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2003年 3月に始まったイラク戦争では 対テロ戦争の品り方や， I唯一の超大国の単独行動主義の

是非 I 国際辿合の影響力の低下などの諸問題と並んで， 21世紀初の戦争報道が，メディア技術の飛

制的進歩を背景に，どごまで戦争の真相に迫れるかが問われた。そこで，世界の代表的なニュース番
組を対象にして内容分析を行ない 国際比肢を行止った。その結果.いくつかの特徴が見られた。

( 1 )各番組ともに 8 削前後のニュース項目で実写映像が伝えられていて，多くのI映像や'h~J報が

生々しく伝えられた。

( 2 ) とり品げたテーマは戦況報道が中心で品った。アメリカ軍に比べてイラク軍の戦闘や助き

は少なかった。戦争の悲惨さを伝える映像が他の側而の映像に比べて歩なかった。

(3 )戦争の支持 反対の伝え方は，番組によって異なっていた。アメリカの番組でも I パラン

スをとって伝えた番組と，戦争支持を中心に伝えた番組に分かれた。

こうした特徴の背景を探るために 日本，アメリカ I イギリスの放送局の編集武任者へのヒア

リングを行った。不幸にして21世紀も戦争が止まないとき，テレビに何ができるのか I その可能
性についても考察した。

(研究概要)

1.内容分析

分析対象:2003年3月20日， 3月31日-4円11日までの期間で

アメリカ (ABC，FOX) ，イギリス (BBC)，フランス (TF1)，カタール(アルジヤ

ジーラ)，日本 (NHK，日本テレビ， TBS，フジテレビ，テレビ朝日)

の代表的な夜のニュース番組で伝えられたイラク戦争関辿項目 1.324項目

分析方法 コーディング法による内容分析

2 ヒアリング 日本 在京キー局ニュース編集責任者(当時)

アメリカ ABC， NBCのニュース編集責任者

イギリスBBCのニュース編集責任者

I世界のテレビは
イラク戦争をどう伝えたか日 ・…8

4.戦争報道とジャーナリズムの諜阻

E 英テレビは

二-コ

L研究の目的 イラク戦争をどう伝えたか ・・33

2研究の内容 U 日本のテレビは

3.分析結果 イラク戦争をどう伝えたか ・u …40

4.まとめ l 日木の放送局はどう放送したか

E米テレビは 2 ヒアリングから見えた課題

イラウ戦争をどう伝えたか u ・・......… 15 3目研究者たちはイラク戦争報道をどう見たか

1 イラク戦争報道の論点 V イラヴ戦争を超えて ..…ー.......… 58 
2米テレビ局の総括と課題 テレビジャーナリズムの課題

3.メディア研究・調査機関の総Ji'iと課題



 

0世界財の丹
イラク戦争をどう伝えたか

， .研究の目的

2003年3月20日に始まったイラク戦争では，

テレビによる戦争報道のあり方が一変した。

おびただしい情報と映像が伝えられた。多

くの映像と情報が伝えられることによって，

戦争で何が起きているか，その実態にどこま

で迫れたであろうか。イラク戦争は情報化が

戦争報道をどう変えるのか，新たな課題をテ

レビジャーナリズムに投げかけた。

またイラク戦争では，戦争報道に関る諸課

題，情報操作，従軍取材，愛国報道などが，

改めて大きな論議を呼んだ。今後，どのよう

に克服していくのか，テレビジャーナリズム

に問われている。

そこで本稿では，世界の主要テレビ局を対

象にして，イラク戦争をどう伝えたか，その

内容と，送り手の意図を明らかにすることで，

新しい課題や改めて問われた課題を乗り越え

ていく条件を探った。

2.研究の内容

分析対象のニュース番組は，世論に影響力

があり，放送局の特徴がよく現れるイブニン

タニュースとした。アメリカのABCとFOX，

イギリスBBC，フランスTF1，カタールの緯i

星放送局アルジヤジーラ，及び日本の地上波

キー局 5局で，イブニングニュース番組が伝

えたイラク戦争関連ニュース項目を分析対象

とした。(表 1) 

また分析対象は，米英合同軍がイラク戦争

を開始した2003年3月20日と，イラク囲内へ

の進攻が本格化した 3月31日からバグダッド

が「陥落」した後の 4月11日までの平日に限

定した。その理由は， 3月21日からしばらく

各番組で編集方針にゆれが見られたが，選定

した期間は安定して，特徴が捉えやすかった

からである。

今回の分析では「内容分析法」を採用し，

表1 対象番組と分析期間

.対象番組覧

国 名 放送局名 対象番組名 項目数

アメリカ ABC World News Tonight 93項目

FOX Special Report 180 
イギリス BBC 10 O'clock News 8日
フランヌ TFl 20 Heures 216 
カタ-)レ ア)Cジャジーラ メインニューヌ 186 
日 本 NHK NHKニュー A10 159 

日本テレビ NNNきょうの出来事 62 

TBS 筑紫哲也NEWS23 127 
フジテレビ ニュースJAPAN 93 
テレビ!問日 ーユースステーンョン 128 

合計1，324項目

.分析期間 平成15年3月20日， 31日-4月4日. 4月7日-11日
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分析単位はニュース項目とした。分析対象の

ニュース番組のイラク戦争関連項目は，全体

合計で1，324項目であった。

より精密な分析のためには，カット単位，

時間畳の分析も必要となるが，今回は国|努比

較を簡便に行う目的から，ニュース項目数レ

ベルの分析とした。もとより番組内容を評価

するものではないし，分析に自ずと限界があ

ることを予め明らかにしておく。

3.分析結果

多く伝えられた映像

先ず情報化の実態を探るため実写映像の使

用度を調べた。その結果は図 1の通りで，全

体で82%の項目で実写映像が使用されてい

た。(図1)情報化によって映像が大量に配信

される一方で，多角的な映像を通して戦争の

実像に迫ろうとしたテレビ局の姿勢が反映し

ている。

伝えたテーマ 戦況中心

では実写映像を多用してテレビは何を伝え

たのだろうか。(表 2)!版局が助き，合同軍

がバグダッドに入った時期の調査分析を反映

して，最も多かったニュース項目は揃ってア

図1 実写映像を伝えた割合{項目全体に対する割合)
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世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

メリカ軍の戦闘や動きに関するものであっ

た。 2番目に多かった項目は，アメリカの

rWorld News Tonight (ABC)j， rSpecial 

Report (FOX) jが，アメリカ政府の動きであ

り， nOO'clock News (BBC)Jがイギリス軍

の励向， rメインニュース(アルジヤジーラ)j

がイラク軍の情報だったの也予想に難くなか

った。

特筆すべきは，イラク市民の戦争被害をア

メリカの rWorldNews Tonight (ABC) j ，イ

ギリスの nOO'cJockNews (BBC) jが， 3番

目に多い項目として伝えた点である。これら

の戦争当事国のテレビ局では，非当事国のテ

レビ局よりもイラク市民の被害情報に敏感だ

ったことは，注目に値する。

また，アメリカ軍の動向に熱心だった日本

の番組の多くは，イギリス軍への関心が郁か

ったことも指摘できる。

あまり見えなかったイラク軍の実態

表2のなかで，対l時したアメリカ軍とイラ

ク軍の戦闘・動向にふれた項目数のバランス

を調べた。イラク軍情報に対するアメリカ軍

情報が最も多かった rWorldNews Tonight 

(ABC)jではイラク軍情報 lに対してアメリ

カ軍情報7.3，r20 Heures (TF1)jで3.4，

nOO'clock News (BBC) Jで2.8，r Special 

Report (FOX)jで2.1，rメインニュース(ア

ルジヤジーラ)jで1.9であった。いずれの番

組ともに，イラク軍情報に触れた項目は，ア

メリカ軍情報に触れた項目に比べて少なかっ

一~。
両軍の戦闘能力に圧倒的な差がありイラク

軍が組織的に抵抗できなかったこと，イラク

側で取材の安全が確保できなかったこと，合

NHK欣送文化研究所1同 2∞419



  
 

  
 

 
  

 

  
 

表 2 テーマを伝えた項目の割合

対龍三ュス番組 1位 2イ立

World News Tonlght アメリカ市町 j
51.8 

アメリカ

(ABC) 帖聞助き 政府の助産

Special Report アメリカ市町:
75.6 

アメリカ

(FOX) 明間卵Jき 政府の助主

10 Q'clock News アメリカl[tの!
18.8 

イギリス耳I
(BBC) 戦闘助主 の中i~m 助き I

20 Heures アメリカ軍の: イラク ili民
55.6 (TFI) 戦闘即11:き の生活

メインニュース アメリカ市の;
51.8 

イラク市の

(アルジャジーラ) 州民m・即jき 噛問団1き

NHKニュース10 アメリカl[tの，
66.0 

イラク市町
(NHK) 耽日目・助き 判間I. ~JJ き

NNNきょうの出車事 アメリカ耳fの 1

75.8 
イラク軍の

{日本テレビ) 慨日目 助主 城間l仙き

筑紫哲也NEWS23 アメリカ叩の 1
52.0 

アメリカ

(TBS) i陥聞由吉 政府の助き

ニュースJAPAN アメリカ軍の;
79.6 

イラク耳fの
(フジテレビ) 帆川・助き 刊日目 助主

ニュースステーション アメリカ耳[の: アメリカ

{テレビ朝日) I~X 品 l 即~jき
52.3 

政府の助吉

同軍が従軍記者を受け入れるなど情報戦略に

:[~!.極的であったことなどが背景と考えられる。

戦場からのリポートの実態

映像リポートがイラク囲内から伝えられた

割合を調べると『メインニュース(アルジヤ

ジーラ)j79%を筆頭に，フランス r20Heures 

(TF1) Jの66%，WWorld News Tonight(ABC)J 

57%と続き，調べた 5局とも日本の平均34%

を上回っていた。(図 2) 

リポーターは，全体で見ると特派員が中心

で，W20 Heures (TFl) Jは88%，rメインニ

ュース(アルジヤジーラ)jは74%が特派員リ

ポートだった。(図 3)従軍記者リポートが多

かったのはアメリカで， rWorld News To-

night (ABC)jが34%， rSpecial Report (FOX) J 
が23%だった。それにイギリスの nOO'clock

10 

3位 4位

18.3 
イラク市民 i 12.9 イギリス軍 i 

11.8 
の被苫 の峨問助き:

39.1 
イラク政府

37.8 
イラク叩の

36.1 
の肋き 戦闘助き

39.-1 
イラク市民 ; 

18.7 
イラク市町

17.5 
の被ilf 慨問助吉

イラク市町 イラク政府の l

29.6 16.2 1.1.8 
靴山・助き 助き

29.6 
イギリス耳〔

18.8 
イラク市民

1-1.0 
の戦闘耐き I の生活

37.7 
イラク政府の:

出
アメリカ

18.2 
却さ 政府の助き

10.3 
イラクili民 27..1 

イラク政府の l

27.-1 
の生活 助き

31.5 
イラク市民

23.6 
イラク政府の;

22.0 
の生活 助き

0¥01.，-1 イラク政府の j
35.5 

アメリカ
20¥.7 

助き 政府の問主

イラクl[tの イラク市民23A 
戦闘仰I)jき 17.2 

の被告
16.-1 

News (BBC)jの16%がつづいた。

日本の対象番組で特徴的だったのは，民放

局が起用したフリージャーナリストで調査期

間のリポートの20%を占めていた。

従軍記者リポートは，報道内容が偏るとの

意見があるが，今回の分析では，従軍リポー

トの多かった 3つの番組について.アメリカ

図2 発信地がイラク圏内である映像リポートの割合
(映(~リポート全体に対する割合)
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5位 6位 7位

アメリヵl]Iの;
日7 イラクiIi民 i 9.7 イラク軍の

世笹川刷 の生活 世間・助き

イラク市民 イギリス耳I アメリカ可[の;
23.3 13.3 

の生活 の帆山.W}Ji主! 世;!;. t川1抗

イラク可Eのアメリカ
13.8 11.3 

イラクQ)

政府の助き 被'J;. 4111朋 ~l 怯1Ji.治

アメリカ
14.4 

イギリス軍 ; 
12.5 

イラク市民
政府の励き の耽Ui・助き: のMtiY

イラクの
12.9 

イラク政府
12.4 

アメリカ

戦地統治 の励き 政府の肋き

イラク市民 その仙の イラクm興

の生活
li.6 

政府の肋き
12.6 

支報活動

イラク )T(の
19.-1 

イラク市民
16.1 

アメリカ

柚古川刷 の拙1!? 政府の動き

イラク市町
18.4 

その他の
16.5 

イラク帖争
I此間町き 政府の助き への反対

イラクili民 I 21.5 
イギリス可，

20.4 
イラク軍の

の生活 の戦闘助主: 世lli 捕脚

イラク政府の:
1<1.8 

イラク111民 ; 
10.2 

問辿の助き

直1き の生活

軍を好意的に伝えているのか調べてみた。

(図 4)rSpecial Report (FOX) jは，好意的に

伝える割合がリポート全体と従軍リポートと

もに極めて高かった。 rWorldNews Tonight 

(ABC) jでは，従軍リポートの方がリポート

全体に比べて好態的に伝える剖合が低く，一

方 rlOO'clock News (BBC) jでは従軍リポー

トで好意的に伝える割合が高かった。この結

% 
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20 

図4 アメリカ軍や兵士を好意的に
伝えている項目の割合
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8世
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7>リカ耳，
11.3 10.0 

の世古
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イラクllU!，QIト l 
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の背量
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11.3 
の世世

イラク市民
11.9 

の p~íIf
11.3 

11.3 
クルド人の

11.3 
四Jき

15.i イラク市民
15.7 

の被1!f

9.7 
その他の

9.7 
政府の助き

8.6 イラク!由争 7.8 
への臣対

果から，従軍リポートが必ずしも好意的な内

容を伝える傾向であったとは言えないようで

ある。

少なかった犠牲映像

実写映像の使い方で，日本的な特徴が認め

られた。日本の番組では.犠牲と破壊に比べ

て.rミサイル発射H発進する戦闘機H隊列

を組む戦車」などを品郎、た映像の使用頻度が

外国の番組より有意に高かった。(図 5)資料

映像的な扱いが多いことが惣像される。

また，番組全体として死傷者に関する映像

が，他の極類の映像に比べて少なかった。ア

メリカの rSpecialReport (FOX) jのように死

傷者の映像をあまり伝えなかった番組もあっ

0' . ， i た。
World News下onightSpecial Report 10 Q'clock News 

(ABCI (FOXI (BBCI 
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図3 映像リポートを伝えた人の割合(対象番組別)
(映曲リポート全体に対する割合)

[全体] [日本全体]

13.i% 

[ メインニュース]
(AW) 

[w町 IdNews TonlghtJ [Spec回 rRepoは]
(FOX) (ABC) 

その他
63.5% 

[10 O'clock NewsJ 
(BBC) 

戦争への支持・反対の意見や主張

今度のイラク戦争では，客観報道と一線を

画して戦争に対する姿勢を明確にするテレビ

報道が台頭し，論議を呼んでいる。戦争を支

持あるいは反対する主張や発言を伝えたバラ

ンスを調べた。(図 6，図7)全体では反対の

主張や発言を取り上げた割合12%に対して，

賛成の割合が10%で，概ねバランスが取れて

いた。しかし 2つの番組では例外で， rSpe-

12 

特冊民
(従軍記者除く)

2.1% 

[20 Heures] 
(TF 1 ) 

その他
53.'1% 

特派国
(1!t可I但者除(1

cial Report (FOX) jでは，戦争支持の主張や

発言が，反対の 4倍であった。対照的に『メ

インニュース(アルジヤジーラHでは，戦争

反対の主張や発言が賛成の 3倍であった。

あわせて，アメリカ政府を好意的に描いた

ニュース項目の割合を調べたところ， FOXで

は88%の項目で，好意的描写が認められたば

かりか， 79%の項目でイラク政府に非好意的

な描写が行われており，客観報道とは明らか
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図5各映像が伝えられた項目の割合
(項目全体に対する割合)
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図7 戦争に反対する主張や発言，支持する主張や発言を伝えた割合
{項目全体に対する割合)
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に異なる伝え方が確認された。(図 8，図 9)

4.まとめ

各番組ともに 8割前後のニュース項目で実

写映像が伝えられていて，多くの映像や情報

が生々しく伝えられた。他方，とりあげたテ

14 

12.0岨園田町咽 11札O

盟盤面圃掴圃圃圃 110.2 

11.6 8.8 

5.4 

28.9 

6.2 

-7は戦況報道が中心であったが，アメリカ

軍に比べてイラク軍の戦闘や助きは少なかっ

た。また，戦争の悲惨さを伝える映像が他の

側面の映像に比べて少なかった。これらの傾

向は多少の差はあれ全番組に共通していた。

また，戦争の支持・反対の伝え方は，番組

によって異なっていた。アメリカの番組でも，

バランスをとって伝えた番組と，戦争支持を

中心に伝えた番組に分かれた。

以上，各国のテレビ番組のイラク戦争報道

について内容分析結果を報告した。第E章で

は「米テレビはイラク戦争をどう伝えたかJ，

第皿章では「英テレビはイラク戦争をどう伝

えたかJ，第N章では「日本のテレビはイラ

ク戦争をどう伝えたか」として，日米英のテ

レビ局の編集責任者へのヒアリングなどを通

して，こうした放送内容の背景にある編集方

針などテレビ局の考え方や取材体制など現実

的な課題を明らかにしていくこととしよう。

なお，研究の設計にあたっては，飽戸弘東洋

英和女学院大学教授に指導をいただいた。こ

こに記して謝辞にかえたい。

(はっとり ひろし)



   

  曾府レビは
イラク戦争をどう伝えたか

イラク戦争とは何だったのか。何のために

戦われ，何の意味があったのか。この戦争が

提起した諸問題は，まず第一に，その当事国

のアメリカにおいて多角的，重層的に論じら

れている。

戦争の実態は年月が経つにつれて明らかに

なるとは限らない。アメリカのイラク戦争論

議でしばしば登場する“thefog of war" (1戦

争の霧J)という言葉は，戦争では多くの真

実が「霧の中Jに閉ざされ，時の経過ととも

に忘れ去られてしまうという寓意である。 21

世紀の最初の戦争となったイラク戦争の何が

明らかになり，何が霧に包まれたままなのか，

記憶に留めておくべきは記録しておかねばな

らない。

本章は，イラク戦争の開戦からほぼl年を

経るにあたり，アメリカのテレビがイラク戦

争をどう伝えたか，実際の放送記録やデータ

の分析，現地での取材・調査を踏まえ， 2003 

年12月の時点でまとめたものである。そのた

めのアメリカのテレビ局などへの取材・調査

は，今回の研究の基礎となった「イラク戦争

テレビ報道国際比較調査」の一環として.

2003年11月10日から 21日にかけて，ニュー

ヨーク，ボストン，ワシントンにおいて実施

した。

1.イラク戦争報道の論点

ワシントンD.Cに本部を置く ITheProject 

for Excellence in JournalismJ (すぐれたジャ

ーナリズムのためのプロジェクト)は，コロ

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

ンピア大学ジャーナリヌム大学院などと連携

して，市民社会の視点からジャーナリズムの

水準向上に取り組んでいる全国組織のメディ

ア研究機関である。そのイラク戦争関連のア

ーカイブス「官官 Mediaand IraqJ (rメディア

とイラクJ)の中から句開戦 (2003年3月19

日)からブッシュ大統領による戦闘集結宣言

(同 5月 l日)までのテレビ報道をめぐる論

点を整理すると，およそ次の 4点にまとめる

ことができる。

①戦争の実相:戦争の何を伝えたか。

②報道の視点:戦争をどう伝えたか。

③従軍報道の功罪:政府・軍とメディアの

関係。

④真実の検証.情報操作とメディアの役割。

以下，それぞれの論点に沿って，アメリカ

のテレビ報道の問題点を概観する。

(1)戦争の実相:戦争の何を伝えたか

3月19，20日(米東部時間)両日の「開戦」

報道から 4月9日の「バグダッド制圧(解放)J

までの期間，アメリカのテレビ局の戦争報道

の大半を占めたのは，米英軍の軍事作戦であ

る(第 I章，表 2参照)。この聞のイラク側

の様子といえば，イラク国営テレビによるフ

セイン大統領の映像やサハフ情報相の記者会

見，アルジヤジーラなどによる病院でのイラ

ク市民の被害の様子やパグダソド市内の自答

固などに限られ，“精強"をうたわれたイラ

ク軍やサダム殉教者軍団(サダムフェダイン)

などの様子はまったくと言っていいほど登場

していなP，ABCがイラク正規軍(共和国防

衛隊)との初めての戦闘を伝えた 3月31日以

降， ABCの放送で実際にイラク兵が現れるの

は，パスラ攻防戦の後の投降イラク兵(3月
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31日放送).北部戦線の空爆下で逃げまどう

イラク兵の人影(4月1日放送).バグダッ

ド攻防の後の投降イラク兵(4月3日放送)， 

バグダッド市内の大統領宮殿から逃げ出すイ

ラク兵たち(4月7日放送)などに限られて

いる。

際立つた「非対称」の戦争報道

今回の戦争報道の大きな特徴のひとつは，

圧倒的な米英軍の情報とこれに対する決定的

なイラク側の情報不足という句戦争の「非対

称性J(asymmetry)である。これでも戦争報

道と言えるのかどうかという問題である。米

第101空挺師団に従軍したCBSのマーク・ス

トラスマン (MarkStrassmann)記者は， I結

局ごの戦争は，最初から相手にならない相手

と戦った一方的な戦争だった」と総括し，米

第 l海兵師団に従軍した「ナショナル・ジャ

ーナルJ55のジョージ・ウィルソン (George

C. Wilson)記者も「イラク軍は結局，基本的

に姿を現わさなかった。このことが(アメリ

カでは)十分に伝えられていなLリと言って

いる (PBS，NewsHour， 4.21， 2003)。

「津化」された戦争

戦争の実相に関連するもうひとつの特徴は，

戦争の実態が「滞化J(sanitize) されすぎた

のではないかという問題である。戦争は結局，

人と人との殺しあいである。殺りくや死を見

せないで何が戦争報道かという指摘である。

今回の「比較調査」の対象としたアメリカの

テレビ報道の戦闘場面では，空爆では爆弾の

t'p裂と閃光，地上戦では米英軍による砲撃・

銃撃，炎上あるいは破壊されたイラク軍の戦

車・車両，脱ぎ捨てられた軍服や靴などが登

16 

場し，実際の殺傷の場面はもちろん，イラク

兵の死体の映像も出て来ない。

しかし，殺りくや死体が存在しなかった訳

ではない。米第 l海兵師団に従軍したCBSの

ジョン・ロパーツ(JohnRoberts)記者は.

米軍の砲撃による惨禍を目の当りにして，

「これほどの殺りくは見たことがない。残虐

の極みだった」と語っている (l)。

メディア評論家のティム・グッド7 ン (Tim

Goodmann)氏は， Iアメリカのテレビは戦

争をナマで見せると言いながら現実を伝えな

かった。信じられない失態だ」と書いた (San

Francisco Chronicle， 4.9， 03)。また， Iシカ

ゴ「・トリヒ'ューン」紙のコラムニスト，クラ

レンス・ペイジ (ClarencePage)氏は， Iイ

ラク戦争では多くのイラク人将兵や市民が命

を落としただろうに，テレビからは戦争の悲

惨さがまったく伝わってこなかった。なぜだろ

うか」と述べている (PBS，NewsHour， 5.13， 

03)。この辺の事情について，米第 3歩兵師

団に従軍したCNNのウオルター・ロジャーズ

(Walter Rogers)記者は，殺りくや死体を

見せるなという方針は本社からの指示だった

としたうえで，次のように述べている。 I(ア

メリカの)テレビの視聴者は戦闘場面 (the

bang目bang) を見たがるのに，実際に見せる

とやめろと言う。戦争は趣味・晴好の問題で

はなく，現実の問題なのだJ(Newsday， 4目17，

03)。

ごの問題についてBBCは，イラク戦争報

道に備えて発表した「戦争報道指針J(War 

Guidelines， 3.7， 03発表)の中で， Iわれわれ

は戦争の恐ろしい現実を浄化しではならな

しリと明記しつつも， I戦闘員の負傷や死亡

の映像および描写については慎重でなければ



   

 

    

   

ならない。個人の尊厳は，国籍に関係なく配

慮しなければならなLリとした。しかし，実

際の報道にあたって戦争の何を伝えるかは，

きわめて難しい問題である。英第 l機甲師団

に従軍した BBCのベン ブラウン (Ben

Brown)記者は， r犠牲者の映像を見せるこ

とについては，自己規制をしたと思う」と述

べている (2)。

また.先に挙げたCBSのロハーツ記者は，

「ごのむごたらしい映像をテレビで見せるこ

とはできない。言葉では表現できても，映像

では神化するべきだJと語っているlh

以上見てきたように，アメリカのテレビは

戦争の何を伝えたかという問題は， r何を伝

えなかったか」という問題でもある。最新の

取材伝送技術を駆使しながらも あまりに

も「非対祢な戦争」と ri争化された戦争」の陰

で，実際の戦闘の模様はどのようなものだっ

たのか，イラク軍は結局どうなったのか，イ

ラクの死傷者はどのくらいの数に上ったのか

など，イラク戦争の数ノ干の真相はやはり「霧

の中」である。

(2)報道の視点:戦争をどう伝えたか

論点の 2つ目は，戦争報道の視点，戦争の

伝え方についてである。戦争を客観的に伝え

ることは可能かどうかという問題でもある。

rABC World News TonightJのキャスター

で編集責任者のひとりでもあるピーター・ジ

ェニングズ (PeterJennings)は， 3月20日

の「開戦」特番の中で， r個々のリポーターが

問迎いを犯すことはあるかもしれないが，わ

れわれは最大限，事実を伝えるよう努力して

ゆきたLリと述べた。また，米第3歩兵師団

|世界のテレビはイラク 11¥1('1'をどう伝えたか

に従軍した同じく ABCrNightlineJのベテラ

ン・キャスター，テッドコベル (TedKoppel) 

は，戦争報道の心桝えについて， r自由な国

民は戦時にあっても自国の軍の行動を知る権

利があるという原則に責任ーをもって応えた

Lリと語っている (AssociatedPress， 4.6， 03)。

これらの「心構え」の表明は，いかなるH寺で

也事実を正確・公平に伝えるというジャーナ

リズムの原則に則ったもので，あえて戦時に

おける「客観報道」を強調したものではない

かもしれない。 lJi実ABCでは，あとで触れ

るように，戦争報道のためのガイドラインは

備えていない。

しかし，これもあとで触れるように，イラ

ク戦争報道ではFOXのようにブソシュ政権

擁諮，アメリカ軍支持を鮮明に打ち出したテ

レビ局に一定の支持が集まったの也事実であ

る。戦争報道に果たして客観性は可能なのか，

あるいは，そもそもそれは必要なのか守とい

う問題は 折に触れてイラク戦争報道の問題

点として取り上げられた。メディア監視団体

の「官官 Centerfor Media and Public AffairsJ 

のロノ〈ート・リクター (RobertRichter)戸庁

長は， r戦争報道の客観性を問題にする場合，

まず第 lに，この場合の『客観jr公平』と

は何かを定義する必要がある。一方に偏るな

と言うのは容易だが，愛国主義的になるなと

言うのはそう容易ではない」と述べている

(The New York Times， 3.30， 03)。また，雑誌

編集者のピル・ワインパーグ (BiIIWeinberg) 

氏は，ニューヨークで行われたイラク戦争報

道のシンポジウムで守戦争報道における客観

報道の“幻想"を指摘して， r人間の行為に客

観性は存在しない。メディアに偏見が避けら

れないならば，メディアは自らの偏見を明示
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すべきだろう」と述べた (Editor& Publisher， 

4.22.03)。

しかし，こうまで断じるには，まだいくつ

もの思考のプロセスが必要だろう。ミズーリ

大学ジャーナリズム大学院の教授でメディア

評論家でもあるジニーパ・オーバーホルサー

(Geneva OverhoJser)氏は，次のように筆者

に語っている。「私は，メディアの役割は懐

疑精神 (skepticism)にあると思っている。

それは平時でも戦時でも変わりはなP，客観

的たろうと努力することと，客観性を放棄す

ることとの聞には，天地の聞きがある」。

イラク戦争の期間中パグダ yドにとどまり，

イラクの表情を取材し続けた公共放送NPR

(National Public Radio)のアン・ギャレルズ

(Anne GarreJs)記者は， I可能な限り客観的

なジャーナリスト」をめざして， I従軍」では

なく，独自の行動で取材する「インデペンデ

ント J(いわゆる「ユニラテラルJ)を選択し

た理由を次のように説明している。「私は軍

事面よりイラクの人々の暮らしに関心があっ

た。イラクの人々がこの戦争をどのように耐

え，生きのび，すべての関係者がごの戦争か

ら何を学ぶことができるか，見つめたかっ

た」。そして，なお混乱のさなかにあるイラク

の現状について， Iイラクの人々が何を望み，

何を恐れ，何を予期していたかをきちんと聞

き届けていれば，今日の混乱は十分予想でき

たかもしれなLリと語っている。 (PBS，News 

Hour， 10.7， 03) フロリダ州の新聞「セント・

ピーターズパーグ」紙は，戦時下のパグダ y

ドから届けられたギャレルズ記者のリポート

は「斬新で他に替えられない貴重なものだっ

た」と'llt賛している (St.PetersburgTimes， 

18 

4.14，03)。

(3)従軍報道の功罪.

政府・軍とメディアの関係

戦場における軍とアメリカ人ジャーナリス

トとの関係について，しばしば引用される例

話がある。米軍部隊に同行していたジャーナ

リストが敵の伏兵を見つけたとする。ジャー

ナリストはこれを米軍の指揮官に知らせるべ

きか，それとも事態を静観してそのまま取材

を続けるべきか。「戦闘員」と「非戦闘員Jの

ルールを定めたジュネーフ協定に従い，あく

まで軍と一線を画すジャーナリストならば，

戦闘員のような行動はとらないと主張するだ

ろう。しかし，自国の軍と行動を共にしてい

る以上，ジャーナリストは職業倫理の述いを

超えて「まずはアメリカ人J(an American 

first) として行動するのは当然で、はないか，

という文脈で諮られるものである。

米軍にとって，今度のイラク戦争で登場し

た「従軍J(embedded)取材の方式は.この

例話の前者の心配を不要にするものだった。

「ボストン・ヘラルド」紙のジュールズ・グ

リッテンデン (]uJesGrittenden)記者は，従

軍部隊が笹戒行軍中にイラクの伏兵を発見

し，同行の兵士にその場所を指し示しながら

3人のイラク兵を射殺せしめたという。ジャ

ーナリズムからの批判に対して記者は， Iジ

ャーナリストの倫理や客観性にもとると批判

する向きもあるが知ったことか。同じ状況に

身を置いてから物を言ってほしLリと言って

いる。 (Ex甘a，May/June， 03) また，米第 l

海兵師団に従軍したABCのマイク・セレー

(Mike Cerre)記者は.I従軍中，私はずっと

自分も武器を取って部隊を助けたいという術



 

   

 

動にかられていた」と告白している ω。米第

101空挺師団に従軍したテネシ一川lの新聞

「リーク・クロニクル」紙のチャンタル・エ

スコート (Chan凶 Escoto)記者も，従軍中に

兵士たちに武器の操作を習い. I必要であれ

ばいつでも戦闘に加わるつもりだった」と語

っているω。

「成功」した「従軍取材」方式

今度の「従軍」取材方式は. 1991年の湾岸

戦争や先のアフガン戦争の際の徹底した情報

規制から方針を一転した国防総省が.I政府

とメディア双方の便宜のため」として，メデ

ィアが米軍部隊と行動を共にする「埋め込み」

(embedding)取材を認めたものである。

2003年2月3日に発表した「メディア埋め込

みに関する広報の手引き J(Public Affairs 

G山 danceon Embedding Media)の中で，国

防総省は「将来のいかなる軍事行動も，メデ

ィアの報道が大きく世論の動向を左右する」

と述べ.I敵方が虚偽情報をまき散らす前に，

われわれは事実を一一良かれ悪しかれ 伝

える必要がある」として. Iこれを達成する

ため，われわれはメディアをわが軍部隊に埋

め込む (embed) こととした」と述べている。

この「従軍」について，国防総省のブライア

ン・ホイ y トマン (BrianWhitman)広報次

官は，この方式がラムズフェルド国防長官や

ビクトリア・クラーク報道官(当時)ら国防

総省首脳によって綿密に練りあげられ，メデ

ィアを寧と“一蓮托生"とすれば，軍の安全

もメディアの安全也ともに図られる妙案とし

て採用されたという ω。

一方，前線で米軍部隊と起居報食を共にす

れば，迎命共同体としての一体感が生まれ，

世界のテレビはイラク戦争をどう{まえたか

ジャーナリストとしての「独立の視線」の確

保は難しくなるのではなL、かという事前の予

想は， I独立の視線」の解釈はさておき，お

おかた的中したと見ることができる。すでに

しばしば引用してきた le問 beddedJ(r従軍j)

は，今度のイラク戦争で米軍に「従軍」した

およそ600人のジャーナリストの中からおよ

そ60人を選んでまとめた「聞き書き集」であ

る。この中でジャーナリストたちは今回の従

軍取材についてつぎのように語っている (7)。

「正直のところ，私は自分がリポーターとし

て“客観的"だったとは思わない。私はこの

兵士たちが好きで部敬していた。彼らは“私

の海兵隊"だった。彼らと恋に落ちていたと

同然だった。J(1オレンジ カウンティ・レ

ジスター」紙，ゴードン・ディロー (Gordon

Dillow)記者，米第 l海兵師団に従軍)

「“独立の視線"とは言っても，実際は雌 L

Po私はこれらアメリカ軍の兵士たちのプロ

魂に感銘を受けた。彼らはすばらしいロこの

戦争を彼らの回線で見ることができたことを

誇りに思う。J(1サンフランシスコ・クロニ

クル」紙，カール・ノルト (C町 1No1te)記者 9

米第 3歩兵師団に従軍)

「戦争をできるだけ客観的に伝える努力は

してきたつもりだが，実際に戦闘をくぐり抜

けてゆくと，敵軍に対する同情心は消えてし

まうものだ。いまから振り返ってみても，あ

のような状況では，自軍との一体感はまった

く当然だったと思う。J(1ロサンゼルス・タ

イムズ」紙，ジェフリー・モノ、ン(Geoffrey 

Mohan)記者，米第 3歩兵師団に従軍)
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この「聞き書き集」の中には，残虐な記憶

が脳裏に焼き付き，自宅に帰った今でも夜ご

と悪夢にさいなまれている人や，戦場と日常

とのあまりにも大きな落差に自分自身を適応

できなくなった人など，さまざまな従軍体験

が語られている。しかし，従軍中，軍による

検閲は事実上存在しなかったことや，前線で

戦争を目 l推するのに，今回のような「従軍」

は何にも替えがたいシステムだったことに

異を唱える人はいなPo イラク戦争における

従軍報道の功罪は，アメリカでは，政府・軍

にとってもメディアにとって也. 1功」に分

があると見ることができる。

(4) 真実の検証:情報操作とメディアの役割

4つ目の論点は，メディアにとって戦争の

「真実」の検証はどこまで可能か， 1情報操作」

に対するメディアの役割は何か，という問題

である。

111¥1(争の最初の犠牲者は真実である」と言

われてから久しい冊。 1990年8月，イラク軍

が突如クウエートを侵略した際，病院に乱入

したイラク兵が保育器から次々に乳児を取り

出して床に投げ捨てて殺したとするクウエー

l人少女の米議会での証言は，クウエート政

府とアメリカの大子PR企業による「情報操作」

だったことは，今日では周知の事実である。

ごの場合の「情報操作Jは 11嘘」や「デッチあ

げ」とほとんど同義であるが，何が真実でど

こからが「操作J(spin) したものか不明の

「情報操作」も存在するであろう。イラク戦

争報道におけるこうした情報操作の典型的な

事例として，リンチ上等兵の「救出」を検証

する。
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リンチ上等兵「救出」劇

米第 3歩兵師団の整備中隊に所属していた

当時四歳の米陸軍女性兵士ジェシカ・リン

チ (]essicaLynch)上等兵は，部|滋がイラク

南部を北上していた 3月23日，ナシリア付近

で道に迷ったところをイラク軍の攻撃を受

け，同行の兵士11人が死亡，自身も負傷して

イラク側に拘束された。

米中央軍のブルックス准将は 4月 l日，そ

のリンチ上等兵が同日未明，米特殊部隊によ

って「救出」されたと発表した。これを受け

てABCのIWorldNews TonightJは. 4月2

日の放送で，国防総省担当記者によるリポー

トで概略次のように伝えた。

P.ジェニングズ(キャスター)

ジェシカ・リンチ上等兵が昨日救出され，

今日ドイツの病院に到着した。国防総省によ

れば，敵地からの捕虜救出は第 2次世界大戦

以来初めてとのこと。

マーサ・ラダッツ (M町出aRaddatzl記者:

米軍の特殊部隊による救出作戦の模様は，

米軍横影の夜間暗視ビデオの提供によって周

知された。

ブル yクス准将(米中央軍司令部)

これは，ひとりでも仲間を置き去りにしな

いという米軍の伝統に則り守わが最精鋭の特

殊部隊が敢行した共同作戦である。

M ラダソツ記者:

情報筋によれば，リンチ上等兵がナシリア

の病院にいるとの情報をCIAが得て，米軍の

合同特殊部隊が“教科書どおりに"救出作戦

を行ったとのこと。



 

 

番組ではこのあとに， I喜びに沸く故郷の

Plrからのリポート」が続き，ウエスト パー

ジニア州の人口900人の町から，両親の喜び

の声や， I私也軍隊に入りたLリという妹の

声などを伝えた。

「ワシントン・ポスト」紙は翌 4月3日，

「彼女は必死に戦った」との見出しを掲げ，

政府筋からの話として， Iリンチ上等兵は敵

の銃創や刺し協を負いながら必死に銃!睦を続

けた」と書いた。「救出」劇に“尾ひれ"がつ

き始めたのはこの頃からである。同日付けの

「ロサンゼルス・タイムズJは，救出の際の

米軍による急裂を「銃撃戦のさなかの快挙」

と書L旨た。 NBCのIDatelineJは4月6日， 救

出作戦についてさらに踏み込み， I米陸軍の

特殊部隊が援認射般をする中，米海軍の特殊

部隊が病院に突入」と放送した。

リンチ上等兵がイラク軍の攻撃にあった 3

月23日から 3月末にかけては，イラク南部を

進む米軍の地上作戦に悲倒的な見方が漂って

いた時期にあたる。進軍のスピードに補給が

追いつかないとされ， Iわれわれがいま戦っ

ている敵は.予想していたものとは述う」と

L、う米第 5軍団の司令官の言葉が国防総省の

作戦を批判したと取り沙汰されたりした。こ

の頃のアメリカのテレビは，イラク戦争報

道の期間中，唯一不安な表情を見せている。

ラムズフェルド国防長官はこうしたメディア

の“移り気"(mood swing)に不満をもらした。

「リンチ上等兵救出」は，この暗雲を一挙に

晴らす「快挙」として報じられたのである。

しかし間もなく， I救出」の美談に数々の

疑問が投げかけられるようになる。イギリス

の新聞「ガーディアン」紙は 5月15日，現地

世界のテレビはイラク帆争をどう伝えたか

を取材したBBCクルーの話として，リンチ上

等兵は戦闘では負傷しておらず手厚い看護を

受けていたこと，病院には当時イラク兵は存

在せず，米軍はそれを知りながら，まるで映

画の撮影のように「救出Jを強行したとして，

この「救出Jr剥を 15時くべき情報保作の典型」

と書いた。 BBCは3日後の 5月18日，その

詳綱を特番として放送した。 4月3日の記事

について独自の検証を行った「ワシントン・

ポスト」紙は， 6月17日付けで，銃の故障で

彼kは発砲できなかったこと，銃で撃たれた

り銃剣で市IJされたりした事実はないこと，

「救出」の前日にイラク兵は病院から去って

いて「救出作戦」は不要だったこと，などを

列挙した訂正記事を発表した。

一人の女性兵士が何故このような「美談J

に仕立てられていったのか。「シカゴ・トリ

ビューン」紙は，関係者の証言や現地での検

証を踏まえ， Iリンチ上等兵の“武勇談"は，

ジャーナリストがいかに自己に都合のいい話

を作りやすいかの証左」と総括した (5.26，03)。

また， Iナイト・リッダー」紙のジョー・ギ

ャロウエ-Uoe Galloway)記者は， I話を大

きくした責任は明らかに(軍ではなく)メデ

ィアの方だ」と述べている (PBS，NewsHour， 

6.10， 03)。一方， NBCのジム・アビラ (]im

Avila)記者は， I国防総省サイドからの発表

でなくても. (虚偽の)情報が小出しに出れ

ば，劇的な印象が創り出されるものだ」と語

っている (FAIR，Ex廿a，J uly / August 2003)。

2003年11月11日，リンチ元上等兵(同年8

月除隊)はABCのインタビュー特番に出演

し，戦闘の際.自分が乗っていた車両が自軍
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の別の車両と衝突して負傷したこと，銃が故

障していて一発も繋っていないこと，恐ろし

くてただ必死に祈っていたこと，病院では親

切にされたこと，などをおよそ 1時間にわた

って話した。そして， i私は利用された。本

当のヒーローはあの日戦闘で亡くなった仲間

たちだ」と語っている。

2.米テレビ局の総括と課題

アメリカのテレビ局は自局のイラク戦争報

道をどう評価総括し，何を課題としている

か。ここでは，前項でまとめたイラク戦争報

道の論点に沿って， 3大ネ yトワーク (ABC，

CBS， NBC)の中からABCとNBC，それに

ケーブルテレビのFOX(Fox NewsChannel) 

について概観する。

(1) ABC 

i ABC World News Tonight with Peter 

JenningsJのスタップは総勢51人。キャスタ

ーのピーター・ジェニングスーとジョン・ノミナ

-Oohn Banner)エグゼキュティブ・プロデ

ューサーのもとに，海外担当，囲内担当，遊

軍担当などのシニア・プロデューサーを置

き，それぞれプロデューサー，リサーチャー，

スタッフライターなどを配している(記者・

カメラ 7 ンなどはABCNewsの管轄)。

海外担当のケイト・ブエルセン(KateFel. 

sen)シニア・プロテ'ューサーに聞いた。

①戦争の実相:戦争の何を伝えたか

「非対称の戦争報道」という指摘について

は，その通りだ。イラク寧の動きを伝えるイ

ラク側の報道もなかったし，アルジヤジーラ

などのアラブ側のメディアもイラク軍につく
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ことができなかった。われわれの従軍記者た

ちも，銃撃戦には遭遇しでも，まとまったイ

ラク軍がなぜ姿を現わさなかったかや，バグ

ダッドに通じるハイウエーや橋がなぜ無傷で

残されたのかなどについて疑問に思ってい

る。しかし，イラク市民の被害の状況につい

ては可能な限り伝えた。ごの戦争がイラク市

民にどのような惨禍を及ぼしたかをアメリカ

市民に伝えることは，戦争報道の重要な点だ

と思う。

戦争であれ何であれ，報道の基本は事実を

伝えるごとだ。その時の状況で不可欠と判断

すれば，残酷な映像も放送すべきだろう。わ

れわれはアルジャジーラが流した捕虜米兵の

映像も流したし，深夜帯の iNight1ineJでは

彊壕に横たわるイラク兵の死体の映像も流し

た。しかし，夕方の 6時半から放送するわれ

われのニュース番組で，あえて残酷な場面を

放送する必要があるかとなると，別の適切な

判断が要求される。夕食時でもあり，子ども

が見ていることも考慮、しなければならない。

意識して「滞化」する必要もないが，逆に意

識して血や死体を見せることが戦争の実態を

伝えるごとだと考えることもないだろう。や

はり，その場と状況に応じて適切な対応をと

ることだと思う。

②報道の視点・戦争をどう伝えたか

戦争報道のためのガイドラインはない。 A

BCのニュース基準はあるが.ごく一般的な

もので，とくに戦争報道のためのものではな

pω。戦争を報道するにあたっても，事実を

正確に客観的に伝える原則に変わりはない。

あえて言えば，何が適切か毎日慎重に議論を

重ねたということだ。真実を伝えること，で



 

    

 
 

きるだけ多様な情報を伝えることがわれわれ

の使命だ。政府寄りの姿勢を示したり.ABC 

のカラーを出そうというのでもない。そもそ

もABCのカラーというものも存在しない。

③従軍報道の功罪:政府・軍とメディアの関係

ABCは今回.6人の従軍記者のほかに 2人

のインデベンデント(いわゆるユニラテラル)

を特派した。従軍の規則もあって 2日間も辿

絡が取れなかったり，従軍記者の動向の把握

や迎絡・調整が大変だったが，全体的にはう

まくいった。最前線の従軍リポートは白‘こま

切れ..(stice， piecemeal)という批判もあった

が，それはそれで重要な情報であるととに疑

いはない。肝心なことは，全体として何が起

きているかを把握することで，われわれはそ

のためにまず，ホワイトハウス担当のジョ

ン・マクウェシー(JohnMcWethy)記者に

よる総括リポートから始め，その後にそれぞ

れの戦況リポートをつなげるようにした。

「従軍」のシステムについては，いろいろ

批判はあるにせよ，軍の行動を直に目撃でき

ることに勝るメリソトはなPo

④真実の検証:情報操作とメディアの役割

リンチ上等兵の「救出」については， 4月

2日の放送の後しばらくして，ワシントン支

局からあの話はどうも怪しいという報告を受

け，直ちにバグダッドにいた記者をナシリア

に向かわせた。そこで「救出」時にはイラク

兵はいなかったことや，リンチ上等兵は虐待

どころか手厚い看護を受けていたことなどの

証言を得て，そのリポートを放送した(5月

7日放送)。

情報操作の検証はまさにメディアの責務で

世界のテレピはイラク戦争をどう伝えたか

あり，われわれの仕事だ。大統領であれ中央

軍の発表であれ，しかるべき立場からの発言

は絶えず検証されなければならない。

「われわれも関連いを犯すごとがある」と

言いながら，フェルセン氏はABCニュースと

ピーター・ジェニングズ氏に全中高の信順を置

いている。「真実を伝えることは，アメ リカ

の市民に世界で何が起きているか判断しても

らう材料を提供するためだ。Hわれわれの務

めは，政府の政策が正しいか正しくないかを

伝えるごとではない」と語るその表4備には，

アメリカのネ y トワークニュースを担う強い

意志と誇りが感じとられた。

(2) NBC 

INBC Nightly News with Tom BrokawJ 

は，キャスタ-5lft編集長の卜ム・ブロコー

(Tom Brokaw) とスティーブン・キヤノfス

(Stephen Capus)エグゼキュティブ・プロデ

ューサーが最終的な編集責任者としてその日

のニュースの編集方針を決定している。スタ

ッフの陣容や数などについては公表していな

。、L 
キャパス氏はインタビューの官頭で， Iイ

ラク戦争報道の総括はまだ終わっていない。

現在も進行中であり，将来にわたって継続す

るだろうjと述べた。以下は，その「中間総

括」の概要である。

①戦争の実相・戦争の何を伝えたか

この戦争の実態をどこまで伝えることができ

たかについては疑問が残る。とくにイラク側の

損害・被害を十分に伝えることができなかっ

た。放デイビソド・ブルーム (DavidBloom) 
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記者(米第 3歩兵師団に従軍中に病死)と最

後に話したのがまさにこのことだった。この

戦争でイラク兵はどうなったのか，爆撃によ

って犠牲となったイラク市民の数はどうなっ

たのか，彼は最後までこのことにこだわって

いた。しかし残念にも，真相は今なお分から

ない。

「浄化」の問題は難し1'，殺りくや死体を

見せなければ戦争の真実を伝えたことになら

ない，という訳ではないだろう。外科の手術

の総子を伝えるのに一部始終を見せる必要は

ないように，戦争の伝え方にもいろいろな方

法がある。

②報道の視点・戦争をどう伝えたか

戦争報道のためのガイドラインはとくにな

1'，戦争を報道するに際して，その基準を文

書化するには無理がある。プロのジャーナリ

ストとしての経験と良識，不断の議論を通し

て，ひとつひとつの事例をそれぞれの状況に

応じて詰めてゆくもので，事実を可能な限り

客倒的に多角的に伝えることがわれわれの使

命だと考えている。 NBCニュースの伝統に則

って，と言ってもいいだろう。 iij't化」の問

題とも関連するが，戦争の何をどう見せるか

という問題は，状況に応じて議論して判断す

るしかない。編集責任者のトム・フロコーの

20年を超える経験からしても，その判断が通

り一遍の「基準J(standardsl になる訳では

ない。すぐれたスタップとのすぐれた議論の

中にこそ適切な基準があると考える。

a:従軍報道の功罪:政府・軍とメディアの関係

NBCは今回， 6人の従軍記者を出した。彼

らからのリポートは，それぞれ単独では正確
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で迫真性があっても 全体のコンテクストで

は意味を損ないかねない場合もあったので，

他局の報道も参考にしながら全体像をつかむ

のに苦心した。

「従軍」方式は，軍にもメディアに也有益

だったと思う。「従軍」によって取材対象が

近づき過ぎ，近視限的になるのでないかとい

う危慣はあったが，プラスはマイナスを補っ

て余りある。アメリカの国民に前線のアメリ

カ軍の様子を伝えることは，納税者の観点か

らも視聴者の問点からも，政府・メディア双

方の義務だと考える。今度の「従軍」には，

私は諸手を挙げて賛成する。

④真実の検証:情報操作とメティアの役割

問題のリンチ上等兵の「救出」については，

われわれは「救出」されたという事実だけを

伝え， i美談」めいた話は差し控えた。その

ことで視聴者から不満の声も寄せられたが，

結果的にはそれでよかったと思っている。

情報操作は，いつでもありうる。とくに発

表ものには誇張や歪曲はっきものだ。そこを

検証してゆくことがメディアの使命だ。あえ

て反政府を標傍する必要もないし，政府支持

を表明することもな1>，政府や軍の方針につ

いて判断を下したり， iニュースを伝える」

のではなく「ニュースを語る」のは，一部の

トークラジオが好むところではあっても，わ

われの仕事ではない。われわれはあくまでも

出論の動向に迎合することなく，事実を伝え

ることを使命としている。

「自分の番組について評価することは難し

いが」と前置きしながら，キャパス氏は自局

のイラク戦争報道について「よくやったと思



 

 

 

 

 

  

 

うが，反省点もいろいろある。他の多くの事

実も含め，今後検証が必要」と語っている。

2001年の春以降， 9， 11，アフガン戦争，そし

てイラク戦争と，時には自室に寝泊まりしな

がら陣頭指揮にあたってきた氏のI!険争」は

まだ終わっていないようである。

(3) FOX 

この「イラク戦争テレビ報道国際比較調査」

について， FOX (Fox News Channel)から

は今回， I多忙」と「説明責任者がいなLリこ

とを理由に，直接，話を聞くことができなか

った。ここでは，実際の放送内容やデータ分

析結果， FOX関係者の証言をもとに， FOX 

のイラク戦争報道を総括する。

①戦争の実相:戦争の何を伝えたか

FOXの看板番組 ISpecialRepo吋」は守 3大

ネソトワークのイブニングニュースより30分

平く，米東部時間の午後 6時から始まる。イ

ラク戦争報道では，看板キャスターのブリッ

ト・ヒューム (BritHume)が官頭でその日の

“l険果"を発表。続いて戦闘機の発進や部隊

の進撃などの映像が勇壮なテーマ音楽に釆っ

て流れ，イラクl政争の作戦名“OPERATION

lRAQI FREEDOM"のタイトルロゴが立ち上

がる。キャスターが再度登場したあとは，各

地からの戦況リポート，退役軍人などによる

戦況分析，戦況のまとめ，ゲスト討論による

その日の総括ーーというのが，この l時間番

組の平均的な桝成パターンだった。

データ分析結果からもうかがえるように，

FOXのイラク戦争報道の大きな特徴の一つ

は，徹底したアメリカ軍支持の姿勢である

(第 I章，図 4参照)。毎回必ず登場する退役

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

軍人などによる戦況分析は 7";トボールの

解説を見ているようなゲーム感党で進行し

た。同業他社のジャーナリストや退役軍人な

どが出演した番組後半の座談会は，アメリカ

軍賛歌一色だった(10)。キャスターのブリソ

ト・ヒュームは，番組の中でしばしば，アメ

リカ政府・軍への支持を明確にしない他局の

放送内容にまで言及し， Iアメリカに批判的」

と非難した。

しかし，実際の戦争の場面でFOXは，アメ

リカ軍兵士の死体はもちろん，イラク軍，イ

ラク市民の死体も流していなPo戦闘機の発

進や戦車の行進，爆1書や銃撃などの勇ましい

戦闘行為は見せても，その結果の殺りくや死

は見せないという li争化」の典型である。こ

れが，先に触れたCNNのように，本社筋か

らの指示・方針に基づくものかどうかは分か

らない。

②報道の視点・戦争をどう伝えたか

9. 11の直後， FOXのルパート・マードック

(Rupert Murdoch)会長は， I愛国者としての

義務なら何でもする」と述べ (Reuters，10.1， 

01) アメリカ擁諮，ブ yシュ政権支持の姿

勢を明確に打ち出した。ブリット・ヒューム

と並ぶFOXの若手看板キャスター守シェパー

ド・スミス (ShepardSmi白)は，イラクl険争

を伝える心構えについて， I愛国主義は決し

て悪いことではなPoわれわれはジャーナリ

ストの前にアメリカ人だ」と語っている

(Broadcasting & Cable， 4.7， 03)。また， FOX 

の別のキャスター，ニール・キャブート

(Niel Cavuto)は， I一方にくみして何が悪い

のか。公平を装うより旗色を鮮明にする方が

良心的ではないか」と言っている (The
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Baltimore Sun， 4.2， 03)。

こうした発言を並べてみると，イラク戦争

報道でのFOXのアメリカ軍支持の姿勢は，明

らかに社の方針と見ることができる。 3大ネ

ットワークの祝聴者数にははるかに及ばない

ものの， 2002年1月以降，ケーブルテレビで

はCNNを抜いて首位独走を続けているのも，

アメリカ愛国主義を掲げたいわゆる「愛国報

道」路線がアメリカ社会で一定の支持を得て

いる結果と見なければならない。 iFOX効果」

といわれるゆえんである(ll)。

③従軍報道の功罪:政府・軍とメディアの関係

FOXの従軍記者のうち，米第 l海兵遠征軍

に従軍したオリパー・ノース (O!iverNorth) 

記者は退役海兵隊中佐である。ノース記者

(FOXとの契約では軍事専門家)はかつて，

レーガン政権下の「イランコントラ事件J(l2) 

に関わった中心人物で，そのような経歴の持

ち主がテレビ報道の従軍取材にあたることに

かねてから疑問の声が上がっていた。果たし

てノース記者は，開戦以降，同行の部隊を

「われわれJ(we) と11乎び.軍と自分とをほと

んど一体化したリポートを送り統けた。

また，同じく米第 l海兵師団に従軍したリ

yク・レベンソール(RickLeventhoIl記者は，

FOXのロジャー エイルズ (RogerAiles)社

長から送られたという「アメリカ軍の将兵た

ちは，われわれの自由のために戦っている戦

士だ。彼らを応援するのは当然のことだ」と

いう言葉を紹介し，自分はその通りにやった

までだと語っている。そして，自分の従軍体

験を， iかれらのプロ魂には感動した。彼ら

を讃えるのに何のためらいもなLリと探り返

っている (3)。
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④真実の検証:情報操作とメディアの役割

FOXの番組 ITheO'Reilly Factor Jは，闘

に衣着せぬコメンテイターのビル・オライリ

ー (BillO'Reilly)氏が縦横無尽に天下を析る

トーク番組として知られている。そのオライ

リー氏が， iFOXのエイルズ社長に持ぐ」と

して出版した著昔「日明o話LookingOut for Y;仰」

(1誰があなたのことを*/11ってくれているかj)

には， FOXの論理が率直に語られている(l.l)。

それによれば..エリー卜・メディア"の

3大ネットワーク，とくにABCは，情報の

「偏向H操作J(spin)の権化であり，イラク

戦争についてもアメリカ国民に真実を伝えて

いないとして，概略次のように述べている。

「ネットワークの目標がバランスのとれた

ニュースの提供にあるというのならば，イラ

ク戦争を支持している大多数のアメリヵ国民

の声を踏みにじっていることになり，強く異

をとなえなければならない。JiABCやCBSは

反戦デモばかり取り上げて，大多数の戦争支

持の声を無視している。(lS)J 

これに対してFOXには，大多数のアメリカ

市民がこの戦争の正しさを信じているがゆえ

にチャンネルをあわせてくれるのだとして.

こう続けている。 iFOXは愛国心やブソシュ

政権におもねっていると批判する向きがある

が，たわごと (cra勾)だ。 FOXのアメリカ支

持の姿勢は，正確に世論を反映しているから

正しいのだ。 (6)Jこのようにオライリ一氏が

展開する論理には，世論に沿ったニュースの

提示こそ偏りがない (nospin)とする考え方

が支配しているように見える。このように見

てくると，戦争支持の声地戦争反対の声を上

回るデータ(第I章，図 7参照)も，ごうし



  

  
  

   

たFOXの論理に裏打ちされた結果とも見る

ことができる。

ブリット・ヒュームは， rSpecial ReportJ 

の最後を毎回必ず「フェアーでバランス，そ

して恐れずにJ(Fair， Balanced， and Unafraid!) 

というキャッチ・フレーズで締めくくってい

る。この「フェアーでバランス」が世論を背

に受けたFOX流のそれであることは惣像に固

くなL、。しかし， rそして恐れずに」は，何

に対して向けられているのであろうか。自ら

のいわば“異端的"な立場を意識した「聞き

直りJか， r客観報道」を建て前とする伝統の

ネットワークに対する「挑戦Jか一一。やは

り疑問は残る。

3.メテ・イア研究・調査機関の総括と課題

アメリカのメディア研究・調査の現場で

は，アメリカのイラク戦争テレビ報道をどう

評価・総括し，何を課題としているか。

ここでは，本章の官頭で紹介した rThe

Project for Exellence in JoumalismJ (すぐれた

ジャーナリズムのためのプロジェクト， PEj)

と， r古田 PewResearch Center for the People 

印 d血ePressJ (人々と報道機関のためのピュ

- ，リサーチ・センター， PRC)の取り組み

を概観する。

(1) The Project for Excellence in 

Journalism 

イラク戦争報道についてPEJでは，全米の

ジャーナリストやメディア研究者，市民団体

などとも連携して，さまざまな調査・研究活

動に取り組んでいる。

アメリカのテレビのイラク戦争報道につい

世界のテレビはイラク1肱争をどう伝えたか

て，所長のトム・ローゼンスティール (Tom

Rosenstiel)氏に聞いた。以下は，その概要

である。

①全体的評価

今回のイラク戦争報道には，アメリカのテ

レビ局が抱える椛造的な問題が端的に現われ

ている。巨大企業によるメディアの買収で市

場の原理に組み込まれたテレビ報道は，どこ

もかしこも予算や人員を削られ，海外の支局

も閉鎖され，アメリカ以外のニュースは年々

減る一方だった(li)。それでも9，11やこの戦

争のように自の前の出来事を短期集中的に対

処することはできた。しかし.テロの背景と

か中東の情勢などを，広く深く継続してフォ

ローする底力がない。

それでもネソトワークのイブニングニュー

スは， rコマ切れJとか「ソーダストロー」と

か部撤された従軍リポートを，より大きなコ

ンテクストでとらえ直そうという工夫がうか

がえた。しかし， 24時間のケーブルテレビは，

前線からの従軍リポートを，いわば‘たれ流

し"にした観は否めない。従軍取材そのもの

は評価できるが，全体としてテレビ局はそれ

を十分に活かしきれなかったのではないか。

これは今後の研究課題だ。

② rFOX効果」の意味するもの

ひとつは，この戦争を支持する人々が戦争

支持のFOXを見たということだ。少しでもこ

の戦争に懐疑的であれば，述う選択をしただ

ろう。 CNNは，硬派ニュースの路線をとる

かと思えばソフト路線に傾いたり“ブレ"が

見られた。こうしたCNNにあきたらない視

聴者がFOXに流れたこと也考えられる。
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ふたつ目は，視聴行動の変化が考えられる。

従来のネットワークの感覚では，ニュースを

見るのに夕方のイブニングニュースまで待た

ねばならなかったが， 24時間のケーブルニュ

ースではその必要がない。加えて，いまのテ

レビの主流が，肩の凝らない生のトークショ

ーになりつつあることも大き¥1，

3つ目は， FOXを支持する人々には，いま

のアメリカ社会に疎外感を感じ，怒っている

人が多いということだ。 FOXの視聴者には，

“ニュースを解釈して語ってくれる"トーク

ラジオのファンが多¥1，ビル・オライリーの

ような人が，普通の市民の素朴な意見を思い

切って代弁してくれる そこに自分を重

ね， tJ~哉を nq ぶのだ。

そして 4 つ目は，速く雌れた戦地で!I~ うア

メリカの兵士の姿を本国に伝えるという，ア

メリカの戦争報道の伝統をFOXが率直に体現

したということだ。戦争には反対でも，兵士

に異議を唱える人はいない。政策に問題はあ

るかも知れないが，いったん戦争が始まれば，

勝って無事に固に帰ってきてほし¥1，これが

アメリカの素朴な国民感情というものだ。

FOXはこの感情にきわめて率直に応えたと言

える。

③「危機」報道の課題

ジャーナリズムの原則は，戦争報道にも当

てはまると考える。「真実への責務」ゃ「検証

の規律H独立の維持Jなどを盛り込んだわれ

われ (PEJ)の9項目の「基本原則」も，何ら

変わることはない(18)。

しかし，戦争も含め句生命や安全が脅かさ

れたり，国家の危機に際しては，別の注意が

必要になることは言うまでもない。平時にあ
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つては正確に伝えるべき「事実jでも，それ

を伝えることが安全や公益を脅かすことにな

らないかや，何が国家の危機であり，計五がそ

れを判断するかなどについて，特段の配慮を

払わねばならな¥1，

アメリカのメディアが現在，かつてないほ

どの自信もなく信頼も得られていないのに

は，相応の原因がある。社会に対して説明す

る責任を怠ってきたということだ。時には自

らに厳しい目が向けられでも，社会の公器と

して伝えるべきは伝える，伝えられない場合

はその理由を説明する責任がある。戦争報道

でも同様なことが当てはまると思う。

(2) The Pew Research Center for the 
People and the Press 

アメリカのメディアと社会の関わりや価値

観の推移などを継続的に調査・分析している

PRC (本部はワyントンD.C.)は，イラク戦

争開始から 3カ月後の2003年6月19日から 7

月2日にかけて，アメリカのテレビ報道の視

聴動向について調査した(19)。以下，この調

査結果からアメリカのメディア・ジャーナリ

ズムに対する評価やFOXの視聴者像などを

概観する。

まず守アメリカのメディアの姿勢について.

メディアがアメリカ支持の立場を表明するこ

とは「よLリが70%，1よくなLリは20%(1ど

ちらとも/わからなLリ10%) と9 メディア

の「アメリカ支持」の姿勢は圧倒的に支持さ

れている。

次に，アメリカのメディアのうち「もっと

も主要な情報源」として挙げられたのは，テ

レビ (79%に 新 聞 (45%)，インターネ y ト

(19%) ，ラジオ(16%に雑誌 (5%)の順



  
   

  

(複数回答)で，情報源としてのテレビの比

重はかなり高P，

さらに，テレビメディアの中から「もっと

も主要な情報源Jを選んだ結果が表3である。

これを見ると，前回調査の2002年l月の時点

と比べて，ネットワークやケーブルテレビ各

社の“横ばい"に対して， FOXの“伸び"が目

立つ。

FOXを「もっとも主要な情報源」とする層

(以下， FOX視聴者とする)は，どのような

人々であろうか。表4は， FOX視聴者の支持

政党やブツンュ政権支持などについて他局の

視聴者と比較してみたものである。支持政党

では明らかに「共和党」寄り，思忽的には

「保守・中道J，ブ yシュ政権に対しては圧倒

的に「支持」ーーが顕著である。さらに，イ

ラク戦争についてはFOX視聴者の81%が「正

しい決定」と評価し，軍事行動について也

86%が I(非常に+かなり)うまくいってい

る」と見ている。

PRCは次いで2003年10月下旬，アメリカ

のメディアのイラク戦争報道を一般市民がど

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

う受け止めているかについて調査した (2010

それによると，アメリカのメディアはイラ

ク情勢を「実際よりも悪く伝えている」とす

る人が38%，Iほぽ正しく伝えている」は

36%， I実際より也よく伝えているJ14%と

なっている。これを「政党支持」と「主な情

報源」別に見たのが表5である。支持政党で

は共和党支持層に，アメリカのメディアはイ

ラク情勢を「実際よりも悪く伝えている」

(55%)が多く，民主党支持層では「ぽぽ正

しく伝えているJ(45%)が多P，また， I主

な情報源」にFOXを挙げた人々の中では，

「実際よりも悪く伝えている」が55%ともっ

表3 もっとも主要な情報源(テレビ)

ニュース 2002年1月 20田年6，19-7.2

ABC 11% 12 

CBS II II 

NBC 15 J.l 

CNN 28 '2.I 

FOX 16 ワフ

MSNBC 9 

その他 15 5 

(PRC : Puulic W:mts Ncutrality 
and Pro-American Point of Vicws巴 7.13，03)

表4 主な視聴者像

FOX CNN 3大ネットワク(平均)

Jt卯党 (Republican) .11% 29 32 

主持政党 民主党 (Dcmocrat) 24 37 32 

制!立!i，、(Independcnt) 30 28 31 

保守 (Conservative) 17 36 38 

思想信条 中;n(Moc]e問 1') 35 ，13 43 

リベラ}[...(Liberal) 12 15 IG 

ブッシュ政措
支持 (Approve) 63 61 

不支持(Disapprove) 19 31 31 

イラク戦争
正しい決定(RightOecisionl 81 73 66 

1111辿った決定 (WrongDecisionl 12 19 23 

~I:ií~にうまくいっている (Going ve叩 wel1l 35 25 21 

軍事行動 かなりうまくいっている (Goingfairly well) 51 56 57 

うまくいっていない (Notgoing wcll) 12 18 20 
(PRC : Pub]ic Wants NClIlrnlity aml PnrAmcrican Point of Vicv町 7.13.03)
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とも多く，新聞，ネ yトワークニュース， CNN 

を「主な情報源」に挙げた人々は， 1ほぽ正し

く伝えている」が「実際よりも悪く伝えてい

る」を上回っている。

こうした結果について， PRCのスコット・

キーター (SCO仕 Keeter)副所長は， FOXの視

聴者と共和党の支持者は親和関係にあり，表

4の視聴者像の裏づけになっていると指摘し

て.概要次のように述べている。

FOXの視聴者像とメディアの課題

公平で偏らない報道はジャーナリズムの基

本だが，これだけ多極多様な見方がさまざま

なメディアを通じて社会に提供されている今

日， FOXのようにはっきりと主義・主張を打

ち出すテレビがあってもいいと許容されつつ

あるということかもしれな1'， 1事実Jと「解

説」とに一線を画すのが従来のジャーナリズ

ムの伝統だが，事実を伝え，かつ一定の「見

方」を伝えるごとは両立しうるのではないか。

祝聴者・読者はこうした「解説H見方」に単

純に影響されるだけとは限らな1'，もっと自

発的に自分の意見を選択しているように思わ

れるロアメリカ支持を打ち出すFOXがあれば，

反対にいまのアメリカに懐疑的なテレビがあ

ってもL、1'，メディア全体として多様でバラ

ンスがとれていれば，あとは選択の問題だと

思う。

アメリカのメディアを話題にする時によく

引き合いに出される話がある。希にしか起こ

らない航空機事故がニュースになり，毎日安

全に飛んでいればニュースにならな¥l一一。

メディアは悪いことしかニュースにしないと

いうたとえだ。多くのアメリカ市民にとって

FOXは，この 1¥川、話」を伝えてくれたとい

うことだ。

アメリカの視聴者はテレビに何を期待し，

テレビはその期待にどう応え，どう変化する

か。メディアをめぐる今後のアメリカ社会の

動向は，きわめて興味深い。

以上， 1すくれたジャーナリズムのための

プロジェクトJ(PEJ)と「人々と報道機関の

ためのピュー・リサーチ・センターJ(PRC) 

の責任者による総括と課題を概観した。 2人

の発言は，それぞれの立場からアメリカのテ

レビメディアが抱える問題点や課題を提起

し，多くの示唆に富んでいる。アメリカのメ

表5 イラク報道の評価

アメリカのメディアはイラク情勢を

実際よりも 1.ぽ正しく 実際よりも
悪〈伝えている 伝えている 良く伝えている

生体 38% 36 1.1 

共和党 (Republican) 55 30 7 

支持政党 民主党 (Democrat) 28 15 16 

独立，i;、(lndependent) 3，1 3，1 19 

折11¥1 36 .jj 12 

ラジオ ，12 32 12 

主な情報課 ネ 1卜ワークニュース 36 ，10 12 

CNN 32 11 18 

FOX 55 28 10 

(PRC : Prcsitlen!'s Crilicisrn of Mcuia Resonatcs. bul lraq Uncasc Grows， 10.21，03) 
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ディア研究・調査機関が自国のメディアと社

会の励向をどうとらえ，評価するかは，今後

のメディア・ジャーナリズムのゆくえを展望

するうえで不可欠な判断材料である。

4.戦争報道とジャーナリズムの課題

以上，アメリカのテレビがイラク戦争をど

う伝えたかを概括的に見てきた。本章を終え

るにあたり，その総括として，戦争報道とジ

ャーナリズムの課題を展望する。

(1)戦争の記憶とアメリカ・ジャーナリズム

アメ リカの歴史において，エイブラハム・

リンカンやフランクリン・ルーズベルトなど

が「戦時大統領J(Presidents at war)として

記憶されるように，戦争の記憶はアメリカ・

ジャーナリズムと不可分に結びついているロ

南北戦争(1861-65)で本格的に登場した報

道写真は，新聞記事では伝わらない戦争の

「真実」を伝え，全米の市民に衝撃を与えた。

戦場に折り重なる累々たる兵士の死体，捕虜

収容所の痩せこけた身体の群れなど守戦場の

様子を克明に記録したマシュー・プレイディ

ー (MatthewBrady)の写真は，その後のテ

レビ時代につながる映像ジャーナリズムの原

点である。米西戦争(1898)前夜には， r新
聞王」ランドルブ・ハースト (William

Randolph Hearst)によるといわれる販売促進

をねらった戦意高揚の情報操作が公然と行わ

れた。第2次世界大戦でアメリカ軍に従軍し，

「同胞H家族」の視点でアメリカ兵の物語を

伝えたアーニー・ノTイル(ErniePyle， 1945 

年，沖縄戦で死亡)は，いまなおアメリカの

伝説的な戦争ジャーナリストとして，その名

をとどめている。

世界のテレピはイラク判中をどう伝えたか

今日のラジオ・テレビ時代に速なる戦争報

道の分野では，第2次世界大戦下のロンドン

大空襲を伝えたエド・ 7 ロー (Edward

Murrow) ，北アフリカやヨーロッパ戦線の迎

合軍に従軍したウォルター・クロンカイ卜

(Walter Cronkite)などが，いまなお戦争ジ

ャーナリズムの星として輝いている。

3大ネ y トワークのキャスターたちも，こ

うした伝統をうけついだ「歴戦の勇士」であ

る。 CBSのダン ラザーは，サイゴン支局長

としてベトナムの戦場を駆け巡り， NBCのト

ム・ブロコーは，自らの戦争の記憶と重ね合

わせながら.ライフワークとして第 2次世界

大戦を戦った無名のアメリカ兵たちの証言を

克明に記録し続けている。そして， ABCのピ

ーター・ジェニングズは，ベトナム戦争やア

フリカの民族紛争守 7年間にわたるベイルー

ト駐在の経験などを経て.文字どおり rWorld

NewsJの第一人者として知られている。

今度のイラク戦争に従軍したアメリカのジ

ャーナリストの中にも，こうした伝統にあこ

がれて従軍を志願した人も多1'， rカンザ

ス・スター」紙のマット・ショフィールド

(Matt Shofield)記者は，日頃から尊敬する

アーニー・パイル(前掲)の本を持参して従

軍した 121}，CBSのジョン・ロハーツ(John

Roberts)記者は，ダン・ラザーに代わって

この11眠中を伝えることは何にも替えがたい

「喜びであり，誇り」とまて、言っている (22)。

以上からも明らかなように，アメリカ・ジ

ャーナリズムにおける戦争の記憶は，アメリ

カ「愛国主義」や「ヒロイズム」とも不可分に

結びついている。中南米各地の戦争や旧ユー

ゴ紛争，パレスチナ紛争など，数々の戦場を
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取材したジャーナリストのクリス・ヘッジズ

(Chris Hedges)氏は，自分の体験を娠り返

り， 1 (アメリカの)ジャーナリストが!被争に

利用されているというのは問述いだ。ジャー

ナリスト自らが戦争を利用したがっているの

だ」と述べ，アメリカが関わってきた戦争で，

アメリカ人であることを誇る愛国主義がいか

に戦争を美化・偶像化し守その一方で残虐性

や無意味さを覆い隠してきたかを指摘してい

る(23)。

(2) 1正義の戦争」論のゆくえ

イラク戦争の正当性をめぐる議論の中で，

アメリカではいま， 1正義の戦争」論が再燃

している。「正義の戦争J(]ust War，以下「正

戦J)とは，もともとキリスト教の教議論争

を通じ，アウグスティヌスやトマス・アクイ

ナスなどの神学者によって形成されてきたも

のである。

ト7 ス・アクイナスは， 1正しい戦争」の

条件を 3つ挙げ，ひとつは「戦争が君主の権

威によって行われることJ，2つ目は「正し

い理由，すなわち攻!倍される側にそれなりの

過誤があることJ，そして 3つ目は「戦争を

する側の意図が正しいこと」とした (2.1)。し

かし句キリス卜教伝統のこの「正戦」論が，

位界や時代の良心に応えられなかったこと

は，その後の血みどろの宗教戦争を見れば明

らかである。

「キリスト教国」アメリカでは，こうした

「正峨」論は折に触れその相貌を変えながら

登場した。 1940-60年代に一世を風擁したラ

インホルド・ニーノfー (ReinholdNiebuhr) 

の倫理的神学論がその代表例である。R.ニー

ノ守ーは，米ソ対立の冷戦時代にあって，聞の
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帝国ソヒeエトに対して，善意の光の国アメリ

カは強くなければならないとして， 1正義は

力」そのもののキリスト教倫理を用意した。

冷戦の終えんとアメリカ一極柿造の今日にあ

っても，このニーパ一流の「正'i則論は，い

まなお恨強い人気を保っている(お)。

そのような“いわくっき"の「正戦」論がい

ま再燃しているのは，もちろんイラク戦争の

正当性をめぐる論議のゆえである。カータ一

元大統領はイラク戦争が始まる前の 3月9日，

「ニューヨーク タイムズ」に寄稿し，ブ y

シュ政権が進めているイラク攻蚊は「正戦」に

該当しないと批判した(TheN.Y.limes， 3 9， 

03)。また，アメリカ・カトリック司教会談

も，アメリカ政府に対して同様な懸念を表明

したとL旨う (2610

しかし，イラク戦争を批判する側が「正戦」

論を提起すること自体，時代錯誤のそしりを

免れないだろう。アメリカ宗教史学者のパー

ノ〈ラ・ブラウン・ジヲマンド (BarbaraBrown 

Zikmund)陣士は， 1私には，ローマ・カト

リソクの思想家たちは 2つの逆の方向に向か

っているように思える。彼らは一方で， 1正

戦」論はもはや通用しないと言っていながら，

他方ではブソシュとアメリカの軍事行動を批

判するためにそれを利用し続けている」とし

て， 120世紀の戦争は，このような歴史的キ

リスト教戦争論のすべてを無効とした。過去

の前提はもはや通用しない」と述べている
(27) 

(3)イラク戦争の根源的意味を問う

米英軍の圧倒的な軍事力で戦われた「非対

称の戦争J，イラクの一般市民也被ったであ

ろう「見えない戦争」などをいま一度振り返



 

る時，この戦争に「正義Jを見いだすことは

可能であろうか。戦争の報道に際しても客観

的な事実の追及を旨とするとしても，この戦

争は何のために戦われ，何の意味があったの

かという，イラク戦争の正当性や意味につい

ての根源的な疑問は残る。ジャーナリズムは

こうした声にも応えなければならない。 20世

紀の 2度にわたる大惨禍を経て人類が辿りつ

L、た英知は，理由は何であれ戦争に訴えでは

ならないという不戦の響いではなかったか。

イラク戦争のさなか，戦争反対の声が箔きiドi

される中で，コラムニストのノーマン・ソロ

モン (NormanSolomon)氏は， i2003年のア

メリカは，議会もメディア也イラク戦争を止

めることができなかった。イラクで戦争を始

めることは多くのイラクの子どもたちをも血

に染めることになると戸に出すことができな

かった」と述べ， i大統領の一声で戦争が始

まるのなら.この国の仕組みを変えなければ

ならなlリと書いた (MediaBeat， 4.17. 03)。

9. 11以降，アメリカのメディア・ジャーナ

リズムの動向を見つめてきた筆者の脳裏から

削れない言葉がある。「自由」や「正義」など

の建国の精神にいつまでもとらわれ，まわり

の出界を直視しようとしないアメリカの空気

を嘆いたある老婦人の述懐である。「私たち

アメリカ人は句現代に対応できない古い政府

を持っているのかもしれない。J(PBS， News 

Hour， 11.13， 01) 

「独立宣言J(1776年)や「合衆国態法」

(1787年:WJ定)を淵源とする， i生命Ji自由」

「正義Ji民主主義」などの崇高な理念は，建

国以来アメリカ国内で育まれてきた「アメリ

力的価値観」としては普遍的で疑問の余地の

世界のテレビはイラク峨平をどう伝えたか

ないものだったかもれない。しかし，これら

の価値観をアメリカ以外の今日の世界におい

ても普遍的な理念として当然とするいわれは

ない。相互理解と国際協調に立脚した21世紀

の展望を開くためにも，アメリカの正義は果

たして世界の正義たりうるかを疑い，点検す

る姿勢が，アメリカのメディア・ジャーナリ

ス'ムにいまもっとも;]<めらオ1ているように，忠

われる。

(ながしま けいいち)

副il英テレビは
噂思Fイラク戦争をどう伝えたか

今回，ヨーロッパで分析対象としたのは，

BBC (イギリス)の ilOO'clock NewsJと

TFl (フランス)の i20HeuresJの二つのニ

ュース番組である。二つの番組ともゴールデ

ンタイムのニュースとしては囲内最高のシェ

アをもち，影響力の非常に大きなニュース番

組である。今田町両国でヒアリングを行った

が，フランスについては稿をあらため，

ではイギリスについて報告する。

イギリスのテレビ局全体の特徴

まず， BBCの個別のヒアリングに入る前に I

イギリスのテレビ局全体の傾向を確認した

い。アメリカと並んで，今回のイラク戦争の

交戦国であったイギリスだが，放送局と政府，

世論との関係は，アメリカのそれとは大きく

異なっていた。 BBCは「戦争報道のガイドラ

イン」を定めて「中立性」を明示し，後に紹

介するようにその中立性ゆえに政府との聞に

緊張関係があった。しかしこれはBBCに限っ
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たことではなくイギリスのテレビ局に共通の

特徴であるという。

イラク戦争後，アメリカとイギリスの従軍

報道(エンベデッド取材embeddedreporting) 

について記者・編集者・祝聴者 イギリス国

防省・アメリカ国防省にそれぞれ詳細な聞き

取り調査を行ったカーディフ大学・ジャーナ

リズム学専攻のジヤスティン・ルイス教授に

よれば，エンベデソド取材における取材側と

政府側の関係に，イギリスとアメリカでは大

きな迫いがあった。ルイス教授は2004年 l月

に発表された論文 12003年イラク戦争中のエ

ンベデ y ド報道の役割(要約)J (The role of 

embedded reporting during the 2003 Iraq w町

Summary report) (28)の中で実際に従軍した

記者たちの聞き取り結果を踏まえて次のよう

に述べている。

「ベンタゴンにとって，戦争の理由や正当

性を問うジャーナリズムは期待するジャーナ

リズムて、はなかった。ジャーナリズムは世論

がアメリカ軍を支持するように，またなぜ戦

争をするのかという分析や政策に対する批判

を最小限にするよう意図されていた。しかし，

これはメディアの普遍性や，民主社会の監視

役 (WatchDog)としての役割を放棄させる

ものである。イギリスの国防省とメディアの

関係はぺンタゴンとメディアの関係より緊張

関係があり，取材がスムースにいかないこと

が多かった。だがこうした緊張感と距離こそ

公共の利益につながるものである。」

ルイス教授にヒアリングしたところ， 1イ

ギリスに 4つあるテレビチャンネルのうち，

もっとも政府方針に懐疑的だったのは民間の

チャンネル 4，もっとも政府の見解に近かっ

たのはFOXテレビと同じく 7 ードック氏の資
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本が入ったスカイテレビで， BBCはチャンネ

ルの中でも『ミドル(中fflf)Jの立場だった。」

と語っている。イギリスの全マスコミが，政

府や軍とはある植の緊張関係にあり， 1中立」

「客観性」を強く意識した報道を行ったとル

イス氏は語る。英国軍を「我が軍」とH干ばず

「英国軍」と呼ぶ言葉遣いなどはBBCのガイ

ドラインに明示されているものだが，他の放

送局も同じ態度であったという。

110 O'clock NewsJについて

BBCの 110O'clock NewsJは民間放送局

とのゴールデンタイムニュース競争に勝つた

めグレック・ダイク前会長の提案で午後10時

に移設された。 BBCの看板ニュース番組であ

り，現在視聴者230万人 ゴールデンタイム

で一番のンエアを誇るといわれる。

BBCのイラク戦争報道の特徴は， 2003年3

月に発表された「イラク戦争編集方針のガ

イドラインJ(War against Iraq ; Editorial 

Policy Guidelines)である。そこで今回のヒ

アリングはこのガイドラインの執筆者である，

編集主幹 (ControllerEditorial Policy)スティ

ーブン・ウィトル氏に行った。

ヒアリングは l月27日に行ったが，この翌

日28日はイギリス国防省顧問デピソド・ケリ

一博士の自殺問題を調査する「独立司法調査

委員会(ハソトン委員会)Jが報告書を出した

日である。ヒアリング自体もあわただしい雰

囲気の中で行われたことを付記し，改めて多

忙中にヒアリングに応じてもらったことに感

謝したい。 (110O'clock NewsJの編集長のヒ

アリングは句申し込んだが実現しなかった。)



 

ガイドライン

BBCは1991年の湾岸戦争時にも戦争報道の

ガイドラインを発表しているが，今回はイラ

ク戦争開戦前の2002年 9月にウィトル氏によ

って「イラク戦争 編集方針のガイドライン」

(29)が執筆され，翌年3月7日にBBCのホー

ムページ上で一般に公開された。ガイドライ

ンの主な内容は次のようなものである。

①報道の言葉遣い，口調

軍は「英国軍 (BritishTroops) Jとする

②情報源の明示

③軍や国防省、の要訪に応じた情報の差し止め

の用意

④報道を控えていることの視聴者への明示

⑤専門家の解説に関する注意

⑥死傷者の，親族が知るより早い報道の差し

止め

⑦死傷者についての言葉遣い

③死傷者の映像への配慮

⑨死傷者の親族へのインタビュー

⑩戦争捕虜へのインタヒeュー

⑪軍用機乗組員へのインタビュー

⑫戦争への反対意見，デモの報道の必要性

⑬大量破壊兵器について。化学・生物・核兵

器に言及する際の慎重さの必要性

⑪24時間ニュースにおける留意点

⑮以上のガイドラインはオンライン上でも適用

また，序文(30)において

iBBCは国際的な放送事業者として，現在

行われている戦争において英国ならびに世界

中の視聴者に特別な責任を負っている。そう

した多くの人々が正確なニュースと情報を求

めて我々を頼りにしているからだ。..(中略)

・・また視聴者は， BBCが不偏不党の分析を提

世界のテレビはイラク収平をどう伝えたか

供し，英国やその他の地域で戦争に反対する

人々の芦を含むさまざまな見解や意見を我々

の番組で提供することによって，これらの出

来事の理解を助けてくれるとBBCに期待して

L当る。(後略)Jと述べている。

こうした記述や，前記，⑫，⑬⑪などが，

1991年のガイドラインと比べた特徴だという。

ウィトル氏は今回と湾岸戦争では状況が大き

く違っていたからだと語る。

「何が遮っていたかというと，まず湾岸戦

争の時は，国際的にもイギリス国内でも戦争

に踏み切ることに対する強い支持があったと

いうことです。そもそも，サダム・フセイン

のクウェート『侵略』に対して国際的な合意

をパックにして，各国が力をあわせ阻止しよ

うとしました。さらに広い意味では，ヨーロ

ソノTだけでなく世界のほかの国々の世論也そ

れを支持していたのです。しかし，今回のイ

ラク戦争は状況が遮っていました。国際的に

も，イギリス国内でも意見が割れていたから

です。」

ゥィトル氏によれば今回も湾岸戦争時のガ

イドラインも，報道の正確さに重きをおき，

ニュースの根拠となったソースをはっきりさ

せること，伝えられたことではなく自分の目

で確かめた事実を報道すること，また負傷し

た人，あるいは命をなくした人，捕虜となっ

た人をどう扱うか，犠牲者の家族の気持ちに

どう配慮するか，それをどのような口調でリ

ポートするか，などの具体的指示については

共通している。

「しかし今度のイラク戦争については人々

の意見が大きく分かれたという事実がありま

した。それだけにガイドラインは，戦争に踏

み切る前，また戦争期間中に多くの議論を呼
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んだ，政府の政策に関連するあらゆる側面を

リポートする必要がある，という意識のもと

で作成されたのですロその結果， BBCが戦争

前や戦争中に反戦の意見を報道し， BBC自ら

が戦争に反対するスタシスをとった，という

政府からの非難も受けました。」

内容分析によると.1この戦争に問題があ

ると伝えている」という比率が34%と他の番

組に比べて高かったことは，こうしたスタン

スの現れであるともいえる。ウィトル氏は言

つ。

「一番大事な要素は，つまり中立の立場か

ら真実を正確に伝える放送局として， BBCは

人身に信頼されている，という立場を守りぬ

くことです。戦場でのできごとだけでなく，

戦場でのできごとが，もう少し大きな視野に

おいて外交戦略の政治的論議のなかでどうい

う意味があるのか を伝えることだと思うの

です。イギリスだけでなく全世界の人々に信

頼されるに値する放送局であるBBCの真髄

が，このガイドラインに反映されていると思

います。」

映像の取り扱い

遺体および負傷者の映像については，ガイ

ドラインで， 1国籍いかんに関わらず個人の

尊厳に配慮、が与えられるべきである」として

「映像は，通常クローズアップを使用せず，

いつまでも使用し続けることを避ける」

と定めている。しかしこうした配慮、は中東

諸国からの批判にさらされることになった。

「死傷者の尊厳(DIgnIザ)を守るというBBC

のポリシーが裏目にでたのです。このポリシ

ーはイラク人，アメリカ人.イギリス人など

すべての戦争の被害者に当てはまることだっ
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たのですが，中東の国々から.BBCはパグダ

y ドやほかの都市への燥般の真相をみせてい

ない句という批判がでました。私たちとして

は，残忍さや被害者の苦しみを隠していたわ

けなのですが，そうすることによって，西側

をよく見せ，反イラク国民的な立場をとって

いる，つまり偏見があると非難されたのです。

この問題は今後も非常に大きな課題になっ

てくると恩います。特にBBCはインターナシ

ョナルな放送局ですし，ニュースもグローパ

ルなサービスですから。中東の国々からこの

ような非難を受けたことは今後のBBCにとっ

て大きな試練となるでしょう。」

遺体への冒演を避け，遺族の感情を配慮す

るなど被害者の人権を守るこうした選択が，

今回のイラク戦争でよく言われたような「戦

争のサニダイズ(きれいに描く)Jことにつな

がらなかったのか，それは今後も考え続けな

ければならない課題だとしている。

市民の声

内容分析データでは.BBCは「市民の声や

デモの様子を伝えている項目の自IJ合」が10%

と他の番組に比べて高かった。その一例とし

て.ニール・ディクソン社会部長が自らマイ

クを持ち，スコ yトランドからイギリス全土

を縦断して市民の声を聴く， 110 O'clock 

NewsJ のtlT~N インタビューシリース'がある。

このシリーズはイラク戦争開始前から戦争中

にかけて迎続して放送されたものだが.ウィ

トル氏は次のように語った。

「あの一連のリポートの意図は，戦争と同

時進行で，市民がどんな気持ちで，どんな意

見を持っているのかの指標をみせることでし

た。当時の山論は戦争支持派と反対派がたぶ



 

ん50・50に分かれていたという状況を踏まえ

てですね。そこから，戦争が進むにつれて，

人々の見解は変わっているかどうかをみる，

ということです。戦争中のイギリス国民の意

見がどうなっているかをさぐることが目的で

した。このようなやりかたで一般市民の声を

聞くという決断そのものが.BBCの編集方針

にそったものだといっていいでしょう。」

街頭インタビューが編集者の意思に沿った

ものに陥るという危険性については次のよう

な見解であるという。

「プレゼンターはBBCでもベテランの社会

部 (Socialaffairs)のエディターで，ジャーナ

リストとしての経験も豊富です。このリポー

トも企画から内容まで，彼の判断に任せてい

ます。たとえば彼がスコ y トランドのアバデ

ィーンに行ったとします。そこで彼が話した

人はみんな戦争に反対する人ばかりだとしま

すね。でも，だからといって彼はわざと戦争

を支持する人を探してきて，バランスのある

リポー lを作ろうとはしません。そのまま，

アバディーンには戦争を支持する人は少なか

った，とリポートすると思います。これはデ

イクソンのパーソナルなリポートであって，

公正に丁寧にリポー卜する彼の判断を信煩し

たものでした。J
イギリスのある調査で，開戦前の 3月6.7 

日の調査で「イラク危機にブレア政権が介入

することについて賛成するか賛成しないか」

を聞L、たところ

賛成 34% 

賛成せず 58% 

わからない 8% 

という結果だった。

戦争開始後の 3月23日の「アメリカとイギ

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

リスがイラク攻略を行ったことは正しいか正

しくないか」という問いには

正しい 56% 

正しくない 37% 

わからない 7% 

(¥、ずれもYouGov社調査)(31) 

という結果となっていた。実際に英軍がWUs
へ赴くと，戦場にいる人を応援しないわけに

はいかないという感情から戦争反対の割合は

減少したといわれる。戦争前から開戦後もず

っと継続的にこのリポートを放送した庖、図は

こうした世論の変化を見るためのものだった

のかという闘いには次のように答えた。

「世論を反映させること，といったほうが

いいでしょう。出論が実際に変化していたか

どうかはわからなかったわけですから。とに

かく，戦争が進行していたときに人々がどん

な意見を持っていたのかを反映させることが

目的だったのです。実際BBCでは毎日市民の

声を聞いています。もちろん，偏った意見や

偏見などを報道してはいけないことを忘れて

はなりません。」

放送24時間時代の課題

BBCニュース報道局長のリチヤード・サン

プルック氏は，イラク戦争後にBBCの記者20

人で共同執筆した報告 iTheBattle for Iraq 

(邦訳『イラク戦争は終わったか』 中谷和男

訳 河出書房新社)の中で執筆の動機を次の

ように述べている。

「クリミア戦争でウィリアム・ハワード・

ラソセルは，馬や汽船で原稿をロンドンに送

らなければならなかった。今日わたしたちに

は，衛星中継用の移動アンテナ，ラップトッ

プの編集機材，掌に入る術星電話がある。そ
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して現地特派員はものすごいプレソシャーの

もとで働いている。ライブ中継は増え，締切

時間はますますタイトになっていく。こうし

た状況では，思う存分書くごとも証言を残す

こともできない。Jだから戦争が終わってか

ら報告を出したというのである。

今回BBCは米軍・英軍にあわせて10チー

ム以上の従軍取材チームを送り，パクダッド

を始め世界中の都市から中継を出し続けた。

世界的にすすむ放送24時間化とBBCも無縁

ではない。 rBBCワールド」をはじめ「世界の

欣送局」としてその役割と負担はますます地

しているといえる。

ウィトル氏に「今回のイラク戦争報道の課

題は何だと思いますかフ」と尋ねると次のよ

うな答えが返ってきた。

「このような戦争が起こるたびに，学ぶべ

き課題が出てくるものですが，今回は， 24時

間ニュースつまりノンストップで全世界に届

くニュースチャンネルのありかたでした。問

題の所在は戦争前からよく分かっていたつも

りでしたが，現実は予想を超えていました。

常に新しい情報を追っていかなければならな

L、というプレッシャーは，以前の戦争報道で

は想像もつかないものだったのです。」

どのようなプレッシャーなのか。その内容

を聞いた。

「毎時間ごとに，常に新しい進展を視聴者

が期待しているというプレッシャーでした。

人生にだって毎時間ドラマがあるわけではな

いし I政争もそんな風には進行しません。こ

の点はBBCが学んだ大きな点だと思います。

ここは腰を落ち着けて，自分たちが正確な，

全体像を伝えるニュースを報道しているかど

うかを再確認する時期です。いくら些細なこ
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とでも，新しいニュースであれば何でも伝え

る，という競争にまきこまれないことです。

そのような些細なニュースは，必ずしも重要

な要素ではない場合が多いのです。いってみ

れば，顔にぷっつりできた“にきび"であっ

て，顔全体の絵ではありません。」

ウィトル氏によると特に戦争初期にいくつ

かの情報の混乱があった。イラクによるクウ

ェート攻略でスカッドミサイルが使われたと

Lミう情報，イラク南部ノすスラでいかに進軍が

早いかの誇張情報があったことなどをウィト

ル氏は具体例としてあげている。

「全体像を見ていないで，小さなことに振

り回されたこと，これが今回の戦争報道の反

省点です。加えて，入ってくるいろいろな情

報をそのまま信じ込まないで，それを報道す

る前に本当かどうかを執助に調べることの大

切さも学びました。結局大事なことは， r一
番早くて問述っている』より r2番手でいい

から正確に伝えるJごとだと私は思います。」

世界中が同時性・速報性を競L、合う今日.

こうした意見には「現場の現実を踏まえない

きれいごとだ」という批判はBBC内にもある

かもしれなPo しかし，ウィトル氏はおそら

くそうした批判も承知の上で句語っていると

感じられた。

政府・世論との関係

冒頭に書いたように，ヒアリングは l月27

日午前に行われ，翌日にはハットン委員会の

発表が目前に追っていた。日本でも報じられ

たように，ハットン委員会の報告はデビッ

ド・ケリ一博士の自殺に関連して， BBCの報

道に問題があったとし，グレッグ・ダイク会

長が辞任する結果となった。 1月29日の英紙



 

 

 

ガーディアンはー而トップに大きく白い余白

をとり IWhiteWash? (もみ消し)Jとのみ

印刷，ロンドンではBBC支持・政府批判のデ

モが起きるなどイギリスを揺るがす大司E件と

なっている。また同時にこの事件は，テレビ

ジャーナリズムと政府・出論の関係を全世界

に問題提起するものとなった。ハットン委員

会報告をめくっては本稿で短く触れる程度の

小さな問題ではないが，そのハットン報告発

表の前日にウィトル氏が語った次の内容を記

録しておきたい。政府，世論.BBCの3者の

関係についての，次のような意見である。

「かつて『国民の意見が分かれたとき.BBC 

は拷問台にかけられている』と語った有名な

BBCの会長がいました。つまり事実上，国民

の論争によって苦しめられる立場におかれる

のがBBCだからです。 BBCには国民の論争

を伝える使命があります。しかし政府側はそ

れが気に入らない。イギリス国外ではBBCは

『イギリスの声Jだといわれています。しか

し政府に言わせれば，イギリスの声はイギリ

ス政府の声なのだから，政府の声をBBCは反

映すべきだ，というのです。

ですから，たとえば英国軍の兵士をrBritish

SoldiersjあるいはrBritishForcesjと呼ぶか

f Our Forcesjと呼ぶかと L、うようなことも，

無視できない問題なのです。 BBCとしては，

常に『我々の』ではなく fBritishJという言葉

を使う方針をとってきました。中立の立場を

はっきり表現するために，軍隊が自分たちに

属するような意味を含む所有格を使わない

で，中立の言葉を使うということです。

これがBBCの義務だと思います。それはこ

のガイドラインにもうたわれています。そし

てこれは国民が認識しているBBCの役剖でも

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

あるのです。この役割lがあるために句 2002年

の9月に発表されたイラクの大量破填兵器に

関する報告書について.BBCと政府との対立

が問題となり，ハットン委員会に発展してい

ったとも言えるでしょう。 BBCとしては，こ

の報道は，国民に対する義務だと信じてやっ

たことなのですが，政府は憤慨しました。確

かにこのストーリーの伝え方においてはBBC

にも落ち度がありました。しかしそれよりも

也っと政府が怒った理由は，このストーリー

のほとんどが真実だったからなのです。」と

ウィトル氏は語った。

視聴者の評価

ではイギリスの視聴者は，イラク戦争報道

についてテレビをどのように評価したのだろ

うか。 BBCに対する個別の調査がないので守

官頭に紹介したカーディフ大学のルイス教授

が独立テレピ委員会IndependentTelevision 

Commission (ITC)と共同で行った.テレビ

のイラク報道に対する視聴者インタビューを

手がかりとしたい。ルイス氏は老若男女，民

族.年齢，宗教に偏りがないように選んだ10

人のグループ7つにグループインタヒ'ューを

行い，分析している。

ルイス教授によれば視聴者がもっとも「多

すぎる」と感じた内容は従軍取材による「戦

況J報道であり，もっとも「知りたLリと感

じたのは「イラク国民の気持ち」だったとい

つ。

「この点には僕たちも驚きました。ジャー

ナリストとしては，画像的にも迫力がある従

軍リポートこそ，エキサイテイングな報道で

あり.視聴者が欲しているものであると思っ

ていたのでしょうが，祝聴者にいわせると，
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それは充分みせてもらった，これ以上はいら

ない，つまり見たいもののリストの最下位だ

ったのです。

祝聴者が見たかったのは，戦争の背景，全

体像，そしてイラク国民がどんなことを感じ

ているのか，ということだったのです。そも

そ也これは， rイラクの人々を解放する』と

いう名目のもとで戦われている戦争なのに，

肝心のイラク人の気持ちが伝わってきません

でした。ですから視聴者の問には，強い不満

があったようです。{奨たちの質問にも，もっ

と戦争の“中味"を知りたい，という答が返

ってきたのです。」

日本でも，視聴者は何を知りたいのかを検

証する努力が求められている，といえるだろ

つ。

おわりに

今回BBCのヒアリングで感じたことは，

「自負」と同時に「率直さ」であった。ノ、ソト

ン委員会という世界を揺るがす政府との対立

の中でも， i中立の義務」を語る自負はゆる

ぎない。一方で，世界のBBCといわれながら

も数々の誤報の危険性や，放送の24時間化の

中で新たな課題に直面していることなど，反

省点が多々あることを率直に吐露していた。

政府や世論と対l時するジャーナリズムの自負

と，反省を語り批判を受けることを恐れない

率直さは，このイラク戦争報道を機に，日本

のテレビジャーナリズムがBBCに学ぶべき点

なのではないだろうか。

(さかい りつこ)
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日本のテレビは
イラク戦争をどう伝えたか

iWe got him， (サダムを姉まえた)J

2003年12月，本稿執筆のためのヒアリング

で各局を回っているちょうどその時，元イラ

ク大統領サダム・フセインが米軍によって拠

えられたというニュースが世界を駆け巡っ

た。この拘束によってイラク戦争の「理由」

とされたイラクの大量破壊兵器保有が証明さ

れるのか否か。 3月20日に米軍の空爆によっ

て始まった「イラク戦争」をめぐる議論はこ

のとき新たな局面を迎えていた。

またこれに先立つ半年の間，アメリカ・イ

ギリスのみならずイタリア・スペインなどの

同盟国を標的としたテロや攻撃がイラク国内

で迎日繰り返され， 11月29日には日本人外交

官二人が殺害された。なおも治安が安定しな

いといわれるイラク圏内に向けて， 12月26

日には日本の航空自衛隊の先進隊が出発。

2004年2月上旬には陸上自術隊の本隊が復興

支援のためイラクに入った。

イラクと米英が交戦した「イラク戦争」を，

日本のテレビ局は~I'交戦国として取材し，報

道してきた。しかし外受官がテロの標的とな

り，自衛隊が派遣される2004年 2月現在，日

本で生活するひとりひとりとして，この「イ

ラク戦争後」をどのように理解し，日本のか

かわりに対してどのような意見をもつのかが

岡われている。それを考えるための出発点と

して， 3月から 4月にかけてのいわゆる「イ

ラク戦争」をメディア，中でもお茶の間に直

接訴えかけるテレビがどう伝えたのか，その

検証が今とても重要だと思われる。



本稿は，第 I章で指摘された分析結果を各

放送局の担当者に提示し，その結果が意図さ

れた編集方針によるものかどうかを中心にヒ

アリングしたものである。また，日本国内の

「イラク戦争報道」を分析するにあたり，ど

のような問題意識が必要か，分析に入る前と

分析中に研究者にもヒアリングした。

ヒアリンクは民放各局には2003年11月末か

ら12月下旬にかけて， NHKには 2月初旬に

各 l時間程度行った。対象者は以下の通りで

あった。

NHK 

佐藤俊行国|祭放送局長(当時，報道局国際部長)

日本テレビ

報道局 高見俊彰チーフプロデューサー

パリ支局 今泉浩美記者(当時，米軍に従軍)

丁目S

報道局編集センタ一 吉崎隆部長

高田直デスク

フジテレビ

長谷川澄男調査役(当時，外信部長)

テレビ朝日

報道局外報部 武隈喜一部長

毎日の多忙な業務の中で貴重な時聞を割い

ていただいたことをまずこの場を借りて，深

く感謝したい。まずヒアリングの結果から紹

介しよう。

1 .日本の放送局はどう放送したか

(1) NHK rNHKニュース10j

[取材体制]

NHK は，イラク・クウェート・ヨ jレダン

などにピーク時で35人の記者・カメラマン

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

ディレクター・技術要員を配置。また米軍と

の聞で，原則として検閲がないことや可能な

限り安全に万全を期すことなどを確認した上

で陸上部隊とペルシャ湾上の空母での従軍取

材を行った。パグダ y ド取材に関しては

NHK記者は 3月15日に隣国ヨルダンのアン

7 ンに移動。その後はイラク人現地スタッフ

のストリンガー(非常勤通信員)，カメラ 7

ン，ライトマンらが取材にあたった。

また，海外映像の入子については前年の春

頃から準備を始め39の固と地域の82の放送機

関の映像を入手し各ニュースで使用した。

[全体の編集方針・バランスを追求]

NHKはイラク!被争後の2003年 8月に，従

来の放送ガイドラインに追加する形で『放送

ガイドライン「戦争報道Jjを作成し，その

「基本的姿勢」として次の 3点を挙げている。

女迅速さ，正確さはもとより，公正・客観的

な報道姿勢を基本とする。

交戦争をめぐって国際社会や囲内で意見が対

立している場合は，できるだけ多くの角度

から論点を明らかにする。

す多角的，公平に，視聴者により多くの判断

材料を提供する。

佐藤俊行局長によると，イラク戦争当時の

基本姿勢も上記の姿勢で取り組んだとL、う。

「戦争取材も事{'I事故取材も基本的にその姿

勢は変わらないと考えている。大きく異なる

のは出てくるι情報に双方の当事者(戦争の当

事国)それぞれのバイアスがかかっているこ

とである。どちらもそれぞれの国益を考慮し

て意図的にうそを流す『情報戦』ともなりう

る。どの情報告信じてよL、かわからない中で
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報道しなければならないとき，多角的な情報

収集が必須であろう。情報源が少ないと視聴

者に的確な情報が伝えられないと考える。J

たとえば，ひとつの出来事でも報道する立

場によって伝え方が異なる。よって見方が複

数ある場合，内容の質だけでなく量の上でも

パランスをとることを心がけたと l、う。

分析対象とした「ニュース 10Jにおいては

同じ出来事の報道で，アメリカABCとカター

ルのアルジャジーラの映像を連続して編集し

ている。例えば4月4日放送の空港付近の戦

闘を伝えた項目では以下のように並列に伝え

た。

ABC: r空港制圧の道のり」

アメリカ軍第3歩兵師団の部隊はユーフラテス川を

渡った地点から出発し，ほこりの中曲がりくねった

道を前進しました。道沿いの農地のあちらこちらに

焼け焦げた車やトラッヲなどの残骸があります。ソ

ビエト製の戦車T722両もありました。

(米軍兵士)

「我々が撃破した戦車のプレートです。共和国防衛隊

のものだとわかります。」

パダダッドへ進む途中，大きな街に入りました。人々

にこのような歓迎を受けるのは初めてのことです。

(手を振るイラウ人)

「ウェルカム」

「ベリークッド」

日没が迫った頃，部隊はサ~ム国際空港から 13キロ

の地点で幹線道路に入りました。日が暮れると戦闘

が始まりました。ほとんどがアメリカ軍の攻撃です。

ロケット弾，機関銃。イラク側も迫撃砲や対空砲な

どで応戦してきました。道路の両側では炎が上がり

幹線道路は煙で覆われました。

(記者)

「サ世「ム国際空港です。戦闘は夜を徹して続吉，今で

も銃声が聞こえます。私の後ろには建物がありまし

たが，夜間の攻撃で破壊されました。」
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アルジャジーラ・「“侵略"危険な段階に」

パヴダッド南部ドーラで15分間にわたって大規模な

空爆がありました。ドーラの発電所がつラス9ー爆

弾で攻撃されたということです。この攻撃で市民18

人が死亡.75人がけがをしたということです。

(ベッドの上の少女)

「空爆の後で壁が私の足のよに落ちて書たの」

サダム国際空港とその周辺の戦闘では数十人がけが

をしました。

この戦争はアメリカとイギリスにとっては解放のた

めの戦いであってもイラヲとイスラム社会にとって

は侵略なのです。米英軍が空港に迫っていることに

よって侵略はいよいよ危険な段階に来ています。パ

クダッド制圧という最悪の事態が近づいています。

また， 4月10日放送のフセイン像引き倒し

でも並列に伝えている。

アJレジャジーラ:

2∞3年4月9日

今新しいパ '5~ッドが生まれました

多くのイラヲ市民が

変化を期待していました

しかし これが彼らの求めていた

ものなのかどうかはわかりません

ABC: 

これはすばらしい光景です

多くのイラク人は米国不信ですが

彼らU今とても幸せだと思います

フセイン抜吉のイラヲの将来のために

己れは行われているのです

(以上すべて字幕テロップ)

佐藤局長は「イラク側のメディアとしては

イラク国蛍放送を使用するのが普通だが，こ

の時点でイラク国営放送が機能していなかっ

たため，アルジヤジーラ， 7ブダビテレビ

(アラブ首長国述邦)， LBC (レバノン)など

複数のアラフメディアの内容を使用すること



で，アメリカと述う視点を提供できたと思

う。」と述べている。

[捕虜映像・遺体映像の取り扱い]

前記『放送ガイドライン「戦争報道Jjにあ

る次の記述の方針をイラク戦争当時もとって

いたとのことである。

カ捕虜の映像は，人権尊重の祝点から，事

実関係を説明する上で必要最小限にとど

める。使用回数や長さなどを抑制するほ

か，顔が判別できるアソプ映像は極力使

わない。ただし，政府要人などについて

は別途判断する。

*遺体の映像は.極力使用しなPoただし.

ニュース性の高さなど，総々な状況を勘

案した上で，使用することもあり得る。

佐藤局長は遺体の映像の扱いについて

iDecency (礼儀)の問題である。テレビは

視聴者が茶の間で見ているメディアであり，

平時においてもNHKは遺体の映像は使用し

ない。

普段使用しないものだからこそ.戦争のと

きに使用すると強いショックを呼ひ'起こし，

世論操作の道具となる危険がある。映像の力

は強い。だからこそ視聴者の感情に直接訴え

る力がある。しかし私は，戦争報道に際して

は感情に訴えようとする姿勢は極力排除すべ

きだと思う。」と語った。

[今後の検証の必要性]

今回のイラク報道を振り返って

「アメリカの一国支配の中で起こった戦争

の守開戦までの外交的背景などに踏み込んで

描きたいと考えつづけた。報道した事実につ

世界のテレビはイラク似平をどう伝えたか

いては常に検証し，誤りは正す姿勢が必要だ。

そうした意味では，米英軍の攻略理由だった

フセイン政権の大量破牒兵器所有について未

だ確認が取れておらず，根源的な検証作業を

これからも4先けていく必要があるだろう。」

とのことであった。

(2)日本テレビ WNNNきょうの出来事J

ヒアリングは「きょうの出来事」編集長の

高見俊彰・報道局チーフプロデューサーと陸

軍第 3歩兵師団に従軍取材した今泉浩美記者

(現在パリ特派員・電話によるヒアリング)

に行った。

[取材体制]

日本テレビはヨルダンのアン7 ンに現地本

部を置いた。高見チーフプロデューサーは

2003年3月5日から 5月5日までアンマンに

滞在し，イラク周辺現地で取材にあたる社内

外スタッフの配置・安全管理・取材方針の確

認などについて陣頭指押にあたった。

日本テレビは77ガン報道の際，パキスタ

ン・イスラマバードに現地本部を置いた経験

から，安全管理などを即時判断できる立場の

者を現地に置くことを2002年11月の時点で決

定していた。特に後述するフリージャーナリ

ス lの安全管理や述絡体制にも細心の注意が

必要であることが理由の一つであるという。

陸軍第 3歩兵師団に記者とカメラ 7 ンが従

軍，社員の記者は 3月9日にパグダソドから

出たが，契約のフリーディレクター佐藤和孝

氏(ジャパンプレス)が残り取材を統けた。

第3歩兵師団に従軍した今泉記者と三浦カメ

ラマンは師団とともに 4月10日にパグダッド

に入り，そのまま取材を続けた。
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[ガイドライン]

日本テレビはイラク戦争報道にあたり社内

に取材ガイドラインを設けた。今回のヒアリ

ングに対して下記のものを公表した。

<原則〉

l 取材は安全を最優先にし，本人の意思に

反して要員として現地に派巡しない。派巡

要請を断っても当該者に不利益は生じさせ

ない。

2.安全確保のため必要な措置をとる。

-現地派遣要員への安全訓練の実施

-防部チョッキ，ヘルメットなどの着用

.必要に応じ現地警備要員を確保

-安全管理責任者の派逃

-派)ili要員の戦争保険への加入

[全体の編集方針・現場重視]

高見チーフプロテ'ューサーによると.Iき

ょうの出来事」の編集方針は，一言で言えば

「現場主義」であるという。現場で何が起き

ているのか，起きていることをいかにわかり

やすく視聴者に伝えるのか，を最大の目標と

しているという。

まず，従軍取材の効用について，高見氏は

次のように述べている。

「今泉浩美記者と三浦研一カメラ 7 ンを従

軍取材に，フリー(ジャパンプレス所属)の

佐藤和孝氏をバグダッド取材に起用した。米

軍という現場と，バグダッドという現場，言

L当換えると攻撃する側と攻撃される側の双方

の現場からリポートを出せたことで，仰ftilJさ

れた範囲内ではあるが，わかりやすくまたl臨

場感のあるニュースが出せた。」

また，もう一つの特徴として，情報のバラ

ンスを取ることに役立つたという。
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「佐藤氏のパグダソドリポートがあったこと

で，アメリカ一辺倒でなく戦争自体への疑問

も!:li!出できたと考えている。自分がアンマン

でアラブメディアの情報を現地でウォッチ

し.映像を入手できたことも，アメリカ一辺

倒にならなかった理由だと考えている。」

[多かった遺体映像]

「きょうの出来事」では，他の日本の番組

に比べて，イラク市民の遺体(1.6%)やイラ

ク軍兵士の遺休 (4.8%)を多く伝えていた。

「テレビの臨場感として刺激が強い映像を求

める傾向は否定できない。しかし，それをど

こまで抑制できるかが関われたのではない

か。アンマンでアラフメディア，欧米メディ

アを見ていたが，遺体や捕虜などの映像の扱

いについては日本テレビ色合めて日本のほう

が厚い配慮をしていたと考える。J(高見氏)

筆者は分析対象の国内各局ニュース番組を

すべて(対象期間のみ)視聴したが，なかで

最もイラクの負傷兵士および遺体を大量に伝

えたのが 4月3日放送の今泉浩美記者リポー

トである。この映像にはぼかしがかけられて

いたが.砂漠に横たわる膨大な数のイラク人

兵士(遺体あるいは負傷兵士)をカメラがパ

ンしその攻繋のすさまじさを伝えていた。

これについて今泉記者は「誤解を恐れずに

言えば，戦争報道に遺体の映像は欠かせない

と思う。」と語る。今泉氏はその著書にも書

いているが 3月11日から従軍取材を始め. 4 

月2日カルハラ近郊で初めてイラク人兵士の

遺体を目繋した。

「この渇所でこの若者の人生が終わったとい

うこと，もうこの人は二度と家族や愛する人

たちには会えないという事実を伝えなければ



ならないと思った。戦争とは人が命を落とす

也のなのだ。J(r従軍日誌 イラク戦争・兵

士と過ごした36日』日本テレビ)

今泉氏は言う。

「稲を渡って初めて遺体を目にしたとき，戦

争とは人が死ぬものだと，頭ではなく休で感

じた。報道された也のを見る側が 9 戦争をど

れだけ身近に感じられるかが重要だと思う。

湾岸戦争報道は戦っている人の姿が見えずー

実態を伝えることに欠けていた。

今回の米軍の従軍に関して批判はあるが，

アメリカ寄りの取材ではなく，アメリカ軍の

取材をすることを心がけた。(傍点筆者)そ

して，市に米軍の発射する砲般の着弾する先

を想像した。

しかし10キロ先20キロ先という射程を持つ

武器で着弾先を忽i聾することは予惣以上に難

しい。遺体を目の当たりにしたとき I政争は

L功=に醜いものであるか.ということが本当

に実感できた。」

[多く伝えたイラク市民の声]

「きょうの出来事」はイラク市民の声，イラ

ク軍兵士の映像を比il涜的多く伝えていた。

日本テレヒ'のパググッド取材は佐藤和孝氏

だが，高見チーフプロテdューサーは佐藤氏の

起用について次のように語っている。

「社員・非社員の区別ではなく，日ftがバグダ

ッド取材に最も適性があるかで判断した。き

ょうの出来事で10年前からコソボ・チェチェ

ンといった紛争地の取材を手がけてきたプロ

ダクションの所属であり，アフガン取材依頼

中に9.11テロが起きてそのまま中東取材に入

ってもらった経緯がある。イラク戦争が起き

た|捺，こうした危険地取材経験の積み重ね，

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

イスラムに対する知識と理解などから『最も

適切な取材ができるのは彼であるJと判断し

た。」

佐藤氏は，メディアの拠点であるパレスチ

ナホテルが米軍によって砲撃された際，死亡

したロイター記者の隣の部屋に滞在してお

り. 4月8日の放映ではその様子を生々しく

リポートした。放送で佐藤氏は涙をぬぐい

「とても残念です。」と語り. Iジャーナリス

トだけでなく市民や兵士が命を落としてい

る。悲しい現実だが我々ができることはそれ

を伝えることだけです。」と結んだ。

また. 4月9日にはフセインi県守|き倒しを

現地からリポートした。

「銅像の前に集まった市民はだいたい100名から2∞
名くらい。彼らは歓声をあげて喜んでいましたが，

我々の周りの人たちは全く歓声があがりませんでし

た。泣いている人たちの姿も多く見受けられました。

サダムフセインが憎いとかそういうことでは立く

て，アメリカに自分たちの国土を踏みにじられたと，

その思いから泣いている人たちの姿が，非常に多く

目立ちました。」

従軍取材やこうしたバグダッド取材で「き

ょうの出来事」は取材者の感情を比較的直般

に伝えているが，これについて高見チーフプ

ロテFュ サーは次のように述べた。

「取材者とは事前に打ち合わせてはいるが

現実には取材者の感性にかけているところが

ある。イラク戦争全体を通じて.一部，とっ

さのことで放送に不適切なものも全くなかっ

たとはいえない。したがって，ワイドショー

への転用などは局内で厳しい規制をかけた。J

臨場感と冷静な盤理とのせめぎあいは，テ

レビというメディアの大きな課題であろう。

この問題については後に詳述した1'0
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[今後の課題従軍報道]

従軍取材のありかたについて高見氏は次の

ように述べた。

「ジャーナリストの生命と報道することの使

命，その線引きをどこでするのか，現場で

日々それに悩んだし，今後もそれが一番の課

題となるだろう。従軍取材についても次回す

くに『やる』というふうにはならない。」

取材安全基準の明確化が急務であり，その

ための会議を毎日繰り返しているとのことで

あった。

(3) TBS r筑紫哲也NEWS23J

ヒアリンクは， INEWS23J全体を統括す

る吉崎隆プロデューサー(報道局編集センタ

一部長)と，眼目編寅(限日ごとの編集長)

高田直デスクに行った。

[取材体制]

INEWS23Jは番組タイトルにキャスター名

が入っていることからもわかるように，キャ

スターが編集方針に深く関わること，キャス

ターを含めたスタップ全員で議論を積み重ね

て番組を作っていることが特徴である。オン

エアー後の反省会のほか，毎週金問日に中長

期的な方針をキャスターを含む全員で討議。

イラク戦争報道については， 2002年暮れから

2003年始めにかけて議論を重ね編集方針を決

めたという。

イラク戦争取材の体制はピーク時で現地に

40人。従軍記者は空母キティホークに I名従

軍した。またイラク囲内での取材は記者が北

部クルド人自治区に入ったほか，イラク園内

からアジア・プレスの綿井健陽氏， NGO・
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ピースウィンズジャパンの大西健丞氏，フリ

ーの久保田弘仲氏，遠藤盛章氏のリポートを

放送した。

[方イドライン]

3月19日付で下記のガイドライン(取材ガ

イドラインではなく放送を出すに当たっての

ガイドラインである)を作成した。

戦争報道にあたって

2003/3/19 TBS報道局

戦争は，悲惨な出来事です。その戦争を報道

するのですから，視聴者に「興味本位」とか

「面白半分」といった誤解を招かないよう十

分注意してください。

衝撃的な悲惨な映像を，特別な理由も無く

ひたすら繰り返さないように，番組内でも十

分な迎絡を取って下さ Po また，分りやすい

という理由だけで，戦争をゲームやスポーツ

に醤えることも，戦争報道では適切ではあり

ません。

以下，今回の戦争報道について気になる点

を考えてみました。

・戦争報道はあくまで第三者の立場で，公正

中立に伝える。「敵Jや「味方」という報道

はしない。「普」と「悪」といった構図も極

力使わない。「被害者側」と「加害者側」と

Pう表現も安易には使わない。

・宗教上の表現や価値観を，安易には使わな

い。イスラム教をカルト的に扱うことはし

ない。(例H狂信的なイスラム教徒」

・戦果の情報には，しばしば故意のミスリー

ドが含まれることに注意する。また，米英

側の情報量が圧倒的に多いことにも留意す

る。この対処として， I情報源を示すことJ



や「未確認情報であることを明示すること」

を心がけてください。

・テレビゲーム映像のような空爆映像也 9 そ

の映像の中に，悲惨な犠牲者がいることを

忘れない。戦争報道が，テレビゲーム感覚

に陥ることがないように注意する。効果音

やBGMの使い方にも卜分な配慮をする。

・ハイテク新型兵器も I政争の道具である。

能力の説明などで，過度な表現を使うと，

兵器を賛美していると誤解されかねない。

(例H無人攻撃機は，攻撃による犠牲者を

つくらない最新鋭兵器」

・戦争の当事者であるアメリカの報道が，そ

のまま日本で也適切とは限らなPo安易に

翻訳して使うのでなく，十分注意して扱う。

アメリカの報道ぶりを紹介する場合は，そ

の旨を明確に告知する。

・箸備に関する報道や，生物・化学兵器に関

する報道では，徒に不安感をあおらないよ

うに注意する。

[全体の編集方針戦争の意味を考える]

INEWS23Jの番組方針としては， Iその日

起こったごとを伝えること」だけでなく「時

間を割いてそのニュースの産、味付けをして伝

えること」を重視しているという。そのため

筑紫キャスターがスタジオゲストと対論する

コーナーや，ひとつのテー7 に対する意見を

街頭で一般市民にインタビューする「異論反

論オブジェクション」などがこの番組のセー

ルスポイン lとなってきた。

イラク戦争報道については.2002年暮れか

らの議論の積み重ねの中で， Iこのイラク戦

争の正当性に対して大きな疑問を持って臨む

こと」を明確に決めていたと，吉崎隆部長は

|世界のテレビはイラク戦守vをどう伝えたか

語る。

「国辿決議なしにイラク戦争が起こればそれ

は国際法述反である。国辿によって国際協調

し平和な世界を梢築するという理想は20世紀

の人類が生み出した智恵であったはずだ。し

かしその国連決議なしの開戦はようやく長い

時聞をかけて編み出した人類の進歩のネジを

逆に回す行為であろう。J
こうした問題認識に基づいて，開戦までに

「この戦争の正体」というコーナーの準備に

入った。 3月20日，米軍の空爆開始の日，

INEWS23Jでは戦況報道，被害報道をはさ

みながらスタジオに国際政治学者ら 5人のゲ

ストを招き，

戦争の正体

①米・“デモクラシー"の野望

②中東の新勢力図・イスラエルの位置

③石油利権とネオコン

④あぶり出された日本の姿

という 4つのテーマて、述続討論を行った。

また「多事争論」コーナーでは筑紫キャス

ターが「世界が変わった日」と題して守以下

のように述べた。

「圧倒的に力をもっている一つの固がイラフだけで

はなく中東だけではなく世界を自分の考え方で，姿

を変えていきたいと，そういうことに今日着手した

んだと思います。(中略)…国連平国際法や国際協調

だけではなくて外交がこれほど軽んじられたことは

近代国家が蛤まってかつて例がなかったんだろうと

思います。よく I帝国Jといわれますが，新しい『帝

国Jが出現した思いが致します。」

「あるアメリカの週刊誌は『国際社会のレーずー画

面に日本は消えかかっている。Jとまで言っておりま

す。そういう存在感の薄いことを改めて浮き彫りに

したのも今日にいたるまでのプロセスでありました。
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そういう中で手ムたちの国がとういう姿をとっていく

のか，そのことを問い掛けている日でもあります。」

この初日のスタンスから一貫して， !Jilo果や

被害の報道だけでなく， Iこの戦争に対する

疑問」を問題意識とした「たれ流しでない番

組作り」を吉崎氏はめざしたという。

分析データにおいても「この戦争に問題が

あると伝えている」という制合，戦争の背景

についての分析が多いことは国際的な比較の

中でも高い数値を示していた。

[情報操作映像の取り扱い]

映像の使用の基準について高田デスクに間

いた。

「各地から入ってくる映像を鵜呑みにしない

こと守 !J世争をテレビゲームのように思わせる

映像はたれ流さないこと.を編集方針とした。

特にフセイン像の引き倒しについては，本当

に引き倒したのは誰か，周りで喜んでいた

人々はどのような人々なのか，などに疑問が

残ったため， 4月21日に検証番組を放送した。」

[少なかった遺体映像]

また，分析結果では「イラク市民の遺体，

負傷などの映像」がほかに比べて低いという

結果となっているが，これについて吉崎氏は

こう答えた。

「イラク国民の被害を少なく伝えようとした

ことはない。しかし，戦争の悲惨を伝えるも

のは死体や残骸なのだろうか。むしろ気丈な

笑顔，市場などの活気，ごく普通の生活感な

どを伝えることが大切なのではないか。戦苧

の砲火はそういう市民のごく普通の幸せの上

に降り注くということのほうが，戦争の恋ろ

しさを伝えるということもあり得ると思って
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L、る。」と述べた。

[多く伝えた戦争反対意見]

INEWS23Jでは，戦争への態度を明確に

打ち出していた。戦争に反対する主張や発言

を伝えたニュース項目の割合は17%であるの

に対して，戦争を支持する主張や発言は 9%

であった。戦争に反対する主張や発言を，支

持する発言に比べて多く伝えていた。この点

について，高田氏は次のように述べた。

「放送内容のパランスがうまくとれたかとい

うことを日々反省していた。視聴者から一方

的ではなかったかという声が届く日也あった

が， 1週間 lヶ月でバランスをとるようにこ

ころがけた。J

[今後の課題戦争ジャーナリストの育成]

今回， TBSではイラク戦争の危険な局面で

の情報告，社員の記者よりも多くのフリージ

ャーナリストやNGOにliJ'jることになった。

「現Jtjではそれでよいのかどうか議論してい

るし，今後も議論が必要だろう。ただし，フ

リーて、残って取材した記者たちはイラク情報

省のコントロールをかいくぐり，現J昌の生の

声を取材する努力を怠らなかった。これにつ

いては賛嘆と感謝を感じている。」

今後の課題としては戦争ジャーナリストの

養成が急務だという。現場で何が起きている

のか現実には現場を踏んでいなければわから

ない。砲声ひとつとってもどのくらいの距離

なのか，安全を守るためにも正眼な報道をす

るためにもそうした経験のあるジャーナリス

トを育てることが緊急の諜題だということだ

った。



(4)フジテレビ 『ニュースJAPANj

ヒアリングは長谷川澄男調査役(イラク戦

争当時，外信部長)に行った。

[取材体制]

中東各地での取材に加えて，第101空挺師

団にモスクワ支局から記者とロ y ア人カメラ

7 ンが従軍。バグダッドからはフリージャー

ナリストの近藤晶一氏が伝えた。社員でない

近勝氏の起用について，長谷川氏は次のよう

に述べた。

「アフガン取材の際，カブール周辺で取材を

続けており，そのときからの関係である。危

険地取材の経験がある人でなければ現実に取

材はできないので，近藤氏が一番通任と考え

起用した。民放ではあらゆる放送の局面で社

外スタップの活躍があり，戦争報道において

も現地の情報を的確に伝えるノウハウを持っ

ている人であれば社員である必要はない。」

[全体の編集方針戦況報道重視]

「ニュースJAPANJの大きな特徴は「戦況

報道が厚かったことだJと言う。

3月20日をDAY1として毎日DAY2，3，

4..と迎日報道された。キャスターの「戦況

です」というコメントに続いてその日の戦

況 今後の部隊の展開予怨などを伝えること

に多くの時聞を割いた。

この戦況報道を支えたのが，フジテレビ報

道局がイラク戦争開戦に備えて設置した iFN

N軍事分析室」である。軍事評論家の岡部い

さく氏，宇垣大成氏など 4 人でf~~成され，フ

ジテレビが契約している海外メディアの映像

分析を24時間体制て、行った。分析に使用した

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

のはAP.ロイター.ABC， BBC.アブダビ

テレビなどである。どういう兵器が利用され

今後どう展開するのか， 4人の分析を聞き討

議する会議が毎日 9: 30， 14 : 00， 19 : 00の

3回聞かれた。

「テレビというメディアでは限られた時間の

中で何が起きているかを最大限に伝えるべき

だと考える。戦争の目的や正当性などは活字

も含めた大きなジャーナリズム全体のテー7

としてはあり得ると思うが，それが日々の動

きを伝えるテレビの仕事であるとは思わな

い。」と長谷川氏は語る。

また，戦争の全体像が見えにくいため，さ

まざまな取材から全体像を浮かび上がらせる

努力を統けたという。

「従軍報道もそのひとつである。従軍そのも

のは安全性が確保されていることを確認して

決定した。戦争を描く『本記』にはならない

が，兵士インタビューなどエピソードが肌で

伝わる内容を放送できたと思う。」

[伝えなかった遺体]

フジテレビは両軍兵士やイラク人の遺体な

どについては，明確に「できるだけ出さなLり

という方針で臨んだ。その理由を長谷川氏は，

次のように説明した。

「テレビを見ているのは普通の家庭の，お茶

の間である。そこに残酷な映像を出せば不快

感をもたれるだけである。残虐さは誰もあえ

て見たくないのではないか。」

戦争をきれいなものに見せることにならな

いのか，という聞いに対して，長谷川氏は次

のように答えた。

「そのJJt平IJはあたらないと思う。ノ〈ググッド

の破壊などは見せているので限られた中で選
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択する項目として優先順位が高くないという

考え方である。戦争の正当性を問題にして被

害の悲惨さを伝えようという方針は全くなか

った。」との答えであった。

[少なかった問題の指摘，反戦デモ]

イラク戦争と日本とのかかわりについて伝

えた項目や，この戦争に問題があると伝えて

L、る項目の割合が，他に比べて低かった。

「テレビ局が， r問題ありJと言うのではなく，

起きたことを伝えていれば，問題があった場

合自然にわかる，という考え方である。見て

いる側が考える問題であり，テレビ局が提示

する問題ではないのではなL、か。」として，

問題の指摘は，テレビの役割lではないとの長

谷川氏の考えを示した。

反戦デモ，市民の声を伝える割合が低かっ

たことについては次のように説明した。

「特に日本の反戦テeモは規模が非常に小さか

った。 10人でも20人でもやったことにはなる

が，社会の大勢には影響しないレベルであろ

う。ベトナム戦争反対のような社会的インパ

クトはなかった。」

[今後の課題情報のアメリカ依存]

今回のイラク戦争報道の反省点として，長

谷川氏はアメリカ側の情報に頼らざるを得な

かったことを挙げた。

「本来は戦争の真中に立って伝える，あるい

は両サイドに同じ比重で立って伝えることを

めざすべきであるが，今回のイラク戦争では

アメリカ側の情報に頼らざるを得ず，イラク

側の情勢が十分に伝えられなかった。」

また即日の戦況を伝えたあとでどう検証す

るのか，その検証が十分だったとはいえない
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ことも反省点として挙げた。

今後整えるべきこととして，

①取材陣の安全確保

②映像確保のための日常からの連携と契約

の二点だという。

フジテレビはベトナム戦争取材で二人の記

者が行方不明となり未だ帰還していない。ま

たアブガン取材においては取材班が強盗にあ

っている。こうしたことから取材陣の安全確

保が第 lの課題だという。

また長谷川氏は，今後国際紛争の報道では

海外映像の契約が一番大きなキーになると以

下のように指摘した。

「各放送局の出すニュースの内容の差異は，

各社の入手映像の量に一番多く左右されるの

であり，編集方針のイデオロギーに，各社の

大きな述いがあったとは思えない。」

(5)テレビ朝日 『ニュースステーション』

ヒアリングはテレビ朝日報道局の武限喜一

外報部長に行った。

「ニュースステーション」は 3月20日の「開

戦」当日，番組冒頭でキャスターの久米宏氏が

「人類の営みで最も愚かで悲しい行為が始まりました」

と述べてスタートするなど，このイラク戦争

には問題があるとのスタンスを放送上，何度

か提示している。なお，今回武隈氏には，テ

レビ朝日全体の外報ニュースの方針を答えて

もらったため，こうした「ニュースステーシ

ョン」独自の編集方針そのものは確認できて

いない部分があることをお断りしておく。

[取材体制]

テレビ朝日はイラク戦争時，中東の取材に



は常時20人のスタッフを配置し，従軍取材は

行っていない。しかし共同通信の従軍記者に

よる電話リポートを番組では何回か放送して

Pる。またバグダッドからは社員の記者は引

き上げ，アジア・プレス所属のフリージャー

ナリスト綿井健陽氏が「ニュースステーショ

ン」のパグダソド情報をリポートした。

[全体の編集方針]

テレビ朝日はアメリカCNNとの独占契約

があることから従来その盟富な映像情報を

使用してきた。しかし今回そのことがかえっ

てアメリカ情報の偏重を引き起こすことを避

けるため努力を重ねたと武隈氏は語る。

「国連決議なし，いわば大義のないところに

戦争が起きた。それを伝えるには交戦国の英

米，イラクとそれに賛同するアラブ諸国，戦

争に反対する独仏，そしてわれわれ日本，な

どできるだけ多角的に多くの立場の情報を入

れていかねばならないと考えていた。

その意味で，フリー記者の取材によるパグ

ダソドの映像は非常に貴重だった。弾を1持た

れる側，攻!壊される側の映像を重視したいと

思ったが，配信映像に頼っているだけではそ

れはできなかっただろう。」

テレビ朝日ではイラク戦争がアメリカの終

結宣言を経た 5月末，報道番組・情報番組の，

デスク以上のすべてのスタッフで「イラク戦

争報道」の反省点を話し合うディスカッショ

ンを行っている。そこでは特に従軍への不参

加や，バグダッドに社員が残らなかったこと，

弾を撃たれる側が捉えきれていなかったので

はないかという激論がかわされたという。

従軍記者を派遣しなかったことに対して，

l世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

武隈氏は次のように説明した。

「従軍しなかったことに対する意見は今もあ

る。しかし，安全性とそれによってもたらさ

れる情報のハランスを総合的に判断して，従

軍しなかったことは間違いではなかったと考

えている。

またバグダッド引き上げに関しては他社と

横並びの談合はなPo記者の安全を考えて正

しかったと考える。しかしフランスの放送局

が戦争取材記者と短期的に専属契約を結ぶ方

法など，会社と記者との雇用関係について今

後検討していく必要があると感じている。」

[遺体映像，配信情報の取り扱い]

遺体映像の取り扱いについては，武隈氏に

よれば， I攻略される側の映像を重要視した

が，遺体は基本的に出さない(布にくるまれ

たものは許容範囲とする)oJごとにしたとい

つ。

また，ニュースソースを明確にすることは

普段以上に心がけたという。たとえばロイタ

ー， APなどの配信会社のものは普通コンパ

イン(i混ぜて編集)するが今回のイラク戦争

報道では個別に明示することにした。

なお，今回非常に注目されたFOXは日本の

放送局とはまだ契約がないため， AP，ロイ

ターなどに配信されたものだけが放送された

という。武隈氏によれば， FOXの営業担当は

2002年から日本の放送局との契約を探ってお

り，それが実現すれば，放送上に出る映像も

影響されるだろうとのことである。フジテレ

ビの長谷川氏も言及していたように，配信映

像は契約形態に非常に左右されるという指摘

であろう。
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[多く伝えた市民の声やデモ]

分析では， Iニュースステーンョン」は「市

民の声やデモ」を取り上げた割合が他局と比

べて高かった。武隈氏はその理由を情報l蹴と

の関連で，次のように説明した。

「情報戦といわれたように守情報が非常に制

約された形でしか出てこない今回のような場

合は，そのiI日l約に対抗するには『市民の声』

が非常に重要だと考えた。なるべく多角的に

量も多く拾おうと努力した。」

[多く伝えた問題点の指摘]

また「ニュースステーション」は「この戦

争に問題があると伝えている」割合がほかの

局に比べて高かった。

たとえば4月2日には，アメリカの自国作

戦正当化とイラク政府のテロ容認発言の双方

を非好意的に伝えている。また， 4月3日に

は，久米キャスターの「大量破壊兵器を使っ

ているのはアメリカ自身です」というリード

で， I米の非人道兵器・大いに意義あり」と

L、うテロップのリポートを放送し，アメリカ

が使ったとされるデイジーカッターが国際法

述反であると指摘している。

このように明磁に「問題であると伝える」

方針については， Iニュースステーション」の

編集責任者に聞き取りをしなければならない

が今回は実現しなかった。

[今後の課題]

今後の課題として武限氏は3点を挙げてい

る。

①取材記者の安全性の確保

②撃つ側・撃たれる側双方の立場を伝える努力
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③発表される情報の信想性を検証する姿勢

今回のイラク戦争報道では，その努力はあ

る程度は実ったとしながらも，やはりアメリ

カの情報に流されていたという反省は否めな

L、とL、う。

具体的には，フセイン像の引き倒しゃリン

チ上等兵の救出作戦などである。「フセイン

像については早い時期に検証しているが，も

っと検証すべきだったし，ほかの事柄でもや

らねばならないことがあったと思う。」と武

隈氏は語った。

2. ヒアリンクから見えた課題

ここまで各局のヒアリング結果を述べてき

たが，その中からデータだけではよくわから

なかった課題，現場の苦悩の中で対応につい

て見解が分かれた問題を中心に，いったんま

とめておきたPo

(1)多角的報道

各局とも「アメリカ偏重であってはならな

pJとして「多角的な」視点，多様な情報入

手経路を模索していた。

その多様化の努力は，しかしさまざまに述

っていたといってよPo配信映像を多数の経

路で入手する，自局の動員体制を強化する，

フリージャーナリストからの情報を多用す

る，スタジオでの分析を多角的に行う，市民

の声を多用する，などである。

その結果「偏重にならなかった」としてい

る局と「アメリカ情報の量的優位は否めない」

としている局とで見解が分かれた。フジテレ

ビの長谷川氏やテレビ朝日の武隈氏が指摘し

たように，海外メディアとの契約形態が今後



の放送内容を決定する比重は高まってゆくと

考えられる。 7 ードック氏の率いるFOXなど

が今後日本に上陸するかどうか也注目されて

L、るようである。

(2)遺体映像の取り扱い

遺体の映像の取り扱いと， r被害の実態」

を{云えることとのジレンマがあったと考えら

れる。多くは人権に配慮、して遺体そのものは

放送しないとしていた。

戦争報道に「遺体は不可欠」とする今泉従

軍記者と， rお115の悶は悲惨な映像を欲して

いなLリとするフジテレビの長谷川元外信部

長など個人的見解は分かれた。

(3)市民の声やデモ

局によって重要視の度合い， t郎、方が分か

れた。全体として，イラク戦争に対してどう

考えるかー囲内の世論調査を紹介したものは

非常に少なかった。

(4)戦争の正当性や背景への言及

そのような作業はテレビの役割の範鴫かど

うか疑問を呈するフジテレビと，背景の分析

や正当性への言及に，限られた放送時聞を剖

いてでも取り組むべきだとしたTBSなど各局

でヌタンスの述いが大きかった。

(5)情報の信想性に対する検証

すべての局が何らかの意味で「必要」だと

回答している。しかし，日々戦況が変化し，

双方が情報i肢を戦う中で，その信活性の検証

は同時には困難であることも，現場の苦悩と

してヒアリングの中で多くの人が口にしてい

た。

世界のテレピはイラク1附争をどう伝えたか

ヨーロッパでは，開戦初期に各局が米軍情

報に基ついて「イラクがスカソドミサイルを

使用した可能性」を報じたことについて(日

本の各局もスカッドの可能性を報道してい

た)誤報ではなかったかなどの批判が起きて

いる。英米でもそうしたメディアの誤謬につ

いての検証は始まったばかりである。

(6) 同時性のリスク

24時間生中継，戦場にカメラが入るH寺代の

同時性の検証が求められている。ことが起き

たときにカメラがいるだけで本当の真実は伝

わるのか。リポートする人のその場の臨場感

や高揚した感情に落とし穴はないのか，特に

従軍報道についてこの視点からの検証が必要

かもしれない。

(7)取材記者の安全性

今後の課題としてすべての局が挙げた事柄

である。今回，日本のすべての放送局が自社

の社員を撤退させ， NHKは現地スタッフに

より，ほかの局はすべてフリージャーナリス

トによりバグダッドの取材を行った。欧米の

メディアが残っていたことから，国内外で日

本の放送局の姿勢が問われていた。ヒアリン

グの結果 すべての放送局で今回の撤退はや

むをえないものだったという見解だったが，

今後フリー記者とのギャラを含む契約の問

題，フリー記者の安全性の問題とともにそも

そも紛争地の取材ノウハウをもった記者が社

内にいないこと，その養成が;急務であること

を挙げた人が多かった。
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3.研究者たちはイラク戦争報道を

どう見たか

米軍の中央情報司令部ブルックス准将が

「この戦争のキーワードは情報です」

といって始まったとされることからもわかる

ように，イラク戦争の報道は常に「情報操作」

との戦いであった。ゆえに，交戦の最中もそ

の後も今回のイラク戦争報道の問題点を指摘

する論考や座談会の記録が数多く発表されて

いる。

本稿のまとめに入る前に，マスメディア研

究者や，上記の論考や検証の座談会で発言を

続ける専門家，ジャーナリストに，イラク戦

争報道検証の視点を聞いた結果を報告する。

(1)マスコミュニケーション論の立場から

上智大学文学部新聞学科藤田博司教授

[登場人物の属性]

画面に登場する人物(映像リポート，スタ

ジオ部分間わず)の属性とその発言のスタン

スを検証することが重要である。

アメリカの民間メディア監視団体 iFAIRJ

がテレビでコメン卜する「専門家」の属性を

元の職業までさかのぼって調査したところ，

元軍人，元連邦政府関係者という人が多く，

「専門家」という人たちがじつは政府寄りの

発言をする傾向にある，と指摘したことがあ

る。

日本のテレビではともすると，同じコメン

テーターが登場することが多かったが，上記

の例のように，ごうした人たちの属性や発言

内容を検証する作業が日本でも必要なのでは

ないか。
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[複数放送機関の映像の使用]

多くの放送局が多角的な報道を掲げ，複数

の海外放送局の映像を使用することをあげて

いるが，そこには二つの問題がある。

①海外の映像を使う際に，その提供元を明示

するのは当然のルールだが，今回のイラク

報道を含め普段から明示されていない場合

が多¥10 情報の価値を判断するためにも，

明示してほしい。

②いろいろな国の情報を出すことイコール

「中立・公正な報道」と考えることはできな

い。複数の放送局の映像を並列に出すこと

は，自分の判断を放棄しているともとれる。

自分たちの目で見て，自分たちで判断して

伝えることを放棄しているとも言える。そ

の意味では，今回日本の大手メディアがパ

グダソドに残らなかったことが大きく影響

していると言わざるを得な¥10

取材者の安全性はもちろん守られるべきだ

が，取材する機会を自ら放棄してしまった

ことは「安全重視」という一言で説明でき

ないのではないか。

[戦争の正当性]

報道にあたるものなら，この戦争の正当性

について自分の判断をもってしかるべきだ。

報道では，量的に見ると圧倒的に，米英側

の主張が多く伝えられた。イラク側の言い分

が十分に伝えられたかどうか疑問が残る。

日本のメディアはもっと自分たちの主体的

な判断で戦争の正当性に対する疑問を提示し

でもよかったのではないか。米国の対イラク

攻撃を「侵攻」とするか「進攻」とするかで

議論があった事は，その主体的な判断が欠け



ていたことを示しているように思われる。

[客観性とは何か]

主観か客観かということで言えば，取材の

現場でいっさいの主観を排除する事はできな

いと思う。問題は，取材の結果を表現する時

に，どこまで偏見や思い込みを排して，公正，

客観的に伝えることができるかである。

1990年代に常態化したテレビの24時間ニュ

ースは，現場中継，速報優先に走ったために，

うわベのjJ}象をそのまま伝えるだけになって

しまい，それで客観的な報道ができたと思い

込みがちになっている。ニュースの報道には，

事象の背景にある複雑な事情への理解や，将

来を見通す洞察が不可欠で，それができるた

めには記者一人一人がしっかりした視点を持

つことが大切だ。表面的な事実を羅列するこ

とが客観報道だと考えるのは関連いだ。

(2)中東研究の立場から

アジア経済研究所地域研究センター酒井啓子参事

[報道の大前提]

戦争とは政治の最終段階でユあるため，完全

な中立ということはありえな1'0 よって本当

に実態を伝えるのは無理だという認識から出

発すべきである。

その情報を出す実権を握っている人の性格

をいかに的確に把握して出しているかが問わ

れる。

[複数放送機関の映像の使用]

今回， FOXとアルジヤジーラが両極として

よく取り上げられたが，たとえばその両者を

見せれば均衡が取れると考えるのは問述いで

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

ある。 FOXと同じように，アルジャジーラ也

「愛国的」アラブメディアであり，両極端を

見せて中聞を視聴者が怨像せよといっても，

実態とは程遠いといわざるを得ない。

[イラク市民の声]

イラク戦争はアメリカとフセインの戦いで

あった。アメリカのメディアはアメリカの代

弁を，イラク国営放送はフセインの代弁をし

たが，ブセイン政権下て、不満を持っていたイ

ラク国民の声は誰也代弁していない。

[イスラムの固定したイメージ]

報道の中で，イスラムを表現する際，常に

同じ資料映像が使われ，イメージが固定され

ている。

[今後の可能性]

①イラク市民の声を取材するのは無理だが市

民はどの情報を信じていたのかを探ること

から市民生活の実態に迫ることができたか

もしれなL、
②また， BBCは海外各国にいるイラク知識人

の右から左まで把握してその意見を聞いて

いた。またムスリムの特派員をバグダッド

に派遣し報道を統けていた。こうした姿勢

を参考にできるのではないか。

③中東諸国にも多様性があることが，日常的

にもう少し浸透するとよい。固定されたイ

メージでなく，多様な人々がそれぞれの価

値観で生きていることが伝わっていること

が大切で，戦争が起きてからでは遅いとも

いえる。
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(3)ジャーナリスム論の立場から

東京大学社会情報研究所野中章弘誹師

(アジア・プレス代表)

[できなかったことの検証]

今回のイラク戦争報道で「テレビが伝えら

れなかったものは何か」を考えるべきである。

何ができなかったのか，なぜできなかった

のか，どうすべきなのか，次はどうすればい

いか。われわれフリージャーナリストも含め

てできなかったことを見直さねばならない。

戦争は今後も起こる。今回の検証を真撃に

行わないと大変なことになるが，現実には

「できたこと」を語るばかりで自省する姿勢

にかけているのではないか。

[バグダッドでの大手メディア記者の不在]

いなかったことによって「伝えられなかっ

たこと」を検証すべきである。

4月9日.米軍がパグダ yドに入りフセイ

ン像が引き倒されたとき，ある新聞は「群衆

の歓呼の声」と大見出しで伝えた。現地取材

者によると集まったのは200人前後，日本テ

レビ佐藤リポートやテレビ明日綿井リポート

は「歓迎している人はごくわずかです」と伝

えている。 200人を群衆と書けたのは「そこ

にいなかった」からではないか。

欧米のメディアが残っていたことも踏まえ

て考えるべきである。

[イラク側被害]

攻!壊される側の取材者が圧倒的に少なかっ

たため被害の実態が伝わっていない。

たとえば米軍のバグダッド侵攻の際， Iイ
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ラク兵 2-3，000人死亡?Jというリポートが

出たが，その戦闘の状況についてはまったく

報道がない。わずか数日でこれだけの死者が

一方にだけ出るという状況は，戦闘ではなく

虐殺に近い。

「普通の人々の命が失われていたJ，Iイラ

ク兵士一人一人の胸にも愛する家族の写真が

あったJ，その想像力がなかったことが今回

一番の問題である。

[公益性の認識と歴史的役割]

記者，取材者個人の個人的感畑、が目立った。

個人の感想を出すのがすべていけないわけで

はないが，軍や戦争に関する経験のなさ，イ

スラムに関する基礎学力のなさを露呈する感

想は公益性にかける。メディアは取材者の感

じたことを公益性に基づいてー「ろ過作用」

を経て出さねばならないが，その作用が機能

しないままに露出した。

また 度放送または活字化されたものは

「歴史」となる。今回の報道が歴史の記録と

して後世の視点に耐えるものだったかどうか

疑問である。

[今後の可能性]

現地での取材者，背景の分析を行う研究者

や評論家，どちらもその養成が急務である。

4.考察

従軍報道の是ゴ|や，遺体映像の扱いなどが

クローズア yプされた戦争報道であったが，

放送現場と研究者双方のヒアリングを終えて

みると，きめ細かく，また現場に即した検証

が必要であると感じている。 5つに整理して

みた。



(1) 1多角的報道」の吟味

放送者Iß~は情報量のアメリカ側圧倒的優位

をよく認識し 9 それを多メディア情報でカパ

ーしようとした。それは.術星放送の浸透な

どによって，前回の湾岸戦争に比べて飛限的

にアラブ系放送局の存在感が増し，こうした

情報源と契約を結ぶことでアラブ情報が日本

にも入ってきたことが，背景となっている。

しかし研究者たちに聞くと， 械に「多メ

ディアイコール多角的報道ではなLリという

意見であった。

放送者側はこの意見を受け止め.1多角的

報道」の意味を再度考えるべきではないか。

たとえば酒井氏が指摘したように，イラク国

民の声はイラク圏内で取材しなければならな

L、とはかぎらない。山論調査や市民の声をど

う取材し，放送にどう反映させるかも「多角

的報道」の意味を考えるときに重要な要素と

なるだろう。

それでも，今後海外配信映像の入手方法，

契約の形態などが現実には放送の内容を決定

する大きな要因になることは明らかである。

そのときにFOXのような巨大商業資本による

メディアをどう考えるのか，欧米で始まった

議論をきちんと見据える必要がある。

(2)安全性と使命

多くの放送者が. 1弾を!捨たれる側」の重

要性を指摘し，一部にそれが不十分に終わっ

たとの認識がある。しかし ι 「撃たれる側」

に立つことは，今回パレスチナホテルの砲撃

で複数のジャーナリストが死亡した例を思い

出すまでもなく，非常な危険を伴う。

こうした「ジャーナリストの使命Jと「生

l世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

命の危険」をどう考えるのか。日本は今回そ

の考察の入り口に立ったといえる。ヒアリン

グの中で，イラク囲内に長くとどまったフラ

ンスの記者の取材活動や欣送局との契約の結

び方，これまでに戦争報道で多くの死者を出

しているBBCの安全管理とそれに対するイ

ギリス国民との合意形成などをぜひ知りたい

という声が強かった。

(3)同時性と歴史性

l次送を出す側はともすると速報性を第lに

考え，最近では放送24時間化ともあいまって

ますます生放送の比重が増してゆく方向にあ

る。今回のイラク戦争報道では，ビデオフォ

ンや衛星回線の技術革新によって，戦車の上

からの中継などこれまでにない放送が行われ

た。こうしたこと自体がアメリカ軍による報

道内容の誘導だと指摘する声もある。

また，予期しない攻般を受けたちょうどそ

の|廊聞をカメラが捕らえていたパレスチナホ

テル砲躍など，よく言えば 11臨J.l)J感」に満ち

た報道がなされたともいえる。

しかし，多くの人が例に挙げた「フセイン

像引き倒し」など世界中に映像が駆け巡りな

がら.本当は日ftが行ったのか，イラク国民は

アメリカ軍を本当に歓迎していたのか，など

はまだ真相が明らかにされているとはいえな

。、.L 
野中氏が言うように，報道結果はやがて記

録された歴史となる。その自党に基づいて，

情報の吟味と意味合いの検討を経た報道が求

められている。

(4)戦争の正当性

国連決議なしに.アメリカが空爆に踏み切
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って「開戦」した今回の戦争に正当性はあっ

たのか。そうした問題意識を放送に反映させ

るべきかどうか。放送者の問ては意見が分か

れ，今回聞き取りをした研究者は全員が「何

らかの疑問の提示が必要だったのではない

か」と答えている。

印象的だったのは日本テレビの従軍記者今

泉氏が， r今回の報道を振り返って反省点は

何ですか?Jという聞いに対して次のように

答えたことである。

「戦場で日々取材しながら，戦争は始まっ

たらおしまいだ，と感じた。始まってしまっ

たら，本当にその正当性など考える|肢がなく

なってしまう。特に 3月に入ってからは 9 放

送現場は『戦争はいつ始まるのか』という視

点になってしまっていたと振り返って感じ

る。しかし戦争を始めさせない努力がメディ

アには必要だったのではないか。」

そ也そも「正当性のある戦争」が存在する

のかという問題提起もある。人が人の命を奪

う「戦争」という行為をメディアがどうくい

とめられるのか。国家の政治や国民の世論が

戦争を支持しているときメディアに本当にそ

の役割lが果たせるのか。また，固と国民の世

論が割れているときメディアはどうするの

か。メディアの課題は大きい。

(5)国・世論・ジャーナリスムの関係

イギリスのハ yトン委員会報告は記憶に新

しいが，交戦国だったアメリカ・イギリスの

テレビジャーナリズムは今，各々の政府との

厳しい緊張関係の中で，イラク戦争の開戦理

由だった大量破壊兵器の存在についてその報

道を検証している。

日本のテレビもまた自省的な検証を行う必
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要があるのではないか。日本ではあまり意識

されているとは言いがたいが，イギリスの事

例はジャーナリズムが国家・世論という 3者

の関係の一角であることを教えている。日本

の私たちも具体的な過去の放送事例を検証す

るだけにとどまらず，その 3者が時として緊

張をはらむ中でどう行動するのかを，今回の

戦争報道を通して真撃に考えるときだと思う。

(さかい りつこ)

イラク戦争を超えて
テレビージ、ヤーナリズムの課題

イラク戦争は， 21世紀の世界に対する脅威

一一テロリズム，大量破壊兵器，邪悪な独裁

者 の除去を名目に，最先端の軍事力を誇

る米英軍によって開始された。そしてその戦

争は.これまた最先端の取材・通信技術を駆

使したテレビ報道によって，全世界に同時に

伝えられた。世界の視聴者は，まさに居間に

いながらにして，テレビで!被争を見ることに

なったのである。

しかし，戦場からのそうした圧倒的な情報

にもかかわらず，テレビはイラク戦争の何を

伝え，世界の視聴者はイラク戦争の何を見た

のかの検証は，いま始まったばかりである。

本稿は，世界のテレビ局のなかから特定の地

域の特定の放送局を選び，それぞれのイラク

戦争報道の内容について調査・比岐し，それ

を踏まえて当面の研究と考察を試みたもので

ある。もとより，この「イラク戦争テレビ報

道国際比較調査」から何が明らかになり，何

が不分明なのか，検討すべき事柄はなお多Po

また，この調査・研究の基礎となった具体的



な内容やデータが何を物語っているか。それ

らの背後に隠れている問題点は何か。これら

についての検討も今後の課題である。

本稿を終えるにあたり，ひとまずこれらの

データから視野を広げ，イラク戦争が今日の

テレビジャーナリズムに突きつけた課題をで

きるだけ巨視的にまとめてみたい。

(1)テレビはナショナリズムを超えられるか

メディア批評で一世を風擁したy-yヤ

ル・マクルーハン (MarshallMcLuhan)が，

テレビが世界をかけめぐる様を“theglobal 

vi11age" (1地球村J)と表現したのは， 1960年

代のことである。今日の世界が，彼が思い描

いた「地球村」にあたるかどうかはここでは

置くとしても，オリンピソ ヲやワールド・カ

yプ，あるいは9，11のような大きな出来事を

世界の人身がともにテレビで「目僻」するこ

とができるようになったことでは，世界は確

かに「地球村」化しつつあると言えよう。ま

さに，情報のグローパル化である。

しかし，そのグローパル時代の今日，むし

ろ懸念されるのは，情報の不均衡，情報の絡

差の問題である。世界には， 1知られる国」

と「知られざる国J，1知りたい国Jと「知ろ

うともされない国」とのギャップが厳然と

して存在する。とくに9，11以降，アメリカの

メテ'イア・ジャーナリスeムli，グローノ〈リス'

ムに替えてアメリカニズムを標携しているか

に見える。各国のメディアが国際政治の延長

でしかないのなら，メディア・ジャーナリズ

ムは弱肉強食のパワー・ポリティ yクスを超

えられないことになる。テレビはナショナリ

ズムを趨えられるかという問題は， 21世紀に

もち越された依然として大きな課題である。

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

(2)テレビは価値観の多様化に応えられるか

人や社会はいかにあるべきかの指針・信条・

規範となる「価値観」の問題は，宗教や民族

のアイデンテイティの問題と也相まって，今

日の世界の切実な問題である。情報のグロー

パル化と価{直観の多般化という問題にテレビ

はどう向きあうべきか。

アメリカのイラク戦争報道ではしばしば，

イラクやアラブ世界の「民主化」が，“グロー

パル・スタンダード"であるかのように論じ

られた。しかし，アメリカが語る「民主主義」

が，イラクやアラブ各地でどのようなものと

して受けとめられているかについては，ほと

んど触れられていない。

同一の事象，同ーの概念を語っていても，

別の考え方や見方があるという「価値観」の

多様化をどう伝えるかは，今後の世界のテレ

ビ報道の，困難な，しかし重要な課題である。

(3) テレビは相互理解のかけ橋になりうるか

「テレビはナショナリズムを超えられるか」

「テレビは価値観の多械化に応えられるかJ

一一ーという問題のさらに先にあるのは， 1テ

レビは世界の相互理解のかけ橋になりうる

か」という課題である。

「知られざる国H知ろうともされない国」

が少しでも知られるようになることは，未知

から生じる不安や敵意を少しでも減じること

になる。相互理解は守国際政治の場でしばし

ば言及される「信頼醗成」にとって必要不可

欠なものである。テレビにこのような「信煩

醸成」機能を求めるとすれば，戦争という

“信煩破綻"をきたさないために， 1共存」を

前提とした日常レベルの不断の情報交流が不
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可欠であろう。

21世紀を新たな紛争の世紀にしないために

も，テレビジャーナリズムはいまこそ，位界

の相互理解のかけ橋として一層奮起しなけれ

ばならない。

注:

(ながしま けいいち/はっとり ひろし/

さかい りつこ)

(1) Bill Katovsky and Timothy Carlson， embedded. 
THE MEDIA AT WA丑INlRAQ-all oral history-
(Guilford， Connecticut，ηle Lyons Press， 20日3)， 

P.173 

12) Jbid.， P.220 

(3) Jbid.. P.173 

(，1) Jbid.. P.9G 

(5) Jbid.， P.l31 

(6) Jbid.， PP.203.8 
(7) Jbid.，それそ'れ P.53.，P.170.， PP.262-3 
(8)“The first casualty when war comes is汀uth."'

1917年に出版されたハイラム・ジョンソン (Hiram

Johnson)米上院議員の若告のタイトル。

(9)この分野の直接の責任者で品るABCニュース業

務部長のパーバラ フェディーダ(BarbaraFedida) 

氏は fABCニュース指針J(ABC News Policy) 
は品くまで内規で外部には公表していない，とヲI!

者に説明している。

(10)リベラル系のメディア肱祝団体 fFAJRJ(Fair-

ness and Accuracy in Reporting)が2003年 3月20
日から 4月9日までのj田間にアメリカの主要イブ

ニングニュースに登場した出演者 0，617人)の発

言内容を分析した調査によると I 全体で「戦争文

持」は64%.f戦争反対」は10%。これをアメリカ

ノ、出演者で見てみると， f戦争支持」が71%， f戦
争反対」は 3%である。さらに=の PIW争文持」を

テレビ局別に見てみると.FOX (Special Report) 
がトソプで81%，順にCBS(Evening News) 77%， 

ABC (World News Tonight) 69%. CNN (Wolf 

Blitzer Reports) 68%. PBS (NewsHour) 66%， 

NBC (Nightly News) 65%と立っている。 (FAIR，

EXTRA， May/June 2003) 
(11) イラク戦争報道で新たに登場した fFOX効果」

(the FOX ef!ect)という言葉は，強調の度合いに

よってさまざまな窓味合いで使われた。祝聴者般
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得競争でFOXニュースがケープルテレビのトソプ

の座を占め，ネソ卜ワークのCBSの半数近くにま

で迫ったこと。時差に関係主く，いつでも見られ

るという 2411守問ニュースの威力が発押されたこ

と。アメリカの愛国主義に訴えたいわゆる「愛国

報道」路線がアメリカの世論に広く支持されたと

考えられること。そして，これらの「効果」が今

後のアメリカのニュース報道やジャーナリスムの

品り方に少なからぬ影響を及ぼすで品ろうこと

←ー立どである。イラク戦争の開戦から 16日間

(3.20-4.4)の平均視聴者数(プライムタイム)で

は， FOX330万(開戦前の228.2%増).CNN2G5万
(同334.'1%1目)， MSNBC139万(同379.3%増)0 3 
大ネットワークのイブニングニュースでは NBC1. 
137万(同2.8%増)• ABC991万(同5.8%減)， 
CBSi48万(同15%減)となっているコ (Nielsen
Media Research/The New Yorl< Times， .j_j，1. 03)。

112， fイラン・コン lラ事件」は，レーガン政権下の

1986年，当時イラクと戦争中のイランにアメリカ

が秘密誕に武器を売却し，その代金をニカラク7
の反政府組織「コン lラ」への資金援助にあてて

いたとされる事件。当時 国家安全保附会議

(NSC)の軍政部次長だったノース巾佐はその中

心人物として起訴され I いったん有罪刊決が下さ

れたが.その後取り消された。

(13) Bi1l Katovsl<y and Timothy Carlson， embedded， 

PP.l85-92 
(14) Bill O'Reilly，時世o語Lookillg0，，( for You? (New 
York， Broadway Bool<s， 2003) 

11司Jbid.，P.J38 

(16) Jbid.， P.150. 
(11) 3大ネ yトワークのABCは WaltDisney Co.， 

NBC は GeneralElectlic Co.. CBS は ViacomInc 
の傘下に品る。また，ケープルテレビのCNNは

AOL Time Warner， FOX (Fox News Channel)は
News Corp.Ltdの一部門で品る。

海外ニュースの減少について， fワシン lン・ポス

ト」紙のレオナード・ダウニー (LeonardDownie 
Jr.)記者とロパ ト・カイザー (RobertG. Kaiser) 
記者は， 3大ヰソトワークの1981年と2000if.のイ
ブニングニュースを比岐し この20年間で海外か

らのニュースが苦しく減合していることを子細に

検証している (TheNews about the News， 2003)。

(l~ fすぐれたジャーナリズム」が目指すべき目棋と

してPEJが掲げた 9項目の「基本原nlJJは次のと

おり。①ジャーナリズムの第一の責務は真実への



  

 
 
   

   
 

  
   
 

 

責務である。②ジャーナリズムはまず市民に忠

実でなければならない。③ジャーナリズムの本質

は.検証の規制tで品る。④ジャーナリズムに従事

するものは，取材対象からの独立を維持しなけれ

ばならない。⑤ジャーナリズムは独立した権力抗

視者として奉仕しなければならない。⑥ジャーナ

リズムは公衆の批判を受け歩み寄る公開討論の坊

を提供しなければならない。⑦ジャーナリス'ムは

主要な1J，柄を興味深くかっ適切に伝えるよう努め

なければならない。⑧ジャーナリズムはニュース

が幅広く釣り合いのとれたものになるよう保たな

ければならない。⑨ジャーナリスムに従事する者

は 自らの個人としての良心を行使することを許

容されなければならない。

なお 詐制IJについては拙稿『アメリカ田ジャー

ナリス'ム研究最前線~論文集 [9.11後のジャーナ

リズム」を中心に-j ([欣送研究と調査J2003;1" 

3月号)を参H日されたP，。

同 PublicWants Neutrality and Pro-American Point of 

Views (PRC， 7.13， 03) 

側 President'sCriticism of Media Resonates， but Iraq 

Unease Grows (PRC， 10.21， 03) 

1:11) Bill Katovsky and Timothy Carlson， embedded. 

P.211 

i22Ilbid.， P.175 

闘 ChrisHedges，WAR ISA FORCE THATGH宮SUS

MEANING (Oxford， Public Affairs Ltd.， 2002) 

品1)Peter S. Temes， THE jUST院4R:An American 

Reflectio11 01l the Morality 01 War ;11 Our Time 

(Chicago， lvan R. Dee， 2003) . P.67. 
白骨アメリカ・カリフォルニア州ノtークレーのノfシ7

イツク神学大学院の松岡史孝教授(キリス l救倫

理)は.ラインホルド ニーパー(ユニオン神学

大学院)とリチヤード ニーバー(エール大学神

学部)兄弟がかつて悶わした「正戦」論について

振り返り 「兄のラインホルドの『正義は力jの論

理は倫理的リアリズムとしては評価されるもの

の 今日のグロ パリゼーション時代のアメリカ

の立場 とくにその経済政策，恨深い人種差別，

国際政治・軍事面での帝国主義的政策などを目の

当りにすると 隣人愛や自己反省 1 国際協調を訴

えてやまなかった弟リチヤードの理想主義は I こ

れからの世界を考えるにあたって なお一回評価

されるだろう」と草者に語っている。

白日南山大学学長のハンス目ユーゲン・マルクス

(Hans-]ugen Ma目)陣士の指摘による(!!~泉女学

世界のテレビはイラク I~~争をどう伝えたか

回大学大学院「国際シンポジウムJ基調講演/

11.i， 03.国際文化会館)。

121;向上「国際ンンポジウムJ/11.8， 03， I!1)員女学岡

大学。立お，ジクマンドIW士は，キリス l教徒が

過去何世紀にもわたって一定の条門下での峨争を

“{曜諮..(defend) してきた「正戦」論を次のように

要約している。①戦争が受け入れられるためには，

最後の手段で在ければなら立い。他のすべての手

段が失敗したH守にのみ人々は戦争に訴えるのであ

る。②戦争が受け入れられるためには I 正当な権

威または指尊者によって行われなければならな

い。植限を与えられた指導者たちだけが宣慨を布

告できるので品って，一般人はUとしてでき在い。

③戦争が受け入れられるためには，正当な理由が

なければならない。'1¥¥:串を正当化する最也一般的

な理由は.自悼iで品る。攻僻された場合に報復す

ることは許されるが，先に攻撃することは決して

正当化されない。③戦争が受け入れられるために

は.妥当な成功の見込みがあることが必要で品る。

失敗に終わりそう在理由で人々を死に赴かせるの

は正戦ではない。⑤戦争が受け入れられるために

は，最終的に平和を回復するためで品る。戦争の

後の平和は，戦争が行われ止かった場合よりも良

l、平和になるだろうと人々が信じなければならな

い。⑥戦争が受け入れられるためには，それに加

えられた危害に釣り合っていなければならない。

戦争は I 耐え雌い悪を取り除くためにのみ擁自由で

きる。⑦戦争が受け入れられるためには I 戦闘員

と非戦闘員(軍人と無垢の民間人)を区別し立け

ればならない。非戦闘員を傷つけることは.避け

られない場合にのみ受け入れられる。

ジクマンド博士は，こうした「正戦」論も合め.[過

去の前提はもはや通用しなLリとしているので品

る。

白8このレポートはサマリーで品り，詳細!なインタビ

ュー項目などの木編はこれから発表される予定で

品る。この発表を待って再度報告したい。

側本書;tの末尾に英文の全文を別掲する。 (P.63)

倒序文の日本語訳については I 以下を参照した。

『戦争報道ガイドラインに関する一考察j(岡本

卓「放送研究と調査J2003年10月号 P.17-31)

sI) YouGov祉はイギリス囲内の新聞社 テレビ局か

らの依頼で辿枕してイラク戦争についてのオンラ

イン調査を行っている。しかし柿にその依願相手

が)illうため質問の文言は一定していな1" 

ここでは，イギリスがイラク戦争に参戦すること
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に賛成か反対かの態度を聞いたものとして二つの

調査を比般した。

参考文献

. Reinhold Niebuhr， The Childrell 01 Light alld the 

Children 01 Darkness (New York， Charles 

5cribner's 50ns， 1972) . 

・MichaelSchudson， Discovering thc Neωs: A 

Social History 01 American Newstate四 (Basic

Books， 1978) 

・LeonardDownie ]r. and Robert G. Kaizer， Tlze 

News about the News : American ]ounzalism ill 

Peril (Vintage Books， New York， 2003) 

なお I 本稿に先立つイラク戦争テレビ報道につい

ては 永島・服部『テレビはイラク戦争をどう伝

えたか~開戦・パグダ y ド「進攻Jから「陥部」ま

でJ<r放送研究と調査J2003年7月号).永島田服

部『アメリカのテレビはイラクq世争をどう伝えた

か~検証 [Fox効果」と戦争報道J([放送研究と

調査J2003年9月号)を参照されたい。また.9.11 

iよのアメリカのメディアと愛国主義の助向につい

ては，拙稿 [9.11米「愛国報道」が残したもの~

「アメリカ的価値観」のゆくえJ([放送研究と調査」

2002年 9月号).rアメリカ田ジャーナリズム研究

雨前線一論文集 [9.11後のジャーナリズム」を中心

にJ([放送研究と調査J2003年3月号)を参照され

たい。
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INTRODUcrION 

War against Iraq 
Editorial Policy Guidelines 

l世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

In the current conflict， as an intemationaI broadcaster the BBC has a special responsib日ityto 

its audiences， both in the United Kingdom and across the world， who tum to us in large 

numbers for accurate news and information. Our audiences should have confidence出atthey 

are being told the truth. They also look to由eBBC to help them make sense of those events 

by providing impartial analysis and by offering on our programmes a range of views and opin-

ions， including the voices of those who oppose the war in Britain and elsewhere. 

Matters involving nsk to， and loss of， life need handling with the utmost regard to the mood 

and feeling of our audiences. A number will have relatives or friends directly involved in the 

conflict. We will need to handle painful stones sensitively and 討thcare. 

Channel and network controllers and schedulers will also want to keep under review the 

nature of programming， ranging仕omfilms， drama， comedy and music， which might be 

thought inappropriate in the Iight of hostilities 

IANGUAGE OF REPORTING 

τbe way we report is as important as the reliabiliザ ofwhat we repO!t. We have to be objec-

tive. Our main job is to provide information without emotional gloss but when we are repo此-

ing human ordeal or distress， it is right to be sensitive to feelings 

. Tone ma仕ersa great deal. Sombre news should be reported sombrely 

. For the sake of clan句T，it will usually be appropriate to say“British troops"， especially as so 

many BBC repo仕sare broadcast globally 

SOURCING REPORTS 

Reports should normally make it absolutely clear where the information has come from， and 
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be attributed accordingly 

. Reporters and correspondents in the battle areas will 0立enbe reporting what they have not 

themselves seen. That should be made evident. 

. We will have a great deal of information from both military and various governments' brief-

ings. That too should be made evident and tested as to its reliability目

. Programmes may well wish to use video material provided by British or other governments 

showing the success of a military mission -for instance the damage caused by so-called 

'Smart' weapons. AlI such material should be clearly labeled. It may also be wise to pro. 

vide commentalγto ensure audiences understand that such footage has been selected for 

a pu叩ose.It will not normally be possible to gauge the overall effectiveness of a military 

campaign from such material alone 

. Where there is any uncertainty about the source of a pa凶cularpiece of information or pic-

tures it should be clear1y labeled 

We should be aware血atsome TV material may have been staged for the camera and on 

other occasions廿ainingexercises may be presented to us as showing genuine conf1ict. If 

we are unsure about the authenticity of the material， we must script the pictures accord-

ingly 

When looking for confirmation or for a second source for unconfirrned reports， please be 

aware of the danger that information c阻 appearto be confirmed by a second source when 

in fact that second source is merely reporting what the first has said 

. We should also make clear if our repor甘nghas had to take place with a “minder" present 

or our ability to travel has been circumscribed by the authorities 

. Beware of speculation， and overstated claims仕omall sides. Context is essential 

明宿TIIHOLDINGINFORMATION 

Whenever possible， we should explain the rules under which we are operating: 



     
     

    
     

    
    
  

     
   

     
    

  

   
    

    
    
     

    
      

   
    
    

     

l世界のテレビはイラク脚q~をどう伝えたか

. We will be prep剖ーedto withhold infomlation for a while at the request of British mili阻ry

authorities in the field or of the MoD so long as they give us satisfactOlY reasons for our 

doing so. (These reasons must be mainly to do with danger to ongoing or intended opera. 

tions; it may be the details of a particular廿oopmovement， the nature of its armaments or 

its location. Usually it will only be the detail that is to be withheldl. It should be withheld 

for no longer than absolutely necessary. And reconsidered if the information has been pub-

lished widely elsewhere 

. We should be sensitive to matters of taste but these are for us to decide， not for the MoD 

01' the operational forces. 

. Care will be taken over publishing details of the movements of the Prime Minister 01' other 

semor自guresin public life 

ACKNO羽司.EDGINGτHEWI1百HOLDINGOF INFORMATION 

. Whenever practicable， we should be honest and open with our audiences when information 

has been withheld and should give出ereason for it 

. Where we do withhold sign国C加 tinformation for operational reasons we should seek to 

give that information as soon as the reason for holding it back has gone. Some facts may 

have to be withheld for only a few hours; some for longer 

. lf reports have been censored or monitored or江wehave withheld information， we should 

say so. In doing so we should a壮emptto indicate to the audience why we have done so 

. N ormal BBC newsgathering practice is that we will a仕emptto repo吋仕omevery relevant 

location. However if the restrictions on reporting from some places become so great as to 

prevent us仕ompresenting a meaningful picture then the BBC may wish to withdraw from 

such places until such time as circumstances change 
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CONTRIBUTIONS FROM EXPERTS 

Programmes must take care over contributions especially from experts， including retired mil-

itary people. We must avoid inviting such contributors to speculate about the details or 

options of future militaly action in such a way that might inadvertently compromIse those 

options. We must also ensure impartiali句Tby broadcasting a range of views over tirne. 

REPORTING CASUALTIES 

The BBC has adopted a slI・onggenerallUle that， as far as is reasonably possible， next of kin 

should not learn of a person's death or injury from a BBC programme， bulletin or website 

τ'his should apply equally in times of war and will usually mean withholding personal details 
of the dead ~nd injured until we can be sure that the next of kin have been informed 

. Any exception to withholding such information should be referred to the Head of 

Newsgathering， or in the case of National and Regional Broadcasting to Nigel .Krty， or for 

World Service Language Services， the Director of News， World Service (Each Division will 

make appfopriate aπangements to cover absence.) 

Such a decision should normally only be taken when the information has already been pub. 

Iished widely in Britain or there are over-riding reasons of public interest 10 publish In 

order not to jeopardise a rescue rnission， we may be asked to withhold for a while infor-

mation about an aircra立Ioss，eve白 whennext of kin have been told. We should normally 

observe such a request. Any circumstances where this may not apply should also be 

referred to Head of Newsgathering or NigeI .Krty， National and Regional Broadcasting， or 

Director News World Service. 

CASUALTIES: TERMINOIβGY 

明庁lenrepo吋ingcasualties we should be as precise as possible: 

. If we know people have been killed as well as some injured refer to“dead and i吋ured"



   
   
 

    

    
  

   

   

    
    

   
    

   
  
    

  

  

    
   

     
     

l世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

. Say “casualties" when we町 euncertain as to whether or not there are deaths. 

. We should be thoroughly precise as soon as we can， as in ''Three people were killed and 

twenty injured". 

SCENES OF DEAl百 ANDIN瓦1RY

We should be circumspect about pictures of and accounts of injured， dying and dead com 

batants. Consideration must be given to the dignity of the individuals regardless of national 

ongm: 

Pictures should not normally be close up and should not linger too long 

. Remember too that pictures may identiかindividuals，even at a distance， before next.of-kin 

know. 

. We should not sanitise the aw如1realities of war but especially harrowing actuality and pic-

tures have to be justified by the context 

. Warnings should be given beforehand if a report will cause unusual distress. Particular 

care is required for reports during day甘meor the early evening 

Any interviews with mili旬ηrpeople fresh from出ebattlefields have to be undertaken with 

care. Rigorous questioning will often be inappropriate and we must ttγto make sure not to 

intrude on people who are disorientated or in a state of shock 

INTERVIEWS V.羽H REIATIVES 

Interviews with relatives of those killed or injured need especially sensitive handling. 

.ii¥巾ilethe MoD， either nationally or locally， will normally be the prime point of con句ctin 

relation to British casualties， if programmes receive且irectapproaches they can take them 

upτ'he same applies to approaches made to them through third parties other than the 

MoD such as， say the local vicar， a local suppo此 groupor a close friend. 
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. Direct approaches by programmes to next-of四kinor other close relatives are to be avoided 

Head of Newsgathering， or Nigel Kay must approve exceptions 

. Audiences are sometimes angered by such interviews where they do not know the cir-

cumstances under which they were obtained. Sometimes a few words of explanation in the 

introduction or the report may help prevent such misunderstandings. 

. Bereavement and grief are part of the inevitable effects of war and we should not hide the 

fact. But tearful and emotional interviews should be shown with due consideration for the 

interviewee. 

. We should not be intrusive even when grief is publicly displayed. We must not dwell 

excessively on particular grief-stricken scenes. We must try not to be part of a media crush 

involving bereaved or distressed people. Whenever possible camera crews should keep 

their distance and editors should take great care in出eediting of such pictures. Live廿印s-

mission requires particular restraint. (See below) 

PRISONERS OF WAR 

Normally we will not broadcast interviews with anyone connected with missing service per-

sonnel who may be prisoners of war. Such material might be highly prejudicial to the safety 

of PoWs because interrogators may use it. Any exceptions must be discussed with the Head 

of Newsgathering and Controller， Editorial Policy 

INTERVIEWING AIR CREWS 

Current advice is that aircrew 01' other service personnel who might be captured should not 

be identified with a particular operation Nor should we publish any information，世omwhat-

ever source， which might identify these personnel 01' give details of their personal back-

grounds (e.g目 detailsof their families， home-base or home-town addresses or other informa-

tion， including photographs which could assist an interrogator in the event of capture.) 

Any proposal出atmight appear to go beyond the terms of血isadvice should be referred in 

the first instance to Head of Newsgathering目



  

   
    
    
   

   

   

  
  

     
    
   

   

  
 

    
     

  
    
   

    
    
   

  
   

   

世界のテレビはイラク戦争をどう伝えたか

OPPOSITION TO WAR 

Enabling the national and international debate remains a vital阻sk:the concept of impartiali 

旬stilIapplies. All views should be reflected in due proportion to mirror the depth and spread 

of opinion. We must reflect the significant opposition in the UK (and elsewhere) to the mil-

itary conflict and allow the arguments to be heard and tested.τbose who speak and perhaps 

demonstrate against war are to be reported as part of the national and international reality 

WEAPONS OF MASS DESTRUCfION 

Chemical， biological and nuclear weapons evoke special horror. We must be careful when 

refer甘ngto them: 

. If we say they have been used we should be absolutely certain of the fact 

. lf their use is rumoured only our repolts must not be alarmist or excited 

. The possibiliザ oftheir use is to be discussed calmly. 

24 HOUR NEWS SERVICES 

Continuous news services， especially on television， raise additional considerations during a 

widespread conflict. 

At times， live or recently recorded pictures and repo仕smay be available which show scenes 

of death or injuヴ.It is essential that editors allow sufficient time for considered editorial 

judgement before transmit士ingsuch pictures or reports. Our audiences wilI expect fast叩 d

up to the minute reports on our continuous services but above all they wilI expect us to meet 

our obligations to decency， and informing next-of-kin. 

With scenes of death and injury， production teams wilI need to consider carefully the cumu-

lative e旺'ectof the repeated use of such images， especially if they町'eincluded in headline 

sequences and in regular news updates. 

In fast-moving situations， and in seeking confirmation that a story is廿ue，editors wilI need to 

be especially c町 efulto ensure that they are not relying on the same source re-cycled (see 

earlier section on Sourcing Repo同s).
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BBC NEWS ONUNE/BBC ONUNE 

百1eseguidelines also apply to the BBC website， where wamings should also be given about 

images which users might find upse凶ng目 Caremust be taken over the text used to describe 

horrific events 

Messa耳障 boardsand End User段 nerat吋 content:

Message boards may need to be pre-moderated given the risk that a message board could be 

hijacked for extremist views or misleading or un甘uerepo吋S

Hosts of message boards need to be alert to the increased editorial care needed at a time of 

hostilities 

Escalation Procedures: 

BBC New Media already has escalation procedures in place to ensure that inappropriate 

material is removed without delay. During a period of conflict， it will be especially important 

that these escalation procedures are adhered to in釦11，to ensure the highest editorial stan-

dards目

Stephen Whittle， ControUer Editorial Policy 
September 2002 


