持っているのであろうか。

このベトナム・シンドロームの解釈によれ

ば，メディアは， 1968年l月の北ベトナムに

よるテト攻勢以後，戦争批判に転じ，国民も

反戦に向かった，それによって，政府・軍部

も和平を探らざるを得なくなった，とされる。

しかし，ジェイムズ・ウインター (]ames

Winter)によれば，実際は，メディアも国民

も， 1969年までは政府のベトナム政策を支持

しており，テト攻勢を受けて，アメリカ政府

が軍事的勝利を断念L.さらに，問題の焦点

がパリ和平協定へと移ってはじめて戦争に対

して批判的になった，という。すなわち，メ

ディ 7も国民も，支配層の考え方の変化を反

映したに過ぎない，というのだ。

{ 9 -12頁)

ジョンソン大統領は，このテト攻勢の 2か

月後の 3月31日，大統領選挙での再選を求め

ず，交渉を通じて和平への努力をする，と発

表した。このジョンソン大統領の発表のあと，

世論は劇的な変化を見せ，はじめて戦争反対

派が推進派と措抗するに至った。

{Hallin， 170頁)

また，ベトナム戦争でのアメリカ軍による



 

 

 

 

 

 

数々の残虐な事f'lーが報道される大きな切っ掛

けとなったミライ (MyLai)事f'i'*の報道があ

ったのも 1969年11月のことである。

ただ， 1965年 8月のCBSのモーリー・セイ

ファー (MorleySafer)記者によるダナンの

海兵隊駐屯地からの報道(刊 5ー(3))，1966 

年12月のニューヨーク・タイムズのハリソ

ン ソールズペリー (HarrisonSalisbury)記

者による北ベトナムのハノイからの報道な

ど，ベトナムの戦場からの報道が出始めてか

ら ベトナム戦争の政府・軍部の発表とは異

なる実態があきらかになり始め，国民の見方

が徐々に変化して行ったことは，指摘されね

ばならない。

そして，テト攻勢を受けての1968年 2月27

日に放送された， CBSのウォルター・クロン

カイト (WalterCronkite)による特別番組が

この潮目の変化に大きな影響を与えた。クロ

ンカイトは，この特別番組の中で，この戦争

はうまく行っていない，この戦争から手を引

くごとを考え始めなければならない，と述べ

た。ジョンソン大統領は，テレビの人聞を好

きになオ1なかったカ人クロンカイトだけは.e，~

敬していた。それだけに，このレポートに強

いシヨソクを受け，これは転換点だ，ウォル

ター・クロンカイトを失ったのならそれはア

メリカの一般市民を失ったということだ，と

言ったという。そして，この報道が，再選を

求めない彼の決意を固めさせた。ハルパース

タムは，のちに， iアメリカの歴史において，

はじめて，戦争終結がアンカーマンによって

宣言された」と述べている。

(Halberstam， 514頁)

* 1968年3月16日，アメリカル師団第11旅団第12
歩兵辿隊第 l大|諌C中隊が ミライ村で多数の村

イラク戦争におけるプソシュ政権の↑'1
11叩偶作とメディアの責任

人を殺害した'MI。陸軍では 翌1969年4月から

調査を始め 9月I 中隊長を109人の村人を殺害

した罪で起訴した。ごの事実は，はじめはほとん

ど伝えられることがなく， 11月になって，フリー

ランスの記者七イモア'ハ ンュの記事とニュー

ヨーク・タイムズのポプ・スミスの記事が よう

やく，それぞれ新聞に掲i脱された。しかし，それ

で也=の記事の扱l、は大きく在く， 1面トップに

なったのは!クリーヴランド・プレイン田ディー

ラーがはじめてその大量虐殺の写真を拘叫したiIキ

で品る。以後，この11>刊に対する41一雄が急速に高

まり I ベトナムでのアメリカ軍による数々の残虐

主事刊が報道されるようになった。

(ナイトリー， 357-370頁)

2. CNN効果

(1) iCNN効果」という言葉

「ベトナム・シンドロームJという言葉が，

国内メディアとしてのテレビがその国の外

交・安保政策に与える影響力を示す言葉とし

て，冷戦時代に生まれた，とすれば， iCNN 

効果」という言葉は，国際テレビメディアが

各国の外受・安保政策に与える大きな影響力

を示す言葉として守冷戦構造崩壊のあとに生

まれた，と言える。

ここで，国際テレビメディアとは， CNN 

International， BBC World.のように，世界

中にニュース取材網を持ち.1IIi星を利用して，

24時間，世界中にニュースを放送し続けるテ

レビメディアを言う。

CN N Internationalは， 1980年に始まった

が，以後.1989年の天安門事件.1990-91年

の湾岸危機と湾岸戦争， 1992年のソマリアで

の紛争， 1992-95年のボスニア紛争. 1999年

のコソポ紛争など，大きな国際紛争を伝え続

けて来た。

iCNN効果Jという言葉は，こうした国際
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紛争の過程において政策決定者逮が感じた，

国際テレビメディア，取り分け， CNNの大き

な影響力についての受け止め方から生まれ

た。 (Gilboa. 8頁)

レーガン政権の国務長官のジェイムズ・ベ

イカー(JamesBaker)は，ごれらの国際紛争

に対する国際テレビメディアの影響力につい

て， r電子メディアは，紛争をリアルタイム

に伝えることによって，以前には存在しなか

ったような，素早い対応を要求する強力なプ

レッ yャーを与えて来た。」と述べ，元ハーバ

ード大学副学長でクリントン政権で国務次官

補を務めたジョン・シャタック (JohnShattuck) 

は.rメディアが我々をソマリアに巻き込み，

メディアが我々をソマリアから撤退させた」

と述べている。

また，前回辿事務総長ブトロス・ガリ

(Bou1:ros Boutros-Ghali)は， rCNNは安保理

の16番目のメンバーだ」とさえ述べている。

(Minear & Weiss ， 4頁)

(2) CNN効果の源泉

国際テレビメディアが，外受・安保政策あ

るいはその決定過程に大きな影響を与えるの

は，それによって.①大きな国際紛争や事

何・事故の状況が，リアルタイムで.世界に

同時に伝えられること，②生々しい映像を伴

うこと句 cr背報の展開が速いこと，によると

考えられる。

それによって.視聴者の聞に，取り分け大

規模な人道的危機の場合などには，政府によ

る介入・援助など，素早い対応に対する期待

が高まり，為政者は，それに即応しなければ

ならない，という圧力を感じることになる。

しかも，国際テレビメディアは，単に事実
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を伝えるのみでなく，ボスニア紛争における

ように，記者が一方の側に加担して軍事力に

よる介入を主張することさえある。*

(図 VI-2-(2)) 

ここで為政者にとって難しいのは，①国際

図VI-2 -(2) 

対応に対する期待

テレビメディアの視聴者が世界各国の為政者

であり国民であることから，為政者は.かつ

てのように，囲内向けと国際社会向けで異な

るメッセージを示すことが討されなくなり，

それだけ，慎重にならざるを得ないこと ② 

テレビ放送を通じての態度表明は，公約とし

て為政者を拘束し，後にそれを訂正するのが

困難なこと，③それにもかかわらず，為政

者 政策決定者には，十分な情報と似重な検

討をする余裕がないため，むしろ直感によっ

て対応しなければならず，それが失敗した場

合大きな禍根を残すことになりかねないこと

である。 (Gilboa.19-21頁)

*ポヌニア紛争では CNNのクリスチャン アマン

ポー 7(Christioan Arnanpour). BBCのマーティ

ン・ベル (MartinBell) .ガーデイアンのエド ヴ

アリアミー (EdVulliamy)らが，イスラム教徒に

対するセルピア人による迫害を阻止するための軍

事力による介入を強く主張した。

(3)決定要因ではなく制約要因

エイタン・ギルボア (Ey1:anGilboa) *は，

「国際ニュースネットワークとアメリカの防

衛・外交問題における政策決定 (TheGlobal 

News Networks and U.S. Policy Planning in 



   

Defense and Foreign Affairs) Jと題する最近

の論文において， CNN効果に関する多数の

論文を詳細に分析・検討している。この中で，

彼は，

・多くの場合 国際テレビメディアが外交・

安保政策の決定過程に対して持つ影響力に

ついて，支配 (controlling)と制約 (con-

straining)が混同されており， f走者の証拠

を以て前者の存在の証明としている

・報道と政策決定の悶の囚果関係においても

混乱がある

と指摘し， I国|捺テレビメディアが国際紛争

に関する政策の形成過程において決定要因と

なりつつある，とする主張を支える十分な証

拠はなpJとしながらも句それが外交及ひ'外

交政策のさまざまな面で大きな影響を及ぼし

ていることは確かであり.その意味で，国際

テレビメディアは政策を制約している，と言

えよう，と述べている。(同上， 13-14頁)

ホイスラエルのパー・イラン大学政治学部コミュニ

ケーンョン プログラム教授。ハーハード大学

PhDoこの論文は，ハーパード大学ケネディ政治

大学院ショーレンスタイン・センターにフエロー

として在籍中に苦かれた。

融…に何悶るか

これまで，イラク戦争を中心に，戦時にお

ける政府・軍部の情報操作の状況を見.取り

分け，国民がみずからの安全に強い不安を感

じている時には，こうした情報探作に対して

メディアの検証が不十分になることを見て来

た。

その背景には，①国民の聞に愛国心と敵情i

イラク戦争におけるプッンュ政柿の仙親探作とメテ'ィアのi!t任

心が高まり，政府・軍部に対する疑問や批判

を許さない雰囲気が強まること，②メディア

ぞジャーナリストもそういう雰囲気に影響さ

れかねないこと，③取り分け商業メディアは，

こうした状況の中では，読者・視聴者に対し

て合理的・客観的な判断を可能ならしめよう

と努めるより，国民の雰囲気に乗じた報道姿

勢・方針によって発行部数を仲ぱし視聴率を

伸ばそうとする傾向があること，そして，④

ジャーナリズムの基本的属性たる時間的制

約 9 ⑤制度による規制を前提とした放送とい

うメディアの特殊事情，等がある。また，こ

うした政府による情報操作に対抗することは

議会にとってさえ難しいことも，歴史の示す

ところであった。

そして， -8戦争が始まってしまえば，政

府によって示された!被争の大義・正当性・必

要性についての論議・検証は忘却され，国民

は，余程大きな犠牲でも出ない限りは、とも

かく最後まで政府・軍部を支持する。

そして，戦後は，その既成事実の上に，外

交が展開され，国家の再建がーから始められ司

そのための利権の獲得競争が展開されるので

ある。

しかし，政府・軍部によって提示された戦

争の大義・正当性・必要性が実は根拠のない

ものであったとしても，それによって失われ

る幾多の人命'破壊される国土は現実である。

その意味で，戦争の大義・正当性・必要性の

根拠の検証は戦争が終わってからでは遅いの

である。

前章で，簡単にではあるが，いわゆるベト

ナム・ンンドロームと CNN効果の実際に意味

するところを考えて，メディア就中テレビメ

ディアに，外交・安保政策に対する決定的な
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影響力があるのかを検討した。その結論とし

ては，ベトナム シンドロームはむしろ神話

であり， CNN効果も，ギルボアの言うよう

に，制約条件に過ぎない，と考えるのがおそ

らく合理的であろう，と思われる。

戦争をするかしないかは，最終的には，勿

論，国民がみずから決めることであり，メデ

ィアが決めることではない。だが句国民は，

多くの場合，自国の安全に対する強い不安や

愛国心にかられて戦争を支持L，それによっ

て，結果的に，相手に悲惨な結果を負わせ，

また，みずからも悲惨な結果を負う。

しかし，たとえ自衛のための戦争であれ，

それが外交的に解決され戦争に至らないで済

めば，それにまさることはない。

では，メディアは戦争を避けるために何が

できるであろうか。ごれが，木稿の最後のテ

ーマである。

1 .真実を伝える

メディアが果たすべきもっとも重要なこと

は，平凡だが，やはり，真実を伝え，国民を

して合理的な判断を可能ならしめる，という

ことであろう。

戦争についての報道は，戦争までの過程で

の報道と戦争そのものの報道に分かれる。

本稿では，戦争の原因について分析する余

裕はないが，帝国主義的野望，敵国の脅威に

怯えて行なう先制攻~控，攻~告を受けて行なう

反峻，政権への求心力を高めあるいは囲内問

題から世論の関心をそらすために行なう戦争，

人道的軍事介入，等が考えられよう。そして，

その理由が何であれ，政治権力は，一旦戦争

を決意すれば，あらゆる手段を通じて情報の

操作・コントロールを行ない，世論をその方
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向に誘導しようとする。その時，メディアは.

政府の主張する正当性・必要性の根拠を検証

し真実を伝えることができるか，が問われる。

しかし，本稿でこれまで見て来たように.そ

の作業は実は極めて困難であり，政府の唱え

た戦争の大義の検証は事後になることが圧倒

的に多い。

従って，メディアは，まず，.)ディアに要

求される也っとも本質的な役割，すなわち.

真実を伝え国民をして合理的な判断を可能な

らしめること，を自覚すると同時に，その役

割Iを果たすことが実は 1 取り分け戦争に至る

過程においては，極めて困難て、あることをま

ず自覚しなければならない。そして，その上

で，この困難を補うために次の 2点を普段か

ら心掛けることが大切だと思われる。その一

つは国際報道の強化，もう一つは歴史的認識

の向上である。

2.国際報道をもっと

報道の基本は，物事を多面的にとらえ取材

して伝えることである。さ也なければ，事態

の正確な把握とそれについての合理的な判断

はできなPo

しかし.このもっとも重要なことが，国家

聞の緊張や戦争といったもっとも重要な時に

もっともおろそかになりがちなことも，また

事実である。

国民の聞からさえ，相子1Rリヵ、らの報道を非

愛国的あるいは国益に反すると捉える近視眼

的な見方が出る。湾岸戦争のさなかにCNN

のピーター・アーネ y卜(PeterArnett)記者

が I人パグダソドに残って報道した際，北朝

鮮による位致事件に関して一部のメディアが

北朝鮮から報道を行なった際，などはその典



 
 

 

 
 

  
型である。

9.11テロ事件がF包きた時，アメリカのメデ

ィア界でもっとも問題になったことの つ

が守国際報道の不足であった。

アメリカ人は，なぜ彼らがこうした攻~告の

対象になるのか，なぜアメリカは嫌われるの

か，全く分からなかったからである。

筆者が9目 11テロ事件から半年ほど経った

2002年3月の時点でアメリカを訪れ.テレビ

メディアの報道担当の幹部らにインタビュー

して回った11寺も，彼らは異口同音にこのこと

を指摘し反省していた。

NBC Newsの社長のニール・ンヤピロ

(Neal Shapiro)は， I私は常日頃から国際ニ

ュースが少なすぎると感じていたJと言い，

CNNの取材担当の社長イースン・ジョーダン

(Eason Jordan)は.I複雑なW:界をありのま

まに理解することが，今やアメリカ国民にと

って至上命題だ。さもなければ，ますます誤

解と緊張が生まれることになる」と述べてい

る。また， RTNDA (Radio-Television News 

Directors Association)会長のノすーパラ・コク

ラン (BarbaraCochran)も「テロ事件のあと

話し合ったことの一つは国際報道の不足だJ
と話してくれた。(海部.2002， 57-58頁)

ある調査によると，アメリカでは.9.11テ

ロ事件の前の時点で，日刊紙のニュース面に

国際報道が占める割合は 2%以下だった，と

いう。ネットワークでも， 30年前は45%も占

めていた国際報道が9.11テロJMI直前には全

くないこともあった，という。また，主要な

ニュース週刊誌における国際報道の割合は，

1985年から1995年までの10年間に22%から

13%に半減している。 (Parks，56頁)

また， Iシカゴ外交関係評議会 (Chicago

イラクi間平におけるプyンュ政艇の情組損作とメディアの斑任

Council on Foreign Relations) Jの調査による

と， 1990年には，国際問題にはほとんど関心

がない，と答えた人は 3%に過ぎなかったの

に対して.1998年には22%に激増している。

その理由としては，①冷戦構造が崩壊して，

恐怖の均衡が消え去り，国の安全性が高まっ

た，と受け止められたこと.②その反射とし

て 国民の関心が経済や囲内問題に向かった

こと.③その一方で，国際情勢の把握が却っ

てむずかしくなったこと，などが埋由として

挙げられている。(同上)

また，利潤を追求する立ち場からも.国民

の関心のない国|療報道に時間と賀用をかける

ことはできない，という圧力が現場に加えら

れる。

しかし，国際報道に対する関心が低いから

といって，国際報道を疎かにすれば，国際情

勢についての国民の理解と関心はますます低

下してしまうであろう。

長年にi度って蓄積された国際情勢について

の理解の疎さや偏見は，戦時になって一時的

に国際情勢の報道や解説が増えてもすぐ取り

返しのつくものではなく，国民は，軍事介入

や開戦が必要かどうかの判断を迫られでも，

ただちに正しい合理的な判断を下すことはで

きないであろう。この点からも， li¥¥>時よりも

平時での報道姿勢こそが重要だ，と言うこと

ができょう。

3.歴史を知る

本稿で示したように，戦争を決意した政治

権力は，情報の控造をしてでも戦争に対する

支持を高め戦意の高揚をはかり.メディアも

議会もそれに!吹かれて来たことは，幾つもの

歴史的事実が示している。
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そして.開戦に至る過程において政府・軍

部の展開する情報キャンベーンに対してそれ

を検証することは極めて困難である。

しかし ι メディアも，そして，立法府も，

過去幾度も欺かれ臓をH由んできた歴史的経験

に学ぶならば，そのキャンベーンに易々と屈

することはないはずである。

イラク戦争の開戦が間近に迫った2003年2

月のある日，情報問題の専門家である記者の

ジェイムズ ノずンフォード(]ames Bamford) 

は，ある有力なケーブルテレビのニュース番

組担当の女性プロテ'ューサーから，電話で

イラク戦争の正当性を示す恨拠として政府が

示している情報についてどう思うか，と聞か

れた。そこで，パンフォードが， トンキン湾

事i'lの話しをしたところ，そのプロテ'ューサ

ーは， トンキン湾事件について全く知らなか

ったらしく， I卜ンキン」と繰り返しきいた

上，どういう綴りなのか，とそのスペルを訊

ねたという。

ジャーナリズムのプロフェッショナリズム

とは一体何であろうか。

それは，単に，要領よく取材し要領よく原

稿にまとめて分かりやすく伝える，あるいは，

特ダネを書く，というだけのことではない。

ある事実を全体状況の中でどう位置付けるか

をすばやくかっ的確に判断できる能力をも意

同する。歴史的文脈の中にいかに位置付けら

れるかは，取り分け重要である。歴史的な位

置付けが要求される事態であればあるほど，

それは重要な事態であるに述いないからであ

る。

しかし，このことは，ジャーナリズム，ジ

ャーナリストに，深い勉強を要求する。普段

からの報道姿勢が重要なことは，この点でも
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同じである。普段からの報道活動の積み重ね

によって，ジャーナリズムもジャーナリスト

も，歴史を学びとり，より深い洞察力を身に

付けることがで、きる，と，EEオコオ1るからて、ある。

4.解決の選択肢の提示

軍事力は，国際紛争解決の手段としては最

後たるべきものであり，それも，現代の国際

社会にあっては，国際社会の総意を反映した

国迎での決定を基にして行使されるべきであ

る，と考える。

しかし，メディアは，そこに至るまでに，

軍事力の行使に替わるさまざまな平和的解決

案を提案することも，その役割として求めら

れよう。

7 スメディアの基本的な機能は，本章の冒

頭に述べたように，まず，客観的な情報を提

供して，社会の桝成員をして合理的判断を可

能ならしめることであるが，権力を監視し批

判すること，問題点・論点を示し，その解決

策を提案すること，も重要な機能である。

この問題点・論点の指摘は，取り分け時間

的な制約の大きいテレビにあっては，ややも

すれば，その場限りの表面的な 形だけのも

のになりやすい傾向があるが，メディアの側

での深い洞察の結果に裏打ちされていなけれ

ば句実際には何の意同も持たない。解決策や

その代替案の提示ともなれば句なおのこと容

易ではなく，メディアの側に，問題に対する

柿造的・歴史的理解と普段からの取材・研究

がなければならない。



 

5.戦争の実相を伝える

(1)伝わりにくい戦争の実相

平和的解決の努力にもかかわらず戦争に至

った場合には，言うまでもなく，まず，その

実相をあきらかにすることが重要である。

ベトナム戦争以後，アメリカは，グレナダ

侵攻，パナマ侵攻，湾岸戦争.アフガニスタ

ン攻撃等のー迎の軍事力行使において，厳し

い報道管制を敷き， i血が流されなかった戦

場Hきれいな戦争」というイメージを築くこ

とに成功して来た。(海部， 2003年， 10-11頁)

イラク戦争においては，一転， χ規模な同

行取材を認めたが これは ①それまで，取

材規制を徹底し過ぎたため，メディアからの

不満がかつてなく高まっていたこと，②軍部

が，すぐれた戦果をむしろ積極的に報道して

もらった方がよい，と判断したこと.そして，

③軍隊に同行するメディアによる圧倒的な映

像d情報量によって，ハーツガードの言う「情

報の洪水による操作Jが可能と考えたごと，

などによるものと思われる。

これは，また，絶対に勝利が確実なアメリ

カ側の前線にメディアを引き付けることによ

って.戦争の全体状況や悲惨さを見えにくく

した，とも言えよう。

事実，この前例のない規模の同行取材の実

現によって，アメリカの特にテレビメディア

は，前線からのレポ一人戦闘場面の中継を

含む映像で溢れた。しかし，これによって，

イラク戦争の実相があきらかになった訳では

ない。戦争の犠牲者の映像は極力押さえられ，

イラク側の戦死者の数が報道されることもな

かった。

イラク戦争におけるプッンュ政権の仙担保作とメディアの背任

戦争が，どれほどの悲惨な状況，どれほど

の代償の上に成り立っているのか，その実相

が伝えられなければ句幾ら伝えられたところ

で，それは，戦争ゲームの勝敗の行方を伝え

ることにしかならず，戦争と戦争の惨禍を抑

止する力にはなり得ないだろう。

テレビメディアは，状況を伝える点におい

て，もっともすぐれたメディアであり，もっ

とも大きな力を発押する。

メディアがベトナム戦争を終結させたので

はなかったとしても，ミライ JMIに象徴され

るような「人種差別的で残酷なJ(ナイトリー，

357頁)戦争の実態の報道が，アメリカ囲内

における，そして，世界的なベトナム戦争批

判の世論を高めたの也事実である。

しかし，ベトナム戦争のその実態は，最初

は，ほとんど取材もされず記事にもならず伝

えられることもなかった。それらは，ベトナ

ムにおいては日常的である一方で，アメリカ

国民には受け入れがたい現実であったからで

ある。*

*ダニエル・ハリン (DanielHallin)は!その著書

[j検閲されなかった戦争 メディアとベトナム

(The "Uncensored War" The Media and 

Vietnaml jの中で 当時のアメリカのジャーナリ

ズムの取材対皐領域を同心円上で3つに分け

番外側は， r逸脱した領域 (Sphereof Deviancel J 
で品り そこでの問題は吊初から報道対皐から除

外された，としている。現代のジャ ナリス.ムに

おいて也なお当てはまりそうで品る。 016-11i
頁)。

(2)国際メディアフォース

では，戦争の実相をより忠実にかつ客観的

に伝えるためには，どうすればよいであろう

か。勿論，そこには個々のメディアによる努

力が先ず求められるが，国連平和維持部隊
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(Peace Keeping Force)ならぬ，国連ある L、
は国際メディアブオースといった組織の可能

性を検討することもあながち無意味ではある

まい。国連あるいは国際機関で各国のジャー

ナリストから成る取材チームを結成する，交

戦国も国際メディアフォースには最大限の取

材の自由と便宜を認める，国|祭メディアフォ

ースが取材した結果は各国のメディアに配信

される，のである。

(3)国際世論という回路

もう一つ考慮すべきことは，戦H寺中のよう

な特に愛国心の高まっているH寺は，国民は自

国に対する批判をなかなか受けNけない，と

いうことである。

もっとも民主主義が発達しジャーナリズム

が発達していると思われる国の一つであるア

メリカのような固においても，例外ではない。

1965年8月， CBSが，ダナンに駐屯するア

メリカ軍の海兵隊がある村を襲撃し，家を焼

かないでほしいという村人たちの哀願を無視

して，火炎放射25で150粁の家を焼き払うシ

ーンを掃影したフィルム映像を放送したとこ

ろ，放送後，この放送は敵を助けるための共

産主義の宣伝だ，と非難する視聴者からの電

話が殺到し，変換台が麻滞状態に陥った，と

L、う。ミライ事件についてのハーシュの記事

は，はじめ，ライフからもルックからも掲載

を拒否された。国民は，自国の軍隊がそのよ

うな残虐な行為をしているとは信じたくない

のである。(ナイトリー， 364・358頁)

9目11テロ事件からイラク戦争にかけての時

期においても，同じようなことが起きた。ア

メリカ国民は政府・軍部に対する批判を許さ

ず，アメリカ政府はイラクに対する軍事力行
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使の方針を厳しく批判するフランスを嫌悪し

さえした。

しかし，戦争が外国のそれとなると，態度

も変わるようである。ナイトリーによれば，

ベトナム戦争当時.アメリカ人特派員たちは，

この戦争の道徳性について憶測することは自

分たちの仕事ではない，と考えた。しかし，

スペイン内戦の時のアメリカ人特派員たち

は，まさにこれこそ自分たちの仕事だと考え

た，という。(向上， 366頁)

ベトナム戦争では.アメリカ以外の国のメ

ディアは守その入植差別的・非人道的な状況

に制極的に反応した。ミライ*併についての

ノ、ーシュの記事を最初に掲載した新聞の一つ

はイギリスのタイムズである。また.ミライ

事件の写真は，日本国内では，アメリカを含

むどの回よりも広く伝えられた。

(向上， 358 . 360頁)

イラク戦争においても，アメリカ政府の情

報操作の実態やアメリカのメディアに対する

批判はアメリカ以外の国のメディアによって

鋭く指摘されている。

テレビメディアの発達によって，権力・軍

部は，残酷な状況が伝えられるのを恐れるよ

うになり，厳しい情報統:WJを放くようになっ

た。国民も，見たくない・聞きたくない情報

には拒否反応を示す。

伝えられるべき戦宇の実相が伝えられると

すれば，それは，むしろまず外国のメディア

を通じて外国の国民に，なのかも知れない。

国際世論という回路を積極的に視野に入れ

た積極的・客観的な報道が求められる，と言

えよう。



おわりに

本稿の目的とするところは，イラク戦争を

例に，戦時，特に，戦争に至る過程において，

政府・軍部によってどのように情報探作が行

なわれ，それを検証することがメディアにと

っていかに困雌であるか，を検証することで

あった。

また守それとの関連で，アメリカで，政府

によるテレビメディアに対する情報操作の技

術がニクソン政権とレーガン政権の時代に確

立されたことを指摘し，テレビメディアが外

交・安保政策に大きな力を持つことを示すと

されているベトナム・シンドロームと CNN

効果についてその実際に意味するところを検

討した。

そして，最後に，特に戦争に至る過程にお

いて，国民に合理的で客観的な決定を可能な

らしめるために，メディアに何ができるか，

を考えた。

情報は，しばしば問述っており，また，た

とえそれが報告される段階では正確なもので

あったとして也.政治的・軍事的な目的のた

めには，選択的に利用され，歪められ，必要

であればJE造もされる。

1984年，レーガン政権の副大統領だった父

親のジョージ・ブッシュは，テレビ討論の中

で，当時の民主党の大統領候補ウォルター・

モンデール (WalterMondale)と副大統領候

補ジェラルディン・フエラーロ (Geraldine

Ferraro)の発言を著しく歪めた，と批判され

ていた。これについて，ブッシュの報道担当

官ピーター・ティーリー (PeterTeeley)は，

ニューヨーク・タイムズに対して，次のよう

に言った，という。

イラク収争におけるプッγュ政権の仙報保作とメディアの赴任

討論の時には言いたいことを言っていいん

だよ。何しろ8，000万人が聞いているんだか

ら。(もし何か問題があって守新聞がそれ

を指摘したとしても)それがどうしたとい

うんだ。そんなの，せいぜい200人か2，000

人か 2万人程度しか気がつきゃしないんだ

よ。 (NYT，12/10/84) 

情報は操作しやすく，一旦広まってしまえ

ば，事態はその操作された情報を，m;に進み

たとえ，その情報が問述っていたことがあと

であきらかになっても，あらたな事態を視す

ことはほとんど不可能である。

刊の冒頭で指摘したように，戦争をするか

しないかを最終的に決定するのは，勿論.国

民であって，メディアではない。だが，メデ

ィアは，その国民の決定が，客観的事実に基

づいた合理的なものであり， ff2'悔しないで済

むようなものたらしむべく，最大限の努力を

しなければならなP，

その役割を果たすことが実は容易なことで

はないことをまずメディア自身が認識し自覚

することこそが，その出発点になる.と思わ

れる。
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