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「新型コロナウイルス」は
どのように伝えられたか
～海外の報道をみる（2）～

メディア研究部  税所玲子 / 広塚洋子 / 小笠原晶子 / 塩㟢隆敏 / 
　　　　　　　　　　　　　　　　杉内有介 / 吉村寿郎 / 佐々木英基 / 青木紀美子

2020年12月から2021年1月にかけて，世界
各国で新型コロナウイルス（以下，新型コロナ）
の予防接種が始まった。しかし，感染力が強い
変異ウイルスの出現もあり，感染の拡大は止まっ
ていない。WHOによると感染者の数は1月末
までに1億人に達し，死者は220万人を超えた。

世界のメディアは新型コロナやその感染予防
策についてどのような発信をしたのか。報道を
継続するために組織としてどのような対応をとっ
たのか。浮かび上がった課題は何か。本誌2月
号に続き，コロナ禍への海外のメディアの対応
を報告する。

 １.イギリス

▪ 概況

イギリスでは2021年1月末，新型コロナの
感染者が累計で381万人超となり，死者はヨー
ロッパで最も多く，10万6,000人超となった。
ジョンズ・ホプキンス大学の統計では，人口10
万あたりの死者の数は世界で最悪のレベルと
なっている1）。

イギリス政府やBBCの報道によると，国内
で感染が初めて確認されたのは2020年1月31

日で，中国から入国した学生とその家族だった。
3月5日には初めての死者が発表され，感染者
数の累計が6,600人を超えた3月23日に「ロッ
クダウン」が実施され，5月中旬まで続いた。6
月から7月にかけて感染者の数は低い水準で推
移したが，9月以降再び増加に転じた。12月，
アメリカ製のワクチンを世界で初めて承認し，
医療従事者や高齢者などを対象に予防接種を
開始したが，同月，感染力を増すとみられるウ
イルスの変異を確認。感染拡大の勢いは収まら
ず，2021年1月9日に感染者の累計は300万人
を超えた。

▪ 政府の対応

1月28日　中国本土への渡航制限
3月23日　1回目のロックダウン
3月27日　英首相の感染を発表
5月中旬～ 6月　外出規制，順次緩和
11月5日　2回目のロックダウン
12月2日　Pfizer社製ワクチンを承認
12月8日　ワクチンの予防接種，開始
12月14日　ウイルスの変異を発表
12月30日　自国開発のワクチン承認
2021年1月5日　3回目のロックダウン
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▪ メディアの対応

主要テレビ局や業界団体は，共同で制作現
場の安全確保のためのガイドラインを発表し
た 2）。リスクアセスメントを行うことや，出勤す
る人を最小限にとどめるため，シナリオやセッ
トを必要に応じて変更するなどの具体策を示し
た。また，スタッフのメンタルヘルスにも留意す
るよう助言した。ドラマの撮影などについては，
映画やテレビの番組制作を支援するBFC（イギ
リス映画協会）が，撮影スタッフやメイク担当な
ど役割に応じた詳細な対策をまとめた 3）。

▪ 番組編成やコンテンツ面での対応

BBCは1回目のロックダウンを前に，2020年
3月18日に対応を発表し，コロナ関連番組の放
送やポッドキャストの制作，視聴者の質問に直
接答えるラジオのコーナーなどを設けた。トー
ク番組や国際放送の一部の言語は休止し，ス
ポーツ番組も再放送に切り替えた。教育関連で
は，主要科目で学習を補助する番組を放送し, 
動画配信サービスiPlayer向けのコンテンツも
配信。チャリティー団体とともにコロナで影響
を受けた人への支援番組を放送し，イングラン
ド地方の70歳以上の高齢者に無料でラジオを
配るキャンペーンを行った。

商業放送ITVも，3月18日，クイズやトーク
番組を無観客に切り替える対策を発表した。一
時は全体の85％にあたる番組で撮影が中断さ
れ，1960年に放送が開始された世界最長寿ド
ラマ『Coronation Street』も放送回数の削減
を余儀なくされた。

▪ 経営への影響

BBCは，景気悪化で受信許可料の不払いが
増え，収入が5％減少。子会社BBC Studios

の収益も落ち込み，2020年だけで1億2,500万
ポンド（約170 億円）の経費削減の追加が必要
となった4）。2021年度中に8,000万ポンドの経
費節減を目指しており，報道局の人員削減枠を
新たに70人追加して520人にしたほか，地方局
でも450人を削減するとした。

ITVも，第2四半期の広告収入が過去最大
の43％減となり，上半期の収入は前年比17％
減の12億ポンドまで落ち込んだ。しかし，夏
以降は，好調な視聴率に支えられ広告収入は
減少幅が縮小している5）。

Channel 4も，2020年4月に は1億5,000万
ポンドの制作予算の削減を決め，職員の10％
を一時帰休させたが，若年層の視聴の増加に
よりデジタル収入が伸びたことなどで経営環境
は改善し，職員の一時帰休も解消された 6）。

▪ 報道の課題

イギリス政府は，2020年3月16日から6月23
日までは首相や閣僚が毎日会見し，国民への
情報発信の主要な手段とした。当初，会見は
官邸で開かれたが，感染拡大とともにオンライ
ンに切り替わり，記者からは，疑問点を解消し
たり，矛盾を突いたりしにくくなったとの不満の
声が上がった。さらに，年末までの100回を超
える会見で，女性閣僚は1人が3回登壇しただ
けだったことへの批判も出ている。

医療政策を担う地方自治政府と中央政府の
間で，ロックダウン緩和のタイミングなどをめぐ
る意見の対立が浮き彫りになるにつれ，報道機
関が板挟みになる場面もみられた。特にイギリ
スからの独立を公約に掲げる政党の党首が第1
首相を務めるスコットランドでは，第1首相が，
BBCに会見を中継するよう求めたのに対し，野
党・労働党などは，地方選挙を意識して中央政
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府を批判する第1首相の会見を中継するのは，
BBCに課せられた不偏不党の原則に反するとし
て，Ofcom（放送通信庁）の介入を求めた。

偽情報の流布も多く，5G通信が新型コロ
ナを拡散させるという流言で，電波塔での不
審火が相次ぎ，政府が因果関係を否定する
事態となった。BBCをはじめ大手報道機関や
Facebookなどが参加する国際的なニュースメ
ディアのパートナーシップTNI（Trusted News 
Initiative）が，ともに対策を講じることで合意
した。

▪ 視聴者の動向

Ofcomは2020年3月から定期的にメディアの
利用状況を調査し，より詳しい視聴者動向の
把握に努めている。8月に公表された年次報告
書では，ロックダウン中のテレビの視聴時間は
前年より32分長い3時間46分と大幅に伸びた。
また，有料動画配信の視聴も37分伸びて1時
間11分となり，特に，16～34歳の若年層では
2時間に達した 7）。信頼できる情報源として公共
サービス放送を挙げる人は多く，その視聴シェ
アは過去6年で最高となった。3月時点でBBC
を利用すると答えた人は82％，その他のテレビ
局は56％，ソーシャルメディアは49％だった。

　（税所玲子）

 ２.イタリア

▪ 概況

ヨーロッパで最初に新型コロナが流行したイ
タリアでは，欧米諸国でいち早く外出や地域間
の往来，飲食店の営業などを制限する「ロック
ダウン」に踏み切った。

最初の感染者2人が確認されたのは2020年

1月31日で，いずれも武漢からの中国人旅行客
だった。2月下旬に北部の町で国内初の集団感
染と死者が確認され，3月中旬には全土に感染
が拡大した。5月にはこの第1波をほぼ抑え込
んだが，夏休みを経て，経済活動が本格的に
再開された10月以降，再び感染が拡大。第1
波を上回る勢いで感染者が増加し，2021年1
月末時点で，感染者の累計は250万人，死者
の累計は8万8,000人を超えた 1）。  

▪ 政府の対応

1月30日　中国からの航空便の往来停止
1月31日　政府が非常事態を宣言
2月23日　北部11自治体をロックダウン
3月5日　すべての学校・大学に休校措置
3月8日　ミラノ大都市圏と北部14県をロッ
クダウン，罰則を伴う行動制限・規則を設定

3月10日　ロックダウン措置を全土に拡大
4月6日　休校措置を9月まで延長
5 ～ 7月　各地で段階的に経済活動を再開
10月7日　非常事態宣言を延長（2021年1月
まで），自宅以外でのマスク着用を義務化

12月21日　行動制限措置を全土で最高レベ
ルに（～ 1月6日）

2021年1月　非常事態宣言を4月末まで再延長

▪ メディアの対応

公共放送RAIは，国内で初めての集団感染
が確認された翌日の2020年2月22日，新型コ
ロナ対策のタスクフォースを設置し，従業員の
安全，編成計画，行政機関との調整などリス
ク管理を一元化した。対策強化のため，安全
管理の専門家として元軍警察の治安部隊幹部
もメンバーに加えた。

政府が在宅勤務の推奨や最低1メートルの
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対人距離の確保などの細かい行動規則や罰則
を定めたことを受け，RAIでは取材制作業務
にあたっての規則順守を指示。インタビューな
どの際にはタスクフォースから配付された手袋
やマスクを装着し，長いアームつきマイクを使
用するなどして，取材対象，記者，カメラマン，
音声担当者の間で，それぞれ最低 2メートル
の距離を確保できるようにした。また報道局で
は，職員の感染に備え，シフトを14日単位で
組み，原則として同じメンバーがチームを組ん
で働く体制をとった。

▪ 番組編成やコンテンツ面での対応

RAIは2020年2月下旬から24時間ニュース
チャンネルRai News 24と，ソーシャルメディ
アのInstagramやTwitterのRAI公式アカウン
トも活用して情報を常時更新。3つの総合テレ
ビとラジオで報道番組の枠を拡大し，特番など
で新型コロナ関連の情報発信を強化した。特
番では人員や病床，物資が不足する医療現場
の惨状や，行動制限の限界，障害者や単身高
齢者など社会的弱者のケアなどについて伝え
た。また，EUの財政緊縮策で医療費や施設
の削減を進めてきたことが医療現場の混乱の
一因となったと指摘する調査報道も行った。

学校休校が全土に拡大された3月5日以降
は，無料の動画配信サービスRaiPlayや教養
ポータルRai Culturaで視聴できる番組を増や
し，子ども向けの教育・教養コンテンツや娯楽
番組などを多数配信した。高校卒業資格国家
試験を6月に控えた生徒や教師のため，教育
省と協力し，第一線の教育専門家らが解説する
特別番組を新たに制作，4月から学校教育チャ
ンネルRai Scuolaとオンラインで提供した。

9月には，外出制限などでうつ病や心的外傷

後ストレス障害に似た症例が増えていることを
ふまえ，RAI，保健省，全国心理学者評議会
が協力し，精神面での健康をテーマにした特
集「Pillole di Psicologia（心理学の錠剤）」を
テレビの健康情報番組の中で始めた。週1回，
10 分程度の枠で，精神科医や心理学者などを
招き，視聴者からの質問をメールやTwitterで
受け付けて答えるなどした。

▪ 報道の課題

感染拡大の初期から問題になったのは誤・偽
情報への対応で，2020年3月下旬，保健省が
中心になって誤情報対策のタスクフォースを設
置。AGCOM（通信規制庁）もローマのサピエ
ンツァ大学や内外の研究機関と協力し，誤情
報データ分析の専門チームを立ち上げた。RAI
も同様に常設の対策班を設置し，専門家らとと
もに誤情報データベースの構築を始めた。大手
商業放送Mediasetは誤情報撲滅のスポット広
告を制作し，視聴者に「ニュースは情報のプロ
を頼ろう」などと呼びかけた。

発表前の政策を「スクープ」する報道のあり
方も論議を呼んだ。ミラノ大都市圏と北部14
県のロックダウン発表の前日夕方，複数のオン
ライン・ニュースが法令の“草案”を「スクープ」
として報道。北部にいた南部出身の労働者や
学生が「発効前の脱出」を一斉に試み，ミラノ
中央駅や高速道路などが大混乱になった。こ
れが感染を広げた可能性も指摘されている。
ロックダウン措置発表の会見でコンテ首相は，

「署名前の法案の流出で不安や混乱を招くこと
は許されない事態」と苦言を呈した。

▪ 視聴者の動向

AGCOMの報告書 2）によると，ロックダウン
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中の2020年3 ～ 4月，テレビの定時ニュースや
ニュースの動画配信の視聴者数が伸びたほか，
有料動画配信の利用者も前月比で＋42％，前
年同月比で＋60％だった。

Rai 1とカトリック系チャンネルTV2000が始
めたフランシスコ教皇の毎朝のミサの生中継も
好評で，TV2000はロックダウン中の平均視聴
者数が前年同時期の2倍に増えた 3）。

（広塚洋子）

 3. フランス

▪ 概況

フランスでは2020年3月初旬から新型コロナ
の感染が急速に拡大した。3月8日には，ヨー
ロッパでイタリアの次に感染者が累計で1,000
人を超えた。閣僚や国会議員，放送局を管轄
する文化省トップも感染が確認され，デジタル
化に向けた視聴覚メディアの改革法案も審議
がストップした。感染拡大は5月にいったん収
まったが，夏のバカンス時期を経て9月から再
び急拡大した。10月には1日あたりの感染者数
が4万人を超え，11月，ヨーロッパで初めて累
計感染者が200万人を超えた。11月末から感
染拡大は収まるかにみえたが，12月半ば以降，
1日あたり1万～ 2万人の感染者が報告されて，
高止まりが続いている。2021年1月31日現在，
累計感染者数は300万人を超え，欧州ではイギ
リスに次いで多い。

▪ 政府の対応

3月16日　フランス全土で学校休校
3月17日　フランス全土で外出制限
5月11日　外出制限を緩和，学校が段階的に
再開

10月14日　パリなどで夜間外出制限
10月30日　フランス全土で外出制限
11月28日　外出制限を一部緩和
12月15日　日中の外出制限を解除

▪ メディアの対応

公共放送FTVは2020年3月16日，非常時に 
事業を継続するために重要な企業に義務づけら
れているPCS（事業継続計画）の強化を発表し
た。職員の在宅勤務を進め，業務を効率化す
るため，総合チャンネルF 2とFranceinfoにそ
れぞれある朝のニュース番組が統合され，F 3
の昼12時，夜7時のニュース編成は全国24の
区分から11区分とした。こうした態勢は，政
府の外出制限中維持された。

▪ 番組編成やコンテンツ面での対応

FTVは2020年3月13日，テレビ編成の3つ
の優先事項を発表した。

△

総合チャンネルF 2，
地域放送 F 3はコロナ関連の情報発信を強化
する，

△

視聴者との双方向性を重視し，不安
や疑問に答える，

△

学校閉鎖を受け，教育コ
ンテンツを強化する，という内容である。

F 2は夜8時のニュース番組の放送時間を10
～ 15分拡大し，医療体制や経済，社会，教育
をテーマに新型コロナ関連ニュースを集中的に
伝えた。地域ニュースでも「新型コロナと戦う」
という番組を毎日の昼ニュースの前に放送。オ
ンラインでは「＃OnVousRépond（質問に答え
ます）」というサイトを立ち上げてコロナに関す
る感染防止や国の施策についての質問を受け
付け，夜8時のニュース番組などで専門家が回
答した。「Vrai ou Fake（真か偽か）」というサ
イトも設け，ソーシャルメディアで拡散された
情報の真偽を検証した内容をこのサイトと放送
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とで解説している。
教育分野では，子ども向けチャンネルF 4の編

成を大幅に見直した。月～金で国語，歴史，数
学，哲学など，学校の授業に代わる学習番組を，
小学生から高校生向けに時間帯を分けて編成
し，放送した。このほか，新番組『La Maison 
Lumni』1）を毎日F 2など複数のチャンネルで
放送し，ウェブサイトでも配信した。

文化支援も強化した。外出制限でコンサート
や演劇，映画祭など文化イベントが次 と々中止
となる中，FTVは映画や演劇，バレエ，演奏
会などの番組の編成を大幅に増やした。パリ・
オペラ座やコメディーフランセーズなどと協力し，
FTVのウェブサイトにあるcultureboxで，無
料で配信した。

FTVは，メディアの多様性を重視する国の
方針と歩調を合わせ，新聞メディアの応援に
も乗り出した。広告収入減や外出制限による
販売の落ち込みで経営が悪化した全国紙や地
方紙を支援するとして，4月から「Le kiosque 
à journaux（新聞スタンド）」というコーナーを
ニュース番組内に設けた。

朝のニュース番組で紙面を紹介し，夜8時の
ニュースでルモンドやフィガロ紙などの編集長
をスタジオに招き，ヘッドラインやトップ記事情
報をインタビューとともに紹介した。

▪ 経営の課題

コロナ危機で，子どもたちへの教育コンテン
ツ配信が重視され，ネット受信環境のない家
庭にもサービスを行き渡らせるため，2020年8
月で終了する予定だった教育チャンネルF 4は，
2021年8月まで1年，終了が延長された。

FTVは政 府から2018～22年の4年間で1
億6,000万ユーロ（約200 億円）の経費削減を

求められている。コロナ禍で広告収入が減少
し，2021年予算も削減となる中，F 4の放送維
持とデジタル化の両方を進めるため，政府から
追加の予算措置を受けている。

▪ 視聴者の動向

フランスの放送事業を規制監督するCSA（視
聴覚高等評議会）の調査によると，新型コロ
ナの影響で，放送の視聴時間や視聴者数は
大きく増えた。テレビの個人視聴時間は2020
年3月第1週の1日3時間47分から同月第3週
には4時間48分と1時間増加し，3月22日に
は，2006年以降で最高の5時間15分を記録し
た。ウェブサイトの利用者も急増し，FTVの
ニュースサイト「Franceinfo」の3月の月間訪問
者数は，2019年3月の2倍以上の2億4,000万
となった。　　　　　　　　     （小笠原晶子）

 4. ロシア

▪ 概況

ロシアで確認された新型コロナの感染者数
は，2021年1月31日現 在，385万439人で 世
界第4位，死者数は7万3,182人と世界第8位
となっている1）。感染者数はヨーロッパで最も
多い。死者数はイギリスが上回っているが，ロ
シアの実数は当局の発表より多いとの報道もあ
る2）。

感染が初めて確認されたのは2020年1月で
中国人2人だった。このため中国との国境を閉
鎖し，ロシア全土で3月28日から5月11日を「非
労働期間」とし，外出を制限。8月ごろまでに
感染者数は徐々に減少していった。8月には，

「世界初」とするワクチン「スプートニクV」3）を
大統領自らが承認した。しかし9月以降，感染
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は再び拡大し，11月6日に1日の感染者数が2
万人を突破し，12月24日には3万人近くに迫っ
た。

▪ 政府の対応

2月20日　中国からの入国を制限
3月18日　すべての外国人の入国を禁止
3月27日　国際線の運航停止
3月28日　外出制限を開始（非労働期間）
3月30日　全土で国境を閉鎖
5月12日　非労働期間を解除
6月9～23日　外出制限を段階的に解除
6月24日　コロナ感染で延期していた対独戦
勝記念軍事パレードを実施

8月1日　国際線の運航を一部再開
8月11日　「世界初」のワクチン承認を発表
10月14日　2つ目のワクチンを承認
12月5日　ワクチン接種を開始

▪ メディアの対応

2020年3月28日から外出制限が始まり，国
営テレビVGTRKのキャスターは自宅からの中
継でニュースを伝えた。

▪ 番組編成やコンテンツ面での対応

キャスターは「感染拡大を防ぐため私たちも
自宅にいます」などと，視聴者に外出しないよ
う呼びかけた。これ以降もバナーを画面に表
示させるなどして呼びかけを続け，ウェブサイ
トでは死者や回復者の数などを伝えた。

▪ 報道の課題

VGTRKは，感染状況の最新状況や政府の
対策について報道しているが，プーチン大統領
の動向や発言を優先的に伝えている。大統領

の68歳の誕生日だった2020年10月7日は確認
された新たな感染者が，5月のピーク時に近い
1万1,115人だった。しかし，夜8時のニュース
のトップ項目は，極超音速ミサイルの実験成功
を大統領に報告するニュース，次が誕生日を迎
えた大統領への単独インタビューで，感染者の
ニュースが始まったのはトップ項目から23分後
だった。

▪ 視聴者の動向

ロシア政府は「世界初」のワクチン開発をう
たい，他国に提供するワクチン外交を展開して
いるものの，国民の間にはワクチンに対する不
信感が強い。民間の調査機関「レバダ・セン
ター」がワクチン承認後の2020年8月20日か
ら18歳以上の約1,600人を対象に行った世論
調査では，無料でワクチンを接種できる場合，

「受けたい」との回答は38％，「受けたくない」
が54％と半数以上だった4）。政府の発表をそ
のままうのみにせず，ネットなどほかの媒体で
情報を収集する人が多いとされる。 （塩㟢隆敏）

 5.ドイツ

▪ 概況

ドイツでは2020年3月上旬～5月上旬に感染
の第1波を迎えた。3月30日からの1週間が新
規感染者数のピークとなり，1日平均で5,000人
を超えた 1）。検査や病院の集中治療体制を速
やかに強化し，第1波ではイギリスやイタリアと
比べ単位人口あたりの死者数を5分の1以下に
抑えた 2）。

10月に入ると新規感染者が再び急増，同月
下旬には1日平均で1万人を超えた。11月2日
から外出制限が実施されたが，前回よりも緩や
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かな措置だったこともあり，感染拡大の抑制に
つながらなかった。12月に入って新規感染者は
1日平均で2万人を超え，12月28日から1週間
の単位人口あたりの死者数はイギリス，イタリ
ア，アメリカと同程度となった。

▪ 政府の対応

3月23日　外出・接触制限措置を全州統一的
に施行（ロックダウン）

4月下旬～5月上旬　外出・接触制限措置を
各州で段階的に緩和

11月2日　学校や一般の商店の営業を認める
部分的な外出・接触制限措置を施行

12月16日　外出・接触制限令を強化

▪ 番組編成やコンテンツ面での対応

感染第1波が始まるとともに，新型コロナの
報道も大幅に増えた。ドイツのテレビの主要4
チャンネル（ドイツ公共放送連盟ARDの第1
テレビ，ZDF，商業放送のRTL Television，
Sat.1）の夜の看板ニュース番組についてみる
と，番組の総放送時間に占める新型コロナ関
連報道の時間の比率は，2020年2月中旬の3％
が3月中旬までには95％に増え，4月半ばまで
90％以上を維持し，1～9月を通しては53％だっ
た 3）。また各局は，特別番組を多く編成した。
ARDは第1テレビでコロナ特番『ARD extra』
を12月までに計74回，ZDFも『ZDF spezial』
を60回放送した。

放送局はインターネット上でも，偽情報の検
証や，地域の感染状況のとりまとめなど，さま
ざまな形で関連情報を提供した。ARD加盟局
のNDR（北ドイツ放送協会）は，ドイツのウイ
ルス学研究の第一人者クリスティアン・ドロス
テン教授のインタビュー番組『コロナウイルス・

アップデート』を2月末からポッドキャスト配信
した。ドロステン氏が質問に答える形で，最新
の研究による知見をわかりやすく解説する番組
で，当初は毎平日30 分，4月半ば以降は時間
を延長し1日おきなどで配信し，3か月で4,300
万回ダウンロードされた4）。同氏は10月に連邦
共和国功労勲章を授与され，シュタインマイ
ヤー連邦大統領が「コロナ危機の中で何百万
もの人 を々正しく導いた」と評価した 5）。

ARDとZDFは，10～20代の若者に向けた 
情報発 信を，YouTube やFacebookなどの 
SNSを活用した番組配信サービス「funk」で
行った。中でも，ベトナム系の女性で科学
ジャーナリストのマイ・ティ・グエン=キム氏
の自然科学番組『maiLab』の4月初めの配信
は，疫学の知見や種々のデータを駆使して，コ
ロナ禍の終息までは時間がかかることを説明す
る内容で，分析の正確さや，歯切れのよいテン
ポと親しみやすさが評判となり，約650万回視
聴された 6）。WDR（西部ドイツ放送協会）の科
学番組『Quark』の司会も務めるグエン=キム
氏は，高度に専門的な科学的知見を，過度に
単純化はせずにわかりやすく伝えるという科
学ジャーナリズムの困難な使命を果たしたと
評価され，数々の賞を受賞し7），ジャーナリズ
ムの専門誌『Medium Magazin』が選ぶ「今
年のジャーナリスト」にも選ばれた 8）。

▪ 経営への影響

2大商業放送グループのRTL Deutschland
とProSiebenSat.1は，2020年第2四半期の広
告収入が前年比でそれぞれ-40%，-25%に
落ち込んだが，第3四半期には前年比-2.1%，
-6%まで回復した 9）。両グループは5～7月，
一部の従業員の労働時間を短縮し，給与減少
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分の約8割を政府が補塡する制度を活用した。
また連邦政府は6月，広告収入減少に苦しむ
ローカルの商業ラジオ局に対し総額2,000万
ユーロ（約25 億円）の補助金拠出を決めた。

▪ 報道の課題

第1波が落ち着き始めるころから，メディア
の新型コロナ関連報道に関して，「政府の決定
を広報のように伝えるだけで，批判的検証や
観点の多様性が欠けていたのではないか」とい
う批判や反省がみられるようになった 10）。政府
に批判的な姿勢で知られる新聞tazの編集長
バーバラ・ユンゲ氏は，外出や営業の禁止など，
憲法に保障された基本権の制限を伴う措置に
関して「当初は報道が少なすぎた」と述べ 11），
ZDFの報道局長ペーター・フライ氏も，「3月半
ばから4月末まで政治とメディアの一種の一致
団結状態があったが，民主主義的な社会では
一時的な例外であるべきだ」と述べた 12）。2020
年5月以降，状況は次第に改善されたというの
が大方の見方である。

また，「ウイルスの危険性を政府は過度に強
調し，国民の自由を制限し，独裁体制を敷こう
としている」といった陰謀論を信じる人が集まっ
た各地での規制反対デモをメディアが必要以上
に多く報じたために，かえって陰謀論の拡散を
招いているとの批判も出た 13）。

▪ 視聴者の動向

2020年10月の調査では，ARDとZDFの新
型コロナ報道について「とてもよい」または「よ
い」と答えた人の割合は82％で，新聞は68％，
商業テレビは38％で，公共放送の評価が高
かった 14）。2015年と2020年の比較では，公共
放送を信頼できると答えた人の割合は71％から

79％に増え，ドイツのメディア全体についても
信頼できると答えた人は52％から67％に増え
た。2015年は反イスラム主義や極右政党AfD
の台頭とともに既存メディアを「噓つきメディア」
と敵視する風潮が表面化したが，新型コロナ報
道で信頼を回復したと言える。一方，2020年
5月に行われた調査では，「ウイルスの危険性は
国民を欺く目的で意図的に強調されている」と
した人が20％おり，社会の分断が続いている
こともうかがわせた 15）。　　　　   （杉内有介）

 ６. 中東

▪ 概況

中東では2020年2月中旬から新型コロナに
よる死者が増え，3月初めにはイランの死者が
中国を除いて世界で最も多かった。各国で渡
航や外出，営業などの制限が行われた結果，
4月下旬に始まったイスラム教の断食月「ラマダ
ン」の1か月間は感染拡大の勢いを抑えたが，
6月以降，制限が緩和されると感染者が急増し
た。9月以降，特にイスラエルで感染再拡大の
傾向が顕著になったが，同国は12月19日から
ワクチン接種を開始。3週間ほどで国民の2割
が1回目の接種を受け，世界でも群を抜いて速
いペースで進んでいる。

アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計に
よると，2021年1月末の時点で，イランの死者
が5万7,000人と中東では最も多く，トルコが2
万5,000人，サウジアラビアが6,300人，イスラ
エルが4,700人などとなっている。

▪ 政府の対応

2月以降　中東主要国で感染者が増加
3月2日　湾岸諸国すべてで感染者を確認



31MARCH 2021

3月17日　UAEで新規ビザ発給を原則停止
3月　中東各国で渡航や外出制限
6月　経済活動の再開に向け各国で制限緩和
7月1日　エジプトなどで国際線の運航再開
9月　トルコでマスク着用義務の厳格化（8日），
イスラエルで3週間の外出制限（18日～）

11月21日　イランで店舗営業禁止（生活必需
品除く），夜間通行の車に罰金導入

12月　GCC（湾岸協力会議）加盟国でワクチ
ン認可・接種

▪ メディアの対応

中東ではラマダン期間中，各テレビ局が毎
夜放送する恒例の連続ドラマが庶民の楽しみ
だが，新型コロナはその制作にも影響した。

エジプトでは例年30 ～ 40 作が制作されてい
る「ラマダン・ドラマ」の約8割が撮影中止に追
い込まれたと地元紙が報じた。ドラマのセット
消毒など対策を講じて撮影を続けた局も，話
数を減らすといった対応を迫られた。

政府がドラマ撮影を規制したチュニジアで
は，制作再開の是非をめぐる論争が起きた。
文化省が2020年4月9日，撮影終了間際のド
ラマなどに限って制作再開を認めると発表した
のに対し，放送・映画プロデューサー組合は

「都市封鎖に従う必要はないというメッセージ
を国民に送ることになる」と反対した。

▪ 番組編成とコンテンツ面での対応

中東を代表する衛星テレビ局で，カタール政
府が出資するAl Jazeeraは，緊急報道以外で
は新型コロナの感染拡大をめぐる世界の動きを
トップで取り上げ，夜の主要ニュース番組『収
穫』では，インターネット中継を多用しながら，
同時通訳も交えて海外の専門家などにじっくり

話を聞くスタイルが中心となった。
汎アラブメディアとしてAl Jazeeraと肩を並

べるサウジアラビア資本のAl Arabiyaは，イス
ラム教徒が訪れる聖地の感染防止対策に関す
る取材や，2020年7月29日から5日間，規模を
大幅に縮小して行われたメッカ大巡礼などの中
継にも力を入れた。感染拡大の影響で原油価
格が急激に値下がりしたが，サウジアラビア経
済に与えた打撃についてはあえて触れようとし
ない報道姿勢もみられた。

人が密集するモスクでの礼拝や，多数の人々
が参加する宗教行事も感染拡大の要因として
指摘され，主要メディアは在宅での礼拝を呼び
かけた。

イランでは，3月20日が「ノウルーズ」と呼
ばれる新年の始まりにあたり，この休暇中の
旅行や帰省をいかに自粛してもらうかが政府に
とって喫緊の課題となった。イランの国営放送
IRIBは，家でテレビを見ながら過ごす時間を
増やしてもらおうと，例年にも増して娯楽番組
のラインナップを充実させ，苦学生とトラック
運転手の交流をコメディータッチで描いた連続
ドラマなどが話題になった。

トルコでは3月中旬以降，小学校から高校ま
で休校となったため，国営放送TRTは国民教
育省が管轄する遠隔授業配信ウェブサイトEBA
と連携して「TRT EBA TV」の名称で3つの
教育専門チャンネルを開始した。

▪ 経営への影響

中東の国営メディアは，一般的に政府の広
報機関とみなされており，経営への打撃など，
信頼低下につながりかねない情報は伏せられ
る傾向にあるが，報道によると一部で給与の
削減などが行われた。
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商業放送をみると，カタールでは，有料ス
ポーツチャンネルbeIN SPORTSなどを運営す
るbeIN Media Groupが，職員100人余りを
解雇したと米Bloombergが2020 年6月に伝
えた。新型コロナの感染拡大でスポーツイベ
ントの開催が困難になったことなどが背景に
あるとみられている。

アフガニスタンでは，TOLOnewsが10月1
日，国内の報道機関が新型コロナ感染拡大の
影響で経営難に陥り，いずれも2割程度の社員
の解雇を余儀なくされているとして，政府に財
政支援を求める要望を番組の中で伝えた。

▪ 報道の課題

中東では多くの国で報道の自由が制限され
ており，新型コロナ報道では，メディアはいつ
にも増して政府の対応や公式発表に対する批
判的な意見，疑問点などを伝えにくい状況に
陥った。

観光立国のエジプトでは，新型コロナ対策で
停止していた国際便の運航を2020年7月1日か
ら再開した際，主要メディアは空港で行われた
歓迎式典の様子をトップで取り上げ，外国人観
光客の到着はエジプト政府への信頼を示すも
のだ，などと伝えた。中東専門のニュースサイト

「Al-Monitor」は7月6日，「エジプト政府は困難
な時期に観光再開を急ぎすぎた」と指摘する識
者の意見も紹介し，賛否両論を伝えたが，こう
した報道はきわめて限られたものとなった。

アラブ首長国連邦でも7月にエミレーツ航空
の国際便が順次再開されたが，感染拡大の影
響で原油価格が低迷する中，国内メディアは観
光再開に期待する論調が中心となった。

中東で感染拡大が最も深刻な事態となったイ
ランでは，アメリカによる経済制裁の影響で医

療機器などの輸入が困難になっている問題が
たびたび報道され，「一方的な制裁によってイラ
ンのみならず，世界中の人々の健康が脅かされ
ている」とアメリカを非難する政府要人の発言
が連日のように伝えられた。イギリスBBCのペ
ルシャ語放送は，「イラン政府が国営放送IRIB
を通じて公表した感染者や死者の数よりも実態
ははるかに深刻だ」として，情報隠蔽の疑いを
繰り返し指摘しているが，IRIBは「イランの弱
体化をもくろみ，偽情報を広めようとしている」
と反発した。8月10日には，新型コロナの感染
者数をめぐり，「政府の統計は信用できない」と
報じたイランの地元紙が当局から発行停止を命
じられた。

一方，イスラエルでは，過激派の追跡に使わ
れているサイバー技術を活用した感染防止対策
をめぐり，ジャーナリスト団体が裁判所に異議
を申し立てた。新型コロナに感染した人の行動
を把握するため，政府が諜報機関シンベトに許
可した携帯通信データの傍受について，最高
裁判所は4月26日，法制化されない限り傍受
を継続することは認められないという判断を示
した。最高裁は取材源秘匿の観点から，ジャー
ナリストについては本人が希望すれば傍受対
象から除外するとの条項を盛り込むよう求めた。
その後，政府は感染の「第2波」を抑えるため，
自宅隔離を徹底させる必要があるとして，情報
機関が携帯電話の通信データを傍受できるよう
にする特別法案を議会に提出し，7月1日，賛
成多数で可決された。コロナ禍を理由にメディ
アを含めた社会への監視を強化していると市民
団体などからも批判の声が上がっている。

▪ 視聴者の動向

ドバイに拠点を置く中東の広告会社Choueiri 
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Groupがラマダン期間中，中東・北アフリカ地
域の市民4,000人を対象に行った調査によると，
各メディアについて視聴時間が「かなり増えた」
と回答した人はテレビで50％，動画配信サー
ビスで45%と半数前後だった 1）。また，サウジ
アラビア資本の商業放送局MBC傘下の動画配
信サービス「Shahid」は3～4月に契約者数が
3倍の伸びを示した 2）。　　　　    （吉村寿郎）

 
 7. アフリカ

▪ 概況

アフリカでは2020年3月ごろから多くの国で
外出制限や航空便の停止などの対策が講じら
れ，当初は感染者の急速な増加が抑え込まれ
ていたが，4月ごろから感染の拡大が進んだ。

アフリカの感染者数は5月22日に10万人に，
6月9日には20万人近くに達した。8月6日には
100万人，11月18日に200万人を超え，加速度
的に増えている。　

AU（アフリカ連合）によると，2021年1月29
日の時点で，大陸全体の感染者は351万5,000
人にのぼり，最も多い南アフリカ共和国が143
万7,000人と全体の41%を占めている。このほ
かモロッコで46万9,000人，チュニジアで20
万4,000人，ナイジェリアで12万7,000人などと
なっている。世界全体に占める割合は3％ほど
だが，WHOは実際の感染者や死者が見逃され
ている可能性が高いとみている。

▪ 政府の対応

3月　南アフリカ共和国で「都市封鎖」開始
5月13日　アフリカ全54か国で感染確認
8月5日　南ア政府の要請でWHOが公衆衛
生の専門家派遣，感染予防対策支援へ

12月13日　エスワティニ政府，新型コロナ
でドラミニ首相死去と発表

2021年1月10日　セーシェルでワクチン接種
開始，国営通信は「アフリカ初」と伝える

1月11日　茂木外務大臣アフリカ歴訪，セネ
ガル外相がワクチン確保に協力要請

▪ 番組編成やコンテンツ面での対応

南アフリカ共和国の公共放 送SABCは，
ウェブサイトでアフリカ各国の新型コロナ関連
ニュースを一覧できる特設サイトを設けた。ま
た，ラマポーザ大統領の提唱で創設された
基金「Solidarity Fund」と連携し，国民に感
染予防への協力を呼びかけるキャンペーンを
2020年4 ～ 5月にかけて行った。この基金は，
感染者の早期発見や医療体制の整備などを目
的とした独立組織で，SABCは160万ランド

（約860万円）相当の放送枠を提供した。
ケニアの公共放送KBCもウェブサイトで新型

コロナ関連ニュースとともに，症状や感染防止
対策，自宅療養の際の注意点といった基本情
報をまとめて伝えている。

アフリカの村落ではラジオが欠かすことので
きない情報源になっており，150余りのラジオ
局がある西アフリカのブルキナファソでは，各
局が番組ごとに冒頭5分間程度をコロナ情報
にあてるなどの対応をとった。

▪ 経営への影響

ナイジェリア情報文化省は2020年5月，新
型コロナの影響で経営が悪化している放送業
界への支援策として，「放送局が国に支払う地
上放送の免許料を2か月間免除する」と発表し
た。

ケニアではKEG（ケニア編集者組合）が，新



34 MARCH 2021

型コロナの影響で2020年6月までに国内で約
300人の記者が解雇され，ジャーナリズムが危
機に瀕しているとして，業界全体での支援策の
必要性を訴えた。

▪ 報道の課題

東アフリカのタンザニアでは，「神に祈り，仕
事を続けよう」と外出を促すマグフリ大統領の
発言をメディアが報じ続けた。主要新聞などは
5月18日，「感染者はものすごく減った。我々の
祈りが神に通じた」というマグフリ大統領の発
言をトップで伝えたが，感染者数の推移など
具体的な根拠は示されなかった。タンザニアと
国境を接するウガンダやケニアでは，タンザニ
アの貨物を運んできたトラック運転手から感染
が広がるケースが急増した。ケニアの商業放送
NTVは4月30日，「タンザニア最大の都市ダル
エスサラームで1日に50人が死亡した」と報じ，

「マグフリ大統領が新型コロナの脅威を軽視し
ている」と批判したが，タンザニア政府報道官
は「虚偽のニュースだ」と反論した。

タンザニアではマグフリ大統領が2015年に
就任して以降，政府に批判的な新聞が相次い
で発禁処分を受けるなど，言論の締めつけが
急速に強まっている。同国の新型コロナ報道を
めぐっては，国際ジャーナリスト団体「国境な
き記者団」のアフリカ担当者も5月24日，「完
全な報道管制下に置かれている」と述べるな
ど，懸念が広がった。タンザニアの通信規制局
TCRAは8月10日，国内メディアが，新型コロ
ナに関係する情報を政府の許可なく発信するこ
となどを禁止する新たな規制を発表し，報道関
係者からは，「市民の知る権利を否定しようとし
ている」と批判の声が上がっている。

アフリカでは偽情報の拡散も問題になった。

西アフリカのガーナでは6月ごろ，新型コロナ
の感染拡大をめぐる陰謀論をアクフォアド大統
領が支持したとされる録音メッセージがソー
シャルメディアで拡散され，ンクルマ情報相が

「音声は大統領のものではなく，発言は明らか
に間違っている」と否定した。

南アフリカ共和国政府は，新型コロナに関
連する偽情報を見つけた場合，チャットアプリ
などを使って通報するよう国民に呼びかけ，そ
の内容を詳しく検証するウェブサイトを設けた。
サイトには「マスクの着用を続けると血液中の
酸素が減少する」「ヘリコプターで全土に薬液
を散布するので外出しないように」などといっ
た偽情報がまとめられ，刑事訴追する可能性も
あると警告している。

アフリカ南部のジンバブエでは，政府が「世
界で最も優れたコロナ対策を講じた国の1つ」
としてWHOから賞賛されたとする一方，野党
が「ジンバブエにおける人口あたりの検査数は
世界で最も少ない」と政府の対応を批判するな
ど，政治的な対立が深まった。ジンバブエの
ファクトチェック団体ZimFactによると，双方
の主張とも事実と異なり，新型コロナが政争の
具にされていると批判している。

デンマークに本部を置く国際的なメディア支
援組織IMS（International Media Support）
によるとアフリカでは，ZimFactのように情報
の真偽を検証するファクトチェック団体が連携
し，活動の成果を共有する動きもあった。

▪ 視聴者の動向

国際的な世論調査会社Ipsosが，2020年4
月，南アフリカ共和国の18歳以上の男女1,099
人を対象に行った調査「新型コロナウイルスへ
の対応」によると，主な情報源として「地元テ
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レビ」を挙げた人が69％と最も多く，次いで「ラ
ジオ」が29％，「国際的なテレビチャンネル」が
27％，ソーシャルメディアが17％などとなった1）。 

調査会社GeoPollが3月，ケニアで行った調
査「ケニアのメディア消費に対するコロナウイル
スの影響」によると，政府のガイドラインに従っ
て在宅勤務の推進が始まった3月16日を境に，
午前6時から正午にかけてのテレビの視聴者は
平均676万人から33万人増え，709万人となっ
た。内訳は，商業放送局のCitizen TVの視
聴者が188万6,000人から204万5,000人（+15
万9,000人），KTN Newsは49万7,000人から
60万7,000人（+11万人）と増加が目立った。公
共放送KBCは23万9,000人から25万9,000人
で2万人増えた 2）。 

ラジオも情報源として重要な役割を果たした
とみられ，ITU-D（国際電気通信連合の電気
通信開発部門）が7月3日，「コロナ禍の放送
サービス」をテーマにオンラインで開いたセミ
ナーでは，「感染拡大とともにラジオが飛ぶよ
うに売れている」というブルキナファソの動向
が報告された 3）。　     　　　　 　（吉村寿郎）

 ８. メディアが直面した問題

2回の連載では，ここまで国や地域ごとに新
型コロナへのメディアの対応や報道の課題をみて
きたが，国や文化の違いを越え，世界のメディ
アが直面した共通の問題も見受けられた。ここ
では，その中でも，コロナ禍が終息したあとも
引き続きメディアが対応を迫られることが予想さ
れる問題について記述する。

8-1　情報の取材・発信を妨げる動き　

未知のウイルスへの対応には科学的知見に基

づく情報の伝達と共有が欠かせない。しかし，
コロナ禍の中では情報の取材や発信を阻む動
きが多くの国で報告され，効果的な感染予防
を妨げ，人命を脅かした。国際人権NGOの
Amnesty Internationalは「命を救うよりも自
分たちの評判を守ることを優先する政府が多い
ことは重大な問題だ」と警鐘を鳴らした 1）。

IPI（国際新聞編集者協会）によると，新型
コロナに関連する報道の自由に対する侵害は
555 件にのぼる（2021年1月末時点）。内容と
しては「逮捕・訴追」（201件），「情報アクセス
の制限」（73件），「検閲」（64件），「言葉によ
る，または身体的攻撃」（189 件）などとなって
いる2）。

最初に感染が拡大した中国では2020年2月，
当局が新型コロナ関連の「未確認情報」をソー
シャルメディアに投稿しないよう警告。南京師
範大学の3月の調査による推計では1月下旬
以降，中国の報道機関のオンライン記事，少
なくとも41件が削除された。また，武漢で取
材にあたったビデオジャーナリストたちが行方
不明になったり，逮捕されたりした 3）。 

カンボジアでは4月，国家の非常事態に「不
安，恐怖を引き起こす情報」を規制する権限
などをフン・セン首相に与える法律が採択され
た 4）。同月，コロナ禍の経済的な影響に関する
首相の発言を報じたニュースサイトが免許を取
り消され，編集長が逮捕されている 5）。

インドでは3月，政府が感染拡大に関する
情報公開を遅らせる一方で，最高裁判所への
申し立てを通してメディアに公式発表のみを報
じるよう求め，各地で医療現場の装備や感染
者の隔離施設の処遇に対する不満などを報じ
たジャーナリストが警察の尋問や訴追の対象に
なっている6）。
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偽情報の拡散などを理由に「フェイクニュー
ス」を規制する新法を成立させた国も17か国に
のぼり，ロシアやハンガリー，アルジェリアなど
では罰金刑や禁錮刑を科す内容となっている。
IPIは“infodemic”を理由に十分な検証なしに
施行された法律がコロナ禍の終息後も報道の自
由の抑圧に使われる懸念を指摘している7）。

　　　　　　　　　　　（佐々木英基）

8-2　偽情報と陰謀論の広がり

新型コロナの誤情報・偽情報や陰謀論は，
感染拡大初期からかつてない速さと規模で世
界に広がった。WHOは2020年2月，虚実な
いまぜの情報の氾濫“infodemic”が有効な対
策を妨げ，人命を脅かしていると警告。6月末
には科学医療，IT技術やジャーナリズムなど
の領域から対応を探る“infodemiology”の国際
会議も開催した 1）。

ICFJ（国際ジャーナリストセンター）によると，
誤・偽情報や陰謀論の内容は，

△

ウイルスの起
源，

△

症状や治療方法，

△

感染拡大の規模，

△

物資の需給など社会的影響，

△

ジャーナリス
トや報道機関の信頼性など，9つの分野にわた
る2）。米コーネル大学の研究グループは伝統メ
ディアやオンラインの1 ～ 5月の英語記事3,800
万件を分析した結果，最も多かった題材は根
拠のない「治療法」で，影響が大きかったのは
トランプ大統領の発言だったと報告した 3）。

偽情報や陰謀論の行動への影響をイギリス
で調べたロンドン大学キングス・カレッジの報
告によると，「新型コロナの死者数が意図的に
誇張されている」と信じる人では，感染が疑わ
れる症状があるのに規制に反して外出したり，
仕事に出かけたりしたという人の割合が18％に
のぼった。一方，上記を虚偽と認識した人では

同様の行動をとったという人は5%だった4）。ま
た，NBER（全米経済研究所）会員の研究者ら
によるアメリカでの調査は，感染拡大初期に新
型コロナのリスクの伝え方が異なったケーブル
ニュースの2つの番組を視聴した人たちを比較
し，リスクを軽視する番組を視聴していた人が
多かった地域では感染者，死者がより多かった
と分析している5）。

WHOと連携して啓発にあたる非営利組織
First Draftのクレア・ワードル氏は，新型コロ
ナに関わる偽情報で特に増加傾向が懸念され
るものとして，

△

伝統メディアやWHOなど信頼
できる情報源を装った発信，

△

内容を把握し
にくい動画での発信，

△

WhatsAppなど閉じ
られたグループ内での拡散，

△

ヘイトや分断
を加速させる発信，

△

陰謀論の影響力，を挙
げている。メディアは対策としてファクトチェッ
クに力を入れているが，ワードル氏は，個別具
体的な打ち消し以上に，基礎知識として偽情
報や陰謀論のねらいが政治的な影響力や営利
であることを伝えるなど，「予防接種」的な情
報の伝達が必要だとしている 6）。  （青木紀美子）

8-3　ジェンダーバランスの視点の欠如

新型コロナ報道では，メディアの報道の視
点に偏りがあることも指摘された。英ロンドン
大学シティ校のExpert Women Project1）は，
2020年3～5月にBBCやITVなどイギリス主
要メディアの6つのニュース番組（テレビ，ラジ
オ）を対象に，出演者の男女比を調査した。新
型コロナ感染拡大前の2020年2月は男女比が
1.9対1だったが，3月には2.7対1と偏りが大き
くなった。政府の動きや政策の報道が中心で，
男性が多数を占める政治家や政治関係者の出
演が増えたと指摘している。
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経済や科学分野でも，キングス・カレッジが
実施した調査「コロナ禍でのメディア報道 女性
の意見は反映されたか」2）によると，世界の15
の主要メディアの記事で引用されている専門家
は，男性が圧倒的に多かった。キングス・カレッ
ジは，女性の多い職場が打撃を受けているコ
ロナ禍の現実をふまえ，メディアが女性の声や
ジェンダーの視点を取り込んでいく重要性を強
調した。

フランスのメディアの独立規制監督機関CSA
は3・4月に放送された6つのテレビチャンネル
の番組89時間を分析した。政治や経済，医療
分野の出演者は男性が多く，コロナ危機で視
聴者が増え，メディアの役割がより重要となる
中で，報道が男性の視点に偏り，バランスを欠
いていると問題を指摘している3）。　　　　　
　　　　　　　　　　　    　   （小笠原晶子）

8-4　メディアへの信頼

コロナ禍でニュースの消費は媒体を問わず増
え，メディアへの信頼が高まった国もあるが，
国際的な調査をみると，メディアの情報源とし
ての信頼は低くとどまっている。

英オックスフォード大学ロイタージャーナリズ
ム研究所が，2020年3月末～4月にアメリカ，
イギリス，ドイツ，スペイン，韓国，アルゼン
チンの6か国で行った調査では，

△

情報源とし
て「報道機関を利用する」と答えた人は，アメ
リカで54％，イギリスで59％，ドイツで47％，
スペイン74％，韓国で77％，アルゼンチンで
74％にのぼり，いずれの国でも「政府」（31～
56％），「医師や科学者」（21～49％）を上回っ
た。一方，

△

「信頼するのは誰か」については，
「科学者」が，アルゼンチンの90％をトップに
全調査国で70％を超えたのに対し，「報道機

関」は，最高が韓国の67％，最低はスペイン
の51％となった。「報道機関はパンデミックを
誇張した」も調査した6か国の平均で32％にの
ぼっている1）。

2020年10～11月に，米大手広告代理店の
Edelmanが日本を含む28か国で行った「信頼
度」の調査でも，伝統的な報道機関が53％（前
年比-8％），ソーシャルメディアが35％（前年比
-5％）と，支持を落とした 2）。同社は，市民が
客観的な事実でなく，自分の考えに沿う内容
を伝えるメディアのみを信頼する状態を「Battle 
for Truth（真実をめぐる戦い）」として警鐘を
鳴らしてきたが，アメリカの政治・社会の分断
が深まる中，指導者は主義主張ばかりを繰り
返し，事実をねじまげることを繰り返したとし
た。同社は，こうした風潮の中で，大手メディ
アも，市民が「知るべきこと」よりも「聞きたい
こと」を伝えるようになったと指摘。「治療法や
マスクなどについて，“大統領はこう言った”と伝
えるだけでは，メディアとしての役割を果たして
いない」と批判した。

2020 年を通じて「ニュースと信頼」について
調査を続けたロイター研究所も，外出自粛や
人との距離を置く対策を長期にわたって維持
するためには，危機への正しい理解が必要で，
そのために報道機関が果たす役割は大きいと
指摘。まだまだやるべきことは多いと強調して
いる。　 　　　　　　　　　      （税所玲子）
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注：
1.イギリス
 1） Coronavirus（COVID-19） in the UK

https://coronavirus.data.gov.uk/
 2） TV Production Guidance: Managing the risk 

of Coronavirus（COVID-19） in production 
making  
https://www.pact.co.uk/covid-19/production-
guidance.html

 3） Coronavirus COVID-19 Guidance
http://britishfilmcommission.org.uk/guidance/
regarding-covid-19-coronavirus/

 4） BBC annual report
https://www.bbc.com/aboutthebbc/reports/
annualreport

 5） ITV Investors report
https://www.itvplc.com/investors/results-
centre/reports-and-results-archive/2020

 6） Channel 4 Annual report
https://annualreport.channel4.com/

 7） Media Nations 2020
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_
file/0010/200503/media-nations-2020-uk-report.
pdf

2.イタリア
 1） WHO Coronavirus Disease Dashboard - Italy

https://covid19.who.int/region/euro/country/it
 2） AGCOM年次報告（2020年）の添付報告書

https://www.agcom.it/documents/10179/
4707592/Allegato+6-7-2020+1594044962316/
36cae229 -dcac-4468 -9623 -46aabd47964f?
version=1.1

 3） COVID-19のテレビ視聴率への影響
https://www.primaonline. it/wp-content/
uploads/2020/07/Ascolti-TV-Covid-19_070720.
pdf

3.フランス
 1） 教育目的の公共動画配信サービス「Lumni」

https://www.lumni.fr

4.ロシア
 1） WHO Coronavirus Disease Dashboard - Russia

https://covid19.who.int/region/euro/country/ru 
 2） Russian Covid deaths three times the official 

toll
https://www.bbc.com/news/world-europe-
55474028

 3） SputnikV
https://sputnikvaccine.com/

 4） Levada Center survey - The Russian vaccine 
for COVID-19
https://www.levada.ru/en/2020/09/21/the-
russian-vaccine-for-covid-19/

5．ドイツ
 1） ECDC（欧州疾病予防管理センター）。以下の本

文中の感染者数と死者数も同データに基づく。

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/data-national-14-day-notification-rate-
covid-19

 2） 第1波へのドイツの対応については，熊谷徹『パ
ンデミックが露わにした「国のかたち」― 欧州コ
ロナ150日間の攻防― 』（NHK出版，2020年）
参照。

 3） We i ß / Wa g n e r / M a u r e r ,  A k t u e l l e 
Fernsehberichterstattung über die Corona-
Kriese, Media Perspektiven 10-11/2020, S.595 

 4） Das Coronavirus-Update von NDR Info 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast
4684.html

 5） Virologe Drosten mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Steinmeier-
verleiht-Drosten-das-Bundesverdienstkreuz,bu
ndesverdienstkreuz142.html 

 6） Corona geht gerade erst los - maiLab（funk）
（2020年4月2日配信）
https://www.youtube.com/watch?v=3z0gn
XgK8Do

 7） 連邦共和国功労勲章（功労十字小綬章），Funke 
Mediengruppe主催「ゴールデンカメラ・デジタ
ル賞」など。

 8） https://www.mediummagazin.de/mai-thi-
nguyen-kim-ist-journalistin-des-jahres-2020/

 9） RTLは親会社のRTL Groupの数字。
 10） 例 えばOtfried Jarren, Im Krisenmodus–

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Zeiten 
von Corona . In : epd medien 13/2020 や，
Klaus Meier / Vinzenz Wyss, Journalismus 
in der Krise: die fünf Defizite der Corona-
Berichterstattung
https://meedia.de/2020/04/09/journalismus-
in-der-krise-die-fuenf-defizite-der-corona-
berichterstattung/ など。

 11） Medienbranche steht Kopf - MDR MEDIEN360G 
https://www.mdr.de/medien360g/medienpolitik/
corona-medien-100.html

 12） https://www.journalist.de/startseite/detail/
article/in-demokratischen-verhaeltnissen-
sollte-das-die-ausnahme-sein

 13） Corona-Mythen: Wie Medien sie verbreiten 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/
Corona-Mythen-Wie-Medien-sie-verbreiten, 
coronamythen100.html

 14） Glaubwürdigkeit der Medien 2020 -Eine Studie 
im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks
https://www.ard.de/die-ard/Glaubwuerdigkeit-
der-Medien-WDR-Studie-100.pdf

 15） Corona und die Medien-Eine Studie im Auftrag 
des NDR
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
zapp/infratestdimapcorona100.pdf

6．中東
 1） Ramadan 2020 -How consumers in MENA 
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adapted to the unusual by Choueiri Group’s 
Yasmine Rohban
https://campaignme.com/ramadan-2020-how-
consumers-in-mena-adapted-to-the-unusual-by-
choueiri-groups-yasmine-rohban/

 2） How‘coronavirus escapism’altered Middle 
East screen habits
https://www.arabnews.com/node/1739651/
middle-east

7.アフリカ
 1） Responding to COVID-19: Highlights of a 

Survey in SOUTH AFRICA
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/
publication/documents/2020-05/south_africa_
report_0.pdf

 2） Coronavirus’ Impact on Media Consumption in 
Kenya
https://www.geopoll.com/blog/coronavirus-
media-kenya/

 3） The role of Radio and Television during 
COVID-19 pandemic by Jinane Karem, Vice-
rapporteur for ITU-D SG1 Q2/1
https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/
2 018 - 2 0 21/ Docu ment s /event s / 2 0 2 0/
Webinar%20Q2 -1Ju ly03/Webinar_ 3%20
July%20_Role%20of%20broadcast ing%20
COVID_19_JK.pdf

8-1　情報の取材・発信を妨げる動き
 1） Global: Crackdown on journalists weakens 

efforts to tackle COVID-19
ht t p s : //www. amnest y. org /en / l a t e s t /
news/2 0 2 0/0 5/g l oba l - c r a ckdown - on -
journalists-weakens-efforts-to-tackle-covid19/

 2） COVID-19: Number of Media Freedom Vio-
lations by Region 
https://ipi .media/covid19 -media-freedom-
monitoring/

 3） China’s COVID-19 countermeasures include 
restricting press freedom
https://cpj .org/2020/06/chinas-covid-19 -
countermeasures-include-restricting-press-
freedom/

 4） Cambodia: Hun Sen uses Covid-19 crisis to 
tighten his grip
https://rsf.org/en/news/cambodia-hun-sen-
uses-covid-19-crisis-tighten-his-grip

 5） Cambodian reporter jailed for quoting PM’s 
comment about Covid-19
https://rsf.org/en/news/cambodian-reporter-
jailed-quoting-pms-comment-about-covid-19

 6） How India’s government tries to suppress all 
Covid-19 reporting
ht t p s : //r s f . o rg /en /news/ how- i nd i a s -
government-tr ies - suppress -a l l - covid-19 -
reporting

 7） Rush to pass ‘fake news’ laws during Covid-19 
intensifying global media freedom challenges

https://ipi.media/rush-to-pass-fake-news-laws-
during-covid-19 -intensifying-global-media-
freedom-challenges/

8-2　偽情報と陰謀論の広がり
 1） 1st WHO Infodemiology Conference 

https://www.who. int/news-room/events/
detail/2020/06/30/default-calendar/1st-who-
infodemiology-conference

 2） UN-ICFJ Research Examines COVID-19 
Disinformation
https://www.icfj.org/news/un-icfj-research-
examines-covid-19-disinformation

 3） What drove the COVID misinformation 
‘infodemic’?
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/
2020/10/what-drove-the-covid-misinformation-
infodemic/

 4） Covid Conspiracies and Confusions
https : //www.kcl .ac .uk/pol icy- inst itute/
assets/covid-conspiracies-and-confusions.pdf

 5） Misinformation During a Pandemic
https://www.nber.org/papers/w27417

 6） Claire Wardle - preconference event, First 
WHO global infodemiology conference, 29 June
https://youtu.be/j1G5B8j5UG8

8-3　ジェンダーバランスの視点の欠如
 1） City University of London - Expert Women 

Project
https://expertwomenproject.com/

 2） Women’s representation and voice in media 
coverage of the coronavirus crisis
https://www.kcl.ac.uk/giwl/research/covid-
media-analysis

 3） La représentation des femmes dans les médias 
audiovisuels pendant l’épidémie de Covid-19 
https://www.csa.fr/Informer/Collections-
du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/La-
representation-des-femmes-dans-les-medias-
audiovisuels-pendant-l-epidemie-de-Covid-19

8-4　メディアへの信頼
 1） Reuters Institute for the Study of Journalism, 

Navigating the‘infodemic’: how people in 
six countries access and rate news and 
information about coronavirus
https://reutersinstitute.polit ics .ox.ac.uk/
infodemic-how-people-six-countries-access-and-
rate-news-and-information-about-coronavirus

 2） Edelman Trust Barometer 2021
https://www.edelman.com/trust/2021-trust-
barometer


