イラク戦争とメディア

〜米公共放送 PBS『フロントライン』の挑戦〜
メディア研究部（海外メディア） 永島啓一

は何か。メディアの何が問題だったのか。今

はじめに

後の課題は何か─。戦争報道におけるメディ

イラク戦争はまだ続いている─ という実感

アの諸問題についても総括されねばならない。

は，今日では既定の事実としてよいであろう。

イラク戦争の開始から 5 年。本 稿では，イ

2003 年 3月20日に開始されたイラク戦 争は，

ラク戦争とメディアの関係，とりわけイラク戦

42日後の 5月1日，ブッシュ大 統領の｢主要戦

争を主導したブッシュ政権の情報管理と，結

闘終結宣言」で一応終止符を打ち，以降イラク

果的にその管理下に置かれたアメリカのメディ

問題は新生イラクの復興と治安の確保に移行し

ア・ジャーナリズムの責任と課題について，ア

た─とされた。しかし，その後のイラク情勢を

メリカの公共放送 PBS のドキュメンタリー番組

「混乱」
「動乱」
「内乱」
「内戦」… などといかに

『フロントライン』
（FRONTLINE）の放送記録

形容しても，イラクに今なお16 万人もの米軍が

を中心に総括する。

展開している状況からしても，イラク戦争はま
だ終わっていない，今なお継続中であるとする
見方は正しいとしなければならない。
イラク戦争は間違いだった─という認識も，

Ⅰ 9.11 からイラク戦争へ
1．『フロントライン』の軌跡

今日では周知の事実としてよいであろう。ブッ

『フロントライン』は，アメリカの公共放送

シュ政権が開戦の理由として掲げたイラクの大

PBS が誇るドキュメンタリー番組として1983 年

量破壊兵器は，その後「なかった」と明確に否

1月に放送を開始した。以来，今日まで 500 本

定された（2004 年10月6日／米調査団の最終

を超える番組を放送し続けている（2008 年 3月

報告）。9.11を引き起こしたイスラム・テロ組織

末現在 502 本）。

のアルカイダとサダム・フセイン政権との関係も，

2001年 9月11日の同時多発テロ以降，
『フロ

今日なお確認されていない 。アメリカのイラク

ントライン』で放送された 9.11およびイラク戦

に対する一方的な先制攻撃が，9.11 以降の対

争関連番組のタイトル，内容概略は表１のと

テロ戦争下の「疑心暗鬼」の為せる業だったと

おりである。2008 年 3月末現在で 39タイトル。

しても，イラク戦争は正当性のない，間違った

放送時間にして 54 時間にのぼる。

1）

戦争だったと結論づけねばならない。
そのイラク戦争にかかわったメディアの責任
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これらのドキュメンタリー番組はそれぞれ，
それが制作された時点で最新の取材データに

基づいて放送されたものであるが，現在の視点
で吟味すればすでに旧聞に属するものも少なく
ない。ここでは，これらの番組のうち，イラク
戦争について今日なお注目に値すると思われる
番組を概観する。

②「諸悪の根源」
イラク戦争は 2003 年 3月20日に開始され，4
月9日にはフセイン政権は「崩壊」した。
「真実，戦争，そして結果」
（2003 年 10 月9
日放送）は，イラク戦争開戦の最大の理由と
されたイラクの大量破壊兵器の脅威と，フセ

2．イラク戦争とは何だったのか

イン政権とアルカイダの結びつきについて，そ

①すべては「テロとの戦い」から始まった

の根拠に迫ったものである。番組では冒頭で，

9.11を決行した 19人のテロリストの国籍は，

「イラク攻撃が先にあり，理由はあとづけでは

サウジアラビア（15人），エジプト（2 人），レ

なかったか」として，
「イラク国民会議」の情

バノンとアラブ 首長国連邦（各1 人）である。

報に不審の眼を向けている。

イラク人はひとりもいない。にもかかわらず，

イラクの脅威を先制攻撃で除去するための

9.11 以降の「テロとの戦い」のなかでイラクが

根拠を探るため，国防総省内に「特別情報局」

最大の「脅威」とされていったのはなぜか。

なるものが設けられたことは今では広く知られ

「標的はサダム・フセイン」
（2001年11月8日

ている。FBI や CIAなどの情報機関とは別の，

放 送）は，9.11からわずか 4日後の 9月15日，

非公式の組織だった。このグループに多大の

大統領山荘のキャンプ・デービッドで開かれた

影響を及ぼしたのが，アメリカ在住の亡命イラ

ブッシュ政権の国家安全保障会議で，早くも

ク人などで組織する「イラク国民会議」，とく

イラク攻撃がアフガニスタン攻撃（2001年10月

にその代表のアーメド・チャラビだった。チャ

7日開始）に次ぐ軍事目標として俎上にのぼっ

ラビは 1991年の湾岸戦争終結直後からワシン

た，と伝えている。この方針を受けてブッシュ

トンD.C.を中心に「フセイン政権打倒」のロビ

大 統領は10月11日，ホワイトハウスでの記者

イスト活動を展開し，政界や言論界にイラク

会見で，
「イラクの指導者は悪者だ。自国民を

包囲網の人脈を築いていた。

毒ガスで殺し，大量破壊兵器を開発している」

9.11は，そのチャラビ・グループにとって絶

と発言，
「大量破壊兵器」
（Weapons of Mass

好のチャンス到来となった。チャラビらの思惑

Destruction）という言葉を口にした。

は「特別情報局」のねらいとも合致し，
「チャ

サダム・フセインは，アメリカにとって湾岸戦

ラビ情報」が「イラクの大量破壊兵器」と「フ

争（1991年）以来の宿敵であり，イラクの脅威は

セイン政権とアルカイダの結びつき」を裏づけ

ブッシュ大統領にとって父のブッシュ大統領以来

る根拠とされ，イラク戦争の「大義」とされて

の宿題だった。そのイラクが 9.11以降のテロの

いったのである。番 組ではそのチャラビとの

脅威と直結し，イラクの「大量破壊兵器」が早く

一問一答も登場する。

も喧伝され始めたのである。番組では，こうし

Ｑ （マーティン・スミス記者）

たイラクの「脅威」はまだ確認されたものではな

イラクが大量破壊兵器を開発中だとする根

いとしつつも，ブッシュ政権がイラク攻撃を視野

拠は何ですか？

に入れつつあることをいち早く伝えている。

Ａ （アーメド・チャラビ）
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イラク軍の将校からの情報だ。その根拠は

て直すために残った将兵に集合 命令を出し

言えない。

た。各部隊を回り，集合場所にもどってみる

Ｑ なぜですか？

と，みんな消えていた─。」

Ａ 言っても，アメリカはそれを検証できないか
らだ。

このようにして，精強をうたわれていた「メ
ディナ師団」も，米軍のバグダッド進撃が始ま

Ｑ 伝聞だということですね？

る4月初めには「消滅」していたのである。ハ

Ａ これは事実だ。

ムダニ元中将は，
「実際に戦った正規軍は，イ
ラク軍全体でも15% 程度だったろう」と述べて

今日，
「チャラビ情報」は「ウソ八百」で「諸

いる。

悪の根源」とされている。アメリカの情報収
集の問題点について調査した独 立調査 委員
会は，2005 年 3 月31日，情報機関の情報の

④ポール・ブレマーの「失敗」
ブッシュ大統領による「主要戦闘終結宣言」

収集や分析に多くの誤りがあったとする最終

を受けて，2003 年 5月12日，イラクの戦後復

報告を発 表した。このなかに「特別情報局」

興を統括する行政官として国務省出身のポー

が含まれていることはいうまでもない。

ル・ブレマーが着任した。
「調整」の期待とは
裏腹に，ブレマーは着任早々，イラク駐留米軍

③「消えた」イラク軍
イラク戦争における米英合同軍対イラク軍
の対決は，圧倒的な米英軍の勝利に終わり，

に
「略奪者射殺命令」を出して周囲を驚かせた。
これが，ブレマーの「失敗」の始まりだった。
「 イラクの 失われた 年」
（2006 年 10 月17日

「非対称」の戦争とも形容された。その戦争を

放送）は，今日に連なるアメリカのイラク復興

伝えるメディアも，圧倒的な米英側の情報量

計画の試行錯誤の原因を探ったものである。

と，決定的なイラク側の情報 不足という「非
対称」が際立った。
「 イラク侵攻 」
（2004 年 2 月26 日放 送）は，

ブレマーは，現地や周囲の意見・進言を寄
せつけず，しばしばホワイトハウスの承認さえ
得ることなく，次々と独断専行で「司令」を発

当時のイラク軍 幹部の証言も含めてイラク戦

した。その最たるものが，
「バース党員追放令」

争の実態に迫ったものである。

と「イラク軍解体命令」である。行政は混乱し，

イラク軍の共和国防衛隊中将で「メディナ

失業者が全土にあふれた。周囲は反対したが，

師団」の司令官だったラード・マジド・ハムダ

ブレマーは「頼んでいるのではない。命じてい

ニは，
「イラク軍は基本的に戦わなかった」と

るのだ」
（I'm not asking you, I'm telling you.）

して，概略次のように語っている。

と言って聞く耳をもたなかったという。

「開戦前は，実際に米軍が攻めてきても半

2004 年 6月28日，アメリカはイラク暫定政府

年はもちこたえられると思っていた。しかし，

に主権を委譲。ブレマーは任を終えてバグダッ

米軍の進撃は予想以上に速く，バグダッド南

ドをあとにした。そのときすでに，イラク全土

方に展開していた自軍の部隊は次々に撃破さ

で米軍を標的にした「イラクのアルカイダ化」が

れ，降伏や戦 線 離 脱が相次いだ。全軍を立

始まっていた─と番組は結んでいる。
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表 1 PBS『FRONTLINE』の 9.11/ イラク戦争関連番組
放送日

タイトル（原題）

2001 年
ビンラディンを追って
9 月 13 日 （Hunting Bin Laden）

内 容 概 略
9.11 の首謀者と目されるオサマ・ビンラディンと彼が率いるテロリストグループの全体像に迫る。ニューヨーク・
タイムズ紙との共同取材。
（60 分）/ 取材・制作：Lowell Bergman, Martin Smith ほか

10 月 4 日

狙われるアメリカ
（Target America）

ベイルート米大使館爆破事件（1983 年）や世界貿易センター爆破事件（1993 年）など，アメリカを標的にし
た過去の主なテロ事件を振り返り，今後の対策を考える。
（60 分）/ 取材・制作：Jim Gilmore, Michael Kirk ほか

10 月 9 日

答えを求めて
（Looking for Answers）

アメリカに向けられたアルカイダの憎悪はなぜ，いかにして育まれたのか。エジプトとサウジアラビアにおけ
るイスラム過激派の痕跡を辿り，9.11 の根源を探る。
（60 分）/ 取材・制作：Lowell Bergman, Martin Smith ほか

10 月 25 日

あるテロリストの足跡
（Trail of a Terrorist）

アメリカ・カナダ国境で 1999 年 12 月，アルジェリア国籍のテロ容疑者が拘束された。ア フガニスタンのア
ルカイダ訓練キャンプにいたというその容疑者の足跡を追う。
（60 分）/ 取材・制作：Terence McKenna ほか

11 月 8 日

標的はサダム・フセ イン
（Gunning for Saddam）

アフガニスタン攻撃に続くアメリカの次の標的はイラクのサダム・フセイン大統領に向けられつつある。ア
メリカにとってイラクとフセインの危険要因は何か。
（60 分）/ 取材・制作：Lowell Bergman, Michael Kirk ほか

11 月 15 日

サウジアラビアは時限爆弾か ?
（Saudi Time Bomb?）

サウジアラビアはどちらの味方か。アメリカの同盟国でありながら，イスラム原理主義の温床ともなってい
る。テロとの戦いのなかで，米・サウジ関係の現状と問題点を探る。
（60 分）/ 取材・制作：Martin Smith ほか

2002 年
テロ組織のなかで
9.11 はいかに計画され実行されたか。19 人の実行犯の中心となったモハメド・アタら 3 人が残した足跡をド
1 月 17 日 （Inside the Terror Network） イツ・ハンブルクやアメリカ国内で辿る。
（60 分）/ 取材・制作：Hedrick Smith, Ben Loeterman ほか
5月 9日

イスラムとは何か
（Muslims）

9.11 によって突きつけられたイスラムへの問い。世界の人口の 5 分の 1 を占めるイスラム教徒の信仰・生活・政治信
条とは。エジプト，イラン，トルコ，ナイジェリア，アメリカなどで取材。
（120 分）/ 取材・制作：Graham Judd ほか

9月 3日

グラウンド・ゼロにおける信仰と疑念 「9.11 とは何だったのか」
「その時，神はどこにいたのか」
「神様，なぜ ?」−。犠牲者の家族や生存者などへの
（Faith and Doubt at Ground Zero） インタビューから信仰と疑念に揺れる心の内面に迫る。
（120 分）/ 取材・制作：Helen Whitney ほか

9月 8日

テロとの戦い
（Campaign Against Terror）

9.11 から 1 年を機に，テロとの戦いの最前線となったアフガニスタンでの作戦を振り返り，今後の国際的な取
り組みやアメリカの課題などを展望する。
（120 分）/ 取材・制作：Mark Anderson, Greg Barker ほか

10 月 3 日

知っていた男
（The Man Who Knew）

元 FBI 捜査官ジョン・P・オニール。テロ事件の捜査からアルカイダの脅威を叫び続けながらも自身 9.11 の犠牲
となった氏の足跡を辿り，米政府は事前に何を知っていたのかを問う。
（90 分）/ 取材・制作：Michael Kirk ほか

11 月 21 日

アルカイダ捜索
（In Search of Al Qaeda）

アフガニスタン攻撃は 2001 年 10 月 7 日に開始され，2 か月後にタリバン政権は崩壊した。しかし，ビンラディンら
アルカイダメンバーの掃討には至っていない。彼らはどこに消えたのか。
（60 分）/ 取材・制作：Martin Smith ほか

2003 年
密室の攻防
イラクへの先制攻撃に備えるブッシュ政権内部の主導権争いに迫る。ラムズフェルド国防長官らの「ネオコン」
2 月 20 日 （The War Behind Closed Doors） グループとパウエル国務長官らのハト派との密室の攻防。
（60 分）/ 取材・制作：Michael Kirk, Jim Gilmore ほか
3 月 17 日

戦争への長い道のり
（The Long Road to War）

イラク戦争は不可避の情勢にある。湾岸戦争（1991 年）以降，フセイン政権下のイラクとアメリカはどのよう
な対決の構図にあったのか。戦争への長い道のりを検証する。
（120 分）/ 取材・制作：Michael Kirk ほか

10 月 9 日

真実，戦争，そして結果
イラク戦争計画はいつ俎上に上り，どのように議論されたのか。戦争の根拠は。戦後復興の目算は。そして，
（Truth, War, and Consequences） その結果はどうなったのか。イラク戦争の真実に迫る。
（90 分）/ 取材・制作：Martin Smith, Marcela Gaviria ほか

10 月 16 日

内なる脅威を追って
（Chasing the Sleeper Cell）

アメリカ国内に潜むテロリズムの脅威は? FBI などの捜査当局の対策は ? アメリカの内なる脅威と戦う捜査最
前線の実情をリポート。ニューヨーク・タイムズ紙との共同取材。
（60 分）/ 取材・制作：Lowell Bergman ほか

2004 年
大量破壊兵器を追って
イラクの大量破壊兵器は本当にあるのか。もしそれが存在しなかった場合，
イラク戦争の正当性はどうなるのか。
1 月 22 日 （Chasing Saddam's Weapons） 米調査団との同行取材報告。イギリス BBC との共同取材。
（60 分）/ 取材・制作：Jane Corbin, Thea Guest ほか
2 月 12 日

バグダッドのさらにその先
（Beyond Baghdad）

サダム・フセイン拘束（2003 年 12 月）後，イラクはさらなる争乱の渦中にある。この地が安定するのはいつの
ことか。5 週間にわたる現地取材からイラクの遠い道のりを展望する。
（60 分）/ 取材・制作：Martin Smith ほか

2 月 26 日

イラク侵攻
（The Invasion of Iraq）

イラク戦争開始からほぼ 1 年。イラク戦争は実際にどのように戦われたのか。米軍・イラク軍双方の将兵の証言から，
戦場や戦闘の様子などイラク戦争の実態に迫る。
（120 分）/ 取材・制作：Richard Sanders, Jeﬀ Goldberg ほか

4 月 22 日

アルカイダの息子
（Son of Al Qaeda）

アルカイダのテロリストとして育てられながら，結局アルカイダを捨て CIA の情報提供者になったアラブの青
年。そのインタビューからアルカイダの思想と行動に迫る。
（60 分）/ 取材・制作：Terence McKenna ほか

9月 7日

聖地はいま
（Sacred Ground）

9.11 から 3 年。グラウンド・ゼロはどうあるべきか。犠牲者をどう弔うべきか。そもそも聖地に何を建てるべ
きか−。議論は議論を呼び，行方は定まらない。
（60 分）/ 取材・制作：Nick Rosen, Kevin Sim ほか

ラムズフェルドの戦争
（Rumsfeld's War）

テロとの戦いのなかで，いまアメリカ軍に必要な戦略は何か。そのための方途は。世界に展開するアメリカ軍
の再編・改革論議の行方を展望する。
（90 分）/ 取材・制作：Michael Kirk, Jim Gilmore ほか

10 月 26 日

2005 年
アルカイダ最前線
1 月 25 日 （Al Qaeda's New Front）

ヨーロッパ各地でいま，アルカイダによると見られるテロ活動が活発になっている。2,000 万人のイスラム教徒
を抱えるヨーロッパのテロ対策の最前線をリポート。
（60 分）/ 取材・制作：Lowell Bergman, Neil Docherty ほか

2月 8日

サウド家
（House of Saud）

1932 年の建国以来，サウド家はサウジアラビア王国のすべてを支配してきた。イスラムの伝統と近代化との狭
間で揺らいで見える「サウジ家のアラビア」の素顔に迫る。
（120 分）/ 取材・制作：Martin Smith ほか

2 月 22 日

ある陸軍中隊
（A Company of Soldiers）

ファルージャ作戦（2004 年 4-11 月）の直後にバグダッド南方に展開したある陸軍中隊の従軍記。1 か月の間に 100
人の兵士のうち 2 人が戦死。勇気と友情と恐怖の日々。
（90 分）/ 取材・制作：Tom Roberts, Edward Jarvis ほか

3月 1日

兵士の心
（The Soldier's Heart）

イラクの戦場から帰還する米兵の 6 人に 1 人は PTSD に冒されているという。彼らに国からの救済の手は届いてい
るのだろうか。イラク戦争の陰で蝕まれる兵士の心の闇−。
（60 分）/ 取材・制作：Raney Aronson, Amy Baxt ほか

6 月 21 日

私兵
（Private Warriors）

イラク駐留米軍の陰で，米企業に雇われた多くの「私兵」が危険な任務を請け負っている。その活動は不透明
で軍との関係も明らかではない。
「私兵」の実態に迫る。
（60 分）/ 取材・制作：Martin Smith, Marcela Gaviria ほか
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10 月 18 日

拷問
（The Torture Question）

2006 年
動乱
2 月 21 日 （The Insurgency）

イラクのアブグレイブ収容所やキューバのグアンタナモ基地で何が行われているのか。テロとの戦いの陰で公
然と行われているという「拷問」の実態を追う。
（90 分）/ 取材・制作：Michael Kirk, Jim Gilmore ほか
誘拐，斬首，道路爆弾，自爆テロ−。イラクの混乱は激化の一途を辿っている。仕掛けているのは何者か。目
的は。収拾の方途は−。イラク動乱のいまを現地に見る。
（60 分）/ 取材・制作：Matt Haan ほか

暗部
（The Dark Side）

イラク攻撃はいつ，どのような状況で決定されたのか。政権内部のチェイニー副大統領とテネット CIA 長官と
の確執に焦点をあて，イラク戦争開戦にいたる暗部に迫る。
（90 分）/ 取材・制作：Michael Kirk, Jim Gilmore ほか

10 月 3 日

タリバン復活
（Return of the Taliban）

9.11 後のアメリカ軍によるアフガニスタン攻撃で崩壊したタリバン軍がパキスタンとの国境地帯で息を吹き返
しているという。アルカイダやタリバンが潜む無法地帯を遠望する。
（60 分）/ 取材・制作：Martin Smith ほか

10 月 10 日

内なる敵
（The Enemy Within）

9.11 後の省庁再編で登場した国家安全保障省は機能しているか。対テロの共通の目的が省庁間の縄張り意識で
阻害されていないか。アメリカ国内のテロ対策を点検する。
（60 分）/ 取材・制作：Lowell Bergman ほか

10 月 17 日

イラクの失われた年
（The Lost Year in Iraq）

イラク再建を託されたポール・ブレマー米代表の時代はどのような時代だったのか。アメリカはどこで間違った
のか。今日の混乱に連なるイラクの失われた年を振り返る。
（60 分）/ 取材・制作：Michael Kirk,Jim Gilmore ほか

6 月 20 日

2007 年
2 月 13 日
ニュース戦争
20 日
（News War）
27 日
3 月 27 日

今日の情報化社会で最終的に情報を制する者は誰か−。9.11・イラク戦争後のニュースメディアが置かれた
状況を各界の多彩な証言をもとに探った 4 回シリーズ。第 1 回と第 2 回は「機密・情報源・操作」
（Secrets,
Sources and Spin）と題して，ブッシュ政権の情報管理とメディアのかかわりに焦点をあてた。第 3 回は米
ニュースメディアの現状。第 4 回はアル・ジャジーラの影響力。
（240 分）/ 取材・制作：Lowell Bergman, Raney
Aronson ほか

4 月 17 日

イラクのギャングたち
（Gangs of Iraq）

5 月 15 日

国内のスパイ網
テロとの戦いのためであれば，電話の盗聴やインターネットの監視などは許容されるべきか。個人情報やプライ
（Spying on the Home Front） バシーはどうなるのか。自由な市民社会を脅かす国民総監視の現状。
（60 分）/ 取材・制作：Hedrick Smith ほか

6 月 19 日 最終戦（Endgame）
2008 年
交戦規定
2 月 19 日 （Rules of Engagement）
3 月 24 日 ブッシュの戦争
25 日 （Bush's War）

宗派間の対立や流血が止まらないイラクで，イラク人自身による自主防衛，治安の確保が急務となっているが，
「自立」の道は険しい。疑心暗鬼が横行するイラクの悪の連鎖。
（60 分）/ 取材・制作：Martin Smith ほか

2007 年 1 月に決定された米軍
「増派」
の効果はあるのか。ブッシュ政権首脳や米軍首脳，
関係者とのインタビュー
などから，泥沼化したイラク戦争の「出口」を探る。
（60 分）/ 取材・制作：Michael Kirk, Jim Gilmore ほか
2005 年 11 月 19 日，
イラク西部のハディサで米海兵隊がイラク住民 24 人を虐殺したとされる事件の真相は何か。
その日，米軍に何が起きていたのか。
（60 分）/ 取材・制作：Raney Aronson, Arun Rath ほか
「フロントライン」の放送記録からイラク戦争の 5 年を総括する特別番組。前編（150 分）後編（120 分）/ 取材・
制作：Michael Kirk, Jim Gilmore ほか

以上，今日のイラク情勢に連なる流れを『フ

とテーマごとに変わる。

ロントライン』の軌跡に沿って概観した。現在

WGBHの『フロントライン』の専従スタッフ

イラクでは，旧バース党員の公職復帰が認め

は総勢 35人。編集長と専任のプロデューサー

られるなど，国民和解に向けた新しい動きも

などからなる企画・編集グループ（「コア・グルー

見られる。しかし，最大の焦点はやはり，米

プ」）のほか，ウェブサイト・グループ，制作（ポ

軍のイラク駐留がいつ終わり，広義のイラク戦

スト・プロダクション）グループ，管理・広報

争がどのように終結するかであろう。
『フロント

グループで構成される。

ライン』の軌跡はこれからも続くことになる。

実際に取材を担当する取材・制作グループ
には，独立系のプロデューサーや記者などが

Ⅱ 真実を求めて
−『フロントライン』の挑戦
１．取材・制作のシステム

テーマごとに加わり，ときにはさらにニューヨー
ク・タイムズ紙や英公共放送 BBC など内外の
報道機関などとも提携しながら取材・制作にあ
たっている。先に見た「イラク侵攻」の場合，

『フロントライン』は，アメリカ・マサチュー

そのスタッフは，プロデューサー，記者，カメ

セッツ州ボストンにあるPBS 基幹局のWGBH

ラマン，編集，効果，リサーチ，コーディネイト，

で制作され，全米の PBS 局に配信される。放

通訳，資料，法務など，総勢およそ 80人にの

送は原則として平日の午後 9 時から（放送日は

ぼる。これに画像の制作・処理や音響効果な

不定期）。時間枠は 60 分，90 分，120 分など

どを請け負う外部プロダクション，資料・映像
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を提供する内外の報道機関が名を連ねる。

述したように，
『フロントライン』は外部のプロ
ダクションやジャーナリストにも門戸を開いてい

『フロントライン』の放送枠は，夏期の再放

るが，最終的に『フロントライン』で放送される

送シーズンを除いて年間およそ 20 本。WGBH

番組には，すべて公共放送としての公平・公正

の『フロントライン』事務局には，その狭き門

と自主・自律が求められる。この「ガイドライン」

をめがけて年間 600 本を超える企画提案が寄

は，そのための心構えをまとめたものである。

せられる。これらのなかから選ばれた数 10 本

原文は全 84 か条から成り，要 所要 所に簡

の提案が編集会議にかけられ，予算の査定

潔な見出しが 付されている2）。「法 令の順守」

を経て最終的に採択される。採択された番組

「盗用の禁止」
「差別表現の禁止」─など，い

は 6 か月から1年に及ぶ 取 材・制作過程を経

ずれもジャーナリストに不可欠な倫理を列挙し

て晴れて放送されることになる。

たものであるが，これらを総合した形で強調し

『フロントライン』でこれまでに放送されたお

ているのが次の一文である。

よそ 500 本の番組のなかには，すぐれたジャー

「PBS 制作でない番組でも，WGBH で放送

ナリズム活動に贈られるピューリッツァ賞やす

される以上，最高の倫理基準と最高のジャー

ぐれた放送番組に贈られるエミー賞，ピーボ

ナリズムを実践した証とする。」
（73 条）この精

ディー賞，デュポン・コロンビア賞などを受賞

神こそ，この「ガイドライン」が内外に示す「目

した番組も数多く含まれている。
「フロントライ

標」としてよいであろう。

ンはテレビジャーナリズムの最後の砦」
（ニュー
スデイ紙），
「フロントラインはテレビ史上最高
の偉業のひとつ」
（フィラデルフィア・インクワイ
アラー紙）─などと評されるゆえんである。
編 集 長 の デ ービッド・ファニング（David

3．
「証言」がドキュメンタリーの「命」
「いつ，どこで，誰が，何を語ったか ─。」
アメリカのテレビ・ドキュメンタリーは，伝統
的に「証言」を重んじるところに特徴がある。

Fanning）は，南アフリカ共和国の出身で，1973

1950 年代の初め，不当な「赤狩り旋風」に警

年に渡米。カリフォルニア州ハンティントン・ビー

鐘を鳴らし，いわゆる「マッカーシー放送」で

チのPBS 局（KOCE）でドキュメンタリー番組の

世に知られた CBS の「See It Now」
（1951-58）

制作に携わったあと，ボストンのWGBHに移り，

や，それに続いた「CBS Reports」
（1959-66）

1983 年から現在まで『フロントライン』のエグゼ

などは，その伝統のパイオニアである。

キュティブ・プロデューサーをつとめている。

PBS の『フロントライン』は，今日その伝統を
もっとも忠実に受け継いだドキュメンタリー番組

2．取材・制作の倫理基準

である。番組の全体の流れは概ね「証言集」の

ボストンWGBH は，公共放送局としての倫

形をとり，証言と証言とを取材者自身の証言（リ

理規定とは別に，とくに『フロントライン』の

ポートあるいはナレーション）と映像でつなぐと

取材・制作のための「ガイドライン」
（WGBH/

いう手法である。アメリカ社会は基本的に個人

FRONTLINE Guidelines on Journalistic

中心主義の社会であるが，ドキュメンタリーの

Standards and Practices）を設けている。前

世界でも基本的に「誰が何を語ったか」が最大
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限に尊重され，その「証言」が証言者
とともに記録されることになる。

図

PBS『フロントライン』─「ニュース戦争」のウェブサイトの概要

プレイム事件

報道をめぐる事件

報道記録

BALCO 事件

4．視聴者との対話と
データベースの構築
『フロントライン』が放送番組の取

検証

ブランズバーグ事件

ペンタゴン・
ペーパーズ事件

材・制作と並んで心血を注いでいる

ブラックパンサー
取材事件

のが，個々の番組と連動したウェブサ

国家機密・
安全保障関連

判例

関連法規

調査・研究機関

合衆国憲法

スパイ法

放送記録

リンク
教師用手引き オンラインビデオ
メディア評

スクリプト

ガイドライン 討論コーナー

オやスクリプトをはじめ，視聴者が感

放送・インターネット

大学
インタビュー
（証言集）

参考資料

イトの整備である。オンライン・ビデ

新聞・雑誌

情報公開法
愛国者法
シールド法

想や意見を寄せ合いその時々のテーマについ

当のスタッフが加わり，番組づくりと並行して資

て議論を深める「討論コーナー」，番組を学校

料アーカイブの構築につとめている。次章で触

の教材として活用する際の「教師用手引き」な

れる番組「ニュース戦争」のウェブサイトには，

ど，そのウェブサイトには視聴者との対話を意

およそ 80人にのぼるインタビュー（証言集），新

識したさまざまなツールが用意されている。な

聞・放送などの報道記録，関連法規，判例な

かでも眼を見張るのが，番組テーマごとに構築

どが，まさに網の目のように網羅されている（図

されたデータベースの充実ぶりである。

参照）。

放送番組はいったん放送されればそれで終わ

ファニング編集長は，これからのテレビの可

りである。記憶には残っても記録には残らない。

能性について，
「テレビが生き残るためには，

しかし，多くのスタッフが長い時間をかけて収

もっと知的に，思慮深くならなければなりませ

集した記録や証言，取材ファイル，関連情報な

ん。われわれが生きているこの世界はどのよう

どを整理して残しておけば，いつでも誰でも「共

なところか。それを探り，報告し，記録する。

有知」として活用できる。こうした考えのもとに

それが『フロントライン』の挑戦です」と語って

『フロントライン』がそのウェブサイトで進めてい

いる。

るのが，膨大なデータベースの構築である。
テーマごとに情報を整理して体系づけ，いつ
でも誰でも利用できる情報回路を構築すること
は，まさにインターネット時代にふさわしい「認

Ⅲ イラク戦争とメディア
「情報を制するものは世界を制する」─とは，

知科学」
（cognitive science）の方法である。ウェ

アメリカ・ジャーナリズム研究のひとつの標語

ブサイトに掲載された情報は，いわば衆人環視

である。最終的に情報を制するものは誰か。

のなかで精査され，より確かな
「共有知」となる。

政府か，企業か，メディアか，一般大衆ある

『フロントライン」のこの試みは，テレビを人類
共通の知的財産とする壮大な試みでもある。
現在，
『フロントライン』のウェブサイト専従
チームは4 人。これに適宜，ニューメディア担
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いは消費者か，世論か─という文脈で論じら
れるものであるが，イラク戦争において最終的
に情報を制したものは誰だったのだろうか。
『フロントライン』の特集番組「ニュース戦争」

（News War ／ 2007 年 2月13・20日放送）は，

紙記者のカール・バーンスタインは，
「ブッシュ

この観点からイラク戦争における情報戦の問

政権の徹底した秘密主義は，私の知る限りか

題を取り上げた。放送番組としては 4 回シリー

つてなかったものだ」と語っている。

ズのうちの第 1 回・第 2 回あわせて 2 時間のド

雑誌「ニューヨーカー」の記者でメディア評

キュメンタリー番組であるが，そのウェブサイ

論家のケン・オーレッタは，ブッシュ大統領の

トには，先に触れたように，およそ 80人にの

首席補佐官，アンドリュー・カードと交わした

ぼるインタビュー記録（「証言集」）や膨大な報

会話について，次のように述べている。

道記録，関連法規，判例，参考資料，視聴

「報道機関には政府を監視する役割がある

者の声─などが網羅されている（図参照）。本

ことを認めますか？ と彼に聞いたところ，即座

章では，このデータベースの記録，とくに「証

に『断然ない。議会や司法にはあるが，メディ

言集」を中心に，イラク戦争とメディアの関係，

アにはない』との答えが返ってきた。これが

とくにブッシュ政権の情報管理と，結果的にそ

ブッシュ政権の一貫したメディア観だ。」

の管理下に置かれたアメリカのメディア・ジャー
ナリズムの責任や課題を総括する。

ブッシュ大 統領のメディア担当顧問だった
マーク・マッキノンは，このカード発言について，
「それは正しい。メディアは監視機関として選

１．ブッシュ政権のメディア戦略
アメリカのメディア・ジャーナリズムがよって

挙で選ばれたわけではない」として，続けて概
略こう述べている。

立つ根 本原 理は，
「 合 衆 国憲法 修正第 1条」

「ブッシュ政権のメディア戦略は，大統領本

が 保 証する「 言 論・出版（ 報 道）の自由」で

人の信念によるものだ。メディアは偏向してい

ある。メディアの活動は，広くこの憲法条項

るとは言わないが，一方的な見方でフィルター

によって庇護され，
「修正第 1条」
（The First

にかけ，対立をあおり，メディア自体が利益団

Amendment）といえば，ジャーナリズムにとっ

体になっている。大統領は自分の言葉で自分

て「自由の砦」とされてきた。その精神は，そ

の考えをはっきりと直接国民に伝えたいと思っ

の起草者トマス・ジェファソンが述べた「私は

ているだけだ。」

新聞のない政府よりも政府のない新聞を選ぶ」
（1787年）という言葉とともに喧伝され，ニュー
スメディアには伝統的に立法・行政・司法を監
視（watchdog）する「第 4 階 級」
（The Fourth
Estate）の役割があるとされてきたのである。
そのメディアの位置づけに真っ向から挑戦
したのがブッシュ政権である。前記「証言集」
では多くの関係者が，ブッシュ政権は 2001年

しかし，9.11 以降のテロとの戦いのなかで，
ブッシュ政権のメディア戦略は，一方的な「プ
ロパガンダ」の様相を帯びることになる。
「イラクのサダム・フセインは，欺瞞と虚偽
のかたまりだ。」
（チェイニー副大統領／ 2002
年 8月26 日）
「キノコ雲を見てからではあとの祭り。」
（ライ
ス補佐官／ 2002 年 9月8 日）

1 月の発足時から徹底した情報管理を鉄則と

「フセイン政権のイラクはアメリカの安全を

していたと語っている。 かつて「 ウォーター

脅かしている最大のテロリスト国家だ。」
（ラム

ゲート事件」 で活躍した元ワシントン・ポスト

ズフェルド国防長官／ 2002 年 9月18 日）

3）
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「反響効果」

（2003 年1月28日一 般 教 書 演 説）。CIA から

ブッシュ政権中枢のこうした発言は，今日

現地調査を依頼されていた元駐ガボン大使の

では対テロ戦争下の「疑心暗鬼」の為せる業

ジョゼフ・ウイルソンは，イラク戦争開始後の

と片づけられがちであるが，メディアの報 道

2003 年 7月6日，ニューヨーク・タイムズ紙に

を利用した「情報操作」こそ，ブッシュ政権の

寄稿した署名記事のなかで，そのような事実は

意図的なメディア戦略の特徴だったと指摘す

まったくなく，イラクの脅威の多くは「ゆがめら

る研究者もいる。

れ，誇張されたものだ」と主張したのである。

ワシントンD.C.に本部を置くジャーナリズム

それから1 週間後，そのウイルソン発言の信

研究 機関「すぐれたジャーナリズムのための

憑性を貶めるためか，政府高官筋の話として，

プロジェクト」
（The Project for Excellence in

ウイルソンの妻バレリー・プレイムは CIAの

Journalism ／ PEJ）のトム・ローゼンスティール

秘密工作員だとする暴露記事が新聞に掲載さ

所長は，ブッシュ政権の情報操作は「確信犯的」

れた。CIA要員の身元を明かすことは法律で

なものだったとして，概略次のように述べている。

禁じられている。リークした政府筋とは誰か。

「ブッシュ政権の高官が，例えばニューヨー

特別検察官が任命され，政府関係者はもちろ

ク・タイムズ紙の記者に匿名を条件にある情

ん，直接その情報に接した 6人のジャーナリス

報を意図的にリークし，それが紙面に載ったと

トに召喚状が発せられ，連邦大陪審での証言

する。その高官は別のメディアに『ニューヨー

を求められた。「情報源の秘匿」を盾に最後ま

ク・タイムズが報じたように─』と，その情報

で召喚に応じなかったニューヨーク・タイムズ

を「既定の事実」として断定する。これこそま

紙のジュディス・ミラー記者は 2005 年 7月，法

さに意図的な情報操作の「ループ」，つまり「反

廷侮辱罪で収監された（同年 9月釈放）。

響効果」
（echo eﬀect）にほかならない。」

事件はその後，リークしたのは大統領補佐

この「反響効果」によって，イラクの大量破

官のカール・ローブ，副大 統領首席補佐官の

壊兵器はブッシュ政権の主張どおりに事実上

ルイス・リビー，それに国務副長官のリチャー

「ある」とされ，サダム・フセイン政権とアルカ

ド・アーミテージだったことが判明。漏洩源が

イダの関係も事実上「ある」とされていったこ

ブッシュ政権の中枢だったことに世間は驚か

とはいうまでもない。ほかの多くのメディアも，

された。2007 年 3月，リビー補佐官に有罪判

そして世論も，
「あのニューヨーク・タイムズが

決（偽証罪など）が下され，事件に一応終止

報じた事実」─ として，
「反響効果」の渦に巻

符が打たれたが，その余波は大きく，意味す

き込まれていったのである。

るところも重大である。
問題のひとつは，権力（政府）を監視するた

「プレイム事件」の意味するもの
イラク戦争の開始を前に，ブッシュ政権はイ

めの「情報源の秘匿」の「情報源」が，当の
政府当局であったことである。
「情報源の秘匿」

ラクの脅威について，イギリス政府からの情報

が，政権に対する監視・批判を庇護するため

として，イラクはアフリカ（ニジェール）からウ

ではなく，政権側からの意図的なリークの隠

ラニウムを入手し核兵器を開発しているとした

れみのにされたらどうなるか。これこそが，す
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でに触れた「反響効果」の構造にほかならな

メディアはどこで間違ったのであろうか。

い。ブッシュ政権の情報管理において「情報
源の秘匿」は，ジャーナリズム本来の「権力の
監視」のためではなく，政権の「プロパガンダ」
の一環として利用されたのである。

2．
「懐疑」と
「検証」のジャーナリズムをめざして
ニューヨーク・タイムズ紙は，2004 年 5月26
日付けの紙面に「ザ・タイムズとイラク」と題し

二つ目の問題は，ジャーナリストも事件の

た「編集者覚書」
（editors' note）を発表し，イ

証人として司法の場に召喚され，証言を命じ

ラクの大量破壊兵器やフセイン政権とアルカイ

られたことである。これまで尊重されてきた

ダとの結びつきなどについて掲載した同紙の記

「情報源の秘匿」は，もはや召喚・証言を拒

事に誤りがあったことを認めた。
「覚書」は冒

否する正当な根拠とはならないのではないか

頭で，
「イラク戦争に至る過程で虚偽や誇張が

という問題である。前記ミラー記者の証言拒

なかったか。われわれはこの1年，この新聞

否に関する連邦控訴審の見解は，1972 年の

の過去の記事に検証の光をあててきた」と書

最高裁の判例に基づき，大陪審においては憲

き，続けて概略次のように記した。

法修正第 1 条も法律も情報源の秘匿を保証す

「われわれが検証した数 100 本の記事の大

るものではない，というものだった 。 現 在，

部分は，当時の状況から知りうる限り正確で，

連邦議会で検討されているいわゆる「シール

今でも誇りうるものである。しかし，いくつか

ド法」は，情報源の秘匿や証言の留保など，

の記事についてはさらに精査すべきであった

ジャーナリストの権利の保護を目的としたもの

と思われる。ひるがえってみると，別の新し

であるが，9.11 以降のテロとの戦いの時代状

い根拠があったのか，あるいはなかったのか，

況のなかでは，ジャーナリストのこうした「特

もっと厳しく検証すべきだった─。」

4）

権」にも厳しい眼が注がれている。

問題の記事のひとつとして「覚書」が挙げたの

そして三つ目は，政府高官を情報源とする

は，2002 年 9月8日付けのトップ記事「フセイン

ジャーナリストの倫理にかかわる問題である。

急ピッチで核開発，と米政府筋語る」
（U.S.Says

「監視役」
（watchdog）が「ペット」
（lapdog）に

Hussein I ntensified Quest for A-Bomb

なったらどうなるか。あくまで情報源を守るとし

Parts.）である。記事の内容は，信頼される米

たミラー記者の本心が，そうした うしろめたさ

情報筋の話として，核兵器の開発につながるア

にあるとすれば，
「プレイム事件」の後味はさら

ルミニウム管などの部品をイラクが急ピッチで集

に悪いものになる。

めている─というものだった。この記事について

前記ローゼンスティール所長は，チェイニー

「覚書」は，
「核兵器の開発にアルミ管が本当に

副大 統領をはじめとするブッシュ政権の徹底

必要かどうかも含め，もっと慎重であるべきだっ

した情報管理は，
「政治的に見て，将来の政

た。アルミ管の問題は情報機関の間でも議論が

権にとって研究に値するだろう」と述べてい

分かれているとする記事を別の記者が出稿し，5

る。当然のことながら，結果的にその管理下

日後に13 面で掲載したが，先行記事の修正も含

に置かれたメディア・ジャーナリズムの責任や

めて第１面で掲載すべきだった」としている。

課題もまた研究されねばならない。アメリカの

この「覚書」を書いたビル・ケラー編集主
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幹は「証言集」のなかで，イラク戦争報道の

だとして今日衆目の一致するところが，ナイト・

教訓として，概略次のように語っている。

リッダーの「孤独な戦い」である。ナイト・リッ

「懐疑精神をもつこと。それがすべてです。

ダー（Knight Ridder, 現 McClatchy）は，全米

この業界のことわざに『ニュースソースに逆ら

各地に系列の新聞・放送局を有し，独自の情

え』というのがあります。記者や編集者が肝に

報を配信する総合情報通信社である。政府発

銘ずべきは，情報源の話を疑い，検証すべきだ

表にとらわれず，軍や情報機関，外交筋など

ということです。」

地道な現場の取材にこだわり，
「懐疑」を地で
行った。
「ある」とされるものを「ない」と断定

『フロントライン』も誤報
『 フロントライン』も自らの番 組を検 証し，

する「検証」には至らないまでも，確かではな
いものを「疑わしい」としたナイト・リッダーの

「誤報」があったことを認めた。問題の番組「標

多くの報道は，今日ではアメリカ・ジャーナリ

的はサダム・フセイン」
（表 1参照）は，ニュー

ズムの模範と讃えられている。当時，同社のワ

ヨーク・タイムズ紙との共同取材でフセイン政

シントン支局長だったジョン・ウォルコットは，

権とテロリストとの関係を追ったものである。

「現場の人々の多くの声は，ちょっと待てよ，政

ニューヨーク・タイムズの記事（2001年 11月8

府の発表は本当だろうか ，というものだった。

日付け）とも連動したこの番組では，イラクの

われわれはそれを愚直に実践しただけ─ 」と

テロリスト訓練キャンプにいたという2 人の亡命

語っている5）。ナイト・リッダーのその後の検

イラク人が登場し，
「フセイン政権は 1995 年以

証によると，2001年10月から2002 年 5月まで

来，イスラム・テロリストを訓練してきた」と語っ

の間に「イラク国民会議」からブッシュ政権に

ている。しかし，イラク侵攻後，この証言に

もたらされた「イラク情報」は 108 件。そのほ

は根拠がないことが判明し，2005 年 11月，
『フ

とんどが虚偽だったという6）。

ロントライン』も「編集長覚書」を出して「誤報」
を認めた。
「標的は─ 」のウェブサイトには現

イラク戦 争の報 道 記 録をめぐる検 証 作 業

在，
「この番組のなかの 2 人のイラク人の主張

は，本 稿で依拠してきた『フロントライン』や

は確認されていない」と追記されている。

ニューヨーク・タイムズ紙，ワシントン・ポスト
紙などのメディアのほか，さまざまな調査・研

ナイト・リッダーの「孤独な戦い」
イラクの脅威をあおる政府発表について「懐

究団体でも行われてきた。
ニューヨークに本部を置くメディア監視団体

疑」報 道がなかったわけではない。しかし，

の FA I R（ Fa i r n e s s a n d A c c u r a c y i n

ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポスト，

Reporting）は，イラク戦争開戦前後のメディ

ロサンゼルス・タイムズなどの有力紙に掲載さ

アの大量破壊兵器報道を詳細に跡づけ，
「報

れた「懐疑」記事の多くは後方の紙面に回さ

道の多くは，
『─ といわれる』
（alleged）とか

れ，衆目の注目を得ることはなかった。
そうしたなかで，一貫して「懐疑」の精神を
貫き，結果としてジャーナリズムの王道を歩ん
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『─ と疑われる』
（suspected）といった限定も
つけずに，政府の主張を事実同然に伝えた」
と書いた7）。

メリーランド大学国際 安全保障センターの

うなりますか？ 」と聞かれ，
「その可能性はほ

調査報告は，メディアは政府の発表を無批判

とんどゼロです」と答えた。ウッドワードは
「証

かつ大々的に伝える習性があると指摘し，
「ア

言集」のなかで，
「当時はそのように見えただ

メリカが真の民主主義国家であるためにも，

けで，まったく間違っていた」と語っている。

すべての組織，すべての個々人が何がしかの
自己点検を行う責任がある」と総括した 。
8）

イラク戦争報道におけるメディアの責任は，

また，前記メディア評論家のケン・オーレッ
タも，
「対テロ戦争の恐怖のただなかで，イラ
クの脅威はみんなが感じていたことだった。メ

今日もはや明らかである。ニューヨーク市立大

ディアには懐疑精神が必要だとはいっても，現

学のジェイ・ローゼン教授は「証言集」のなか

実は難しい状況だったろう」と語っている。

で，
「結果的にメディアはイラク戦争に加担した
のだ。これでメディアに監視機能があると言え
るだろうか」と語っている。

パウエル演説の衝撃
9.11の「疑心暗鬼」の渦のなかで，メディア
も含めアメリカの世論が堰を切ったように「イ

3．
「世論」という怪物

ラク攻撃やむなし」に傾斜していった最大の転

アメリカ・ジャーナリズムの泰斗，ウォルター・

換点が，2003 年 2月5日のパウエル国務長官

リップ マン（Walter Lippmann, 1889-1974）

の国連での演説である。パウエル長官はこの

は，1922 年 に 世 に 出 し た『 世 論 』
（Public

日，イラク問題を討議する安全保障理事会に

Opinion）のなかで，
「われわれが見る事実は，

出席し，衛星写真や無線通信を傍受した録音

われわれが置かれている場所，われわれが物

テープを公開しながら，イラクの大量破壊兵

を見る目の習慣に左右される」と述べ，これを

器隠蔽工作の「証拠」を示した。そして，
「こ

「ステレオタイプ」
（stereotype）と呼んだ。そ

れ以上サダム・フセインを放置しておくことは，

して「世論とは，基本的に道徳や規範を通し

9.11後の世界においては選択の問題ではない」

て見た事実のひとつの見方である。つまり，わ

と断言したのである。

れわれがどのような事実群を見るか，どのよう

コリン・パウエルといえば，ベトナム戦争など

な光をあててそれらを見るか，その大方を決定

で戦った歴戦の勇士であり，湾岸戦争（1991年）

するのは，われわれの規範の中核にあるステ

の時の統合参謀本部議長だった英雄である。

レオタイプのパターンなのだ」 と書いている。

いわゆるタカ派一色ではない，明確な目的と世

それから 80 年後のイラク戦争で，アメリカ

論の支持を重視する「パウエル・ドクトリン」で

の世論はどのような「ステレオタイプ」に支配

も知られ，大統領候補として取り沙汰されたこと

されていたのであろうか。

もある。そんな人望のある良識派のパウエル長

9）

前記カール・バーンスタインとともに「ウォー

官がそう言った─。メディアはこぞってその日の

ターゲート事件」の追及でも知られたボブ・ウッ

ニュースのなかでこの発言を大きく取り上げた。

ドワードは，2003 年 2月5日，CNNの「ラリー・

NBC ニュース（トム・ブロコー）
：
「パウエル

キング・ライブ」に出演し，視聴者から「イラク
に攻め入って，大量破壊兵器がなかったらど

国務長官の生涯でもっとも重要な演説─。」
CBS ニュース（ダン・ラザー）
：
「パウエル国
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務長官， 明白な証拠 を示す─。」
ABC ニュース（ピーター・ジェニングズ）
：
「パ
ウエル国務長官，イラク攻撃へ熱弁 ─。」
FOXニュース：
「パウエル国務長官，イラク
戦争支持へ─。」

「FOX 効果」とも呼ばれる波及効果を生んだこ
ともすでに周知の事実である11）。一定の「アメ
リカ礼賛」志向の視聴者が「アメリカ礼賛」の
FOXニュースを見るという構図は，今日でも変
わっていない。視聴者や読者，その総体として

翌 2月6日，ワシントン・ポスト紙は社説欄で
「反論の余 地なし」
（ Irrefutable ）と見出し
を掲げ，
「これでイラクの大量破壊兵器の存在

の世論は，自らのステレオタイプで物を見る─
という構図である。
前記パウエル演説のあともしばしば「懐疑」

を疑うことは難しくなった」と書いた。ニュー

記事を書き続けたワシントン・ポスト紙記者の

ヨーク・タイムズ紙は， まだ「 確かな証 拠 」

ウォルター・ピンカスは「証言集」のなかで，
「戦

（ smoking gun ）とは言えないが，
「隠蔽 工
作は明らか」と書いた。全国各地の新聞も，
「説得力ある演説─ 」
「完璧な証拠─ 」
「これ

争は時間の問題だというときに，ちょっと待て
よ，という記事を書くのは大変なことだった」
として，次のように語っている。

で決まり─」などと書いた。サイは投げられた

「2002 年 8月のチェイニー副大統領の発言か

のだ。これ以降，イラク攻撃は「既定 路 線」

ら始まって開戦に至るまでのブッシュ政権の対

となり，メディアと世論の関心は，それがいつ

イラク・キャンペーンは，すさまじいものだった。

始まるかに集中することになる 。

核兵器だ，化学兵器だ，生物兵器だ，これら

10）

がテロリストの手に渡るのだ─という話を連日
世論とは，リップマンが言うように，その社

聞かされているうちに，それが既成事実になっ

会の物の見方や価値観（
「ステレオタイプ」
）の

ていった。ブッシュ政権は戦争を仕掛け，見事

反映であるとすれば，アメリカの世論はアメリ

にそれを売ったのだ。」

カ社会の価値観・世界観を反映したものである。

「買った」のはメディアだ─と，アメリカの代表

そしてまた，その国のメディア・ジャーナリズム

的なジャーナリストのひとり，ビル・モイヤーズは

がその社会の世論を映す鏡であるとすれば，ア

主張する。モイヤーズは，2007年 4月に放送され

メリカのメディア・ジャーナリズムはアメリカの

たPBS の特集番 組「戦争を買う」
（Buying the

世論の延長線上にあると見なければならない。

War, Bill Moyers Journal）のなかで，
「メディア

9.11 以降のアメリカのメディアと世論は，まさし

は，ホワイトハウスが売ったものをそのまま買った」

くこのセオリーどおりの軌跡を辿った。すなわ
ち，アメリカ「愛国」報道の軌跡である。

（The media bought what the White House
was selling）と弾じ，イラク戦争に突き進んだ

9.11 以降のテロとの戦いのなかで喚起された

ブッシュ政権はもちろん，そのプロパガンダに

アメリカ「愛国主義」が，伝統的に「客観」
「中

唯々諾々とつき従ったメディアも同罪─とした12）。

立」を標榜してきたリベラル・ジャーナリズムを

ブッシュ政権は戦争を売り，メディアはそれ

直撃したことは記憶に新しい。一方で，
「ブッ

を買った─。このフレーズが今日，イラク戦

シュ政権擁護」
「アメリカ礼賛」に徹した FOX

争をめぐる政府とメディアの関係を要約したも

ニュースが注目され，
「愛国主義」の波に乗った

のとされている。
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4．メディアの責任と課題

3月に発表した『The State of the News Media

期待と不信

2008』
（米ニュースメディア2008 年現況）13）のな

そもそもメディア，とくにニュースメディアは，

かで，アメリカ社会はますます政党支持別（共

社会でどう見られているのであろうか。アメリ

和党・民主党・独立系）で分断され，
「党派のイ

カのメディアと社会の関わりについて継続的に

デオロギーでメディアを評価する傾向が強まって

調査・分析している「ピュー・リサーチセンター」

いる」としている。前記 PRC の調査でも，
「
（ア

（The Pew Research Center for the People

メリカの）報道機関はアメリカに批判的すぎる」

and the Press ／ PRC）の調査によると，組

と思う人の割合は，共和党支持者で 63%，民

織としてのニュースメディアヘの信頼度は，最

主党支持者で 23%である。

高裁判所や議会よりも概して高い（表 2）。

リップマンが主張するように，人は自分が見

しかし，その期待とは裏腹に，メディア批判

たいように物を見る傾向があるとしても，メディ

あるいは不信は増える傾向にある（表 3）
。とく

アには自ずと果たさなければならない責任と課

に，
「報道は不正確」が「正確」を，
「偏向してい

題がある。

る」が「比較的公平」をそれぞれ大きく上回って
いる。これは，何を意味しているのであろうか。

責任と課題

ジャーナリズム研究機関の「すぐれたジャー

ジャーナリズムの使命は，民主主義の維持・

ナリズムのためのプロジェクト」
（前掲）は，この

発展のために，正確で多様な情報を社会に伝
え，市民の自主的な判断に資することである。

表2

ニュースメディアへの信頼度（複数回答）

自分たちの身の回りで何が起きているのか ─。

1992

2001

2005

2007

89%

91

83

79

79

地方紙

88

81

82

80

78

ケーブル TV
ニュース
ネットワーク TV
ニュース

91

95

88

79

75

とくにそれに至る過程において，メディアはこ

89

86

76

75

71

の使命を図らずも全うすることができなかった。

全国紙

81

81

74

61

60

このことからメディア・ジャーナリズムは何を教

軍

81

96

88

90

84

最高裁

70

77

78

66

66

訓とするべきであろうか。筆者なりに若干の総

連邦議会

72

54

65

54

45

ローカル TV
ニュース

1985年

「事実の追求」こそがそのための原点であり目
的である。すでに見てきたように，イラク戦争，

括を試みてみたい。

（PRC, Views of Press Values and Performance : 1985-2007, August9, 2007）

表3

①「功名心」の克服

メディア「不信」の内容
1985年

1999

2001

2005

2007

ニューヨーク・タイムズ紙のビル・ケラー編集

報道は正確

55%

37

46

36

39

主幹は「証言集」のなかで，個々の記事の検証

報道は不正確

34

58

45

56

53

は社の責任でもあるとしたうえで，
「スクープを追

比較的公平

36

31

35

28

31

求する功名心が問題」と指摘している。
「功名心」

偏向している

45

56

47

60

55

プロフェショナル

72

52

73

59

66

は，組織のなかの人間として避けることのできな

非プロフェショナル

11

32

12

25

22

（PRC, Views of Press Values and Performance : 1985-2007, August9, 2007）

い問題である。
「事実の追求」を目的とするニュー
スメディアにあっては，
「スクープを追求する功名
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心」を一概に否定することはできない。しかし，

とでの「疑心暗鬼」から起こされたものである。

「功名心」から「誤報」
「盗用」
「捏造」などが至

イラクの「大量破壊兵器」も「フセイン政権とア

近距離にあることも否定できないであろう。すで

ルカイダとの結びつき」も，その「疑心暗鬼」か

に見てきた「チャラビ情報」同様，ジャーナリス

ら増殖した。この場合，メディア・ジャーナリズ

トの「功名心」も「諸悪の根源」となりうることを，

ムの側に，未知から生ずる不安や恐怖を少しで

イラク戦争報道は示しているように思われる。

も軽減する努力，メディア本来の相互理解のか

②「わからない」と伝える勇気

け橋となる努力，ひいては戦争・紛争を未然に

「事実の追求」に徹しようとする場合，確かな
事実を伝えることは基本であり，むしろ易しい。

防ごうとする努力を望むことは過大であろうか。
そうではないことを望みたい。

問題は，
「わからない」ことを「わからない」と伝
えられるかどうかである。ナイト・リッダーの「孤

以上，アメリカ・ジャーナリズム研究の観点

独な戦い」がそれを実践したものだったことは

からイラク戦争とメディアの諸問題を概観した。

すでに触れたとおりである。
「事実の追求」は

当然のことながら，これらの問題は日本のメ

ジャーナリズムの専売特許ではない。ほかの多

ディア・ジャーナリズムの問題・課題でもある。

くの研究領域が「わからない」ことを「わからな

それを，これまで40 年近くにわたって日本の公

い」とするように，ジャーナリズムの分野でもそ

共放送に携わってきた筆者の問題意識として総

れを実践する必要があるように思われる。

括するとすれば，
「誇り」と「驕り」とは紙一重

③「発表もの」と「専門家」の扱い

であることを常に自覚することに尽きるように思

イラク戦争の開戦に先立つ2002 年 9月から
2003 年2月までの間に 3 大ネットワーク（ABC,
CBS, NBC）で 放 送され たイラク戦 争 関 連
ニュースのほとんどが，ホワイトハウス，国防
総省，国務省の発表によるものだったという14）。
ワシントン・ポスト紙のウォルター・ピンカス記
者は，
「メディアはただの コモン・キャリアー
になっている」として，
「発表もの」の タレ流し
に警鐘を鳴らしている。メディアが安易に「専
門家」に頼ろうとする マル投げ も多くの識者
が指摘するところである。
問題は要するに，メディア自身の「検証」の
努力にかかっているように思われる。
④相互理解のかけ橋として
戦争や紛争はいったん起きてしまえば災禍
である。すでに見てきたように，イラク戦争は
第一義的には 9.11 以降の「テロとの戦い」のも
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われる。
注：

（ながしま けいいち）

1）イラクのフセイン政権とアルカイダの結びつき
については，2004 年 7 月 22 日に最終報告を発
表したアメリカの「9.11 独立調査委員会」で，
直接的な関係を示す証拠はないと結論づけた。
ABC ニュースが米軍筋からの情報として 2008
年 3 月 11 日に報じたところによると，イラク
戦争開戦後に押収された 60 万点にのぼる資料
や旧政権指導部に対する数千時間に及ぶ尋問か
らも，旧政権とアルカイダの関係を示す証拠は
なかったという。ただし，米国防総省はこの件
について公表していない。また，2008 年 1 月
27 日に放送された CBS の報道番組
「60Minutes」
のなかで，生前のフセイン大統領と獄中で接見
した FBI の捜査官が，フセイン自身がアルカ
イダとの関係を明確に否定し，むしろ警戒して
いたと述べた，と語っている。
2）抜粋（抄訳）
：全文は，
PBS「FRONTLINE｣ のホー
ムページ（www.pbs.org）で見ることができる。
＜はじめに＞ このガイドラインは，ドキュメ
ンタリー番組の制作者にとってもっとも重要な
実践基準をまとめたものである。／制作者には
最高の倫理をもって良質の番組を制作すること
が求められる。／「制作者」
（プロデューサー）

には，記者，編集，その他の制作スタッフも含
まれる。「エグゼキュティブ・プロデューサー」
には，シニア・プロデューサーやプロジェクト・
リーダーも含まれる（本抄訳では便宜上「責任
上司」と訳する）。
＜公平＞ 制作者は，事実に対して忠実・公
平・正確でなければならない。／「公平」に関
してとくに注意を要する事柄がある。すべての
制作者は，その番組で用いられるすべての用語
や映像が正確で適切かチェックしなければなら
ない。出典を尋ねられれば答えられるよう用意
しておく必要がある。専門家による事実の主張
も，信頼すべき疑義が生ずれば，その主張を再
吟味するべきである。
＜取材・撮影＞ 取材の過程で制作者にまず求
められるのは，人間としての誠実さである。／
「インサイダー取り引き」のように，取材過程
で知り得た情報をもとに個人的利得を得ること
は違法であり，避けなければならない。／政治
的に議論が分かれる番組にかかわる場合は，公
平な立場を損なうような活動（寄付や署名活動
など）を行ってはならない。／原則として何人
からも恩義を受けてはならない。謝礼や贈答も
避けるべきである。／他者の権利を侵害したり，
犯罪を助長する行為を行ってはならない。／取
材で得られた回答や素材について制限や条件あ
るいは編集権を認めてはならない。／事実の再
現や劇的表現を使用する場合は，番組のなかで
そのことを明示しなければならない。
＜編集およびポスト・プロダクション＞ 制作
者は事実の提示にあたって画面のなかで話して
いる人物は誰かを明確に示さなければならない。
／情報源を秘密にする必要がある場合は，責任
上司にあらかじめ伝えておかなければならない。
／番組は原則として放送前に他者に見せてはな
らない。／未使用の映像や取材メモ類は，法廷
から命じられ，かつ WGBH が決定するのでな
ければ，原則として外部に渡すことはできない。
／放送後に番組のなかで誤りがあった場合，制
作者はすみやかに責任上司に報告するとともに，
必要な措置をとらなければならない。
（他略）
3）大統領選さなかの 1972 年 6 月，
ワシントン D.C. の
ウォーターゲートビル内の民主党全国委員会本
部での盗聴未遂事件に端を発した事件。ワシン
トン・ポスト紙のボブ・ウッドワード，カール・バー
ンスタイン両記者らによる取材で，再選をめざす
ニクソン政権の露骨な選挙対策・中傷・妨害工
作などが明るみになり，一大政治スキャンダルに
発展した。疑惑の焦点はニクソン大統領自身に
及んだが，1974 年 8 月，大統領の辞任で事実上
終止符が打たれた。
4）大陪審への記者の召喚について最高裁は，1972
年 6 月 29 日，5 対 4 の多数意見で，大陪審に
おける情報源の秘匿は憲法修正第 1 条（言論
の自由）をもってしても無制限に認められるも

のではないとした（Branzburg vs. Hayes）
。し
かし，この判例が原則規定か個別のものかをめ
ぐっては今日なお議論が分かれている。
5） Buying the War," Bill Moyers Journal, PBS,
April 25, 2007.
6）The List: How Chalabi Played the Press,
Columbia Journalism Review, July/August, 2004.
7）The Great Hunt, Extra, July/August, 2003.
8）Me d i a C ove r a g e o f We a p o n s o f M a s s
Destruction, Center for International and
Security Studies at Maryland, University of
Maryland, March 9, 2004.
9）Walter Lippmann, Public Opinion（New York,
The MacMillan Company, 1957）, p.80,125.
10）パウエル国務長官は 2004 年 4 月 2 日，この時
の発言について ｢ いまとなっては確かな情報に
基づくものではなかった」と誤りを認めた。
11）
「FOX 効果」については，拙稿『アメリカの
テレビはイラク戦争をどう伝えたか「検証・
FOX 効 果 と 戦 争 報 道 」
』（「 放 送 研 究 と 調 査 」
2003 年 9 月号）
，『世界のテレビはイラク戦争
をどう伝えたか』
（「NHK 放送文化研究所年報
2004」）を参照されたい。
12） Buying the War," op.cit.
13）The State of the News Media 2008, The
Project for Excellence in Journalism, March
17, 2008. 2004 年から実施しているアメリカの
ニュースメディア全般にわたる総合調査。
「2008
年現況」は 2007 年を調査対象にしている。
14） Buying the War, op.cit.
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