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1 「メディアの敗北」としての湾岸戦争
1990年 8 月サダム・フセイン大統領の率いるイラク軍がクウェートに侵攻した。
イラクの東南部に隣接するクウェートは、油田のあるペルシャ湾に面しており、
イラクはその湾で採ることのできる石油を狙って侵攻したとされる。クウェート
侵攻を受けて、国際連合にて議論が行われた結果、アメリカ主導で行われた議論
によって多国籍軍の派遣が決定し、1991年 1 月17日にイラクを空爆した。こうし
て始まったのが湾岸戦争である。湾岸戦争は、政府によりメディアの情報発信が
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完全にコントロールされた戦争であるため、「メディアの敗北」としても知られ
ている。本論文において、湾岸戦争の政策決定過程に触れつつ、
「メディアの敗
北」という局面にまで発展した原因を明らかにしたい。
湾岸戦争にて、アメリカ政府が「油まみれの水鳥」や「ナイラ証言」などのプ
ロパガンダを行ったことは周知の通りだろう。「油まみれの水鳥」とは、ペルシャ
湾にいた油まみれの水鳥を撮った写真のことだ。アメリカ政府は、イラクのサダ
ム・フセイン大統領がペルシャ湾に流出させた原油によって水鳥が汚されたと訴
えた。しかし後の検証で、油はアメリカ軍の爆撃によって油田から漏れたもので
あると発覚した1）。
「ナイラ証言」とは、本論文が研究対象にするものだが、ア
メリカ政府が仕掛けた、公聴会での少女による虚偽の出来事の証言だ。クウェー
ト市内の病院でのイラク人兵士による残虐行為を告白し、イラク兵に支配される
悲惨なクウェートの状況を訴えたという2）。同証言制作の発端は、クウェート首
相による米大統領訪問とされる。訪問の際にクウェートの窮状を訴え、政権はこ
れに応えた。制作はアメリカの PR 会社が、証言者はクウェート大使が担った3）。
こうして作られた15歳の少女の供述は公聴会当日から連日報道され、米国内の反
イラクの世論形成に大きく寄与した4）。こうしたプロパガンダによって、イラク
は悪であるという認識が人々の間で広まったと同時に、この戦争の正当性が獲得
されたと言えよう。

2

フェイクニュースとしての「ナイラ証言」

「ナイラ証言」と「油まみれの水鳥」、これらのプロパガンダは今日的な言い方
をすればフェイクニュースだ。フェイクニュースと言えば、ローマ法王がトラン
プ大統領を支持したと報じられたことは記憶に新しいだろう。トランプ大統領の
支持率増加を狙って、マケドニアの大学生らが140件を超える米国政治サイトを
立ち上げ、支持につながるフェイクニュースを掲載した5）。フェイクニュースと
口を揃えて言われるが、本節では今一度この言葉について整理したい。並びに、
「ナイラ証言」、「油まみれの水鳥」というフェイクニュースの持つ性質をそれぞ
れ明らかにしたい。
単にフェイクニュースと言っても、全くの虚偽の出来事が報じられる意味での
フェイクニュースもあれば、事実が断片的に用いられて誤ったイメージが作り上
げられる意味でのフェイクニュースもある6）。では、湾岸戦争のプロパガンダは
どうだろうか。
「ナイラ証言」は前者に当てはまる。仕組まれた公聴会が開催され、
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事前に演技指導を受けた証言者は、実際に行われていなかったイラク兵による残
虐行為を語った。他方、「油まみれの水鳥」は後者に分類される。その写真が示
すペルシャ湾に流出する油によって黒く汚れた水鳥という事実だけを抽出し、そ
の油はイラクが流出させたという虚構の解釈を加えた。
以上のような分類から、「ナイラ証言」と「油まみれの水鳥」とでは虚偽の性
質やレベルが異なる。「油まみれの水鳥」は実際に起こった出来事であり、その
見方が虚偽であるのに対し、「ナイラ証言」は出来事自体が虚偽である。換言す
れば、「油まみれの水鳥」は一部事実だが、
「ナイラ証言」には何の事実性もない。
加えてそれが、発表から 2 年間もニュースとしての正当性を有していた。全く事
実性のないニュースを平然と報道した点、十分な検証がされずその報道が 2 年間
も続いた点や、実質的に政権に迎合し watch-dog としての役割を果たすことがで
きなかった点、一連の報道により戦争へ導き無実のイラク民の殺害に実質的に加
担した点などを挙げれば、「メディアの敗北」という評価は免れない7）。

3

論文構成

本論文では出来事自体がでっちあげられたフェイクニュースであるにもかかわ
らず、
「敗北」の主要な要因となるほど多大な影響力を有した「ナイラ証言」を
研究対象とし、
「ジャーナリズムの国益論」を再考する。今日において、
「国家益」
を論じることの意義は高まっている。2005年には中国による反日デモを契機とし
て「メディア・ナショナリズム」という概念が提示された。「マス・メディアお
よび、インターネットなどのニュースメディアの普及が国民国家のナショナリズ
ムを増幅させる一連の現象」と定義されている8）。そして「メディア・ナショナ
リズム」概念の台頭メディアを取り巻く現代的な状況から説明している。長くな
るが、以下にそのまま引用する9）。
メディアを取り巻く現代的な状況とは、グローバル化と情報伝達手段の技術
革新である。グローバル化は、ヒト・モノ・カネ、そして情報の自由移動を
可能にし、技術革新は世界中の情報を、時間・空間的障壁を極小化しながら、
即時に報道する事を可能にしている。こうしたメディアを取り巻く現状には、
「アンビバレント」な側面があるように考えられる。それは一方においては、
「自由の促進」である。グローバル化と技術革新は、世界中の多様な価値に
触れることを人びとに可能とし、グローバルに正統化された価値観を広範に
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行き渡らせることにもつながっていく。自己のアイデンティティの多様なあ
り方と同時に、他者との共存にとって必要不可欠と考えられる情報をメディ
アが供給する基盤が整えられつつある。しかし、他方において、ヒト・モノ・
カ ネ・ 情 報 の 自 由 移 動 は 社 会 の 流 動 性 を 高 め る「 液 状 化 」（Bauman
2000=2001）を引き起こし、社会の統合や人びとのアイデンティティが揺らぎ、

「不安」が醸成されるという事態も発生している。そして、そうした「不安」
に対処するにあたって、普遍的なものではなく、固有の文化への回帰、それ
を通じた「安定」を希求する流れも、同時に進行する潜在性を有している。
むろん、かかる方向性にメディアが寄与すれば、前述した偏狭なる「メディ
ア・ナショナリズム」が作動することが、容易に想像されるのである。
すなわち、グローバル化と情報通信技術の発展に伴って、情報の自由移動が可
能になったが、その反面、アイデンティティや固有の文化への回帰が発生してい
るのが現代であり、ぞういった特徴を持つ現代において、ジャーナリズムは偏狭
なナショナリズムに立脚するのである。ナショナリズムという概念から逸脱でき
ないジャーナリズムにとって、「国益」は切っても切れない関係にあると言える。
前節に見たように、湾岸戦争において、メディアは政府の意図したように働い
てしまい、
「敗北」を喫した。後述するが、「ジャーナリズムの国益論」と言われ
るように、ジャーナリズムには国籍が存在しており、その国家に属しているため
「国益」にかなう報道をする傾向が強いとされる。しかし、
「国益」を一口に語る
ことは危険性を伴う。これまで、様々な有事報道においてジャーナリズムが立脚
した「国益」は、政府主導部の考える「国益」が国民全体にとっての「国益」を
代表しているという前提で分析されてきた。しかし、本論ではこの「国益」を、
政府主導部における「国家益」と、国民における「国民益」に敢えて分類して湾
岸戦争時のジャーナリズムを論じる。ジャーナリズムが立脚する「国益」を再考
することで、政府の監視機能や第 4 権力としての役割が期待されているジャーナ
リズムの「敗北」と、有事においてジャーナリズムが担うべき規範を再考できる
と考えるためである。そして、「ナイラ証言」を題材にすることで、
「国家益」の
達成のために制作された、「国民益」を誘導するために政府が仕掛けたプロパガ
ンダとしての「ナイラ証言」の姿が浮かび上がってきた。ジャーナリズムが出来
事自体が虚偽である「ナイラ証言」を如何にニュースとして認め、発信したのか。
ニュースの生産過程から分析することによって、ジャーナリズムが立脚する「国
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益」がいかにジャーナリズムの機能に影響を与えるのかを検討したい。

Ⅱ

本

論

1

湾岸戦争直前のアメリカの国益観

これまでの湾岸戦争におけるプロパガンダに関する先行研究は、国益論に立脚
して分析されてきた。例えば『ラムゼー・クラークの湾岸戦争―いま戦争はこ
うして作られる』10）では、湾岸戦争中のメディアの問題は軍事行動に踏み切るよ
う政府に強く求めただけでなく、アメリカの主張と行動の正当性を国民に納得さ
せようとラジオやテレビによる大規模なキャンペーンを行ったとある。また、当
時のメディアの役割をアメリカに肯定的な報道とイラクに否定的な報道を発信す
ることだと記述されている。さらに、高所得者層により所有されるメディアが、
彼らの利益を代弁するため演じる 2 つの役割があるとし、 1 ）世界の飢餓、エイ
ズ、地域紛争、環境破壊、社会的無政府状態といった重要な人道問題について公
衆の感覚を麻痺させ、これらを考えたり論じさせたりさせないこと、 2 ）軍隊が
どのように恐ろしいことを行えるかに目を向けさせることなく、軍事攻撃に対し
て国民の感情を鼓舞することと説明されている11）。すなわち、メディアは政府や
高所得者層に属している媒体であり、その役割を彼らにとっての利益に基いて分
析されている。ここに一般大衆にとってのメディアという立ち位置は存在せず、
ただメディアが守るべきだと判断した政府や富裕層にとっての利益のみを、国家
としての利益のように描き出している。また、『戦争支持への情報操作―湾岸
12）
戦争支持への世論を高めたテレビ・メディア』
では、湾岸戦争発生の原因を、

これまでイラクに何度も侵略されてきたクウェートがアメリカを巻き込み、権力
のない米市民たちが自国民を他国のために戦争へと駆り立てたと述べられており、
世論を操作したのは、権力者でもメディアでもなく一般人であったと結論付けさ
れている。ここでは、米国民は自主的に戦争支持へと動いた存在として描かれて
いるが、米国民にとって何が利益となって起こした行動なのかなどには言及され
ていない。言及されていない背景として、政府主導部と国民という存在の利益を
ある程度同一視しているために、戦争をすることを主張する政府主導部の益に共
感していったという前提背景があると考えられる。すなわち「国益」は政府主導
部と国民で一致するという前提が存在している13）。
ここで語られる国益論では、政府における利益に主眼が当てられ、まるでそれ
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が国民全体においても利益となることを前提とした論調で構成されている。しか
し、今日では必ずしもその前提は通用しないのではないか。それが私たちが本論
文を執筆するに至った問題提起である。序論で述べたように、本論文では、国益
を政府主導部における国家益と、一般国民における国民益とに分類することで、
湾岸戦争時の米政府の思惑と「ナイラ証言」の有していた意味を分析する。
東京大学教授北岡伸一も読売新聞の寄稿記事14）で「国民の声が、すなわち国
益とも限らない。
」と述べたように、近年では、国家益と国民益と分離して考察
することの意義は十分に高まっていると言える。例えば、アメリカ国家安全保障
局（NSA）および中央情報局（CIA）の元局員であるエドワード・スノーデンが、
NSA による情報収集の手口を告発した事例を挙げることができる。インターネッ
トを介したコミュニケーション情報を把握することは、テロや犯罪の防止を行う
ために必要であるというのが、NSA の見解であった。従来の国益論に立脚した
ならば、プライバシーを侵害してでも、インターネットを介したコミュニケー
ション情報を傍受し、テロや犯罪の防止を行うことは国民にとっても利益である。
すなわち、政府にとっての利益と国益を同様視した論を展開できるかもしれない。
しかし、エドワード・スノーデンは会話やチャットが傍受されていることを国民
が知らないで行われていることは、国民の益ではないと信じ、世界に告発した。
結果として、エドワード・スノーデンは国際指名手配犯として国を追われること
となるが、2014年 1 月、ノルウェーのボード・ソールエル元環境大臣からノーベ
ル平和賞候補に推薦されるなど、一定の評価を得た。すなわち、政府主導部にお
ける国家益は必ずしも、一般国民における国民益とは一致しない場合があり、そ
こを分離することで事象に新しい観点を提示することができるのである。
では、湾岸戦争を巡って語られてきた国益論は、如何にして国家益と国民益に
分類した展開が可能であろうか。イラクによるクウェート侵攻に対する当時の
ブッシュ政権の対応姿勢と、国民世論を反映したメディアの反応を比較すること
で明らかにしていく。
メディアの反応を見ることで国民世論の動向を把握できる根拠として、ニュー
スの生産過程における世論とアジェンダ設定の関係性に触れる。ニュースの生産
過程において、マス・メディアは世論を反映させるために、ニュース・バリュー
の高い現象を報道する傾向にある。また、ニュースによって世論が喚起され、社
会や政治の世界で重要とされる人物や事物に影響を及ぼす。大石裕（2005）によ
れば「ニュース・バリューは社会の価値観の分布を反映し、同時に社会の多数派
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の価値観を集約、さらには突出させる機能をもち、それがニュースの内容や構成
を規定していると見ることも可能なのである」15）。
すなわち、メディアは国民、その中でも社会の多数派が非常に関心を持つ出来
事や内容に対してニュースバリューを認め、世論を反映するように努める。そし
てのその報道が世論に対しても影響を及ぼし、国民世論を再形成する働きを持つ
のである。そのため、当時のメディアのテクストを分析することで、国民世論を
読み解くことができる。イラクがクウェートに侵略した当日、ブッシュ大統領は
報道陣に対してこのように述べた16）。
「アメリカはこの侵略を厳しく非難し、無条件撤退を訴える。今日の世界で
はこうした野蛮な行為を認めるわけにはいかない」（Woodward, Bob. The
Commanders New York: 260）

ブッシュ政権のイラクの行為に対する最初の反応は極めて厳しいものであった
ことが分かる。事実、アメリカ東部時間午後 9 時に第 1 報を受け取ったとされる
ブッシュ大統領は、寝室に入る午後11時までのわずか 2 時間の間に、米国内にあ
るイラクおよびクウェートの資産凍結するための指令を次々に出し、書類が作成
された翌日には貿易禁止などの対イラク制裁措置と同時に発表した17）。このこと
からも、ブッシュ政権がイラクによるクウェート侵攻をいかに重大な出来事とし
て捉えていたか推測できる。
そうしたブッシュ政権の高圧的な対応に対し、初期のメディアの報道は友好的
であった。1990年 8 月 2 日イラクによるクウェート侵攻を受けて、ニューヨーク
タイムズ紙が、新聞社として初めて意見を表明した。
米国はクウェートを支援すべき条約上の義務を負っているわけではない。し
かし、湾岸諸国および大部分の国々は（反イラクの）行動を組織化するため
に依然としてワシントンのリーダーシップと援助を期待している。ブッシュ
大統領は国民に断固たる姿勢をとるよう求め、（他国と協調して）集団的外交
を推し進めようとしており、適切な対応を行っている18）。
イラクによるクウェート侵攻が「むきだしの侵略（Naked Aggression）」であり、
国際法（world law） に対する厚かましい挑戦」と表現されていた19）。その上で、
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ブッシュ政権には他国と協同関係を築いた適切な対応を求めている。軍事介入に
関しては消極論を唱えつつも、ブッシュ政権の行った経済措置などの対応に関し
ては評価している。
また、1990年 8 月 4 日のマイアミ・ヘラルド20）も「米国、NATO 諸国、ワルシャ
ワ条約機構、良識あるアラブ諸国、および日本は、ヒトラーまがいのイラク指導
者によるペルシア湾への支配を阻止するために、徹底かつ協調行動をとる以外に
ない。」として、同様の論調を展開した。
一方、ロサンゼルスタイムスは、 8 月 3 日の「アメリカの貿易禁止措置はイラ
クに対して大した影響がない」と題された記事21）では、さらなる侵略があった
場合は、軍事行動も止むを得ないとして、積極論を唱えた。1990年 8 月 7 日のワ
シントン・ポスト22）などでも、積極論は主張されていた。すなわち、アメリカ
の新聞は、手段においては消極論から積極論まで幅広く主張が展開されたが、共
通して「危機」発生直後におけるブッシュ政権の迅速な対応に関しては、どの新
聞社も概ね高く評価し、賛意を表明したのだった。
しかし、そうした世論のブッシュ政権に対する支持も情勢の変化とともに冷め
ていった。そこには、クウェート在住のアメリカ人を人質にとるなど、フセイン
によるアメリカ兵に対する非人道的措置によって、ブッシュ大統領は軍事的強硬
策がとれなくなったことが背景として挙げられる。膠着状態に陥ったブッシュ政
権の対処に対して、全体として抽象的レベルにおいては同調していたものの、具
体的な措置などの大統領の説明に対して不満が表明されていった。その典型的な
ものは、ワシントン・ポスト23）の「戦争には金がかかるということを、行動す
る前によく考える必要がある」という意見や、米国政府の「計画、政策そして姿
勢はこれまで明確に示されてきた」ものの、湾岸での軍事行動が「どのぐらい続
き、いかなる犠牲を払おうとしているのか」は不明である、といった類の疑問で
あった。
この頃には、積極論を唱える政府主導部とそれに対して不安を覚える一般大衆
との間での意見の乖離が拡大し始めていたことが分かる。ブッシュ大統領はその
後、必要となればイラクに対する「攻撃的な軍事オプション」がとれるように中
東派遣軍の増強を発表した18）。そして、国連にも働きかけ、11月29日の安全保障
理事会における「対イラク武力行使容認決議（678号）」を取り付け、国際的承認
のもとでの軍事的解決も辞さないという積極的な姿勢をより鮮明にするのだっ
た24）。戦争の可能性を孕んだブッシュ政権の強硬策に、アメリカ世論にもこれま
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で以上に亀裂が生じ始めた。11月11日の USA トゥデイ発表の世論調査では『ブッ
シュの支持率低下』の記事が発表され、ブッシュ政権のイラクに対する対応に肯
定的な意見は、 3 ヵ月前の82％から51％まで低迷していた25）。そして米ジャーナ
リズムの論調も一層ブッシュ政権に対して批判的なものとなっていった。ニュー
ヨーク・タイムズは社説26）で、アメリカはイラクに単独で侵略するべきではな
いと表明し、軍隊の増派は心理戦に効果を持ちうるかもしれないが、この時点で
経済封鎖を放棄するのは時期尚早であり、その効果が現れるまで、しばらくは
じっと忍耐強く待つことが湾岸での最良の政策であるとし、ブッシュ政権の性急
なアプローチをたしなめる姿勢を示した。歴代大統領の取材を勤めてきたベテラ
ン記者のヘレン・トーマス記者は、「アメリカは、テロとフセインとの関係を証
明できていません。イラクに戦争を仕掛ける権利は、私たちにはありません」と
反戦の意見を明確に示した27）。
では、ここに至り新聞論調の中になぜ慎重論が急浮上したのだろうか。その背
景にあったのは「ベトナム戦争後遺症」である。もし戦闘が開始されれば、それ
が長引かないという保証はどこにもなく、砂漠の戦争における勝算にも不安が
残った。たとえ法的手続きに問題はなくても、武力行使を急ぐべきではなく、あ
くまでも平和的解決の糸口を追求するよう訴える新聞もあった。例えばニュー
ヨーク・タイムズは1990年11月11日の記事28）で、
「今晩イラク撤退の期限（ 1 月
15日）が戦争の開始である必要はない。外交は明らかに失敗しているが、殺戮、

負傷、破壊をもたらす手段以外の手段を用いるべき根拠はまだ残っている。」と
述べられている。
ベトナム戦争の二の舞だけは演じたくないという気持ちが、ブッシュ政権にア
クセルを踏ませまいとする訴えになったのである。事実、湾岸戦争終戦後、ブッ
シュ大統領は「ベトナムという妖怪はアラビア半島の砂漠の砂の中に永久に埋め
込まれた！」と語った。この言葉からも、当時の反戦世論の主要因をブッシュ大
統領は「ベトナム戦争後遺症」と捉えていたことが分かる。
ベトナム戦争後遺症とは、泥沼化したベトナム戦争中、戦争状況もわからない
が、犠牲者ばかりが増えていき戦争終結の兆しが一向に刺さない状況に、米国民
が反戦運動を起こしたことがきっかけとなり、アメリカ国民の間で一種のトラウ
マのように共有された反戦意識のことである。当時の状況を CBS のモーレイ・
セイファー記者は、「ベトナムで私たちは好きな所へ自由に行くことができまし
た。テレビの影響は非常に大きいもので、多くの命がゴミのように失われるのを
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グラフ １

ジョージ・H・W・ブッシュの経済、外交政策の支持率
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目の当たりにして、人々は何のための戦争かわからなくなったのです」と語り、
ベトナム戦争時におけるメディアの自由な報道体制とそれが国民意識に与えた影
響を説明した。湾岸戦争の開始には、このベトナム戦争後遺症の克服が必要不可
29）
欠であった。事実、
『Seeing Through the media: The Persian Gulf War』
の著者

の Susan Jeffords と Lauren Rabinovitz は以下のように語った。
アメリカ合衆国が新しい戦争を遂行するためには、古い戦争（ベトナム戦争）
に関する大衆の記憶は覆され、消去されなければいけない。
では、なぜブッシュ政権はそれほどに好戦的な姿勢を示したのであろうか。当
時のブッシュ政権の支持率を見てみると、経済面よりも外交面で高い評価を得て
いることが分かる。事実、ブッシュ政権時の経済面は停滞していたが、イラクに
対する外交的対応での成果は国内において一定程度評価されていた。平均的な経
済面での支持率よりも36ポイントほど外交面での支持率が高い。
グラフ 1 30） を見てみると、1990年の 8 月以降、ブッシュ政権の外交支持率が
急激に上昇していることが分かる。これは、国外問題に一般世論の関心を向ける
ことで政権の支持率が上昇し、国内問題での政府批判を避けることができる
Rally Around the flag effect が適用されていると考えられる。ブッシュ政権は前任
のレーガン政権の経済政策を踏襲し、保守的財政プログラムを実施したが、多額
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の財政赤字と赤字削減法によって大きな困難に直面することとなった。「新たな
税は課さない」という経済メッセージを約束し、当選したブッシュ大統領にとっ
ては、歳出削減は必須政策だと考えられ、新たな予算項目を設けることができな
かった。そのため、ブッシュ政権は有害な大気汚染問題や、酸性雨など、新たな
連邦支出を必要としない分野で、大規模な政策を打ち出した。実際その政策のほ
とんどは企業支出により賄われていた。こうした連邦予算赤字を抑制しようとす
るブッシュ政権の方針は、貯蓄と貸付比率の緩和により、貯蓄金融機関の破綻が
広がり、その売却および封鎖の関連支出として、総額5250億ドルが1993年までに
発生した。1990年ブッシュ大統領が議会に提出した予算案は議論の末に同年 6 月、
増税の実施を決めたが、その後、景気の後退や医療費の高騰などにより、赤字削
減政策の成果は相殺された。また、1980年後半から終わりのない石油価格の高騰
が景気下降の一因となり、ドイツや日本といった経済のライバルが世界貿易にお
いてシェアを拡大し、米国における外国製品の消費が急増した。大した成果が上
がらなかった経済政策に、国民の経済政策に対する不信は募り、さらに石油価格
の高騰、アメリカ製品の国内消費量の低下などの外的要因が、ブッシュ政権に
とっての大きな脅威となっていた31）。国内経済問題での支持率が芳しくないブッ
シュ政権にとって、国民の目を国外に向けることが必要であった。そんな時、イ
ギリスの首相であったマーガレット・サッチャーが、侵略を決して許すことが
あってはならないこと、また、イラクがクウェートだけでなく、隣接するサウジ
アラビアまでも侵攻すれば、同国が世界の原油の65％を握ることになるという脅
威をブッシュ大統領に説明したことで、ブッシュ大統領はイラクによるクウェー
ト侵攻の重要性を認識したと言われている32）。
また、後に秘密公開された文書によれば、ブッシュ政権にとっての国家益はよ
り明確になる。 8 月20日に決定された「イラクのクウェート侵攻に対応する米国
の政策」と題する国家安全保障会議（NSC） 文書『国家安全保障指令四五号
（NSD-45）
』では、冒頭に「米国の国益」という項目が掲げられて、
「ペルシャ湾

における米国の国益」とは、「石油に対するアクセスと該当地域の中核的友好諸
国の安全保障と安定」であると、明確に述べられている33）。

2

国家益と「ナイラ証言」

先に示した通り、一般国民の世論は、広い意味でイラクに対する対処は必要だ
と考えてはいたが、必ずしも武力行使、アメリカの参戦を望むものではなかった。
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表面的には、ブッシュ政権のイラクに対する措置に対して共感を示しているもの
の、武力介入に関しては、慎重論を唱え、時期尚早ではないのかというのが、国
民の多くが抱いていた意見、すなわち国民益であった。
しかし、当時50％前後の人々が戦争を支持したという参戦世論が、アメリカを
中心とした多国籍軍のイラクに対するに最終通告時には66％、そして 5 日後には
76％と、 1 週間のうちに急激に上昇することとなる34）。ブッシュ政権におけるこ
のベトナム戦争後遺症の克服の成功原因をテキサスクリスチャン大学の教授であ
る Joseph Darda はこう述べている。
ブッシュの湾岸戦争を「崇高な理由」と定義付けることの成功は、国際的な
人権の文脈の中で戦争を描く彼の能力に帰するものだ。
ブッシュ大統領は、具体的な政策を掲げるのではなく、人権という象徴を掲げ
ることでベトナム戦争後遺症を克服した。以下では、その過程を詳しく見ていく。
1989年に44年間続いた冷戦が終結すると、世界はようやく 1 つの国際秩序、特に
基本的人権という文脈での法の支配の下に団結することが可能となった。ブッ
シュ大統領はベトナム戦争の終結と冷戦の終結を、軍事力と人権に収束する新し
い時代の始まりだと見なしていた35）。
政治的スピーチや人権に関する証言、ハリウッド映画等は、如何にしてブッ
シュ政権が1960年代の反戦運動と結びつけた人権的アプローチをとり、湾岸戦争
遂行の裏で世論統一を行ったか明らかにしている。例えば、1990年 9 月11日、
ブッシュ大統領は議会の上下両院合同会議および全国向けテレビを通して『新世
界秩序に向けて』36）と題した演説を行い、米軍のペルシャ湾への配備に理解と支
持を求めた。スピーチ本文を抜粋し、以下に引用する。
今日まで我々が知っていた世界とは、分断された世界―有刺鉄線とコンク
リートブロック、対立と冷戦の世界でした。今、我々は新世界への到達を目
にしています。まさに真の新世界秩序という可能性です。ウィンストン・
チャーチルの言葉で言えば、“正義と公正の原理により弱者が強者から守ら
れる世界秩序”です。国連が、冷戦という行き詰まりから解放され、その創
設者の歴史観を貫徹する準備の出来た世界、自由と人権の尊重が全ての国家
において見出せる世界です。
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これまでの冷戦期における世界秩序から、自由と人権の尊重が新世界秩序とな
ること、そして、それが侵害された場合には、弱者が強者から守られることを正
義と公正となることが表現されている。イラクによるクウェート侵攻に当てはめ
れば、クウェートの自由と人権がイラクにより侵害されている場合は、アメリカ
という強者がクウェートという弱者を救済する義務を負うと解釈できる。
では、如何にしてアメリカ国民が湾岸戦争を始めることが人道的だと認識させ
たのか。そのためには、大きくイラクを悪の大国として描くことが必要であった。
そのための手段としてここでは、イラクに平和的解決を求める意思が全くないこ
と、イラクが行っている行為は人道的に許しがたい行為であるというように描く
ことが必要であった。
イラクが国連を主導とした多国籍軍からの警告を無視し、クウェートへの侵攻
を継続させたことは紛れもない事実である。しかし、全てのイラク国民が平和的
な解決を望んでいなかったかというとそうではない。イラク人のなかにもフセイ
ンに敵対する民主主義の信奉者は存在していた。国外の亡命先（ヨーロッパやア
メリカ）を拠点に平和的解決を望んでおり、実際にワシントンに行き声明を発表

し、提案し、呼びかけをし、イラクの議会制民主主義の確立を支援する要求を
行っていた37）。しかし、そういった行為が開始された1990年 8 月から1991年 3 月
までの記事にイラク人民主主義者の反対勢力についての報道は一切ない。イラク
の民主主義者の声は完全に排除されており、その事実がアメリカ国民に伝わるこ
とはなかった。その結果、イラクが全く平和的解決を模索する動きがなく、武力
でのみ介入可能というイメージを定着させた。
そして、イラクが非人道的な行為を行っているというイメージを定着させるた
めに、政府により仕掛けられた人権に関する証言こそ、「ナイラ証言」である。
ブッシュ政権の湾岸戦争への参戦を支持する首尾一貫したストーリーをアメリカ
国民に伝えることの闘争を、15歳の少女が行った「ナイラ証言」が可能にした。
実はこの時期にはアメリカではベトナム戦争の後遺症から反対意見の方が優性で
あったが、世論はナイラの証言により劇的に変化していく。
ナイラ証言とは、1990年10月10日トム・ラントスとジョン・エドワード・ポー
ターが委員長を務めるワシントン連邦議会の人権擁護コーカス（Human Right
Caucus）の公聴会において、ナイラと名乗る15歳の少女の証言である。イラク占

領下のクウェートを脱出したアメリカ人やクウェート人から、クウェート国内の
人権状況を聞くことが目的に設置された。「私の名前はナイラ。クウェートから

134

政治学研究58号（2018）

脱出してきたところです」と始まり、イラク兵士によるクウェートの幼児に対す
る残虐な行為が行われたと証言した。ナイラは、イラクがクウェートに侵攻後、
クウェートの病院でのボランティアを志願し、12名の女性と共にクウェートの病
院に向かった。そして、銃を持ったイラク人がクウェートの病院に押し入り、保
育器の中にいた幼児を投げ捨て、冷たい床に放置して殺害したところを見たと証
言したのである38）。そして、この証言の最後にナイラは以下のように述べた。
私はサダム・フセインがクウェートを壊滅する前のクウェートを覚えていら
れるほど成長していたことに加えて、もう一度建て直せるほど若いことを嬉
しく思う。
このように締めくくることで、イラクによるクウェート侵攻の悲惨さと、それを
対して介入していかなければいけないというメッセージをアピールした。この 3
分ほどの証言は、実に巧妙に人々の道徳心に訴えかけた。ナイラという15歳の少
女が、実際に経験した悲惨な出来事を涙ながらに語る様子は、テレビでも大々的
に報道され、多くの人々の共感を呼んだ。そして、武力行使に対して慎重であっ
たアメリカ世論は、この証言を契機に、イラクの非人道的な罪に対して武力行使
の必要性を唱え始めた。
翌日11日のロサンゼルスタイムズ39）では、「（公聴会の）メンバーは彼らが聞い
たことにチョックを受けた。クウェート大使は時間がないと忠告した。」と題さ
れた記事を掲載した。
彼らの証言は、ブッシュ大統領がクウェートにおけるイラクの残虐行為に彼
の我慢が限界に達していると忠告した翌日のことであった。ホワイトハウス
は、クウェートの市民性を破壊し、忠誠な移民で代替するというイラクの
キャンペーンは、危機に対する実施可能な対処方法を決定するための行政の
タイムテーブルを促進している。
このように、イラクの非人道的な行為がアメリカの参戦世論を促進していると述
べた。
また、ブッシュ政権が中東でのイラクの人権に対する残虐な行為を語るのに十
分な説得力を与えた。この証言をブッシュ大統領は 6 回も演説で取り上げ、40日
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間で計10回以上も引用され、メディアも大々的に報道した。以下にブッシュ大統
領による演説を抜粋する。
現在、毎日のようにサダム・フセインの軍隊によって行われた、ぞっとする
ような暴挙がクウェートから伝えられてくる……。それは国家そのもの
（Nation）に対する組織的な攻撃であり、正式な手続きを経ない処刑であり、

日常的に行われる拷問である。……新生児は保育器から投げ出され、透析を
受けている患者は医療機器から引き離された。……まさに、ヒトラー再来で
ある。
当日の10月10日、NBC の中心的なニュース番組である『ナイトリリース』で
はこの証言が放送された。これは視聴率から換算すると3500万人のアメリカ人が
「ナイラ証言」を知ることとなった。また、後述するが、この証言は H&K とい
う大手 PR 会社によってニュースリリースが作成され、7000局ものテレビ局が加
盟しているメディアリンクに送信された。ここを通して各テレビ局がビデオを入
手し、報道していった40）。また、米メディアの記者たちに対しても、
「プレスキッ
（報道資料一式）が配布されたことで、テレビだけでなく、新聞を通しても大々
ト」

的に発信された。
当時アメリカ議会では、上下両院とも民主党が多数を握っていたため、とりわ
け上院では、大統領に軍事力行使の権限を認めるかどうかの賛否が拮抗していた
が、
「ナイラ証言」を契機に決着に向かう。1991年 1 月12日の大統領に軍事力行
使の権限を与えることが決議された。上院では賛成52票、反対47票その差はわず
か 5 票であった。一方下院では、賛成250票、反対183票と極めて党派的な結果と
なっており、上院ではわずか10人の民主党員が大統領側に票を投じた41）。
この決議の採決に加わった上院議員の中でこの決議を支持する根拠としてこの
ナイラ証言を引用した議員は 7 人に上っており、ナイラ証言が如何に効果的で
あったか推測される。ナイラ証言を契機に、結局賛成派が勝利、ついに武力行使
は承認された。その後アメリカ参戦決定の報道は、アメリカ国民の世論の分裂な
どの不安材料を無視し大々的に発信され、いつの間にか反戦の声など掻き消して
いった42）。
しかし、戦争終結後の1992年 1 月 6 日、ニューヨーク・タイムズのハーバース・
マガジン、ジョン・マッカーサー編集長は衝撃的なスクープを掲載した43）。「国
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民を戦争に駆り立てるため、でっち上げとプロパガンダが使われた」「全てがプ
ロパガンダであり、作り上げられたものだったのです。彼女はアメリカに駐在す
るクウェート大使の娘だということが明らかになったのです」「アメリカの人権
団体・報道機関・米国国民は彼女のこのウソにすっかりだまされたのです。それ
は、極めて効果的なプロパガンダだったのです」と述べ、「ナイラ証言」は出来
事すらも起こっていない完全なフェイクニュースであったと発表したのである。
さらに、この証言は、「自由クウェート市民」と名乗る団体の依頼で、ヒル・ア
ンド・ノールトンという PR 会社によって「つくられた物語」であったことも判
明した。そして、この団体はクウェート政府から600万ドル以上の契約金のうち
の95％以上を支援されていたのである。すなわち、ナイラとは、在米クウェート
大使館の娘で、アメリカ国内で贅沢な暮らしをし、実際には、クウェートには住
んでいないナイラ ＝ アル ＝ サバーである。クウェート政府が米国内にある市民団
体に資金提供をし、その「自由クウェート市民」と名乗る市民団体が中心となり、
大手 PR 会社であったヒル・アンド・ノールトンと政府が共に創り上げたフェイ
クニュースだったのである44）。さらに驚くことに、同記事では、公聴会が行われ
た人権議員団の団長を務める民主党と共和党の議員の少なくとも 2 人は、PR 会
社ヒル・アンド・ノールトンと深い繫がりを持っており、公聴会自体、ヒル・ア
ンド・ノールトンの副社長とこの議員 2 人を中心に開催されたものであり、ナイ
ラの正体も既に知っていたことも判明した。すなわち、ナイラ証言は、クウェー
ト政府、「自由クウェート市民」と名乗る市民団体、PR 会社ヒル・アンド・ノー
ルトン、米国政府が、計画的に実行したフェイクニュースだったのである。

3

ニュースの生産過程から見る「ナイラ証言」

公聴会では、残された家族に危険が及ぶため、ファーストネームしか名乗れな
いという説明に疑問を持つ者などいなかった。
1992年 1 月12日のワシントン・ポスト45） では、どのようにして彼女は占領さ
れた街を移動していたのか、どのようにしてクウェートから脱出したのか、など
彼女が尋ねられなかったことに言及した上で、公聴会の委員長を務めた John E.
Porter の言葉を引用した。
私の心配は、公聴会の信頼性にある。彼女が真実を述べたのか、彼女の置か
れた状況（立場）から素直に述べた意見だったのか人々は分からなかった。
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当時の公聴会の参加者さえも、その証言の信憑性を知る術はなく、懐疑的で
あったことが分かる。以下に同記事から、当時のメディアがこの証言の信憑性を
確認することなく、報道を行ってしまった要因が考察されている箇所を引用する。
非常に感情的な証言で、彼女はイラクによるクウェート侵攻における最も痛
ましい話のうちの 1 つをした。彼女はクウェートのアルアダム病院で、22人
の幼児が保育期から投げ出されたところを見たと証言した。彼女だけがこの
証言を行ったわけではない。世界規模で信頼性の厚い人権団体であるアムネ
スティー・インターナショナルも彼女の証言を承認した。
この残虐行為（に関する証言） は、疑うにはあまりにも設計され過ぎていた。
しかし、アムネスティーの専門家や、他の人権団体であるミドルイーストウォッ
チが戦後にクウェートに入国可能になると、彼らはこの保育器の証言が「真っ赤
な噓」であったとレポートを出した。アムネスティーは証拠が見つからなかった
として、自らの過去の承認を取り消した。
公聴会の時点から、その証言の信憑性は確認できていなかったのにもかかわら
ず、アムネスティー・インターナショナルは証言を承認するような声明を出し、
各メディアも大々的に発信していった。戦後、クウェートに入国可能になると、
その証言に関する取材が可能になり、虚偽であることが判明するが、「ナイラ証
言」が行われた当時は、イラクの占領下にあったクウェートに入国することはで
きず、取材をする術はなかった。
では、なぜナイラ証言の存在自体がフェイクであり、その信憑性を確認するこ
とができなかったにもかかわらず、大々的に報道・発信されてしまったのであろ
うか。以下では、ニュースの生産過程から、なぜ「ナイラ証言」が事実性を帯び
たのかを検証する。
まずは、ニュースの生産過程をもとにナイラ証言を考察する46）。ここでは、社
会で起こった出来事が、メディアがニュースとして発信する情報に変換されるま
での過程をニュースの生産過程と定義されている。社会では常に無数の出来事が
同時多発的に発生している。しかし、その全てがニュースとして発信されるわけ
ではない。先に触れたように、ニュースバリューに基づいてメディアは出来事を
選択するのである。そして、その出来事が本当に起こっていたのか、取材を通し
て情報収集し、その事実性を確認する。基本的にはそこで得た情報を元にニュー
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図１
社会的出来事
の発生

ニュースの生産過程の基本モデル

社会的出来事
の選択／取材

収集された
ニュースの素材

ニュースの素材の
編集と整理

ニュースの
提供

スを生成していくのである。大石裕（2015）は図 1 のように「①社会的出来事の
発生→②社会的出来事の選択・取材→③収集されたニュースの素材→④ニュース
の素材の編集と整理→⑤ニュースの提供」というニュース生産過程を定義する。
ニュースとは、基本的には過去に生じた出来事をできるだけ正確に再現しよう
とした結果である。正確さを確保するためには、上記の②社会的出来事の選択・
取材の過程の中で、出来事に関与した人、または目撃した人の証言や物的証拠か
ら事実を検証することが不可欠である。ナイラ証言の場合も本来ならば、この過
程のうちに事実でないことが判明していたはずである。しかし、ナイラ証言では、
報道内容が事実であるかどうかを裏付けるために行われるべき記者による検証過
程が著しく欠如していたのにもかかわらず、上述したように米大手 PR 会社ヒル・
アンド・ノールトンが発信した「プレスキット」やニュースリリースを検証する
こともなく、発表・発信されるに至った。
湾岸戦争は、メディアが権力者によって完全にコントロールされたことから
「メディアの敗北」とも言われている。しかし、実際アメリカジャーナリズムは
湾岸戦争で自らの完敗を認めるかのような証言をしている。ニューズウィーク誌
で主としてアメリカ政治とメディアの問題を担当するコラムニストのジョナサ
ン・オルターは、
「悲しいことだが、真実は、我々は戦争を『カバー』したので
あり、『リポート』したのではないということだ。この戦争の最後の数時間まで、
独立したジャーナリズムはほとんど存在しなかった。プール方式による取材活動
はジャーナリズムではない。それは、何か別のものだ」47）と述べている。ここで
いう「カバー」とは、表面的なことを単に伝えるということであり、
「リポート」
とは、自らの意思で取材する題材を選び主体的に行動することを意味する。すな
わち、ジャーナリズムが主体的に証言の事実性を確認する作業を放棄したと述べ
られている。また、英 BBC テレビの従軍記者の 1 人は、部隊と共に行動し、夜
間の戦闘が始まったとき、兵士の 1 人から照明弾を渡され、「手伝ってくれ」と
言われて協力したと言う。記者も当時を振り返り、
「（政治主導部の指揮下にある）
兵士と一体化してしまった」48）と自省している。これは、ジャーナリズムが「国
家益」に統合されたことを示す。
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上記の証言で出てきた「プール取材」に関して触れておきたい。
「プール取材」
とは、代表取材制度とも呼ばれ、多国籍軍による報道規制が行われたために、本
来のジャーナリズムとしての働きが機能しなかったのである。米軍の許可を受け
た参戦国のジャーナリストだけが少数選ばれ、代表となり、戦場を含め許された
範囲内でのみ取材を行い、得た映像含めた情報を、他のメディアと共通利用する
方法である。アメリカを中心とした多国籍軍は、この手法を「情報を流さず、制
限し、虚偽を流す手法」として積極的に用いた。湾岸戦争当時実際に現地に入り
取材することができた記者の数は、以下に示す通りである。地上戦突入前は世界
中から1600名近くのジャーナリストが詰め掛けていたが、実際に代表取材という
名の従軍取材に同行が許されたのはわずか132名。多国籍軍側は軍の戦術の秘匿
を名目に、最前線を取材できるジャーナリストの数を制限した。すべて取材は軍
当局立会いのもとで行われ、報道する際も事前に内容を検閲されたのである。
湾岸戦争中においては、「プール取材」のように政府が主導となり直接的に
ジャーナリズムをコントロールした制度が存在したが、「ナイラ証言」当時は政
府がメディアを直接的にコントロールする体制はなかった。それにもかかわらず
事実性の担保されていない「ナイラ証言」がニュースに成り得たのは、なぜだろ
うか。喜久山顕悟（2003）49）では、興味深いデータが提唱されている。開戦直後
には戦争への支持率が85％となり、さらに国民の実に81％が報道規制に賛成して
いたというのである。すなわち、アメリカ国民はむしろ報道規制に賛成の立場を
とったというのだ。明らかに憲法で保障する「知る権利」「報道の自由」に反し
ているのになぜなのだろうか。以下にその指摘を引用する。
このプール取材を含む報道規制問題が戦争中及びその直後においてアメリカ国
内で大きな問題とならなかった理由を「ニューヨーク・ニュースデイ」のシド
ニー・シェンバークは、以下のように指摘している。
「開戦前の 1 月10日に、政
府の報道規制に反対し、機密保護に関する規則の任意遵守、取材陣の移動とアク
セスの自由の回復を求めた連邦訴訟に大手メディア機関が原告として加わらな
かったことが原因である」。さらになぜ大手メディアが原告として加わらなかっ
たのかについての理由を中嶋は、「国民だけでなく報道機関もベトナム戦争や
ウォーターゲート事件の傷跡を残しているからであると指摘し、非国民のレッテ
ルを貼られることを恐れ政治的主流派の感情を損なわないようにしたのだ」と指
摘している50）。
すなわち、政治的主流派の感情を損なわないために、彼らが主張する「国家益」
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に立脚したのである。政府の主導で行われた「ナイラ証言」を契機として、国家
主導部における国家益に組み込まれていったジャーナリズム機関が、人権を象徴
として掲げるブッシュ政権に共感することで、ナイラ証言にニュースとしての信
頼性を認めたのである。
では、なぜ「国家益」への共感が、事実性の担保に繫がるのだろうか。それは、
ジャーナリズムには国籍があるからであると言える。それぞれの国の支配的な価
値観を反映して、メディアは報道し、論評する。そのときに考えられる国益観を
取り込みつつ、世界の情勢をメディアは伝えているのだ51）。すなわち国益観は
ニュースの生産過程に多大な影響を与える。これをジャーナリズムの国益論と言
うが、例えば領土問題を伝える際、それは顕著に現れる。北方領土問題や尖閣諸
島問題などを伝える際、これらの島が日本の領土だということを自明の事実であ
るかのように報道することが大半なのだ。領土問題のように、他国との外交的関
係性が成立している場合、すなわち自国の利益が直結する場合には、「国益」と
いう文脈でその出来事を切り取るのがジャーナリズムなのである。もちろん戦争
報道も例外ではない。自国の国益観だけに囚われるのではなく、自国の主張と他
国の主張が存在していることを前提とした上で、冷静な取材や報道し、事実を報
道することがジャーナリズムの本質であるにもかかわらず、相手国の論理や異論
を報道すると批判されるということもあり、メディアは国籍を離れることは難し
いのだ。つまり、ジャーナリズムは所属している国の国益に立脚しニュースを生
産する機関であると言える。
上述したように、イラクがクウェートに侵攻した後、メディアはブッシュ政権
の対応を追って一定程度評価したものの、ブッシュ政権が強硬路線に出ると、ベ
トナム戦争の反省から、慎重論を唱えた。この頃の世論調査でも武力行使には過
半数が反対していたことから、一般国民の世論を反映し、国民益に立脚した報道
姿勢があったと言える。しかし、ブッシュ政権が国民益を、国家益に統合するた
めに実施した「ナイラ証言」を中心とした一連のプロパガンダ工作の過程で、メ
ディアの立脚する「国益」は国民益ではなく、国家益に統合されていった。メディ
アは、「ナイラ証言」の事実性を確認することもなく発信し、
「恐怖と憎悪」に対
して、アメリカ国民を連帯し団結させるという政府の思い通りの結果を招くこと
に大きく寄与した。
「政府」にとっての国家益に立脚したメディアの報道姿勢は、
その後アメリカ参戦決定の報道は、いつの間にか反戦の声など掻き消していった。
当時のジャーナリズムが国益と捉えていたのは「国家益」であり、イラクによ
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るクウェート侵攻を「悪」として描き、アメリカの参戦の必要性を問うことこそ
が、国益に立脚したジャーナリズムの取るべき姿勢として共有されていたのであ
る。石澤靖治（2005）は以下に引用するように述べている。
これ（ナイラ証言）は単なるジャーナリズムの不手際ではない。この時期に
おいてジャーナリズムはすでに「フセイン＝悪」というように視点を固定化
していたために、普段行っているレベルの事実関係の確認を行わなかったと
いうことである。すなわち、ジャーナリズムの基本的な問題点を示す象徴的
な出来事とみるべきである。そしてその結果、「フセインの悪魔化」という
国民のイメージ形成を支援することになった。それは間接的にジャーナリズ
ムがアメリカ国民を開戦へ扇動する役割を担ったことを意味している52）。
すなわち、
「国家益」に同調していったジャーナリズム機関は、ブッシュ大統
領が象徴化した「相手（サダム・フセイン率いるイラク軍）は悪魔のような存在で
あり、人権の名の元に、弱者を救済しなければいけない」という戦争論に、巻き
込まれていったのである。ジャーナリズムは政府・行政・裁判所から独立した第
4 の権力としての監視機能が期待されている。そして、国民の「知る権利」に応
え、綿密な取材と深い分析のもとで事実を伝える役割を果たすべきである。しか
し、
「ナイラ証言」のように、立脚する国益が「国民益」から「国家益」に変わっ
た時、ジャーナリズムは政府と同じイデオロギーを共有する機関へと成り下がる
のだ。そして、結果的に国民を戦争に扇動するなど、政府のコントロール下に置
かれてしまうのである。

Ⅲ

結

論

1

ジャーナリストと国益

本論文は湾岸戦争が戦争報道の意義を考察するにあたって、1990年10月10日に
ワシントン連邦議会の公聴会にて行われた少女ナイラの証言に着目して、国家益
及び国民益の議論を展開してきた。
広く一般に語られている「国益」は、どこにそして誰に利益が生じるのかが重
要であり、本論では国家益と国民益に分けられることを示した。湾岸戦争に至る
まで「国益」に引っ張られていたのはメディアであり、ジャーナリストには国籍
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が存在するため、ジャーナリズムは所属している国の「国益」に根ざしたニュー
ス制作を行うことを主張した。それに加え、湾岸戦争時、「国益」は国家益を意
味し、政府の意向である戦争強行姿勢を国の利益として捉えた。当時取材規制が
かけられており、ジャーナリストたちはナイラ証言に対して何の証拠や裏付けも
なかったにもかかわらず、アメリカは国家益を重視した結果、フェイクニュース
を堂々と報道したのであった。
今回、湾岸戦争時の報道は「国益」と密接に関係するということを中心に論じ
てきた。国家は戦争に「国益」の定義を独占することで、ナショナリズムを利用
し、プロパガンダを行う。それに対してジャーナリストらは、「国益」の概念に
よって、自国優先の考えのもと、国際的対立をも厭わない判断を下す政府に対し
て、異なる視点から批判を行う必要がある。だが、ジャーナリストらが本来の役
割を疎かにし、政府の決定に対し、何の批判もせず報道をすることで「メディア
の敗北」を助長したのである。閉鎖された空間におけるナショナリズムは冷静な
判断を狂わせやすく、ジャーナリストらはただの宣伝・PR 部隊に成り代わった
と言える。ジャーナリストには国籍があり、国益に弱い。ましてや自国が関わる
戦争となればその影響力は計り知れない。

2

ジャーナリズムが立脚する国益観の変化

本論において、ジャーナリストらは政治と深く関わりを持たない一般人の利益
と捉える国民益ではなく、アメリカ政府が自国の利益を求め戦争へと駆り立てて
いる「国益」の考えのもと報道を続けていたと考えた。ベトナム戦争における戦
争の長期化で国民は疲弊しており、また不毛な犠牲者の増加や不透明な戦況など
政府に対する不信感が募り、反戦の傾向が強まっていた。それだけでなく、安全
保障理事会の武力行使容認に伴ってブッシュ大統領が戦争へと歩みを進めた強硬
策も世間を反戦へと傾かせる大きな要因となった。だが、自由と人権の尊重が新
世界秩序であるという強い主張を繰り返すことで、国を戦争へと向かわせたので
あった。それ故、国民が真に求めていた利益と国家益は大きく異なっていたと考
えられる。
国家は虚偽の事実、フェイクニュースを創作してまでも「国益」を優先させ、
守ろうとしていくと考え、国を戦争へと向かわせるための最たる例がナイラ証言
であった。ジャーナリストは何が本当の「国益」かを常に考え、政府の動向や決
定に対して常に疑問を持たなければならない。だが、「国益」は基本的に国民益
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ではなく、政府の考えのもとで決定されることが多い。泣きながら話す少女、保
育器から乳児を取り出すイラク兵、冷たい床に打ち付けられた乳児、その感情に
訴えかける手法で反戦世論を覆そうとしたのである。
最後に、本論文では湾岸戦争時のナイラ証言を契機として、ジャーナリズムが
立脚する国益が変化したと考えてきた。湾岸戦争における戦争報道において「国
益」はひとつではないということを示し、国家益と国民益に大きく分けられると
考えた。湾岸戦争前のメディアの報道内容は世の中の動向や考え、世論を映すも
のであったが、後々に政府の意向に沿うようなものに変化していった。つまり、
ジャーナリスト及び彼らが報道するニュースは「国益」に密接に関係し、その「国
益」は国家機関が求める利益と一般市民が望む利益の 2 つが必ずしも一致するも
のとは限らない。上記の内容を踏まえ、ナイラ証言を誘因として、ジャーナリズ
ムが依拠する国益観の変化に至ったと考えられる。
「国益」を国民益と国家益で分割することによって、戦争と報道を語る際に政
府の決定事項が一般市民としての組織の利益もしくは国家組織としての利益のど
ちらを優先させているかを考える機会を示すことができた論文であった。今後、
起こり得る戦争の報道は、問題の所在が国家のみならず国際的に展開し、調査の
形態や方法が過去とは異なると考えられる。国際的調査報道の事例の 1 つと考え
られるパナマ文書を例として見れば、危険が伴う調査を行うにあたり、ジャーナ
リストたちは国境を越えて協力体制を築く必要があった。国家を越えた不正やそ
の事実を明らかにした記者の殺害など、問題も国際化する今後の世界には、
ジャーナリストとしての国籍を越えた協力が必要なのである。国家間で調査が行
われるにあたり、ジャーナリストらは自国の利益が果たしてどこに向かっている
のかを判断する必要があるだろう。そのため、「国益」の定義を定めずにジャー
ナリストたちが「国益の名の下に行われた戦争である」などという文句を使用す
ることは非常に安直なものであり、分類して理解を進めることでジャーナリズム
の規範が見えてくるようになるだろう。そして、民主主義社会におけるメディア
の機能を考えるうえで、第四権力として国家機関を監視することに加え、ジャー
ナリズムが国民益を理解し、その時々に寄り添って報道を行うことでジャーナリ
ズムの規範となり得るのではないだろうか。
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