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オンラインメディアと新しいヘゲモニー闘争 
―ロシア国営メディア『Sputnik』の 

英・独・仏報道を事例に―

土屋香乃子 
（山本研究会 4 年）
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はじめに

2016年 1月11日、ベルリンに住むロシア系ドイツ人の少女リサ（13歳）が、一

時行方不明になるという事件が起きた。彼女は失踪から30時間後に無事に両親の

もとに帰還。リサは警察の捜査に対し「拙いドイツ語を話す、 3人の『南部風

（Southern-looking）』の男たちにレイプされていた」と証言した。しかし、その 3

日後リサは証言内容を変え、レイプどころか一切の性的交渉や暴行はなく、19歳

のアラブ系の男性の家に滞在していただけだったと主張。ドイツ警察の捜査によ
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り、レイプはなかったと正式に認められた。リサが虚偽の証言を行ったのは、学

校に行かず遊んでいた事実を隠したかったため、また相手の19歳の男性の身元が

割れないよう気遣ったためだと考えられている。

ところが、「レイプはなかった」とするリサの証言や警察の見解にも拘らず、

ロシアのラブロフ外相はドイツ域内の同胞が「難民の」性犯罪被害を受けたとし

て猛烈に抗議し、「ドイツ政府が隠蔽工作を行った」とまで非難した。これに反

応するようにドイツ国内のロシア移民グループとドイツの極右政党、ドイツ国家

民主党がベルリン市内でデモを行った。

彼らを勢いづけたものは何だったのか。実は同時期に、ロシアの国営メディア

である Sputnik（スプートニク）や RTが大規模な「反難民キャンペーン」を展開

していた。ロシアのメディアは「リサ事件」を難民の犯行によるものと断定し、

「ドイツ国民が犯罪者＝難民の危険に晒されている」といった内容を報道した。

この煽情的な報道を追い風にドイツの極右勢力が反難民の機運の醸成に成功する

という結果を生んだのだった。

このリサ事件を、Sputnikとドイツをはじめとする西欧のメディアは実際にど

う報じたのか。Sputnikによる第一報は2016年 1月21日で、 1月16日のロシアの

テレビ局「チャンネル 1」の報道をまとめる形で記事が配信された。Sputnikに

よれば、リサの叔母なる人物へのインタビューが放映されたとされている。

2016年 1月23日、連邦首相府前にて「私たちの子供が危険にさらされてい
る」などと書かれたバナーを掲げるデモ参加者（BBC 2016）

図 1
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2016年 1月21日：ロシア政府、ベルリンの13歳が移民にレイプされたとの情

報を確認（Sputnik 2016a）

1月16日、ロシアのチャンネル 1のキャスターは被害者少女の叔母と名乗る

女性のインタビューを放送した。彼女は、姪はベルリンで通学途中に誘拐さ

れ、レイプされたと証言した。

「言うまでもなく、私たちはこの事件にとても恐怖を感じています。なぜな

らこれは私たちの家族の同胞、ロシア市民を不安に陥れるものだからです。

彼ら（少女の家族）はまだ大使館に助けや保護を求めていませんが、しかし

ながら私たちは事件の第一報が出て以来、慎重に事件の状況を調査し始めて

います。

一方、ドイツやイギリスのメディアは、リサの失踪事件そのものをストレート

ニュースとして報じず、事件へのロシアのメディアの関与を批判する記事を配信

した。たとえば、ドイツの週刊誌で中道左派として知られる Die Zeitは、以下の

ような記事を配信していた。

2016年 1月21日：暴行を受けた少女（Zeit 2016）

事実、ロシアにおいてメディアは日常的に噓をつく。スロバキアの少年がウ

クライナ人兵士に暴行を受けた疑惑があれば、ドネツク近郊でウクライナ人

に殺害された少女もいたが、実際には少年も少女も実在しなかった。しかし、

ベルリンの13歳の少女の件になると、話は違う。

リサはそこにいるのだ。子供の失踪を案じ、心を病んだであろう両親もいる。

そして、間違いなく何かが起こっている。13歳が理由無く失踪するはずがな

く、その動機が何だったのか、背後にどんなドラマがあったのかを知る者は

いない。しかし、確実に起こらなかったのは誘拐であり、少女への性的暴行

である。

Die Zeitは、リサ事件に関するロシアの報道の偽りや噓を詳細に暴きだすだけ

でなく、ロシアがこれまで行ってきた情報操作までも引き合いに出して痛烈に批

判している。

以上をまとめると、ロシアのメディアは「13歳の少女が失踪し、レイプされて

いた」という虚偽の内容をストレートニュースとして報じているのに対し、ドイ
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ツとイギリスのメディアはロシアのプロパガンダ、メディア戦略の手法を批判的

に整理・説明している、ということになる。リサ事件をめぐっては、メディア空

間で真っ向から対立する報道がなされたのである。

冷静に報道を追うと、Sputnikをはじめとするロシア側の「レイプが行われた」

という主張は虚偽だと明らかである。それにも拘らず、なぜ Sputnikの報道はド

イツの反移民・難民勢力を勢いづけたのだろうか。Sputnikによるリサ事件の第

一報はドイツなどのメディアよりも数日早く、「ドイツのメディアが全く報じな

いことを、Sputnikが報じている」期間が生じた。その数日間で、Sputnikの記

事は Facebookなどを通じて、ドイツをはじめとする様々な国で急速に広まって

いた。数日後にドイツ当局に事実関係を確認したドイツのメディアが火消しに

走ったが、時既に遅しであった。もともと難民に対して否定的な感情を抱いてい

た読者は Sputnikの論理に乗じて、「ドイツ市民が移民・難民によるレイプの危

機に晒されている」と声高に主張したのだ。彼らにとって、リサ事件を報じな

かったドイツのメディアよりも、いちはやくリサ事件を取り上げた Sputnikの方

が信頼に値する情報源になったと考えられる。

本論文では、このような現象―当事国のメディア言説と、オンライン空間を

通じて国外から流入したメディア言説が衝突し、国民を分断する現象―を考察

するにあたり、イタリアの思想家アントニオ・グラムシ（1891-1937）が提唱した

「ヘゲモニー論」を援用する。事例としては、ヨーロッパ諸国の中でも Sputnik

が盛んに報道したイギリス・ドイツ・フランスの 3カ国での出来事を取り上げる。

その上で、それぞれの国に根付いている伝統的な主流メディアと、オンラインメ

ディアである Sputnikがヘゲモニー闘争を行っているという仮説を立て、Sputnik

の報道を検証し、必要に応じて英独仏のメディアの報道と比較する。

Ⅰ章では、 1節で本論の軸となるグラムシのヘゲモニー論を解説した後、 2節

において、紙のジャーナリズムがもたらした「国民国家的メディア空間」の成立

と、オンラインメディアの登場がその空間にもたらした変化について論じる。Ⅱ

章では主に事例分析を行う。まず 1節ではロシアの国営メディア「Sputnik」と、

Sputnikの運営をはじめとするロシアのメディア戦略について説明する。 2節で

は、イギリスとフランスにおいて2015年から17年にかけて発生したテロ事件の

Sputnikの報じ方を、「Lone Wolf（ローンウルフ：一匹狼）」という言葉の使い方に

着目し、整理する。続く 3節では、フランスとドイツの政府や政治家に対する批

判や個人攻撃を展開した Sputnikの記事を整理する。 4節では、 2、 3節の分析
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から明らかになることを解説する。第Ⅲ章では、Ⅰ章とⅡ章の内容を併せて検討

し、現代のメディア空間においてヘゲモニー闘争がどのように行われ、ジャーナ

リズムがどのように変化してきたかを考察する。

Ⅰ　ヘゲモニー闘争の場としてのメディア空間

1　ヘゲモニーとは何か

アントニオ・グラムシによって唱えられたヘゲモニー論（グラムシ 1981）は、

英国発祥の研究手法「カルチュラル・スタディーズ」の土台となる理論である。

カルチュラル・スタディーズはメディアを始めとするさまざまな文化の研究を通

じて権力と社会の分析を試みる。そこではグラムシの文化的ヘゲモニー論が現代

的に読み替えられた。その代表的な研究者に、メディア研究で有名なイギリスの

スチュアート・ホール（1932-2014）などが挙げられる。

本節では「ヘゲモニー」概念の概略を説明する。日本語で「覇権」と訳すこと

も出来るこの言葉は、支配的な集団による従属集団への管理・指導権を意味する。

この「支配的な集団」は、時代とともに変遷してきた。

グラムシがヘゲモニーという概念を見出したのは、第一次世界大戦直後のイタ

リアにおいてである。グラムシはマルクス主義者であり、当初はこのヘゲモニー

という概念を経営者と労働者の関係から見出した。たとえば彼は1917年のロシア

革命に思想的な影響を受け、1920年代のイタリア・トリノの自動車メーカー、

フィアット社の労働者が結集して「工場評議会」を設立する運動を支援し、経営

者というヘゲモニーに対抗する労働者のヘゲモニーを生み出すことを試みた。し

かし、結果としてこの試みは失敗に終わる。黒沢惟昭はこの点に関して、「工場

評議会運動の失敗、ヨーロッパ諸国の革命の挫折はグラムシをして資本主義の生

命力を改めて認識させた。具体的にいえば、生産過程に労働者権力を !　という

工場評議会の主張は鋭くはあったが、家庭・地域社会をも含めて労務管理を実践

したフォード工場の方式には対抗すべくもなかった」（黒沢 2004：52）と述べて

いる。

労働者が経営者のヘゲモニーに従い、結果的に工場評議会が敗北したのは何故

か。それは、経営者の提示する条件と労働者の利点が合致したためであった。労

働者が経営者の労務管理＝ヘゲモニーに従うことによって、労働者には高賃金と

安定した生活が保障された。「労働者の『合意』による『管理』＝『ヘゲモニー』」
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（黒沢 2004：52）という構図が出来上がったのだ。グラムシを中心とした労働者

らのヘゲモニーと、経営者のヘゲモニーが対抗しぶつかり合った結果、経営者の

ヘゲモニーに労働者が合意し、労働者のヘゲモニーは敗北したことになる。

このように、ある集団間にヘゲモニーを見出す際に欠かせないのは、支配集団

の権力行使だけではなく、それを受け入れる従属集団の合意や自発性である。つ

まり、従属集団は従属を強いられるのではなく、自ら従属することを選ぶのであ

る。

1924年になると、ファシズムに蝕まれたムッソリーニ政権下のイタリアで、グ

ラムシは反政府的な思想を危険視され投獄される。この後の長い獄中生活におい

て、グラムシは代表的著作「獄中ノート」を書きあげた。この著作の中でグラム

シが想定したヘゲモニーの主体は、経営者に加えて国家権力であった。

国家権力によるヘゲモニーについて、黒沢は次のように説明する。グラムシは

ヘゲモニーが対立し、抗争する領域と側面を「政治社会」と「市民社会」に区別

した。「政治社会」は国家による強権的統治の側面を指す。対する「市民社会」

において、支配集団である国家権力は、教会、学校、組合、結社などのあらゆる

場と機能を通じて知的指導を行い、大衆の合意を取り付ける。こうして国民に対

する知的な「支配」を拡大・深化し、ヘゲモニーをより強力なものにしようと努

める。この「市民社会」がヘゲモニーの基盤となり、「政治社会」の強権的統治

が可能となる（黒沢 2004：53）。

つまりヘゲモニー＝国家権力は、法や制度などを通じて強圧的に従属集団を支

配するのではなく、その前段階として知識・文化的な側面からもアプローチし、

経営者と労働者の例に同じく、従属集団の合意を得ることでその支配力を強める

のである。そのなかで本稿との関係で重要なのは、文化的ヘゲモニーという考え

方である。これは、多数ある文化は特定集団や階級が牛耳っており、慣習や信念

でさえも権力者が統治、支配するための道具にすぎないという考え方である

（Hall et al. 1978）。そして、経営者と労働者の間に見られたようなヘゲモニー闘争

は、国民国家という領域においてはヘゲモニー文化と大衆文化を基軸とする対抗

文化とのあいだに発生する。

ここに付け加えるべきは、従属への合意を取り付ける手段として「教会、学校、

組合、結社」だけでなくメディアも挙げられるという点だ（グラムシ 1981）。メ

ディアは、国家権力に対し批判的な報道を行っていたとしても、国民国家という

枠組みが維持されている限りは国家のヘゲモニーを実践する「装置」として機能
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する。メディアを主な分析対象とするカルチュラル・スタディーズにおいて、文

化的ヘゲモニー論が土台となるのはこのためである（Hall et al. 1978；山腰 2012）。

2　 「国民国家的メディア空間」の出現と変容： 

紙のジャーナリズムからオンラインへ

国家権力というヘゲモニーを実践する装置としての「ジャーナリズム」は、ど

のような歴史を辿ってきたのだろうか。今日のジャーナリズムの主要な形態の一

つとして普及しつつある「オンラインメディア」を説明する前に、従来のジャー

ナリズムの変遷と特徴について簡単に整理する。

ジャーナリズムの起源には諸説あり、紀元前のローマ帝国期の公報、あるいは

7世紀の中国の唐時代の公報が始まりだともされている。長らく手書き、あるい

は木版で印刷が行われたが、15世紀にドイツで活版印刷が発明されると大量生産

が可能になった。17世紀にはドイツで現在の形に近い日刊紙が誕生した。19世紀

の産業革命期、鋳植機（活字の鋳造と植字を同時に行う機械）が発明されると、印

刷のスピードが格段に上がり、新聞が広く大衆の手に渡るようになった。新聞や

雑誌など活字のメディアは、歴史上ほとんどの期間において、紙を媒体とし大衆

に読まれてきたのである。ところが、21世紀に差し掛かり急速にインターネット

が普及するにつれて、紙の新聞や雑誌は部数を大きく落とすことになる。

紙媒体はなぜ衰退したのか。紙媒体の弱点の一つは、流通に物理的な制約があ

ることだ。いちはやく情報を伝えること、つまり速報性が重視されるジャーナリ

ズムにおいて、新聞という紙の商品を生産し、流通させる時間は大きなロスとな

る。新聞の多くは毎日刊行される日刊紙の形態をとっているため、その日に生産

された商品がその日のうちに届けられなければ、商品価値が失われる。そのため、

商品を届ける範囲を限定させる必要が生じるのである。

この性質ゆえに、紙媒体の二つ目の弱点となる質的な制約が生じる。商品が流

通する範囲が限られることで、紙媒体は特定の地域に根を下ろすという宿命を背

負う。そしてその「地域」は最大でも「国家」に留まる。ゆえに紙のジャーナリ

ズムは国内の読者を想定した、ドメスティックな内容にならざるを得ないのだ。

この質的な制約によって、「国家」という枠組みに基づいたメディア空間が誕

生する。本稿ではこれを「国民国家的メディア空間」と呼ぶこととする。ヘゲモ

ニーの話に立ち返れば、国家という枠組みに基づいて報道や論評を行うジャーナ

リズムは、国家権力のヘゲモニー装置であると同時に「国民国家的メディア空間」
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を絶えず維持してきたと言える。

ところが、紙媒体の二つの弱点を同時に克服するインターネットが登場し、メ

ディア空間は変化し始めた。インターネット上（オンライン）であれば、紙の印

刷や流通の時間を考慮する必要がないどころか、情報量にも制限がないため大量

のコンテンツを配信することができる。想定読者も国内に留まらないため、コン

テンツは多様化し、国を横断した情報の往き来が盛んになる。これに伴い「国民

国家的メディア空間」を維持するヘゲモニー装置としての「紙の」ジャーナリズ

ムは、外部から流入する情報にその読者を奪われる可能性が生まれた。結果とし

て、国家権力というヘゲモニー自体が弱まるのである。本稿では、イギリス・ド

イツ・フランスという国家の各々のヘゲモニーが、オンラインを通じた外部から

の情報の流入によってどのような影響を受けているかを、事例分析を通じて明ら

かにしたいと考えている。

いまや紙の媒体からスタートした新聞社の多くはオンラインに進出し、紙媒体

と同じ記事を配信するだけでなく、動画やグラフィックを駆使した独自のコンテ

ンツも作成している。また、オンライン上でのみコンテンツ配信を行うメディア

も登場した。その一つが Sputnikである。Sputnikについては次章の冒頭で詳述

する。

本稿では、Sputnikのようにオンラインでニュース記事や動画、ラジオ番組な

どを配信するメディアを「オンラインメディア」と定義する。新聞のデジタル版

のように、オンラインのコンテンツが紙でも発行されているかは問わない。

Ⅱ　事例分析

1　Sputnikとロシアのメディア戦略

事例分析に入る前に、分析対象となるメディア「Sputnik」と、ロシア政府の

PR戦略について説明したい。

Sputnikは、ロシアの通信社である。日本版 Sputnikのサイト（Sputnik HP）に

よれば、2014年11月10日にロシア国営メディアグループ「ロシア・セヴォード

ニャ（ロシアの今日）」によって設立され、ニュース提供、自社ニュースサイトの

運営、ソーシャルネットワーキング、携帯アプリ、ラジオ放送といった多岐にわ

たる活動を行っている。今回、Sputnikのコンテンツで分析対象としたのは主に

ニュース記事だが、一部ラジオ番組も扱う。
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Sputnikの特徴として、多様な言語でコンテンツを配信していることが挙げら

れる。Sputnikは英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、アラビア語、中国

語などを含む30カ国語以上でコンテンツを配信しているとされる。またモスクワ

を拠点としてアメリカ、中国、フランス、ドイツ、エジプト、イギリスといった

世界各地の主要都市に支局を構え、取材活動を展開している。

Sputnikは、表向きには事実に基づいた報道を提供している。しかし、国営メ

ディアであることからロシア政府の政治的意図を強く反映しており、対外的なメ

ディア戦略の一翼を担っている事実は否定できない。実際に、Sputnikの海外向

けの報道がプロパガンダであると批判を受けた例もある。その一つが、2017年 5

月に行われたフランス大統領選挙だ。選挙戦の末当選したマクロンは、 5月末の

ロシアとの首脳会談後の記者会見で、国営メディア RTと Sputnikを名指しで「プ

ロパガンダ機関」とこき下ろした。選挙期間中、ロシアのメディアは国民戦線の

ルペンを当選させるべく対抗候補のマクロンへの個人攻撃や、フェイクニュース

の発信を行ったとされている1）。また「ロシアゲート」として話題になったアメ

リカ大統領選のヒラリー陣営への攻撃同様、マクロン陣営も選挙期間中ロシアか

らサイバー攻撃を受けたと報告している。

ロシアがこれほどまでにメディア戦略に力を入れるのは、チェチェン紛争や南

オセチア紛争、シリア紛争への軍事介入、さらにクリミア併合と大規模な国際紛

争を次々と引き起こし、西側諸国から批判を浴びていることと関係がある。ロシ

ア政府はクリミア併合を機に G8から除外され、EUや米国から経済制裁を受け

るなど、国際政治の舞台で孤立しつつある状況に危機感を覚えており、イメージ

回復を図っている。また本章の第 3節で詳述するように、ドイツのメルケル首相

やマクロン大統領など、ロシアに批判的な政治家にまつわる虚偽の情報や批判記

事などを拡散し、「敵」のイメージダウンを試みている。加えてロシアは、ヨー

ロッパ各国の有力政治家の支持を取り付けることに躍起になっている。その候補

には、ドイツの前首相で現在はロシアの国営天然ガス会社「ガスプロム」の子会

社「ノルド・ストリーム AG」の役員を務めるゲアハルト・シュレーダー、親ロ

シアで知られるフランスのサルコジ元首相などが挙げられている。こうしてロシ

アは手を変え品を変え、EUの団結に亀裂を入れ、自らに不利な形勢を好転させ

ようとしている可能性がある。
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2　内容分析：「Lone Wolf」報道比較

本稿で事例分析を行うにあたり、鍵となるのが「ローンウルフ（Lone Wolf）」

という言葉の使い方である。まず、「ローンウルフ」とは何を指すのか。The 

Guardian（2017）の記事「『ローンウルフ』テロリストの神話」によれば、「大き

な組織から支援を受けずに単独で（テロ）攻撃を行うアクター」を指す。明確な

定義はないが、これまでの報道を見る限り「ムスリムであり、イデオロギーに突

き動かされた」人物による攻撃を説明する際に用いられることが多いという。

同記事によれば、第一次世界大戦前後に流行した推理小説の登場人物のニック

ネームに端を発するというこの言葉は、2001年のアメリカ同時多発テロを機に、

特にイスラム教からの思想的影響を受けた小規模のグループや個人による犯行を

指すようになったという。The Guardianの同記事には「LexisNexisによれば、

2009年から2012年まで毎年、主要な英字新聞で約300本の記事にこの言葉が登場

した」と記されている。

（ 1） パリ同時多発テロ事件（2015年）

このような欧米メディアでの「ローンウルフ」の使用法に疑問を呈したのが、

2015年11月のフランス・パリでのテロ発生から 1年を迎えたタイミングで

Sputnikが配信した記事だった。

まず、当該テロ事件の概要をまとめておこう。2015年11月13日夜、パリ市街の

劇場や飲食店、郊外のサン＝ドニ地区のスタジアムなど複数の場所において、銃

撃と爆発が同時に多発した。この事件で130人が死亡した。実行犯はイスラム国

の関連組織のメンバーで、事件発生時に三手に分かれて攻撃を行ったとされてい

る。

事件発生から 1年を迎えた日、Sputnikは次のような記事を配信した。

2016年11月13日：「フランスの情報機関元職員『ローンウルフもテロ組織も

同様に危険』」（Sputnik 2016h）

より大きなテロ組織から援助を受けるテロリストと、ローンウルフのどちら

が危険かという質問に「両者とも隠れた重大な脅威だ」と答えるのは、フラ

ンスの諜報機関 CF2Rでリサーチディレクターを務める Rodier氏だ。

インテリジェンスの専門家はさらに、組織化された集団のほうが繫がりが強
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く訓練もされているが、組織またはローンウルフのどちらに人間の死に対す

る責任があったとしても、市民に大きな負担を強いることには変わりないと

加えた。

ここで注目すべきは、西欧のメディアでさかんに使われてきたとされる「ロー

ンウルフ」を、Sputnikは異なった捉え方で描いているという事実である。

Sputnikは、「ローンウルフ」はテロ組織と比較しても特殊な存在ではなく、ど

ちらも同じように危険な存在であるとする専門家の意見を複数紹介している。

一方、西欧のメディアはどのような報道を行ったのだろうか。パリでのテロは

複数の実行犯が 3グループに分かれて犯行に及んだため、「ローンウルフ」によ

るものではないとする捉え方が主流であった。にもかかわらず、パリでの事件か

ら約 1カ月後にイギリスの The Guardianには以下のような記事が掲載された。

2015年12月 6日：「安全保障の専門家『ローンウルフによるテロを阻止する

のは困難』」（Guardian 2015）

ロンドン東部の地下鉄駅内でのテロは単独犯による犯行、警察が警告

（中略）

ISIS（イスラム国）のプロパガンダは（イギリス）当局を、少数の死者や負傷

者を生み出しうるローンウルフの恐怖に陥れたが、パリでの複数犯による同

時多発テロは、テロリストによる見せものを実行するための大規模な計画の

末に起こった。

パリでのテロ以降、アメリカやイギリスを含む西洋諸国の防衛当局らは ISIS

（イスラム国）や支持者による攻撃を懸念し、危険性を低く見積もっていない

か確かめるためにテロの容疑者を再調査している。

この記事の背景にはイギリス独自の文脈が存在した。記事配信前日の12月 5日、

ロンドン東部の地下鉄レイトンストーン駅で男がナイフで 3人を刺した事件が発

生していた。この事件では犯人の男はテロ組織と繫がりを持たない「ローンウル

フ」であったことから、記事の前半は事件に結び付けて「ローンウルフ」の脅威

を説明している。そして引用した記事の後半部分では、約 1カ月前に発生したパ

リでのテロに言及し、「ローンウルフ」を含む国内に潜んだテロの可能性を強調

しているのである。テロ組織と「ローンウルフ」は同等に危険だとする Sputnik
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の記事に対し、この記事は「ローンウルフ」の脅威を強調しているように見受け

られる。

（ 2） ニース・トラックテロ事件（2016年）

2016年 7月14日、フランス南部のニースにおいて、革命記念日の花火を見るた

め集まっていた市民にトラックが突っ込み、84人が死亡した。実行犯の

Mohamed Lahouaiej Bouhlelはチュニジア生まれのフランス人で、ムスリムだっ

た。事件の 2日後、イスラム国が犯行声明を発表したが、犯人との直接的な関わ

りがあったかは明らかになっておらず、「ローンウルフ」による犯行との見方が

強い。

この事件を、地元フランスのメディアはどう報じたのか。以下はフランスの

ニュース専門テレビ局 LCIによる事件翌日の報道である。

2016年 7月15日：ニースでの攻撃　ローンウルフの足取り明らかにならず　

背後にイスラム国か？（LCI 2016）

事件の全貌はまだ分かっていない。木曜日にニースのプロムナード・デ・ザ

ングレで、 7月14日の恒例の花火を観に集まった人々に向けて突っ込んだト

ラックになぎ倒され、少なくとも84人が死亡した。犯行の動機はまだ分かっ

ていないが、捜査当局はローンウルフ型も含むあらゆる可能性を視野に入れ

ている。

見出しに「Loup Solitaire（ローンウルフ）」という言葉を使い、本文中でもその

可能性に言及している。

次に、イギリスでの報じられ方に目を移してみよう。タブロイド紙 Daily 

Expressは、Europol（欧州刑事警察機構）の発表を引き合いに、「ローンウルフ」

によるテロに警鐘を鳴らしている。

2016年 7月20日：テロに注意―Europol「ローンウルフ型のテロが台頭」

（Daily Express 2016）

ローンウルフによるテロ攻撃が台頭しているが、それらを阻止することはま

すます困難になってきていると Europolが警告した。

（中略）
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（Europolの）調査団は、（アメリカ・フロリダ）オーランドのナイトクラブで

の銃殺事件、（フランス・リヨン）マナンヴィユでの警察官 2名の殺人事件、

先週木曜日のニースでの大量殺人、今週月曜日の（ドイツ）ヴェルツブルク

での斧とナイフを使った襲撃事件を調査した。

調査団は、イスラム国が残酷な殺人事件に対し犯行声明を出しているにも拘

らず、四つの事件のうち一つとして「イスラム国によって計画され、ロジス

ティックを支援され、直接的に実行された」ものはなかったと結論付けた。

このように Daily Expressでは、ニースの事件だけでなく、国内外のさまざま

なテロ事件を「イスラム国に支援されていない人物≒ローンウルフ」による攻撃

と一括りにし、その危険性を強調している。

同じくタブロイド紙の Daily Mailは事件から約半年経ったタイミングで、ニー

スのテロを一つの事例にあげながら以下のように報じている。

2017年 1月 5日：イスラム国は大規模なテロの蛮行を止め、ニースやベルリ

ンのような「ローンウルフ」型攻撃にフォーカスすると（アメリカ）政府報

告（Daily Mail 2017）

ワシントンタイムズによれば、レポートは「単独犯による事件数の継続的な

増加は、デジタル革命の深化・普及と、テロ組織がそういった攻撃を推奨す

ることと合致するトレンドである。なぜなら、強力な［対テロ］対策がテロ

リストの大きな計画を遂行する能力を奪ったためである」

「いまや単独犯は10年前よりも、物資を作り出してばら撒くはるかに大きな

能力を持っており、一方で過激派も容易に新兵となり得る人物につながり、

連絡を取り合うことが出来る」

この記事で注目すべきは、レポートの中で「ローンウルフ」という言葉は使わ

れず「Lone actors（単独犯）」と表現されているにも拘らず、見出しや記事本文

では「ローンウルフ」と表現されている事実である。これは、単独犯による犯行

＝ローンウルフ、という記者の認識が色濃く出た記事であるといえる。

一方、ニースのテロを Sputnikはどう報じたのか。以下は事件の第一報である。

2016年 7月15日：ニースのトラック攻撃のテロリストはチュニジア生まれの
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市内居住者（Sputnik 2016d）

木曜夜にニースで少なくとも80人を殺害したトラックの運転手は、31歳の

チュニジア生まれの居住者であると、フランスの地元紙Nice Matinが報じた。

第一報で既に単独犯であることを伝えているが、「ローンウルフ」という言葉

は使っていない。第一報から 3日後の 7月18日の記事は次のように報道している。

2016年 7月18日：フランス内務大臣「ニースのトラックテロ実行犯とイスラ

ム国のつながり見つからず」（Sputnik 2016e）

7月14日、ニースでバスティーユ襲撃の日を祝う人々の列にトラックが突入

した。子供を含む少なくとも84人が死亡し、多数の負傷者が出た。実行犯は、

ニースに住む31歳でチュニジア生まれのMohammed Lahouaiej Bouhlelで

あったと捜査で明らかになった。 7月16日、メディアはイスラム国（ロシア

を含む多くの国で違法とされている）が犯行声明を出したと報じた。

（中略）

大臣は、犯人は「急激な過激化」の煽りを受けて偏った、非常に暴力的な人

物である可能性も否定できないとした。

この記事でも、事件は単独犯によって起こされたものであり、なおかつイスラ

ム国の影響を受けている可能性があると記している。しかしこの記事でも、「ロー

ンウルフ」という言葉は使われていない。

Sputnikには特徴的なことがある。それは一部の記事にタグを付け、関連度の

高い記事をタグごとに「Topic」としてまとめるという仕掛けである。今回のテ

ロも「Deadly Truck Attack in Nice」というタグが作られ、事件に関連する186件

の記事が Topicとしてひとまとめにされている。まず、この「Deadly Truck 

Attack in Nice」内の186件の見出しを全てみたところ、「Lone Wolf」という単語

を含むものは一つもなかった。犯人像や動機などに関する記事のタイトルは

「Nice Truck Attack Driver Had Accomplices, Spent Months Preparing」「Nice 

Attacker Sent $110,000 to Family in Tunisia Before Carnage」などだった。

（ 3） ロンドン・ウェストミンスターテロ事件（2017年）

2017年 3月22日、イギリス・ロンドンのウェストミンスター橋で男が運転する
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車が暴走。歩道にいた複数の市民をはねたのち、降車して国会議事堂に押し入ろ

うとし、止めに入った警察官を刺殺した。警察官に射殺された犯人を含め、犠牲

者は 6人にのぼった。犯人の Khalid Masoodはイギリス人で、イスラム教徒だっ

た。事件発生翌日にイスラム国から犯行声明が発表されたものの、ロンドン警視

庁の発表によればMasoodとイスラム国に直接的な関わりはなかったという。た

だ、彼は事件の数年前に過激派との関係を疑われMI5（治安維持を担当するイギリ

スの情報機関）の調査を受けたことも明らかになっている。

この事件を、当事国イギリスのメディアはどう報じていたのか。以下は事件発

生日の夜、The Telegraphから発信されたオピニオン記事である。

2017年 3月22日：ロンドンの事件が起こるのは時間の問題だった―これが

イギリスが長らく恐れてきたローンウルフだ（Telegraph 2017）

国家をテロの脅威から守るという重大な役割を負った情報機関と防衛当局に

とって、一人の狂信者がイギリスの道で無差別殺人を行うのは時間の問題

だった。

（中略）

当時、イギリスの防衛当局はムスリムの武装勢力によってもたらされる脅威

を抑えようと必死だったことを認めた。しかしいくつかの事件から得た教訓

をもとに、目立ったテロ攻撃の計画を頓挫させ、犯人を罪に問うた。

結果として、イギリスに拠点を置くイスラム過激主義者らは、2013年にウー

ルウィッチでイギリス軍の兵士 Lee Rigbyが、なたを振り回すムスリムのテ

ロリストによってバラバラにされた殺人事件のような、ローンウルフ型攻撃

を行うことを余儀なくされたのだ。

記事の著者は、ウェストミンスターにおけるテロ事件と2013年のテロ事件を結

びつけ、どちらも「ローンウルフ」によってもたらされた事件として描き、その

脅威を強調している。「時間の問題だった」という表現は、「ローンウルフ」の出

現が不可避の現象であったと暗に仄めかしているようにも見える。

一方、Sputnikはこの事件をどう報じていたのか。ニースのテロ同様、今回の

テロも「Westminster attack」というタグが作られ、事件に関連する50件の記事

が Topicとしてまとめられていた。この「Westminster attack」の Topic内の50

件の見出しをすべてみたところ、「Lone Wolf」という単語を含むものはやはり一
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つもなかった。犯人像や動機などに関する記事のタイトルは「London Terrorist 

Acted Alone, No Info Regarding Plans of Further Attacks」「London Attacker 

Visited Saudi Arabia on Multiple Occasions, Last Time in 2015」など。犯人を「ロー

ンウルフ」として描き出すことに対して、Sputnikは一貫して慎重な立場を取っ

ていたことがよく分かる。

3　内容分析：政府・政治家批判

（ 1） 政府批判（ニース・トラックテロ事件）

「ローンウルフ」報道の分析で取り扱った三つのテロ事件のうち、2016年のニー

スのテロでは特定の論理パターンが Sputnikの記事に共通して見られた。それは、

テロ事件の発生の責任をフランス政府や警察に帰し批判するとともに、それらの

信頼性に疑問を投げかけるものである。

2016年 7月18日：大多数のフランス市民、政府のテロ対策を信頼せず（2016e）

月曜日に Le Figaro紙に掲載されたフランス世論研究所（IFOP）の調査によ

ると、回答者のうちわずか33％が国家にテロの脅威を退ける能力があり、対

策を講じていると答えた。

同時に、調査結果では81％が安全を確保するためには管理を強化し、自らの

自由に一定程度の制約をかけられることも厭わないと答えていることが分

かった。

Sputnikのこの記事は、事件発生からわずか 4日のタイミングで掲載された。

そこで展開されていたのは、テロの発生はフランス政府の責任であるといわんば

かりの内容である。世論調査を用い、客観的な信憑性を高めることも欠かさない。

見出しも「大多数の」フランス市民が政府に不信感を抱いているとうたっており、

それが主流派の意見であると思わせるような表現である。

3日後には、ニース出身の国会議員へのインタビュー記事を掲載した。

2016年 7月21日：ニースの地元政治家、革命記念日の事件を隠蔽したとして

フランス内相を非難（2016h）

フランスの国会議員 Rudy Salles氏は Sputnikに対し、フランス警察と内相は、

7月14日にニースで革命記念日を祝う人々を守るための適切な安全策を講じ
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なかったと語った。

（中略）

事件の直後、前大統領のニコラ・サルコジ氏を含む著名なフランスの政治家

らは革命記念日の祝賀にあたって安全策が十分でなかったと非難した。サル

コジ氏は「過去の 1年半の間に行われるべきことが何一つ行われていなかっ

た」と述べた。

この記事は、「ニースの地元政治家」というソースから、フランスの政府や警

察の対策が十分でなかったとする批判を引き出したことに大きな意義がある。

Sputnik自身がフランス政府を批判するよりも、事件現場の地元に住む人間、そ

れも政治家という権力者の批判の言葉を伝えたほうが、より説得力が増すと考え

られるからである。

上の三つの記事はすべて、フランス政府が批判を浴びる様子をあくまでも「客

観的」に報じている。しかし、事件発生から 1週間にこれほど似た内容の記事が

相次いで配信されることには違和感を禁じ得ない。Sputnikは、意識的にフラン

ス政府に不利な出来事や、フランス政府に対する批判的な意見を取り上げて立て

続けに報道したと考えられる。報道する側の意図は、ニュースの内容だけでなく、

ニュースとして取り上げる出来事の選び方そのものにも大きく反映されるのだ。

テロの発生を契機として、読者のフランス政府に対する信頼感を失わせようとす

る Sputnikとロシア政府の意図が透けて見えるようである。

（ 2） 個人攻撃

Sputnikの報道で目立ったのが、ヨーロッパの政治家に対する個人攻撃である。

中でも Sputnikからの攻撃対象となることが特に多かったのは、ドイツのメルケ

ル首相とフランスのマクロン大統領の 2名である。この背景には、EUにおける

独仏の連携にくさびを打ち込むことで、EUの勢力を削ぎたいというロシア

（Sputnik）の思惑が見え隠れする。以下、具体的に記事の内容を見ていこう。

（a） ドイツ・メルケル首相

2016年 1月 7日、フランス・パリにある風刺週刊誌「シャルリー・エブド」が

覆面の男らに襲撃され、同誌の漫画家やコラムニストを含む12名が死亡する事件

が発生した。

この事件を受け、 1月11日にパリ市街の中心部で市民による大規模なデモ行進
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が行われた。デモの先頭には当時のオランド大統領をはじめ各国から集った首相

が並び、哀悼の意を示すと共にテロリズムに屈しない姿勢、表現の自由を守る決

意を示した。

そのデモ行進を引き合いに出し、メルケル首相を批判したのが以下の記事であ

る。

2016年 4月27日：偽善、あなたの名前はアンゲラ・メルケル（Sputnik 2016c）

あの事件は、「Je suis Charlie（私たちはシャルリー）」というハッシュタグと

ともに西側諸国からあふれんばかりの支持を集めた。シャルリー・エブド社

への襲撃は、西側で大事にされている表現の自由に対するムスリムからの攻

撃と目されており、その自由は病的な形の検閲を通じて否定された。

アンゲラ・メルケルはそのような主張を牽引してきた。彼女の言葉でいえば

シャルリー・エブドへの攻撃は「我々の自由で民主的な文化の鍵となる表現

と報道の自由への攻撃であり、正当化され得ないもの」だ。

（中略）

19世紀のビスマルク時代の曖昧な法律2）を呼び起こし、アンゲラ・メルケル

の政府は、トルコのエルドアン大統領を風刺するポエムを披露したドイツ人

コメディアンを訴追することを承認した。

このポエムは性的にあからさまな表現を含むとはいえ、シャルリー・エブド

紙で普段から見られるような、宗教の敏感な部分を下品に逆撫でするような

ことはしていなかった。

（中略）

誰の目にも明らかなように、メルケル首相が訴追を認めた真の理由は、彼女

が愚かにも難民を国内に招き入れたあと難民の流れを食い止めるためにエル

ドアン大統領の助けを必要としているからである。

この難民の波はメルケルを激しい批判に晒し、ドイツの有権者から反感を買

い、彼女の首相としての地位を危うくさせたのである。

この記事から分かるように、2016年、ドイツのテレビでエルドアン大統領を風

刺するポエムを披露したコメディアンが罰せられた。メルケル首相はエルドアン

大統領から直接コメディアンへの訴追を求められており、その要求に応じた形と

なった。Sputnikは、シャルリー・エブド事件の際のメルケル首相の言葉を引き
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合いに出して彼女の「ダブルスタンダード」を痛烈に批判するだけでなく、その

背景にメルケル首相が精力的に取り組んできた難民政策が立ち行かなくなってい

る現実があると指摘した。

またメルケルに関しては、テロの混乱に乗じて Sputnikが噓の情報をそのまま

拡散したケースもある。2016年 3月22日、ベルギーのブリュッセルにおいて、空

港と地下鉄の駅で短時間に複数回の爆発が起こり、犯人を含む35名が死亡する同

時多発テロ事件が発生した。事件発生から 4日後、Sputnikから以下のような記

事が配信された。

2016年 3月26日：大混乱―メルケルはブリュッセルの事件の容疑者とセル

フィ―を撮っていた？（Sputnik 2016b）

ネット上に出回っている画像は、メルケル氏がバリのテロの爆弾製造者や、

ブリュッセルのテロの実行犯 Najim Laachraouiに似た難民と自撮りをして

いる様子を写している。

写真は 9月に撮影されており、先日のブリュッセルのテロ事件を受けて炎上

している。

後日、この写真（図 2）はテロの犯人ではなくシリア難民の青年と撮ったもの

であることが明らかになった。朝日新聞記者でデジタルウォッチャーの平和博に

よると（平 2017）、写真が撮られた2015年 9月当時、青年は19歳で、シリアから

図 2

問題となった写真、Sputnik（2016b）より
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ドイツに到着してひと月ほどだった。彼は滞在していたベルリンの難民センター

を訪れたメルケル首相と写真を撮り、フェイスブックに投稿した。すると、彼の

写真に何者かが「間抜け、いやそれ以上のアンジェラ：メルケルはブリュッセル

のテロリストの 1人と自撮りをしたのか？」というキャプションを付け、フェイ

スブック上で拡散したのである。青年は脅迫などの被害を受け、2017年の 2月に

フェイスブック社への写真削除命令を求めてドイツのヴュルツブルク地裁に申し

立てを行った。しかし「フェイスブックが名誉毀損の加害者ではなく、侮辱的な

コンテンツの投稿を、予防的に排除する義務は負わない」との理由から、地裁は

青年の訴えを退けたという（平 2017）。訴えがあった2017年 2月には、違法コン

テンツの削除を義務付けた「ネットワーク執行法」はまだ施行されていなかった。

（b） フランス・マクロン大統領

2017年 4月23日から 5月 7日にかけて、フランス大統領選挙が行われ、La 

République En Marche!（共和国前進）のエマニュエル・マクロンが選出された。

マクロンは、既存の二大政党とは距離をとる穏健派で、移民受け入れに積極的で

あることも知られている。

そのマクロンが大統領選の立候補者として浮上した 2月初旬、Sputnikから以

下のような記事が配信された。

2017年 2月 4日：フランスの前経済大臣マクロン、銀行のロビー活動を行う

「アメリカのエージェント」であった可能性（Sputnik 2017b）

（中略）

（共和党の議員、Nicolas Dhuicq）Dhuicqは Sputnikに対し、「マクロンはロス

チャイルド銀行の投資銀行家だった。彼は銀行業界の中でしかプロとしての

キャリアを積んだことがない。キャリアを通じて、彼は大きなアメリカの銀

行システムのエージェントとして行動してきた。彼は無所属で大統領選に出

馬するまで選挙に当選したことがなく、これはフランスにおいてきわめて稀

なことだ。私は、彼のたったひとつの目標は自分の野望を達成することだと

考えている。なぜなら、彼は大統領選に敗北しても政治家としてのキャリア

を追求する意思がないからだ」と語り、さらに彼の知識によれば「彼の私生

活や人間関係について、物議を醸す情報が公になる」と加えた。

また、マクロンが大統領に選出されたあとも、Sputnikのマクロン叩きは継続
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していた。 7月になると Sputnikはマクロンのメディア戦略をやり玉にとったオ

ピニオン記事を配信した。

2017年 7月 8日：ポーズをとって―なぜマクロンは自らの軍事力を見せつ

けるのか（Sputnik 2017c）

政治 PRの専門家であり、PR会社「LaFrenchCom」の創業者である Florian 

Silnickiは Sputnikフランス版のインタビューに対し、マクロンの投稿を見

るに「非神聖化・非大統領化戦略をとっている」と語った。

「彼はメディアを通じて『戦いを超えた』、国家を守る強い男性というイメー

ジを作ろうとしている。マクロン氏が大統領就任初日、歴史や彼の前任者に

ならってシャンゼリゼ通りに軍用車で乗り付けたとき、私たちは既にそれを

目撃していたのだ」

（中略）

図 ３

記事で引用されていたツイート（＠ AFP、2017年 7月 5日）のスクリーン
ショット
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「しかし大統領選はつい最近行われ、マクロンは任期が始まったばかり。マ

クロンはいわば黄金期のさなかにあるので、私たちは結論を待たなければな

らない」と Silnickiは言う。

この Sputnikのオピニオン記事が配信されたのは、引用にあるようなマクロン

のツイートの 7月 5日から 3日後というタイミングであり、Sputnikの素早い反

応が際立つ。このような記事の配信には、新大統領の誕生に沸くフランスに水を

差し、マクロンの政治的「思惑」やイメージ戦略を暴露する意図があったと推測

できる。

4　考　察

Sputnikと欧米主流メディアにおける「ローンウルフ」という言葉の使い方と、

Sputnikの独仏政府批判、そして事実・虚構の両者に基づいた政治家への個人攻

撃、この三つの要素からどのようなことが分かるだろうか。

第一に、「ローンウルフ」についてである。この言葉はムスリムあるいは「移

民風の見た目の」非白人による犯行の場合にのみ使われることは、本章 2節で紹

介した The Guardianの記事や、検証してきた報道からも明らかである。「ローン

ウルフ」という言葉を通じて、英独仏のメディアは無意識のうちに「ローンウル

フ＝ムスリム or移民 or難民＝テロ」という構図を作り上げた。また、様々の事

件を「『ローンウルフ』型の犯罪」と名付けたことで、犯罪の増加をヨーロッパ

という広い範囲で共通する一つのトレンドとして描いた。それぞれの事件におい

て犯人は単独で行動しており相互に関与していないにも拘らず、これらの事件を

まとめて「『ローンウルフ』の脅威」と描くことで、「ヨーロッパは見えない大き

な敵と戦っている」という構図を作り出したのである。このとき、英独仏のメ

ディアに欠落していたのは、「ローンウルフ」の出現を各々の国家が抱える問題

に帰す視点であった。

第二に、この点に着目しオンラインメディアで異なる言説を展開したのが

Sputnikだった。Sputnikは、「ローンウルフ」という言葉が各国の個別具体的な

問題の本質を曖昧にさせることに早い段階で気付いていた可能性がある。だから

こそ、テロ事件を説明する際にこの言葉を一切使わず、「ローンウルフ」という

現象の普遍化を防いできた。そして、各々の事件を個別のものとして捉え、事件

の発生はそれぞれの国家や行政が機能していないことの帰結であると位置づけた
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のである。その証拠として、2016年のニースのテロ事件後の報道や、パリ同時多

発テロ発生から 1年のタイミングで「警備態勢が不十分」など、政府や警察など

を批判する記事が配信された事実を挙げることができる。

第三に、これらをサポートするのが「個人攻撃」型の報道である。Sputnikは

事実と虚構を混ぜ合わせ、メルケル首相やマクロン大統領など個人に関するス

キャンダルなどを流し、その人物像にダメージを与えようと試みている。

Sputnikの報道に見られた以上の三つの要素に共通するのは、反政府、反エス

タブリッシュメントという明確な立場である。英独仏で発生した様々な事件を、

政府や政治家に批判的なロジックに組み替えて発信している。これは何を意味す

るのだろうか。

ジャーナリズムが持つ機能の一つに「アジェンダ（議題）設定機能」というも

のがある。1970年代に、アメリカのコミュニケーション研究者のM. E. マコーム

ズと D. L. ショーが提唱した（2002）。このアジェンダ設定機能について、竹下俊

朗（2010）は政治が取り組むべき課題、「公衆議題」を設定する機能のことであ

ると説明する。メディアが特定の問題を大々的に取り上げることで人々の関心が

集まり、社会的な議論が始まるという。この点においてメディアにはある問題を

重要な争点として認知させる力、つまり世論形成力がある。本論の事例に沿って

説明すれば、Sputnikは「政府の信頼性」というアジェンダを設定したことになる。

そして、事例分析で扱った報道を通じ、Sputnikは「政府は信頼できない」とい

う立場を貫いてきた。

ここで注目すべき点は二つある。一つは、Sputnikは各国の主流メディアと全

く異なるアジェンダを設定したことだ。主流メディアにおいても、政府の活動に

ついて批判する言説はしばしば見受けられる。しかし、それらはあくまで政府が

正しく機能することを期待した上での前向きな批判である。メディアは権力監視

機能を有すると言われることがあるが、これは「権力」、つまり国家や政府の存

在を認め、それらがより良く機能するためにメディアが補完的な役割を担うこと

を意味する。それゆえ、Ⅰ章 1節で説明したようにメディアは国民国家という枠

組みを維持し、その支配力を強める文化的ヘゲモニーの実践装置として機能する

のだ。ところが Sputnikは違う。Sputnikは、「政府の信頼性」というアジェンダ

を設定し、国家や政府の信頼性、さらには存在そのものに疑問を投げかけた。た

とえばテロ事件の記事において、Sputnikは政府を国民を守ることのできない存

在として描いたが、その根底にあるのは政府に対する期待ではなく、諦めだ。
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Sputnikの報道に接した読者は、主流メディアでは決して提示されることのない

このアジェンダに影響され、政府に信頼を寄せなくなった可能性もある。

もう一つは、アジェンダ設定の主体が Sputnikというオンラインメディアであ

ることだ。アジェンダ設定の議論は、新聞や放送など主流メディアが主体である

ことを前提とし生まれたものである。言い換えれば、国民国家的メディア空間の

中でその作用が完結すると思われてきたのだ。ところが今回の事例でオンライン

メディアもアジェンダ設定機能、言い換えれば世論形成力を有すること、そして

オンラインメディアの性質上その影響力は広範囲に拡散することが明らかになっ

た。だからこそ、ロシアの国営メディアである Sputnikがイギリス、ドイツ、フ

ランスの世論に影響を与えうるのだ。主流メディアとは異なったアジェンダを提

示し、彼らが報じない「事実」を報道する Sputnikに影響され、Sputnikの報道

を自らの情報源として参照するようになった読者は少なからずいるだろう。

国家の中で、主流メディアが独占的に世論を形成する時代は終わった。国民国

家的メディア空間の中に、異なる世論形成力を持ったオンラインメディアの言説

が入り込み、国家の文化的ヘゲモニーの作用を弱めている。国民国家的メディア

空間の中でいま、二つの対抗する文化的ヘゲモニーが衝突していると言える。

Ⅲ　オンラインメディア時代のヘゲモニー闘争

本章では、Ⅰ章で紹介したグラムシのヘゲモニー論を応用し、Ⅱ章の事例分析

から得られた考察を理論的に検証する。

Ⅰ章で言及したように、ヘゲモニーの主体である国家権力は文化的ヘゲモニー

を実践する装置としてメディアを利用する。「国民国家的メディア空間」におい

て、主流メディアは権力監視の機能を果たしながらも、権力与党や政府の言説を

再生産することで国家権力の文化的ヘゲモニーを支援する役割をも担う。した

がってカルチュラル・スタディーズが議論してきたように、国民国家内で収斂す

るメディアの言説空間は国家権力にとって文化的ヘゲモニーを構築するためには

都合のよい空間となる（Hall et all 1978）。本論の事例に照らして言えば、国家権

力のヘゲモニー作用はイギリス・ドイツ・フランスなどそれぞれの国民国家の領

域内で完結し、時に問題を抱えながらもその形態を保ってきた。ヘゲモニー装置

たるジャーナリズムが、活字や放送を媒体として国家という領域内で流通し消費

されてきたからである。
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ところが2010年代になると、主流メディアであった活字や放送に加えて、オン

ラインメディアが登場し、独自のメディア空間を作り出した。この新しいメディ

ア空間は国民国家的メディア空間に入り込み、国家による文化的ヘゲモニーに対

抗する新たなヘゲモニーをもたらした。ここで二つのヘゲモニーがぶつかり合い、

読者を求めて「闘争」を繰り広げることになる。このような事態は、それぞれの

国家でオンラインメディアに対する規制が殆ど行われなかったために、オンライ

ンメディア空間という抜け穴を通じて様々な言説が流通したことが一つの原因で

ある。

こうして国内の主流メディアに加え、国内外のオンライメディアが文化的ヘゲ

モニー闘争に参入することが可能となったのだ。この状況の典型例が、本稿で議

論してきた Sputnikによる西欧諸国のメディア空間への介入である。

西欧諸国のメディア空間に介入するにあたり Sputnikは、テロ事件報道におけ

る「ローンウルフ」の言葉の使い方、政府・国家・政治家の対応を批判するとい

う戦略を採用した。自国メディアとは全く異なる情報を配信する Sputnikに不信

感を隠さない読者も存在したが、Sputnikの報道にはそれを上回るインパクトが

あり、各国で一定の読者を獲得した。Sputnikの報道が固定読者を獲得した要因

としては、①国内での不穏な事件の連続に不安を感じていた市民が存在していた

点、②テロ事件を単純明快、時に過激な表現で報道した点、③主流メディアは報

じない視点を提供した点、④主流メディアと比較していち早くストレートニュー

スを報じた点などがあげられる。こうした Sputnikの報道戦略が、メディアの報

道に対する信憑性に対する読者の価値観を減少させるという効果をもたらした。

それに反比例するかのように、Sputnikの報道を信じてそれに依拠する読者、

Sputnikの報道を自ら進んで消費する読者が増加していったのである。

Sputnikのオンラインメディア戦略は、なぜこうも奏功したのか。その背景に

は、オンラインメディアに特徴的な「アルゴリズム」機能の存在がある。アルゴ

リズムは本来コンピューターの計算方式を意味する言葉で、Googleなどの検索

エンジンや Facebookなどのソーシャルメディアで採用されている。ユーザーが

頻繁に検索・閲覧する情報をユーザーが好む情報と解釈し、それに似た情報を積

極的に表示する機能のことだ。この機能がゆえに、オンラインメディアの読者は

最初に自分が見た情報と近い情報をコンピューターに提示され、提示された情報

を閲覧するとさらに似た情報が提示される、という作業を繰り返す。やがて無自

覚のうちに、自らの選好に沿った情報ばかりを目にするようになり、それが読者
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にとっての「現実」になる。それに伴い読者の選好も段々と先鋭化する。このア

ルゴリズムの機能を文化的ヘゲモニー論を援用すると次のようにまとめることが

できる。Sputnikはアルゴリズムを利用して似たような情報を次々と提示する。

それらの情報は他の異なる情報と同様に読者へ向かって提示されるが、Sputnik

の情報はアルゴリズムによっていずれもが読者の選好に合った情報となる。その

結果、読者は自ら積極的に Sputnikの発する情報と報道を受容し、再生産する。

このようにして読者は Sputnikが構築しようと試みていた対抗ヘゲモニーに従属

していることになるのである。

本節で議論してきたヘゲモニー闘争は、ヘゲモニーの主体の意図を超えた現象

である。Sputnikの事例にはロシアの政治的意図が大きく関与しているとはいえ、

ロシアの一方的な意図だけでは Sputnikは対抗ヘゲモニーになり得ない。Sputnik

の記事が届いた先に、その言説を「合意」の上自発的に受け入れる読者がいた事

実こそ注目に値する。すなわち、読者が主流メディアを信頼しその情報のみに接

しているのであれば、オンライン空間における文化的ヘゲモニー闘争は成立しな

いのだ。ところが現実には、読者が対抗ヘゲモニーである Sputnikの情報に積極

的に接する事態が発生していた。そこにオンラインメディア空間における文化的

ヘゲモニー闘争が成立していた。文化的ヘゲモニー闘争とは国民という読者の争

奪戦であり、オンライメディア空間は国民の争奪戦が展開された舞台だったので

ある。

おわりに

本稿の分析対象としたオンライン空間における文化的ヘゲモニー闘争は2010年

代半ばに顕在化した。こうした文化的ヘゲモニー闘争が継続するかは定かではな

い。少なくとも本稿で議論してきたように、2010年代の欧米諸国ではオンライン

空間における文化的ヘゲモニー闘争という新しい読者たる国民の争奪戦が起こっ

ていた。では読者たる国民はこれからどこへ行こうとしているのか。

本稿を締めくくるにあたり、2018年 1月 7日現在、Facebookの Sputnik日本

版公式ページに寄せられたレビューを匿名で引用したい。

2017年 7月26日：思惑に左右される事がなく確りと情報を伝えてくれている

メディアなので日本に住む私にはとても助かっています。
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真実を報道すれば叩かれる事も沢山あると思いますけど、ずっと今のスタン

スで頑張って欲しいです☆

2017年 6月21日：スプートニクと RTは、欧米政府やメディアから攻撃や批

判を受けているが、それは事実をしっかり世界中の人々に速報しているから

だと思う。欧米政府は、事実を伝えられることが困るのだろう。日本や欧米

メディアは、事実認識より自分たちの価値判断を優先しているからだ。それ

は同時に、情報操作による世論誘導に通ずる。しかし、欧米日本の国民は、

すでにそれに気づきだしている。今後も頑張って FACTを世界中に知らせ

てほしい！

2017年 6月 9日：ここのニュースを見ると気分が落ち着く

2017年 4月 8日：真実を伝えるメディアといつも感じる。自分が考えている

事に近い記事が多いなど、多くが信頼できる。

これらのレビューが、本論で展開してきた議論のすべてを物語っている。

「Sputnikはプロパガンダだ」という批判があることを自覚しながら、自らにとっ

ての正しいソースとして全面的な信頼を置く読者が少なからずいることが、日本

版のページを見るだけでもよく分かる。イギリス・ドイツ・フランスにも近いこ

とを感じた読者は間違いなく存在しているだろう。

一方、オンラインメディア空間では様々な規制が始まっている。Financial 

Times（2017）によれば、2016年のアメリカ大統領選挙に際し、フェイクニュー

スが拡散するプラットフォームとなったことで批判を浴びた Facebookは、2017

年に「デマを見極めるために世界中のファクト・チェッカーと協力しているほか、

正当な出版社や新聞社とより緊密に協働するジャーナリズム・プロジェクトを立

ち上げた」という。ドイツでは、2017年10月に「ネットワーク執行法」が施行さ

れた。ネット上の違法コンテンツの取り締まりを規定したもので、利用者が200

万人を超えるソーシャルネットワークを運営する事業者に対し侮辱（ドイツ刑法

185条）、名誉棄損（同186条）、違憲団体の宣伝（同86条、ナチスを奨励する等）、犯

罪の扇動（同111条）などにあたる内容のコンテンツの削除や苦情処理の義務を定

めている。違反すると、最大で66億円の罰金が科せられるという。この他にも、
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2017年からオンラインメディアを規制する様々な取り組みが見られるようになっ

た。これらは、本論で扱った2015-16年の現象などを当局やオンラインメディア

の事業者が重く受け止め、ようやく対策の必要性を認識したことの表れではない

だろうか。Sputnikをはじめとした、オンラインメディアの影響力を証明する強

力な証拠である。

カルチュラル・スタディーズをはじめ、従来のメディア研究者らが最も懸念し

てきたのは、国家権力による市民の強圧的な支配だった。これは本文で幾度も言

及したように、ヘゲモニーの主体が国家であり、「国民国家的メディア空間」が

維持されるという前提が疑いもなく共有されてきたためである。しかし本論で明

らかにしたように、オンライン空間を通じて国家に代わる新たなヘゲモニーが出

現し、国家権力が失墜したことの結果が、今日叫ばれるポピュリズムの台頭で

あったとすれば、我々は今までの議論をいったんリセットし、現状を正しく把握

することから始めなければならないだろう。

ここまで分析・考察してきた壮大なメディア空間のダイナミズムの中に、これ

から一ジャーナリストとして身を置こうとする者として、従来の紋切り型の

ジャーナリズムの中に安住してはいけないと、自戒の念を込めて思う。しかし、

果たして筆者は「国民国家的メディア空間」を維持する側に居続けるのか、それ

ともその空間を壊す側に回るのか。ヘゲモニー闘争の渦の中で彷徨っているのは、

他でもない、筆者自身である。

1） 具体例を挙げている記事が見つからなかったので自分で Sputnikをサーチして
みたが、分かりやすいネガティブキャンペーンは見つからなかった。見つかった
のは、「マクロン氏はかつてロスチャイルド系の銀行に勤めていたので、公表し
た所有財産額はサバを読んでいるに違いない」程度のもの。

2） 他国の指導者を不当に侮辱した者を罰することができる刑法103条。ビスマルク
宰相下のドイツ帝国時代に起源をもつ。
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