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This study examines how major newspapers in the world covered the 60th
anniversary of the atomic bombing of Hiroshima by referring to the hegemony
theory. This theory suggests that media content, especially international
coverage, is influenced by historical views, the dominant public opinions, and
the ideology of those in power in society. Qualitative content analysis is
mainly used for this study. Data for this study consist of articles published
between August 5 and 8, 2005, in newspapers in eight countries / region
(China, France, Germany, Russia, South Korea, the U.K., the U.S., and the
Arabic region).

The findings generally confirm the existence of bias and differences in
Hiroshima coverage across countries / region. Western European (France,
Germany, and the U.K) newspapers criticized the bombing for aiming at
civilians and presented it as an important moral lesson. American newspapers,
on the other hand, generally depicted the bombing as a justifiable past event
which has little significance in the present day. Chinese and South Korean
newspapers focused mainly on the responsibility of the Japanese for having
starting the war that ended up with the bombing. Different coverage on
Hiroshima could be attributed to the difference in historical relations to and
public sentiment on Japan, and other ideological factors.
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広島への原爆投下から2005年で60年が過ぎた｡
世界の人々の広島原爆に対する理解, 世界平和に
おける広島の役割は, 過去から変わらず灯り続け
ているのだろうか｡ それとも, 大きな変容や衰退
をしているのだろうか｡ 国内では被爆者の高齢化
に伴い原爆体験の継承が難しくなってきている｡
唯一の被爆国として ｢非核三原則｣ に代表される
非核の誓いを持つものの, 広島に原爆が投下され
た日すら知らない世代が多くなっているのは事実
である(１)｡

確かに, 冷戦終結によって, アメリカと旧ソ連
による核戦争の危機は過去のことであると判断し
てもいいだろう｡ しかし, アメリカによる小規模
核兵器の開発着手, イランや北朝鮮の核開発疑惑,
また, テロリスト組織を含む非国家アクターによ
る核兵器の所有疑惑など, 人類に突きつけられて
いる核の脅威は過去のものではないことは明白だ｡
むしろ, 冷戦終結直後よりはるかに核の脅威は高
くなっているとも言われる(２)｡

こうした世界情勢を冷静に俯瞰すれば, 広島,
そして長崎を繰り返してはならないという人類に
突きつけられた使命は, 過去においても現在にお
いても変わらないはずである｡ そして, 世界平和
における広島の存在意義は高くなっているはずだ｡

では, 広島の原爆に対して, 世界の人々は同じ
ように意義を理解し教訓として心に留めているの
だろうか｡ もしかすると, 日本, そして広島が理
想として世界に求めている広島理解は, 幻想に過
ぎないかもしれない｡ また, 日本との歴史的関係,
特に第２次世界大戦における敵国, 同盟国, 被支
配国という日本との関係の違い, 原爆を投下した
当事国の立場などが政治的な国民意識に入り込み,
広島は極めて政治的な脈略から理解されている可
能性がある｡

この研究では, 広島被爆60周年を報道した世界
７カ国１地域 (アメリカ, イギリス, フランス,
ロシア, ドイツ, 中国, 韓国, アラブ) の新聞記
事の内容や論調を分析し, ｢広島｣ が世界ではど

のように報道されているかを, 国際報道の偏向理
論 (ヘゲモニー理論) に基づき検証する｡ 具体的
には, 広島の原爆投下に対する事実認識や意見,
広島の悲劇は過去の出来事に過ぎないのか, それ
とも今なお世界平和における役割を担っていると
理解されているのか, などを新聞報道を分析する
ことによって比較検証する｡

偏向理論とは, 価値観, 対外感情, 歴史観など
国民の世論やイディオロギーが報道内容に映し出
されるように ｢偏向｣ として入り込んでいくとい
うものだ｡ もちろん, 新聞の報道内容は, その国
の世論や考え方を忠実に映し出す鏡とは必ずしも
いえない｡ しかし, �社会情勢, メディアの論調,
そして, 読者視聴者の相互作用から世論が形成さ
れる, �少なくとも主要新聞の論調においては一
般読者の意見とかけ離れていない, �国際的な事
象については報道が世論を形成する直接的, ある
いは大きな要因となることが, 膨大な実証研究の
結果から分かっている (Bryant & Zillmann 1994;
Shoemaker & Reese, 1996)｡ 従って, この研究で
行う新聞記事内容と論調の分析は, その国の広島
の理解や重要度を推し量る尺度として有効なもの
であると判断できる｡

世界平和における広島の意義は, 現在の不安定
な世界情勢だからこそ重要なものであるはずだ｡
そして, 広島の平和メッセージを世界に伝えるた
めには, まず, 世界は広島をどのように理解して
いるのかを把握することが第一歩となる｡ つまり,
本研究は広島に対する報道内容の違いを偏向理論
に基づいて検証するメディア・ジャーナリズム研
究に留まらず, 広島から世界平和のメッセージを
効果的に世界に発信し, 繰り返してはならない原
爆の悲劇を世界に訴え続けることの一助になると
信じている｡
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まず, この研究の前提となる報道に入り込む偏
向について論じていきたい｡ 報道は中立で客観的
であるべきだという理想は, 現実から乖離してい
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る｡ これは何も日本の報道機関だけに当てはまる
のではなく, 一般にその水準の高さを賞される米
国ジャーナリズムの場合も同様, もしくはそれ以
上に中立性や公平性の欠如を指摘されている
(Shoemaker & Reese, 1996)｡

信頼性の高い一流新聞や公共放送の報道は中立
公平で客観的のように思われがちであるが, ｢報
道＝事実＝客観的｣ という図式はありえない｡ な
ぜなら, 報道とはさまざまな人の主観によって選
ばれ, さらに多くの人の手が加わり加工された後
に, 媒体 (メディア) によって人々に届けられる
ものだからだ (井上, 2004)｡ つまり, どこかで
起きた出来事が, そのまま新鮮パックされてわた
したちの元へ届くのではない｡

メディアが送り出す情報は, 現実そのものでは
なく, 送り手側の観点から捉えられたモノの見方
のひとつ, もしくは, 取捨選択の連続が繰り返さ
れた上に加工された ｢現実｣ を再構築したもので
ある｡ そのため, 意図的な事実の歪曲や改ざんが
なくても, 報道内容には記者の世界観, 編集者の
価値判断が入り込んでくる｡ 換言すれば, 国民の
歴史観, 世界観, 感情などが記者を媒介し ｢偏向｣
として報道内容に入り込んでくるのである｡ つま
り, ここでいう ｢偏向｣ とは, 意図的な歪曲や改
ざんではなく, こうしたさまざまな観点や価値観
の違いによって, 一定の方向に傾く報道内容 (コ
ンテント) のことである｡ 後述するが, 報道に入
り込む偏向とは, 解釈の違いであり, 言論の多様
性でもありうる (井上, 2004)｡

報道に入り込む偏向の度合いは, 国内報道と国
際報道で異なる｡ 身近であることから読者や視聴
者の監視と批判にさらされやすい内政問題よりも,
国際報道のほうが偏向や公平性の欠如の程度が高
くなる｡ 一般的に異議申し立ての当事者が国際報
道においては不在であるということが, その一因
に挙げられる｡ また, 人々の意識の底流にある自
民族中心主義 (ethnocentrism) も, 国際報道に偏
向がもたらされる要因の一つとも指摘されている
(Larson, 1984)｡ ある意味では, 記者や読者・国
民の ｢本音｣ が表明されやすいのが国際報道だと
いえる｡

国際報道の偏向は, 規則性を持たず偶然入り込
んでくるものではない｡ では, どのような規則性
により, 報道に偏向が露呈してくるのだろうか｡
まず, 国際ニュースが選択される過程で入り込む
偏向について, 研究例の多さから米国を例として

取り上げる｡
米国ニュース・メディアの国際報道については,

1960年代から様々な角度で研究されてきた (例え
ば, Cohen, 1963; Galtung & Ruge, 1965)｡ それ
らの多くの研究は, 米国メディアは第三世界の国々
に対しては報道をほとんどせず, また, ニュース
として第三世界を取り上げる時は決まって内乱や
飢饉といった ｢暗いニュース｣ であることを見出
している (Larson, 1984; Riffe & Shaw, 1982)｡
1972年から1989年までの米国三大ネットワーク
(CBS, NBC, ABC) のニュースの内容分析でも,
一貫して報道の地域格差 (すなわち, 第三世界へ
の無関心) と, 暗いニュースばかりを報道するこ
とが分かっている (Gonzenbach, Arant, & Steven
son, 1992)｡ もちろん, ｢騒乱｣ など暗いニュー
スを報じるのは国際報道に限ったわけではないと
の反論もあるだろう｡ しかし, ｢騒乱｣ に焦点を
当てる傾向は, 国内ニュースよりも国際ニュース
の方が強いことが分かっている (Gonzenbach, et
al., 1992)｡

こうした傾向は, アメリカの報道機関に限られ
るものではなく, 程度の差こそあれ世界の報道機
関の特性でもある｡ 日本のテレビ・ニュース番組
もアフリカをニュースとして取り上げることはほ
とんどない (原, 1996)｡ また, 日本のニュース
番組が国際ニュースの３分の１を費やす米国関連
のニュースにしても, 暴力, 反日, 自堕落などの
暗いイメージを伝える方が圧倒的に多い｡

では, 報道の内容 (コンテント) に偏向が入り
込む構造について説明する｡ 記事の論調などのコ
ンテントに影響を与える要因は５段階に分けられ
る (Shoemaker & Reese, 1996)｡ 順番に並べると,
個人レベル(３), メディア・ルーティン・レベル(４),
組織レベル(５), メディア組織外 (外的要因) レベ
ル(６), イディオロギー・レベルとなる｡ これらが
年輪構造となり, 内側のレベルは外側のレベルに
影響される, もしくは決定されることを示す (井
上, 2004)｡ つまり, 外側ほど影響力が強いとい
うことだ｡ それぞれのレベルの解説については文
末脚注で説明している｡ ここでは, ｢偏向要因の
年輪構造｣ で一番外側に位置し, コンテントに最
も大きな影響力を持つイディオロギーについて説
明する｡

イディオロギーの定義は幅広いが, ここでは
｢ある社会で最大公約数の価値観, 世界観, 行動
規範であり, これらによって何が許され容認でき
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るかを決めるもの｣ (井上, 2004, p.196) とする｡
マスメディア学では, イディオロギーが報道内容
に偏向をもたらす理論をヘゲモニー (覇権) 理論
とよんでいる｡ ｢ヘゲモニー理論｣ とは ｢メディ
アの内容というものは社会において権力を握るも
ののイディオロギーに影響される｣ (Shoemaker
& Reese, 1996, p.7)というものである｡ すなわち,
マスメディア自体が社会の支配体制側を構成する
一部であり, 現状, 世論, エスタブリッシュメン
トの利権にかなうもの, 都合のいいものに対して
は好意的な報道がなされ, 逆に, 世論の大勢や支
配体制に反するものに対しては非好意的な報道が
なされるというものである｡

ここで, 好意的, そして, 非好意的報道とは,
どういうものを指すのかを説明する｡ 記事によっ
ては, 記者の意見としてはっきりと好意的な意見,
もしくは非難が表明されている場合がある｡ しか
し, 社説や意見記事でない限り, 記者の直接的な
主観や主張が書かれていることはあまりない｡ な
ぜなら, 一般にジャーナリズムでは一方に与しな
い ｢公平｣ であることが原則であるからだ｡

このことは, ほとんどの記事は偏ることなく公
平に書かれていることではない｡ 記者が直接意見
を表明しなくとも, インタビュー対象者や情報提
供者であるニュースソースに記者の ｢代弁｣ をさ
せるかたちで, ある事象について好意的, あるい
は非好意的・批判的な記事の論調に仕上げること
ができる｡ 換言すると, コメントを選択して使う
ことで記事の論調を一定の方向に誘導できるとい
うことだ｡

つまり, 中立的な記事とは, 対立する双方の意
見や賛否両者から同じだけの主張や議論を紹介す
るバランスの取れたものだ｡ 偏向している記事と
は, どちらか一方の意見に偏って紹介しているこ
とだ｡ 一方に都合のいいコメントをより多く記事
で使うことで, 好意的な記事になる｡ 逆に, 一方
を批判するコメントをより多く紹介することで,
非好意的な記事になる｡

ここで, 具体例を示したい｡ 1983年に起きたソ
連による大韓航空機の撃墜と, 1988年に起きたア
メリカによるイラン航空機の撃墜を報じたアメリ
カの一流紙 (������ ���	�
�������
�����
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���) の記事を比較分析した
研究を例に挙げる (Peh & Melkote, 1991)｡ 両事
件とも民間機が軍事エリアに入ったため, 大韓航
空機はソ連軍に, イラン航空機はアメリカ軍によっ

て誤って撃墜され, 乗客だった一般市民たちの命
が奪われた｡ 軍によって民間機が撃墜されたとい
う点では, まったく同じ事件である｡

｢客観的｣, ｢公平｣ な視点からすれば, 両事件
とも同じような記事の扱いを受けるべきだろう｡
しかし, アメリカの新聞の報道は, イランの事件
よりも韓国の事件に関する記事の量が圧倒的に多
いことが判明した｡ 大韓機事件150本に対してイ
ラン機事件67本である｡ 大韓機事件の方がより深
刻かつ重大な事件だと, アメリカの新聞は判断し
たことを示している｡

さらに, 両事件を報じた３紙の記事内容を分析
した結果, 事実関係は類似した事件であるのにも
かかわらず, ソ連は否定的に書かれている一方で,
アメリカは好意的に書かれているという結果が出
た｡ つまり, 大韓機事件を報じる記事ではソ連を
糾弾するコメントが圧倒的に多く引用され, 逆に,
イラン機事件を報じる記事ではアメリカ側を擁護
するコメントが多く記事に含まれていた｡ また,
アメリカ軍が民間機を撃墜したことを正当化さえ
する記事も見られたが, ソ連側を正当化する記事
は皆無だった｡ つまり, アメリカの新聞は, ｢自
国の不祥事｣ についてはあまり報道せず, 報道内
容は自国を擁護する傾向があること, これに対し
て, ｢敵国が起こした事件｣ についてはより多く,
より批判的に報道する傾向があることが分かった｡

こうした一連の記事内容の偏りは, 偏向を引き
起こす最大要因であるイディオロギーと深く関わっ
ている｡ 当時のアメリカの対ソ連関係, ソ連と共
産党に対する国民世論や感情が新聞記事のコンテ
ントに偏向を起こさせたということがわかる｡ 論
調ばかりではなく, 自国にとって都合の良いこと
(敵国の犯罪) に対しては報道量が多く批判的で,
都合の悪いこと (自国の不祥事) であると報道量
が減り擁護的になる｡

同じ３紙 (������ ���	�
�������
�����
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���) が日本の総理大臣４人
をどのように報道したかについて内容分析した別
の研究でも, 同様の偏向傾向が見出されている
(井上, 2000)｡ 調査対象は, 1993年から1996年の
４年間に首相となった細川護煕, 羽田孜, 村山富
市, 橋本龍太郎 (第一次) を報道した就任後30日
間の記事だ｡ 首相を務めた後の実際の手腕に対す
る評価の記事ではなく, 所属政党や公約の政策が
アメリカの利権にかなうかどうかが, 記事の偏向
となって現れているかどうかを検証したものだ｡
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社会党委員長の村山首相の就任を伝える記事は,
４首相報道の中で最も非好意的な内容に傾いてい
た｡ その理由として考えられるのは, 同盟国に社
会党党首の首相が誕生すること自体, 自由主義と
資本主義社会のアメリカ・イディオロギーと衝突
するからだろう｡ 米国においては, 緩やかな社会
主義であっても非アメリカ的なもの, 異質なもの
として理解される (Shoemaker & Reese, 1996)｡
このことが記事内容に端的に現れていた｡ 一方で,
アメリカ製品に対する日本市場開放を打ち出すな
ど政策が最もアメリカ側の利権にかなっていた細
川首相は, 米国メディアから最も好意的な報道を
されていた｡

このように, たとえエリート紙であっても報道
には偏向が入り込んでくる｡ 特に国際ニュースで
は, イディオロギー, 報道対象国と自国の政治的
関係によって一定の方向に傾く偏向が入り込んで
くる｡ 報道内容に偏向が入り込むことは, アメリ
カだけではなく世界各国で多かれ少なかれ共通し
ている｡ もちろん, 各国の報道機関でニュースの
価値観に多少の相違はあるが, どの国であろうと
記者は自国のイディオロギーの影響を受けること
は分かっている (Shoemaker, Danielian, & Brend-
linger, 1991)｡
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では, 広島原爆を報じる各国の記事内容におい
ては, 国際報道の偏向傾向はどのように現れてい
るのだろうか｡ 広島への原爆投下はどのように報
道され, その意義はどれほど重要視されているの
だろうか｡

この研究で分析する新聞は, ｢原爆｣, ｢第２次
世界大戦｣, そして, ｢日本｣ との関係において多
様な立場や異なる歴史観を持っていると考えられ
る国や地域から選んだ｡ 原爆投下の当事国である
アメリカの新聞は言うまでもなく, 戦勝国からは
イギリス, フランス, ロシア (旧ソ連) の新聞を
対象とした｡ また, 日本による被占領国の中国,
韓国, そして, 敗戦国のドイツ, さらに, アラブ
諸国を選んだ｡

まず, 報道内容に大きな影響を及ぼすと考えら
れる各国の原爆に対する意見や対日関係などを見
てみる｡ 1995年に行われた広島原爆に対する各国
の世論調査結果がある (NHK放送文化研究所,
1997)｡ 日本, 韓国, アメリカ, イギリス, ドイ

ツの各国民を対象に, 原爆投下は ｢正しい選択｣
であったか, それとも ｢間違った選択｣ であった
かを尋ねたものだ｡ 下に示している通り, 日本と
ドイツでは過半数が原爆投下を ｢間違った選択｣
だとしているのに対し, 当事国のアメリカ, そし
てイギリスと韓国の過半数は ｢正しい選択｣ だと
考えている｡

広島原爆投下に対する５カ国世論調査

国名 正しい まちがい

日本 8.2 57.8
独 4.3 66.2
米 62.3 25.7
英 50.3 31.9
韓国 60.5 19.1

(単位はパーセント, ｢分からない｣ ｢無回答｣ は省略)

この研究で分析対象となるフランス, 中国, ロ
シアの調査結果はない｡ しかし, フランスは米英
両国と同じように戦勝国であり核保有国であるこ
とから, 類似した世論であることが予想される｡
大戦中の日本との関係や核保有国であることから,
中国も米英や韓国と類似した原爆に対する意見を
持っていると思われる｡ 一方, ロシア (旧ソ連)
における広島原爆投下に対する一般的解釈は,
｢アメリカがソ連に対して戦力を誇示するために
行ったことであり, 原爆投下は大虐殺であり, 広
島は犠牲者である｣ というものだ (アレクサンド
ル, 2001, p.79)｡ 戦後, アメリカはソ連の敵国
であったという歴史からも, ロシア世論の大勢は
アメリカの原爆投下を ｢まちがい｣ と見なしてい
ると予想される｡

また, 別の質問 ｢日本政府が他国に対して戦後
処理を既に済ませているか｣ に対して, 韓国では
93パーセントが ｢終了していない｣ と考えている
のに対し, ドイツは最も少ない23パーセントであ
り, 国によって大きな差があることが分かった｡
以上の調査結果は1995年のものであるため, 2005
年現在にそのまま当てはめることは不適切だろう｡
しかし, この調査は冷戦後に実施されたものであ
り, 特に中韓両国では未だに日本の戦後処理問題
が外交問題であることなどから, 傾向としては大
きな変化はないと思われる｡

広島原爆とは直接関係はないが, 各国の対日世
論も報道内容に偏向を及ぼす要因である｡ 外務省
が2005年に実施した意識調査によると (外務省,
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2005), 日本を ｢信頼できる友邦である｣ と答え
たアメリカの一般人が72パーセント, 有識者は90
パーセントで, アメリカ人の日本人に対する好感
度は1960年の調査開始以来でピークにある｡ ロシ
アでは, 37パーセントの人が日本を好きな国と回
答し, 親近感を持つ国でも仏独に続いて３位だっ
た｡ また, 2003年に有識者を対象にヨーロッパで
行われた調査によると (外務省, 2003), ｢日本を
信頼できるか｣ の問に対して, ドイツでは90パー
セント, イギリスは82パーセント, フランスは74
パーセントが ｢信頼できる｣ ｢どちらかというと
信頼できる｣ と回答している｡ 一般市民を対象に
した調査ではないものの, 欧米では日本の好感度
は高いといえる｡

一方, 2005年に中韓両国で実施された対日世論
調査では (日本リサーチセンター, 2005), 中国
人の71パーセント, そして, 韓国人の79パーセン
トが ｢日本に親しみを感じていない｣ と回答して
いる｡ 親しみを感じない理由は, 中国では ｢歴史
認識の違い｣ が最も多かった｡ 韓国では, ｢日本
との領土問題｣ に続き ｢歴史認識の違い｣ が, そ
の理由だった｡

このように, 原爆投下や戦争問題に対する各国
国民の意見は国によって非常に異なり, 対日感情
でも違いがあるため, 広島原爆の報道内容に大き
な違いがもたらされる要因になると考えられる｡
では, 国際報道は自国の世論の大勢やイディオロ
ギーの影響を受けるという ｢ヘゲモニー理論｣ を,
広島被爆報道に当てはめてみる｡

アメリカでは, 原爆がアメリカ兵の命を救った
だけではなく, 戦争終結を早め日本での地上戦を
避けたことから日本人の生命をも救ったと多くの
国民が信じている (NHK放送文化研究所, 1997)｡
このため, アメリカの新聞報道は, 原爆投下を正
当化する論調に偏っていると予想される｡ 第２次
世界大戦の戦勝国であり核を保有する国のメディ
アによる報道も, 同じ傾向がある可能性がある｡
逆に, 日本と同じ敗戦国であり, 核を所持せず,
世論が原爆投下を否定し日本に対する高感度が非
常に高いドイツでは, 違った論調が見出せること
が予想される｡

韓国では世論の大勢が原爆投下を肯定している
ことに加え, 今なお戦争問題が日本との外交問題
であるとともに国民の反日感情をあおる要因となっ
ている｡ 中国でも反日感情は強く, 韓国と同じこ
とが言えるだろう｡ このため, 中韓両国の新聞が

報じる広島原爆は, 歴史的関係と反日感情の影響
を強く受けた論調になっていることが予想される｡
しかし, 核を保有する中国と, 北朝鮮の核問題が
脅威である韓国では, 原爆に対する解釈や論調に
違いが見出せると予想される｡ アラブ諸国につい
ては, 2003年のイラク戦争から強まっている反米
感情が, アメリカによる原爆投下の報道において
どのように影響しているか注目したい｡

それでは, こうした各国の違いが実際の記事の
内容・論調にどのような ｢偏向｣ となって現れ,
各国民に伝えられているかを浮き彫りにしていき
たい｡

�� ��������

調査対象とした７カ国１地域からは, 政治や世
論への影響力が大きい有力紙を選んだ｡ どの新聞
も現地国 (地域) の主要言語で書かれている｡ 一
つの新聞だけでは, 記事内容や論調の分析に偏り
が出ることが考えられることから, 国ごとに主要
２紙を選ぶことを基本とした｡ しかし, フランス
とアラブ諸国の場合, 複数の新聞を入手すること
ができなかったため, １紙を分析した｡ ただ, フ
ランスから選んだ�� �����とアラブ諸国の
��	
�������
�は, いずれもその国・地域を代
表する新聞であり, 論調は中道的といわれている
ため, １紙だけの分析が研究の正当性を損なうも
のではないと判断した｡ 調査対象の新聞は計14紙
となった｡ 国別の分析対象の新聞, 並びに発行部
数と特徴などは表１の通りだ｡

分析対象とした期間は, 2005年８月６日前後４
日間に発行された新聞とした｡ 2005年の８月６日
は土曜日にあたり, 60周年記念式典の記事が掲載
されるのは, 時差の関係から６日もしくは翌７日
の日曜日となる｡ 新聞によっては週末や日曜日に
は新聞が発行されないため, 対象期間を原爆記念
日前日の５日付 (金曜日) から８日付 (月曜日)
とした｡

対象期間中の新聞を調べ, ｢広島｣, ｢被爆60周
年｣, ｢原爆｣ に関連する記事を抜粋していった｡
｢広島｣ が言及されていても, 記事のテーマが広
島原爆投下やその意義でない場合は対象から除外
した｡ 調査方法は, 対象の４日間に掲載された記
事のすべてを分析するセンサス方式を採用した｡
合計38記事が対象となった｡

分析方法は, 大きく分けて量的分析と質的分析
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を採用した｡ 記事の分量など比較的客観的に分析
できる計量分析と, 解釈などによる定性分析であ
る｡ 量的分析として, 各記事について以下の点を
調べた｡

� 紙面における掲載場所はどこか (掲載ページ)

� 記事の種類 (一般記事, 特集, 社説, 意見記
事, 解説など)

� 記事が執筆・発信された場所 (デイトライン)

� 記事の配信元や筆者 (クレジット)

� 掲載された記事の面積
｢掲載ページ｣ については, 新聞の１面に掲載

されたのであれば, 新聞社・編集者がその記事の
重要性を非常に高く評価したことを示す｡ ｢記事
の種類｣ では, 広島被爆を特集や社説で掲載して
いる場合, ニュース性や社会性を新聞社が評価し
ていることの現われだと解釈できる｡

｢デイトライン｣ では, 現地に記者を派遣して
いるか, それとも, 誰も派遣せずに記事を書いて
いるかどうかがわかり, ニュース価値判断の指標
となる｡ ｢クレジット｣ は ｢自社特派員｣, ｢自社
記者｣, ｢通信社｣, ｢シンジケート｣, ｢その他 (不
明を含む)｣ の５つに分けた｡ ｢シンジケート｣ と
は, 提携関係のある他紙の記者が書いた記事の提
供を受けて掲載されたものだ｡

｢デイトライン｣ が ｢広島発｣ であり, ｢クレジッ

ト｣ が自社の特派員であれば, 新聞社が広島に記
者を派遣し独自の取材を行っているということで
ある｡ つまり, その新聞は ｢広島原爆｣ をニュー
スとして重要視しているということだ｡ 逆に, 通
信社の記事で済ませている場合は, その新聞社は
｢広島原爆｣ をあまり重要視していなかった可能
性が高い｡

同時に, 写真やイラストを含む記事の面積を測
定する (単位は平方センチメートルを使用)｡ 新
聞によって全体のページ数が異なり, また, 文字
の大きさもさまざまであるため, 面積によって単
純に他の新聞と報道量の比較はできない｡ なぜな
ら, 全10ページの新聞における１ページの記事と,
アメリカのように100ページを超える新聞の中で
の１ページでは, 相対的な面積が異なるからだ｡
また, 新聞によって文字の大きさや行間が異なる
ため, 面積がそのまま記事の情報量を示すわけで
はない｡

しかし, 新聞の総ページ数や文字の大きさなど
の諸要素を無視した ｢絶対値｣ であっても, ある
程度の比較は可能である｡ ページの上半分を占め
る面積の記事は, ニュースとして非常に大きな扱
いであることは, どの新聞でも共通しているから
だ｡ また, １面を除けば, ページのわずかしか占
めない記事はあまり重要ではない記事であるか,

世界は ｢広島｣ をどう報じたか ���
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注� 部数の単位は ｢万｣｡ World Association of Newspapers (www.wan-press.org), また, 各新聞のウエブサイトの
情報などに基づき作成｡

国 新聞 言語 部数 論調などの特徴

アメリカ
The New York Times 英語 112 リベラルで代表的な高級紙

Washington Post 英語 71 中道的な米首都の地元紙

イギリス
The Times 英語 67 保守的な高級紙

Financial Times 英語 45 中道右派で代表的な経済紙

フランス Le Monde 仏語 37 中道派の高級紙

ロシア
Izvestya 露語 23 旧ソ連機関紙で独立系高級紙

Kommersant 露語 12 独立系の経済紙

ドイツ
Frankfurter Allgemine 独語 38 中道右派の高級紙

Die Welt 独語 21 一般向けの有力紙

中国
人民日報 中国語 250 中国共産党の機関紙

光明日報 中国語 165 知識人向けの中国共産党機関紙

韓国
朝鮮日報 韓国語 238 保守よりの全国紙

東亜日報 韓国語 201 リベラルな全国紙

アラブ Asharq Al-Awsat アラビア語 23 中道的なアラブ諸国の有力紙



もしくは, ｢穴埋め｣ であることも, 世界各国の
新聞で多かれ少なかれ共通している｡ つまり, 新
聞の総ページ数を鑑みながら記事掲載面積の絶対
量を比較することによって, その新聞にとって広
島はどれほどニュース価値をもっているのかを読
み取ることができる｡ 記事が掲載されていない場
合, その新聞にとり広島原爆のニュース価値はな
かったということになる｡

以上が比較的客観的に行える計量分析である｡
定性分析となる記事の内容・論調分析では, 記事
の ｢顔｣ である見出しと本文を解釈しながら, 記
事内容を全体的に評価した｡ 記事の書かれた正確
な背景などは調査しようがないが, 本研究では大
きく分けて以下の５項目を念頭に置きながら記事
の内容分析を行う｡

� 広島原爆の解釈
● 原爆投下は, 容認・正当化されているのか,

それとも, 否定・疑問視されているのか｡
● 原爆投下は, 民間人の虐殺であるのか, 単

なる戦闘行為の一つであるのか｡

� 現代の国際社会と世界平和における広島の意
義
● 原爆投下は過去のことであるのか, それと

も, 現代の国際社会・世界平和に意義ある役
割があると理解されているのか｡

● 教訓として今なお重要なことであるのか,
それとも歴史的事実に過ぎないのか｡

� 原爆の描写
● 原爆の悲惨な実態が描写してあるのか, そ

れともないのか｡
● 犠牲者の数や放射能の影響, 後遺症など被

害の実態が正しく伝えられているか, それと
も過小評価や言及がないか｡

� 写真・イラストの解釈

���
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注� 面積の単位はセンチメートル

新聞名 記事数 写真数 １面 社説 総面積

US

The New York Times 3 2 - - 1853

Washington Post 3 6 1 - 1544

アメリカ平均 3 4 1 - 1699

UK

The Times 2 13 - - 3625

Financial Times 5 4 1 1 2731

イギリス平均 3.5 8.5 2998

FR
Le Monde 6 3 1 1 1581

フランス平均 6 3 1 1 1581

RU

Izvestia 1 1 - - 852

Kommersant - - - - -

ロシア平均 0.5 0.5 - - 426

DE

Frankfurter Allgemeine 5 5 2 - 3763

Die Welt 3 2 1 1 1236

ドイツ平均 4 3.5 1.5 0.5 2500

CN

人民日報 2 1 - - 465

光明日報 - - - - -

中国平均 1 0.5 - - 233

KR

朝鮮日報 1 2 - - 210

東亜日報 5 3 1 - 1470

韓国平均 3 2.5 0.5 - 840

Arab
Asharq Al-Awsat 2 3 - - 1092

アラブ平均 2 3 - - 1092



● 掲載されている写真やイラストの選択の意
図や狙いは何か｡

● 写真やイラストは, どのようなメッセージ
を伝えているか｡

� 量的分析との総合的な分析による偏向の存在
と傾向｡
● 各国, 各新聞社の視点や論調の類似点・相

違点に着目し, 地域性による差はどのような
ものがあるのか｡

● 偏向の規則性, そして, 国や地域によって
異なる偏向の特性の確認をし, 本研究の理論
への貢献を評価する｡

�� ��������

１. 報道の量的分析

まず, 比較的客観的な判断ができる量的分析か
ら行う｡ 表２が示すように, 国や地域によって,
広島を取り上げた記事の分量, 掲載面などに大き
な差が出ている｡ 表に掲載している国の順に説明
する｡

記事の本数ではアメリカの���������	�
���

は３本, ���
���������は３本を掲載し, 国平
均では３本となった｡ 一般記事と特集記事の２種
類だった｡ 記事の面積は両紙ともほぼ同量で, 平
均は1699平方センチメートル (以下, 面積の単位
はすべて同じ) となった｡ この大きさは, 日本の
平均的な新聞のほぼ１ページ分 (約1940) より若
干小さい分量となる｡
���
���������は１面掲載記事があったが,

両紙とも社説では取り上げていなかった(７)｡ 同紙
は自社特派員による広島発の記事はなかった｡ 自
社特派員による記事は, 広島ではなく, 原爆を投
下したエノラゲイが発進したテニアン島からの記
事だった｡ ������ ���	�
���は広島発の記事
を１本掲載しているものの, 100ページを超える
アメリカの新聞からすれば, わずかな分量だとい
えるだろう｡ つまり, 量的にはアメリカの有力紙
は広島原爆についてさほど重要視していないよう
だ｡

イギリスの����
���は２本, �
����
���
���

は５本の記事を掲載していた｡ ����
���の１本
は１ページ全面を使った記事だった｡ ただ, 同紙
はタブロイドサイズであるため, １ページの大き
さは日本の新聞の半分程度になる｡ 残りの１本は,
６日付の別刷り冊子 (Magazine) に掲載されたも

ので, ５ページにわたる特集が組まれていた｡ 同
紙の広島関連記事の総面積は3635で, 日本の新聞
の約２ページ分を費やしている｡ いずれも, 同紙
の特派員による広島発の独自取材記事だった｡ 今
回の分析対象にはならないが, 同紙は７月24日付
の別刷り冊子でも10ページのカバーストーリー
(The Hibakusha of Hiroshima) を掲載しており,
広島原爆を非常に重要視していることが量的にも
うかがえる｡

一方, �
����
���
���であるが, １面に写真を
掲載し社説でも取り上げていることに加え, 記事
の数と面積でも広島を重要視した扱いをしている｡
一般記事は, ２人の特派員連名による広島発のも
のだった｡ 同紙が掲載した計5本の記事と総面積
2731は, 広島を重要視していることを示している｡
今回の分析には加えていないが, アメリカで最大
の部数を誇る�������������������はわずか１
本の記事しか掲載しておらず, 米英の主要新聞で
大きな量的な差が観察された｡ 第２次世界大戦の
戦勝国であり関係の深い両国であるが, 投下当事
国であるアメリカよりイギリスのほうが広島原爆
に対する報道量が多いことは興味深いことだと言
える｡

他の戦勝国で同じ西側のフランスを見る｡ ��

�����の特徴は１面に毎日掲載される風刺の効い
たイラストにあるが, ６日付の紙面では広島を題
材に取り上げている｡ また, 計６本の記事のうち,
社説でも取り上げている｡ 総面積は1581だった｡
同紙は日米の新聞面積の３分の２程度の大きさで,
ページ数も日本より少ないことを鑑みると, 同紙
の広島に対する重要性の評価は非常に高いといえ
る｡ また, 社説とイラストを除いた記事は同紙の
特派員によるものだ｡ ４本の記事が広島から発信
されていることは, 広島のニュース価値の高さを
示している｡

戦後, アメリカと敵対してきた旧ソ連, ロシア
はどうだろうか｡ かつては旧ソ連の政府機関紙的
な存在として世界でも有数の部数を誇った
������
�は, ５日付に１本だけ記事を掲載してい
る｡ ただ, 同紙特派員による記事ではなく, ロシ
アの通信社ITAR-TASS配信によるものだった｡
同 紙 と 並 ん で ロ シ ア で は 有 力 紙 で あ る
����������については, まったく記事を掲載し
ていなかった｡ つまり, ロシアの新聞は広島原爆
のニュース価値を非常に低いものだと判断してい
る｡

世界は ｢広島｣ をどう報じたか ���



では, 敗戦国ドイツの場合を見てみる｡ ドイツ
の有力紙���������	�
���		��	は, 広島を大きく
扱っている｡ ５本の記事のうち２本は１面掲載で,
総量は3763であった｡ １面以外の記事でも, ２面
や３面など重要度の高いページに掲載され, しか
も大きな写真やイラストがつけられている｡ 写真
以外は, すべて自社の記者もしくは特派員による
もので, 広島を重要視している同紙の判断が直に
伝わる｡ 同じく有力紙であるDie Weltは, 量的に
は1236であり���������	�
���		��	ほどには広島
を報じていないものの, １面写真付き記事や社説
で広島を取り扱っており, やはり重要視している
ことが分かる｡

次に, 対戦中に日本に占領された国の広島報道
に移る｡ 中国共産党の機関紙である 『人民日報』
は, ６日付に意見記事, 翌日は平和記念式典が行
われたことを伝える通信社の記事を掲載している
が, 総面積は465で小さく地味な扱いだった｡ 一
方, エリート層が読む高級紙 『光明日報』 である
が, 報道は一切なかった｡ 調査を行った 『人民日
報』 は中国国内版で, 同紙の海外版には広島の報
道はまったくなかった｡ 量的に見るだけでも, 中
国の新聞は広島にあまり関心を持っていないか軽
視しているといえる｡

韓国の３大紙最大手の 『朝鮮日報』 は, ８日付
国際面に１本だけ写真つき記事を掲載していた｡
この記事の文章は写真に付けられた解説文だけと
いう非常に短いもので, 面積は210だった｡ 一方,
『東亜日報』 は１面に写真を掲載し, ９面には下
３分の１の広告を除けば全面を使った広島特集面
を組み, いずれも自社記者による計５本の記事で
報道している｡ しかし, ヨーロッパ諸国の新聞報
道と比較すると大きな報道とはいえず, ２紙を平
均すると中国やロシアの新聞報道量とあまり差は
ない｡

アラブ諸国で読まれる有力紙
�����
��
����

の場合, 14面と記事と19面にイラスト (風刺画)
が掲載されていた｡ 面積は1092だった｡ イラスト
については同紙のものだと推測されるが, 記事は
通信社 (ロイター) によるもので独自のものでは
なかった｡ しかし, 社説面に掲載された大きなイ
ラストは, 同紙が広島をある程度は重要視してい
ることの現われだと考えられる｡

以上, 量的分析をまとめると, ヨーロッパ諸国
は対戦中の日本との関係や核保有国であるかない
かに関わらず, 広島について少なくとも量的には

重要視して報じている｡ 一方, 当事国アメリカに
ついては, 新聞のページ数のわりには広島の報道
は少なく, 社説での報道がないことから, ニュー
スとしての重要度は低い｡ ロシアについては, 広
島の原爆記念日を重要ではないと考えていると思
われる｡ このことは, 広島の記事をあまり掲載し
ていなかった中国, 韓国両国の新聞にも当てはま
る｡

２. 報道の質的内容分析

次に, 定性分析として, ｢広島原爆の解釈｣,
｢現代の国際社会と世界平和における広島の意義｣,
｢原爆の描写｣, ｢写真・イラストの解釈｣, そして,
量的分析結果とを総合的に捉え, 各国の記事内容
の偏向とその要因について考察していく｡ 特に,
各国, 各新聞社ごとの視点の類似点・相違点に注
目し, 偏向の規則性や特性の確認をしていく｡

� アメリカ
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��	�	� ������	�が掲載した計３本の記事
全体に通して言えることは, 原爆投下は過去のも
のとして取り上げられ, 原爆投下の解釈や広島の
世界平和における役割についてはほとんど言及さ
れていない｡ ７日付の別刷りWK12面に掲載され
た ｢忘れるための記念日｣ という記事は, 見出し
も記事内容も ｢広島の原爆は過去のこと｣ である
と主張している｡ この記事は日本人企業家によっ
て書かれたものであるため, 同紙の論調をそのま
ま反映するものではない｡ しかし, 投稿ではなく
依頼原稿であること, また, 依頼者を選択し記事
掲載を決定するのは同紙であることから, 分析対
象とした｡

記事の冒頭から ｢原爆投下というものは, 私に
とってどうでもいいことなのだ｡ これは, 私の世
代のほとんどの日本人にとって共通している｣,
そして, ｢核の恐怖は遠くに感じるし, むしろ,
別の世界のことのようだ｣ と原爆投下は遠い過去
のものであり, 日本人にとり原爆の意義は既に喪
失していることが述べられている｡

さらに, 筆者の世代 (1960年代生まれ) にとっ
ての原爆のイメージは, ｢ある種のポップカル
チャー, サブカルチャー的に捉えられている｣ と
述べられている｡ ｢原爆や戦争の悲惨な出来事は
いつの間にかその重要性を失い, 若者のサブカル
チャーの中でねじれた印象となって伝わっている
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だけだ｣ と若者たちにとっての原爆の存在につい
て説明をしている｡ そして, ｢わたしたちの世代
にとって, 広島と長崎の原爆や戦争は文化的な
『ゲームオーバー』 や 『リセットボタン』 を意味
する｡ 良かれ悪かれ, 広島の原爆から60年経った
今, 自分たちは過去よりも未来にこだわっている｣
と締めくくっている｡ 現代における原爆解釈は提
示されているが, 広島への原爆投下に対する倫理
的な解釈や原爆被害の実態などは記事中で一切言
及されていない｡

また, 同じページに掲載されている ｢被害者た
ちの謙虚さ｣ においても, 原爆投下の是非や広島
の役割についてまったく触れられていない｡ この
記事は, マンハッタン・プロジェクトについての
書籍��������	
�	��������を出版した作家
によるものだ｡ 筆者が広島を訪れたときに感じた
被爆者について情緒的に書かれており, 原爆で亡
くなった人たちに対して ｢申し訳ない｣ という気
持ちを抱き続けている被爆者の心情を繊細に描写
している｡ 被爆者たちは原爆投下したアメリカを
非難せずに, むしろ, 自分だけが助かったことを
謝る様子が記事の中で驚きをもって描写されてい

る｡ しかし, この記事では, こうした罪悪感を被
爆者に与えている原爆そのものに対する解釈は述
べられていない｡

このページの掲載写真は, 四種類が円状に並べ
られたコラージュだ (写真１)｡ キノコ雲, 子供
が原爆ドームの絵を描いている様子, 広島型原子
爆弾リトルボーイ, 若い男女が廃墟と化した広島
の街を上から眺める様子からなっている｡ アート
的な構成は, 原爆のイメージにポップな印象を与
える｡ ２本の記事の論調とコラージュはうまく合
致しているといえる｡

同日付８面には, 被爆60周年式典を伝える一般
記事 ｢初めて原子爆弾が落とされた場所で, 人々
は 『二度と起きませんように』 と祈る｣ が掲載さ
れている｡ 自社特派員によるものだ｡ 写真は60周
年式典で祈りをささげる人々の姿と被爆後の原爆
ドームで, 特別なものではない｡ 記事では, 高齢
化のため年々減り続けている被爆者が ｢戦後日本
が平和主義から脱落していること｣ ことを危惧す
るコメントが多く紹介されている｡

しかし, 原爆体験が平和主義に果たせる役割に
ついては, 悲観的にしか伝えられていない｡ 東京
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経済大学の教授の話を引用し ｢平和記念式典はそ
れ自体が歴史となっている｡ 原爆はそれ自体が過
去のものとなっている｣ と広島の教訓が風化して
いる実態を指摘している｡ 原爆体験を語り続ける
ことを決心している被爆者の語り部さえも ｢被爆
者のメッセージは届いていない・・・たぶん空虚
感だろう｣ と悲観している様子を, この記事は伝
えている｡ つまり, この記事の論調は, 別の記事
｢忘れるための記念日｣ とほとんど同じである｡

この記事は広島の現状を伝えてはいるが, 原爆
投下そのものに対する解釈はおろか言及さえない｡
また, 被爆者のコメントは多く掲載されているが,
原爆の被害がどれ程恐ろしい出来事であったかは
伝わってこない｡ イラクへの自衛隊派遣や憲法９
条問題, 日本政府の被爆者に対する態度などから
平和主義の路線を外れつつある現代の日本の姿,
そして, 被爆者の将来に対する嘆きと虚無感を紹
介することで, 原爆は過去のことであり平和に果
たせる役割も限界があることを伝えている｡
��������	�
	��
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	��は７日付１面に ｢60年の時を
経て, かつての敵同士が深い隔たりを越えて出会っ
た｣ という見出しの記事を掲載している｡ １面と
はいえ, ページ下段に記事の序文があるだけで,
残りは15面に ｢ジャンプ｣ している｡ この記事は
広島発の記事ではなく, 原爆を投下したエノラゲ
イの出発地・テニアン島で被爆60周年の記念式典
が行われたことを伝えている｡

記事は, テニアン島でかつての敵同士のふれあ
いと葛藤, 対立を描きながら, 原爆投下に対する
意見の対立を浮き立たせている｡ その中で, ｢近
代史の中でアメリカによる広島と長崎への原子爆
弾投下以上に意見の対立を生じさせる出来事はほ
とんどない｣ とし, 原爆投下に対するさまざまな
意見や解釈を紹介することでつづられ, ある意味
では両論併記された記事だといえる｡ しかし, 実
際のバランスという点では正当論に大きく傾斜し
た ｢偏向｣ が見出せる｡

被爆者と退役アメリカ軍人の交流は, 以下のよ
うに記事で書かれている｡ ｢原爆投下によって日
本を降伏させたことで数え切れない人たちの命を
救ったと信じている｣ 退役兵さえも, 被爆体験を
聞いた後には涙を流しながら被爆者に友情の握手
を求め, ｢あなたは原爆の後遺症に悩まされてい
る｡ わたしは, アメリカが原爆を落とす必要がな
ければよかったと思う｡ 本当に申し訳なく思う｡

信じてください｡ しかし, これは戦争だったので
す｣ と語ったことが紹介されている｡ このように,
かつての敵同士が歴史を振り返り, 語り合う機会
に恵まれたことを紹介している｡ 被爆者と退役軍
人が抱き合う様子の写真も掲載されている｡

また, 記事はAP通信と共同通信による合同調
査結果を引用しており, ｢日本人の75％は今なお
原爆投下は必要なかったとしているのに対し, ア
メリカ人の68％が原爆投下は避けられなかったと
考えている｣ と, 原爆に対する両国の認識は真っ
二つに分かれていることを示している｡

このように, 原爆投下に対する日本側とアメリ
カ側の意見に大きな隔たりのある現実を記事は提
示しているが, 原爆を正当化していると解釈でき
る記者の意見やコメントが記事中にちりばめられ
ている｡ 例えば, 記者の意見として ｢日本人は相
変わらず, 世界に, 特にアメリカ人に原爆の恐ろ
しさを思い出させたり, 考えさせたりする活動を
続けている｡ しかし, もはや多くのアメリカ人は
それについて議論することにメリットを見出して
いない｡ 多くの太平洋戦区のアメリカ退役軍人,
エノラ・ゲイの乗組員, 1945年８月９日にナガサ
キに原爆を運んだボックスカーの乗組員たちは,
今回の式典に参加しないことを選んだ｣ と述べら
れている｡

さらに, 原爆投下に関わったアメリカ退役軍人
が広島で被爆者たちと討論をした話が紹介されて
いる｡ この退役軍人は途中で我慢できなくなり,
｢リメンバー・パールハーバー！｣ と叫び, 討論
会は中止となった｡ そして, この退役軍人が ｢何
も謝ることはない｡ これはちょうど中国人がいま
だに日本人に対して腹を立てているのと同じだ｡
多くの日本人はいまだに自分たちがしてきたこと,
戦争を始めたことの責任を取ろうとしない｡ 彼ら
は原爆投下のことで, わたしたちを非難できる｡
しかし, 信じてくれ｡ 彼らはいくつかのひどい行
為をしてきたのだ｡ わたしたちは二つの原子爆弾
で日本人の命を救った｡ 本土に侵攻していたら,
もっとひどいこととなっていただろう｣ というコ
メントが紹介されている｡

記事は, 原爆で妹を亡くした被爆者とテニアン
島で爆弾整備を担当した責任者とのやり取りで締
めくくられている｡ 原爆を落とした側, 落とされ
た側という全く異なった視点に立っていた２人は
対話の後, ｢握手を交わした｣ と書かれている｡
そして, この被爆者の ｢原爆投下の是非をめぐる
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問題は解決されたり, 合意にたどり着いたりする
ものではないが, こうやって話合うことができた
のはとても重要なことだ｣ というコメントで締め
くくられている｡

以上のように, 被爆者とアメリカ退役兵士の両
方の立場から見た原爆の異なる視点, 意見の対立,
そして, 歩み寄りという記事の流れではある｡ し
かし, アメリカ側の原爆投下に対する正当化論ば
かりが紹介され, 否定・疑問論はない｡ 論調の流
れもアメリカ擁護に偏っていると判断できる｡

では, 広島で行われた60周年式典そのものにつ
いてであるが, 同紙は６日付で事実関係を報じる
ベタ記事 (５行) しか掲載していない｡ 記念式典
は名目的なものだと判断しているのだろう｡

同日付の別刷1面に掲載された同紙記者による
記事 ｢広島と長崎, 本当のグラウンドゼロ｣ では,
この日ケーブルテレビで初めて放送されるドキュ
メンタリー映画 (Original Child Bomb) を紹介
している｡ アメリカ空軍は広島と長崎で原爆投下
後の様子を撮影していた｡ この映画は, その時撮
影された映像によって原爆の惨状を伝えるものだ｡
同紙がこのドキュメンタリーのテレビ放映を記事
で取り上げたのは, 記事にあるように ｢核戦争に
よる人間の代償｣ を人々に知ってもらう意図があっ
たと考えられる｡ 政府関係者のコメントとして
｢この映像を外に出してほしくなかった｡ なぜな
ら, その映像は男性, 女性, 子供たちへの原爆の
影響がどのようなものだったかを見せるからであ
る｣ を取り上げていることからも, 原爆の実態の
記録をアメリカ国民はあえて見る必要があること
を記事は主張している｡ しかし, ｢代償｣ は誰に
よるものであるのかという責任論についての言及
は一切ない｡

アメリカの主要紙である両紙では, 広島に対す
る記事の扱い方や論調に差が見られた｡ ������
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���は過去と空虚感, 一方, ���
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����は同じ過去をテーマにしながらも過去を振り
返ることに記事の論調がすえられていた｡ しかし,
両紙で共通して, 現代の平和における広島の役割
や意義といったものはほとんど触れられていない｡
つまり, やはり広島原爆投下は単なる過去の出来
事として解釈されている｡ 原爆投下の倫理性を問
うようなことはなく, ���
���������の記事に
見られたように ｢正当化｣ に偏った論調だった｡
さらに, ドキュメンタリーの紹介記事を除いては,
原爆の凄惨さを伝える描写もなかった｡ 予想通り

の結果が, アメリカの新聞の広島原爆報道に現れ
ていたと結論づけられる｡

� イギリス
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広島原爆に対するイギリスの新聞の扱い方は,
｢過去｣ として切り捨てるアメリカの新聞とは大
きく異なっている｡ ����
���の５日付36面の記
事 ｢被爆者の記憶を侮辱する行為に対して広島は
空しく奮闘している｣ は, 無関心や風化する広島
の記憶を冷静に報告しながらも, 広島の教訓を忘
れてはならないという主張を打ち出している｡

この記事は, 60周年の原爆記念日前に記念碑が
傷つけられた事件, 折鶴の放火事件, 原爆の意義
に対する無関心層が増えている日本の現状を紹介
しながら, ｢原爆投下以来, 広島は毎年100万を超
える人々が世界から訪れる平和と軍縮の聖地になっ
ている｣ と書いている｡ つまり, 世界的には見れ
ば, 広島の平和の聖地としての役割は今なお変わ
らないことを伝えている｡

さらに, 被爆者のコメントを紹介する形で,
｢若い世代は原爆のことを自分たちの経験とは全
く関係がないものと考えている｡ もし, この傾向
が続けば, ここ広島で60年前に起きた出来事は再
び起こる可能性がある｣ とし, 過去を忘れてしま
うことは同じ悲劇を繰り返すことにつながること
を警告している｡ このように, 被爆者に代弁させ
る手法により, 最も恐ろしいことは無関心である
ことを記事は終始強調している｡ このことを示す
例として, この記事の最後は, ｢平和で飯は食え
ない｣ という皮肉な言い方に対し, ｢事実は違う｡
平和がなければ, ご飯を食べることさえできない
ではないか｣ というコメントで締めくくられてい
る｡

原爆投下そのものに対しての賛否や倫理性につ
いては問われていない｡ しかし, この記事は現在,
広島の被爆者たちが抱える問題に注目し, 原爆と
いう歴史的事実を次の世代に継承していくことの
重要性と, 広島が世界平和に果たせる役割の大き
さを訴えている｡ 実際には広島の役割がうまく機
能していないことを記事で指摘しながらも, ｢核
の恐ろしさを伝えることのできる重要な場所｣ で
あることを伝えている｡ ただ, 原爆被害の描写に
ついては言及がなかった｡

別刷り冊子に25面から５ページにわたり掲載さ
れた特集記事 ｢地獄へ戻る｡ 60年前の今日, 広島
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に原爆が投下された｡ ここで紹介する３人の男性
は生存者である｡ 大虐殺と大混乱の中, 彼らはふ
るさとへと出発した 長崎である｣ は, 広島で
被爆して３日後に長崎でも被爆しながらも存命し
ている３人の証言と写真を紹介している｡

この記事で特徴的なことは, 彼らの数奇な運命
を物語り調に描写するだけに留まらず, 原爆投下
の正当性に真っ向から反論している点だ｡ 以下,
記事の中から引用する｡

この60年間, 政治家と歴史学者は広島への原
爆投下の倫理性について議論している｡ 原爆
は戦争を終わらせたのか？ 多くの市民が犠
牲になったであろう地上戦を回避させたのか？

それとも, 既に崩壊寸前の敵に新兵器を冷
笑的に試したものなのか？ (中略) 最初の原
爆投下から３日間は, 東京から降伏を示すよ
うな情報は流れてこなかった｡ しかし, アメ
リカの諜報機関は, 日本の最高司令部は, も
はや降伏をするかどうかではなく, どのよう
にして降伏をするかという議論に窮していた
ことを確実につかんでいた｡ しかも, ソビエ
トの宣戦布告によって, 日本の崩壊は不可避
となったこともつかんでいたのだ｡

また, 原爆投下直後の凄惨な状況を婉曲な言い
回しをせず, ｢目を焼かれた人々, 顔が膨れ上が
り性別さえも分からなくなった人々, 皮膚が体か
ら垂れ下がっている人々, 内臓が飛び出し顔から
舌と目玉がぶら下がっている人々で街はいっぱい
だった｣ と, 証言を紹介する形でそのまま覆い隠
すことなく伝えている｡ さらに, ひと月前に結婚
したばかりの妻を原爆で亡くした男性が, 妻を故
郷の両親に届けようと切断した首をヘルメットに
入れて運んでいる様子など, 原爆被害の恐怖の実
像を写実的に伝えている｡

この記事は, 前日掲載の記事と同じ記者による
ものである｡ ５日付の記事は広島の平和における
役割の重要性を強調し, この記事では原爆の非人
道的で凄惨な現実, そして, 原爆投下そのものへ
の批判を打ち出している｡
������������	
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の８月６・７日付１面上段には,
原爆ドームの写真 (ロイター通信配信) が掲載さ
れ, 見出しが ｢2006年８月６日は60周年を迎えた
原爆記念日｣ であることを告げている｡ １面は見

出しと写真だけで, 原爆の惨状を描いた壁画をテー
マにした３面掲載の記事 ｢消えゆく広島の恐怖の
画像｣ に続く｡ 小見出しは, ｢原爆の被害を描い
た壁画は, 人々に見られなくなるという危機にさ
らされている｣ となっており, この壁画の写真も
掲載されている｡

この壁画が展示されたギャラリーへの来館者数
が年々減っていることを引き合いに出し, 日本人
の原爆に対する関心が失われていることを記事は
伝えている｡ 記事の冒頭には ｢原子爆弾に関する
記憶はだんだんと忘れられている｣ とある｡ この
部分は, ��	���	
と同様, 最近の若者は原爆や
平和に興味を持たないため原爆体験を伝えること
が難しく, 人々の記憶の中から原爆という大きな
歴史的出来事が忘れられていることを指摘してい
る｡

しかし, ��	���	
がそうであったように,
������������	
の記事も原爆の記憶が失われてい
る現実を伝えるとともに, 広島の教訓を伝えてい
くことの重要性が記事の端々にちりばめられてい
る｡ この点も, アメリカの新聞の記事内容とは大
きく異なると言える｡

また, 同日付の社説 ｢核の脅威にさらされて生
きる｣ では, ｢60年前の今日, 広島の上空で原子
爆弾が炸裂し, ８万人を殺した｡ ほとんどが一般
市民だった｣ と書き出し, 広島の原爆を通して現
在の核の脅威, 核軍縮の進行状態などを論じてい
る｡ 特にイランと北朝鮮の問題の深刻さ, そして,
NPT (核不拡散条約) の拘束力の弱さや実効が伴っ
ていないことを批判している｡ 広島の原爆から60
年経った世界には核兵器があふれており, きちん
と核兵器を管理, 廃絶する努力をしていかない限
り, 国家だけではなくテロリストまでもが核を使
用し, 広島の悲劇が繰り返される可能性があると
社説は危機感を訴えている｡

さらに, 別刷りW４面では, ｢どのように倫理
観が失われたか｣ という見出しで, 原爆, 戦争,
そして広島について書かれた近刊の３冊を紹介し
ている｡ この記事は, 単なる書評に留まらない｡
この記事の見出しから, そして, 以下に引用した
記事の文章からうかがえるように, 書評を通して
原爆に対する痛烈な批判を展開している｡

今日, 人々は原子爆弾と共に暮らすことに慣
れてしまっている｡ しかし, 核攻撃が起こる
可能性というものは, 今のほうが冷戦時代よ
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りも高いといえる｡ なぜなら, うす気味悪い
論理ではあるが, 二国の対立時代には戦争抑
止力というものが働いていたからだ｡ 日本の
民間人に対して原爆を投下したことは, おそ
らく人類がこれまで犯した最も卑劣極まりな
い行為だ｡

記事の写真も原爆に対する痛烈な批判がこめら
れている (写真２)｡ ｢被爆から３年後の広島｣ と
説明があり, ３人のマスクをした少女が悲しげに
傘をさしている姿が写っている｡ ３人の少女につ
いての説明はなく, 記事本文と同じ ｢おそらく人
類がこれまで犯した最も卑劣極まりない行為だ｣
と書かれているだけであるが, 罪のない子供たち
までもが犠牲になったこと, そして, 後遺症で苦
しんでいるというメッセージが伝わってくる｡

８日付では (７日は休刊日), ｢広島は抗議する｡
核攻撃の日を世界が祈念する｣ という見出しと,
ベルギーで行われた広島原爆投下の抗議行動の写
真を掲載している｡ あえて広島ではなくベルギー
の写真を選択掲載したのは, 見出しから分かるよ
うに, 広島だけではなく世界が広島の悲劇を覚え
ていることを伝えているようだ｡

総合的に見て, イギリスの２紙は共通して ｢広

島の記憶を忘れてはならない｣, ｢核兵器の残虐性
と倫理性のなさ｣, そして, ｢広島への原爆投下の
批判｣ ということを伝えている｡ アメリカの新聞
とまったく異なる点でもある｡ 特に, アメリカの
新聞では原爆投下に対する批判は皆無であったが,
イギリスの両紙とも投下を批判する記者の意見が
記事中に掲載されている点は, 対照的であるとい
えるだろう｡

� フランス
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｢あごひげのアルカイダの連中がはっきり言っ
ているだろう, どうやって民間人を殺すか知って
おく必要があるのだ｣｡ �������の６日付１面掲
載の風刺画では, 原爆ドームの前でアンクル・サ
ム (アメリカ人) が日本人の肩に手をやり, こう
語りかけている (写真３)｡ アメリカに対する辛
らつな皮肉と, 日米関係を揶揄している｡ つまり,
アルカイダによる９・１１テロとアメリカによる
広島原爆投下は本質的には同じ残虐行為であるこ
とを示唆しており, 同時に, そのような残虐行為
を行ったアメリカと強固な友好関係を維持してい
る日本を皮肉っていることを伝えている｡

４面すべてを使って掲載された特集は, ｢1945
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年８月６日, 一般市民に対して投下された最初の
原子爆弾が炸裂した｣ という書き出しから始まる｡
同紙の原爆理解は, ｢一般市民に向けられた大虐
殺｣ と言えるだろう｡ この ｢一般市民に対して投
下された｣ という原爆の表現法は, アメリカの新
聞では一切見られなかった｡ また, この序文では
広島と長崎の原爆によって ｢54万1800人の住民が
絶滅させられた｣ という非常に強い表現で原爆の
被害規模を描写している｡ 以下に述べるように,
こうした表現は同紙の原爆解釈を象徴している｡

全体的な同紙記事の方向性と論調は, イギリス
の新聞と類似している｡ テーマは, 薄れ行く広島
原爆の記憶, 無関心さ, そして, 伝えていくこと
の重要性だ｡ そして, 原爆被害の残酷な実態が克
明に描写され, イギリスの新聞よりさらに直接的
なアメリカ非難が記事に折り込まれている｡

｢日本では, 広島の恐怖の記憶が薄れつつある｣
という見出しの記事は, 原爆の記憶は忘却の彼方
に遠のきつつあり恐怖は希薄化していること, 被
爆者は減り原爆投下の日を知っている子供たちの
数と広島を訪れる学校の数が減少していること,
折鶴への放火などの事件が繰り返し起きているこ

とについて具体例を挙げて実情を伝えている｡ し
かし, この記事は同時に, ｢原爆から60年, 市民
の大虐殺は繰り返されている｡ 世界に伝えるメッ
セージを新たにすれば広島は今なお重要なのであ
る｣ と, 広島の世界平和における重要性を訴えて
いる｡

被爆者の受けている苦悩については, ｢生き残っ
たものにとって, じわじわと責めくる苦悩の日々
を過ごさなければならない｡ 瓦礫と疫病の中での
生き抜かねばならず, 傷口からわきでるうじ虫,
抜け落ちる髪の毛, 吐血, そして, 白血病などの
癌｡ 今日もなお, 被爆者たちはこのような症状に
苦しんでいるのだ｣ と実態を伝えている｡ 放射能
による被害ばかりではなく, 被爆者に対するさま
ざまな差別の実態もつづられている｡

また, この記事は戦後のアメリカの対応が非人
道的であったことを以下のように批判している｡
｢終戦直後には国際赤十字などによる広島への医
療支援があったにも関わらず, アメリカが原爆の
効果を隠しておこうとしたため, 被爆者はまった
く治療を受けることができなかった｣, ｢1946年の
終わりになって, ようやくアメリカは原爆死傷者
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委員会を設置したものの, 治療など行わず, 被爆
者の調査と死体を押収して解剖をしていた｡ 解剖
する死体が足りないときには死体を買い取ってい
た｣｡

社説 ｢記憶と忘却｣ でも, 日本人の無関心さや
薄れゆく原爆の記憶と共に, アメリカに対する批
判が述べられている｡ ｢原爆を考え出し, 製造し,
そして投下したアメリカ人も記憶が失われている｡
ごく少数のアメリカ人しか良心の呵責を感じては
いない｣ と, アメリカの責任を問いかけている｡
さらに, 一般的なアメリカの原爆正当化論に対し
ても, ｢(原爆投下は) 重大犯罪であるとも考えら
れるのに, 多くのアメリカ人と日本人の命を救っ
た不可欠の戦争行為であると正当化されている｡
こうした, 統計的な考え方は, 現代の大虐殺につ
いてわれわれが反省する機会を奪っている｣ と非
難している｡

この社説は一貫して原爆の教訓の重要性と,
｢60年を経た後も, 残念ながら何も学んでいない
人類｣ への警鐘をならしている｡ そして, 最後は
｢では, これは誰が語った言葉だろうか｡ 『原爆は
あまりにも危険すぎて法のない世界に任せること
はできない』｡ ハリー・トルーマンである｡ 広島
と長崎への原爆投下を決断したアメリカ大統領だ｡
彼の言葉は, 今なお適切なものである｣ と, 皮肉
で締めくくっている｡

英仏の新聞で共通して, 原爆の記憶を伝えてい
くことの重要性, 広島の意義や世界平和における
役割の重要性が伝えられていた｡ しかし, イギリ
スの新聞は原爆投下そのものへの批判はあったも
のの, 実行したアメリカに対する非難はあまり見
られなかった｡ 英仏の違いがここにある｡ 対米関
係の世論や感情の英仏の差が, アメリカに対する
非難に反映されていると解釈できる｡ つまり,
2003年のイラク戦争を巡る外交的な米仏の緊張関
係と, フランス人の反米感情が, 広島原爆報道の
中でのアメリカ非難となって現れているのではな
いだろうか｡

� ロシア
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��������に掲載された唯一の記事 ｢広島：過ち
か, 犯罪か, 必要だったのか？｣ は, ロシアの国
営通信社ITAR-TASSの記者によるもので４面の
半分を占めている｡ 広島原爆を報じる記事は通信
社配信だけであるため, この記事をして同紙の広

島原爆の解釈と断定することはできない｡ しかし,
この通信社はロシア国営であることから, 記事自
体はロシアの広島原爆理解を反映しているはずだ｡
また, 広島原爆について世界中の通信社から配信
された膨大な数の記事から掲載するものを選択す
るのは新聞社自身であることから, この記事は
��������の見解をある程度は反映しているのでは
ないかと思われる｡

記事本記では ｢広島市長と小泉首相が演説をす
る｡ そして, 子供たちが平和を祈って鐘をならす｡
そして, 鳩が放たれる｡ この式典はもう儀礼的だ｡
以前と比べて, もはや感情がこめられていない｣
という儀式批判から始まる｡ また, 60周年前に慰
霊碑が傷つけられた事件を取り上げ, 石碑に刻ま
れた ｢過ち｣ の解釈について, 以下のように説明
している｡

｢ソ連の政治家と日本の左翼は, 広島原爆は
過ちではなくアメリカ帝国主義の重大な犯罪
だと強調してきた｡ これは驚いたことに, 日
本の右翼主義者とも同じ意見なのである｡ 右
翼は日本が太平洋で第２次世界大戦を巻き起
こしたことを認めていない｡ したがって, 広
島への原爆投下は犯罪であったと主張してい
る｡ しかし, 日本の自由主義者は異なる意見
を持っている｡ 日本の軍国主義者が太平洋戦
争を起こしたので, 広島の原爆に対しても責
任を負うべきだという意見だ｣

原爆の正当性について ｢ソ連側の意見では, 原
爆投下と戦争が早く終結したことには関係がない｡
原爆は新兵器の威力を見せつけるだけの行為だっ
た｡ 日本が降伏したのは, ソ連が極東の戦争に参
加したからだ｣ と, 冷戦時代の解釈を紹介してい
る｡

このように, 広島原爆, そして, ｢過ち｣ のさ
まざまな解釈を紹介している｡ しかし, この記事
の論調は広島原爆の意義の矮小化と正当化論に傾
いている｡ ｢ソ連の扇動者のせいで, 広島に世界
で初めて原子爆弾が投下されたことは最悪の悲劇
の象徴となった｡ しかし, 第２次世界大戦では,
さらに恐ろしい悲劇が多くあった｡ 例えば, レニ
ングラード封鎖やスターリングラード戦である｣
とし, ｢日本でも, 1945年３月10日の東京大空襲
では10万人が亡くなり, 東京はほとんど破壊され
た｡ この時の死亡者の数は広島の原爆とほぼ同じ
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であるが, 広島の破壊の規模は東京ほどひどいも
のではなかった｡ 現在では, 広島原爆の死亡者は
23万7千人だと言われるが, 当時の死亡者だけで
はなく, 後に亡くなった人も含まれているからだ｣
と, 広島の原爆被害は旧ソ連の宣伝によって過大
視されていると伝えている｡

また, ｢原爆投下によって地上戦を避けること
ができ, 生き残れることができた｣ というアメリ
カ軍人の意見を紹介し, 記者の意見として ｢たし
かに, 広島と長崎への原爆投下は, 何万人かの命
を救ったのかもしれない｣ と, アメリカの原爆正
当論に賛同を示している｡ こうした論調は, ソ連
時代には考えられなかったはずだ｡ 冷戦・旧ソ連
時代に宣伝された広島原爆の政治的な解釈に対し
て異論を提示しているこの記事では, 現代ロシア
における修正主義的なイディオロギーを映し出し
ていると思われる｡

ロシアの主要紙で広島原爆を記事にしているの
は��������だけである｡ 	
�������は記事を掲載
していない｡ 実は調査対象としたこれら２紙以外
にも, 他の主要紙である������������������,
�
�������������の２紙も調べてみたが, 広島原
爆は取り上げられていなかった｡ 大多数のロシア・
メディアは, 広島は取り上げる必要もない過去の
ことだと判断していること示している｡

� ドイツ
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調査した新聞の中では, 広島に対して最も紙面
を割いていた�������������������は, ５, ６の
両日とも１面に広島の記事を掲載している (７日
日曜日は休刊日)｡ ５日付の１面中央に掲載され
た ｢ヒロシマ｣ (２面のトップ記事に続く) は,
比較的客観的に広島原爆が開発されるに至った経
緯, マンハッタン計画に携わった物理学者のロバー
ト・オッペンハイマーの紹介, 原子爆弾の構造の
説明など, 事実関係を振り返る内容が中心になっ
ている｡ イギリス, フランスの新聞よりも同紙の
広島原爆は控えめに表現されている｡

一方で, 連合軍の空襲によって日本もドイツの
ように破壊し尽くされたという ｢歴史観｣ が記事
内容に投影されている｡ ｢アメリカとイギリスは,
まずドイツで大規模かつ計画的な空襲によって,
死と破壊をもたらした｡ そして, アメリカは３月
９日 (著者注, 原文のまま) の東京大空襲を皮切
りに, 戦略的な爆撃を開始したのだ｣｡ 大戦中に

日本と同盟国であったという史実と, 共通部分の
ある歴史観から, このような表現が生まれたので
はないかと思われる｡ さらに, ｢日本の住宅や寺
の建築材料は木材や紙である事から, アメリカの
使った焼夷弾とナパーム弾により, すさまじい火
災となり日本の都市は破壊されていった｣ と, ア
メリカの空爆が市民に向けられたことを示してい
る｡

原爆については, ｢Ｂ29爆撃機ただ１機が, 一
瞬のうちに都市を破壊しつくした原子爆弾を投下
した｡ 後に, 放射線による被害が最も大きいこと
がわかった｡ それは, 熱や圧力による被害よりも
重く, 何年も続く苦悩であった｡ 今日まで, 被爆
者の子供や孫も苦しんでいるのである｣ と, 被害
の深刻さを伝えている｡ こうした原爆による後遺
症を詳しく伝えているのは, ヨーロッパの新聞の
特徴だといえる｡ アメリカの新聞では原爆投下直
後の様子や後遺症についてはほとんど伝えていな
い｡

３面のすべて使った ｢平和の街：原爆投下から
60年を迎えた広島と日本｣ では, 現在の広島の様
子や広島の平和運動の歴史的変遷について淡々と
書かれている｡ そのなかで, ｢90年代から日本は
徐々に遠ざかっているものの, 広島はこれからも
平和主義を普遍的に尊重すべきものとして保護し
ていく｣ と, 広島の役割と平和における意義を評
価している｡ 写真は, 被爆当時と現在の原爆ドー
ム周辺の風景の２枚が掲載され, 60年の年月を比
較できるようになっている｡

原爆の賛否については, ｢原爆投下が, 日本を
早く降伏させるために本当に必要であったかとい
う疑問には, アメリカの学者や軍人も論争を続け
ている｡ しかし, 人道的に考えると, 広島への原
爆投下は日本にとって, そして人類にとって, 前
例のない大惨事であった｣ と, 批判的な論調であ
ることがうかがえる｡

ここで興味深いことは, ロシアの新聞では, 広
島の原爆投下は大戦中の他の大惨事と比較すれば
それほど深刻なものではないと述べられているの
に対して, ドイツの新聞では, 広島を人類の大惨
事として捉えていることだ｡ こうした原爆観は,
戦争中の歴史的関係や核保有かどうかに関わらず
ヨーロッパの新聞で共通している｡

同紙が広島原爆を人類史上の大惨事として捉え
ていることは, 翌６日付の１面記事 ｢広島の空｣
の内容も示している｡ ｢たった１機の飛行機が,

���



たった１発の爆弾が, 一瞬にして多くの命を奪い,
とてつもない悲しみを与えた｡ (中略) 広島はア
ウシュビッツ (強制収容所) と結びつけて考えら
れてきた｣, そして, 広島の ｢キノコ雲は, 人類
が開発してしまった恐ろしいものを見せつけた｡
広島は前世紀における大きな転換点であるだけで
はなく, 歴史の節目でもあるのだ｣ と, ナチスに
よるユダヤ人大虐殺・ホロコーストと並ぶ戦争の
惨劇であると述べている｡

ホロコーストと広島を, ドイツの新聞が戦争の
非人道性を伝える事例として並列的に挙げている
ことは重要だ｡ ホロコーストは正当化しようのな
い人類史上まれにみる大虐殺である｡ おそらくア
メリカでも, このようにホロコーストは解釈と理
解されているだろう｡ しかし, アメリカの新聞が
伝える広島原爆は, 過去の出来事であり戦争を早
期終結させた正当化できる戦闘行為であるという
解釈に傾斜している｡ 広島原爆に対する異なる解
釈は, 米独両国の歴史観の違いに起因するもので
はないだろうか｡

６日付31面の ｢太陽の無慈悲さ｣ では, 中沢啓
司作の 『はだしのゲン』 が紹介され, 原爆投下直
後が描かれた凄惨な場面が同書１巻から転載され
ている (写真４)｡ 写真のサイズは縦26センチほ
どの大きなものだ｡ 今回分析した新聞で, 焼けた
だれた女性や子供という原爆被害の実態を視覚に
伝えているものは, このイラストと英国の
������������	
が掲載した写真だけだった｡
��	�	�

��	�	�は６日付１面に, 被爆者の写真を掲載
し60周年の事実関係だけを伝えている｡ 同紙は社
説 ｢ありえない戦争｣ でも広島原爆を取り上げて
はいるものの, テーマは ｢広島｣ というより核兵
器と冷戦時代の国際関係に焦点が当てられている｡

８日付では (７日は休刊), 灯篭流しの背景に
原爆ドームが写った写真付きの ｢原爆投下60周年｣
という記事が掲載されている｡ 内容は, ６日の式
典の様子と広島市と姉妹都市であるドイツ・ハノー
ファーで行われた行事, また, ベルリンでは平和
団体が軍縮を求める署名活動を行ったことなどが

世界は ｢広島｣ をどう報じたか ���
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淡々と記述してある｡
このように, ドイツの２紙では広島関連記事の

掲載量, 内容とも大きく異なっていた｡ ただ, 新
聞の評価, 規模, 影響力の大きさとも���������	�


���		��	のほうがはるかに大きい｡

� 中国

『人民日報』
６日付３面に, 『人民日報』 は ｢広島の悲劇,

歴史の教訓はどこにある？｣ を掲載している｡ こ
の記事は, ｢21世紀中日友好委員会｣ のメンバー
で日本と中国を結ぶ交流活動を続けている中国人
によって書かれたものだ｡

筆者は日本画家の平山邦夫との友好的な交流を
述べているものの, 日本に対して批判と疑問を突
きつけている｡ まず, この記事は ｢広島平和記念
資料館の展示は, 日本人民こそが戦争の被害者で
あることを人々にアピールしている｡ (中略) 抗
日戦争のとき, 日本は重慶に大量の爆弾を投下し
ており, 当時の重慶は原爆後の広島と非常に似て
いる｣ とし, 日本は原爆の被害者であることを強
調しすぎる点を批判している｡ そして, 日本によ
るアジア諸国への被害を説明する展示物を同資料
館が増やすことを, 記事の主張として打ち出して
いる｡

さらに, ｢原爆投下された原因は自分たちが侵
略戦争を始めた結果であることを, 日本は本当に
認識しているか｣ と問いかけ, 日本人は原爆が日
本に落とされた背景や理由を理解していないので
はと疑問を呈している｡ 続けて, ｢そのことを今
の日本人がきちんと認識しているかどうかが最も
重要なことだ｣ としている｡

ここで, 2005年の中国社会の動向や世論の動き
を振り返ってみよう｡ 同紙は2005年の初めから抗
日60周年特集として, ｢反日記事｣ を連日掲載し
ていた｡ ６日付でも ｢日本による国辱を忘れるな｣
という特集を掲載している｡ また, 2005年春には
日本の歴史教科書の記述をめぐり大規模な反日デ
モが中国各地で起き, 歴史認識の違いが日中間の
大きな火種になっている｡

こうした流れを受け, この記事は中国への適切
な反省と謝罪を日本に促しているように読み取れ
る｡ 大戦前後の対日関係と中国の歴史観, そして,
2005年当時の対日感情が色濃く論調に映し出され
ている｡

７日付の国際面に掲載されている記事 ｢広島で

被爆60周年記念式典｣ は国営通信社・新華社の配
信によるもので, 広島の平和記念式典の様子を写
真と共に淡々と報じている内容だ｡ 記事中で唯一
引用されているコメントは, 演説を行った河野洋
平・衆議院議長が日本の戦争責任に言及した部分,
｢石碑に掘り込んである 『過ち』 の意味は二つあ
る｡ 一つ目は, 日本は明治維新から原爆投下まで
の間, 過った方向の国策を取り, 韓国の独立を奪
い取り, 中国を自国の統治下に置き, 帝国主義の
道を選んだ｡ 二つ目は, アメリカは原爆投下とい
う非人道的なことをした｡ 核保有国のアメリカは
核兵器の廃絶に努力する責任がある｣ であった｡

両記事とも, 広島の世界平和における意義や国
際社会で果たせる役割などは一切言及しておらず,
また, 原爆の悲惨な状況についての描写もなけれ
ば, 非人道性について問いただす部分もない｡ 原
爆投下の解釈については, 直接的に容認・否認す
るような言葉はないが, ｢戦争を始めた日本の責
任｣ が明言されており, 原爆は日本の侵略行為の
帰結として投下されたという認識が強いことが分
かる｡ 記事 ｢広島の悲劇, 歴史の教訓はどこにあ
る？｣ で顕著だったように, ｢広島｣ は日本の戦
争責任の追及の材料として扱われている｡ ヨーロッ
パの新聞に共通する ｢大虐殺｣, ｢倫理的な犯罪｣
という原爆投下の解釈とは, 完全に一線を画して
いるのが中国の新聞の広島理解だといえよう｡

量的分析でも述べたが, 他国の新聞と比較して
『人民日報』 の報道量は非常に少なく, エリート
層向けの 『光明日報』 は広島原爆をまったく報じ
ていないことは, 中国メディアが広島の役割や意
義をほとんど評価していないことを示している｡
このことも, 60周年を大きなニュースとして１面
掲載や数ページにも及ぶ特集を組んで報じていた
ヨーロッパの新聞との大きな違いだ｡

� 韓国

『東亜日報』
韓国の 『東亜日報』 は, 日本に対して中国より

もさらに辛らつな論調の記事を掲載している｡ ６
日付１面には, 式典前日の写真が掲載されている｡
写真は, 伝統衣装チマチョゴリを着た在日韓国人
たちが韓国人被爆者の慰霊碑前で祈りを捧げてい
る場面だ｡ 背景には韓国の国旗が写っている｡ こ
の写真から, ８月６日とは広島の原爆というより,
韓国人にとっての原爆を伝えていることが読み取
れる｡

���



写真の説明文には, ｢日本への２発の原爆は戦
争の終わりを早めた一方で, 数十万人もの命を奪っ
た｣ と書かれている｡ 写真・説明文を配信したの
はアメリカのAP通信社であり, 通信社を通じた
アメリカ側の ｢解釈｣ (つまり, ｢原爆が戦争終結
を早めた｣) が世界中の配信国に伝わる好例だろ
う｡

９面に組まれている特集には, ｢反省をしない
まま, 『アメリカが加害者』 という声だけが無情
に響く｣ という大見出しが踊っている｡ 記事の冒
頭から ｢60周年の行事内容のほとんどが, 韓国侵
略に対する反省が無視されたまま, 『加害者』 ア
メリカだけを批判するものであり, 日本社会が右
翼的になっていると憂慮される｣, ｢反米を訴える
市民に, 日本が韓国に対して行った戦争犯罪につ
いて意見を問うと, 『正直よく分からない』 とぎ
こちない顔をした｣, また, ｢平和公園の展示は,
日本の原爆被害を強調するだけで, 日本のアジア
侵略戦争による惨状は無視している｣ と, 日本の
行った戦争犯罪への反省や韓国の被爆者について
配慮がない例を繰り返し挙げて非難している｡

同じページの記事 ｢忘れ去られていく教訓｣ で
は, 平和式典はまるで ｢反米宣伝場に変わってし
まっている｣ とし, ｢平和公園の風景は韓国や中
国など日本の侵略の被害を受けた国民としては,
まったく納得がいかない 『日本人の常識』 を反映
している｣ と書いている｡ つまり, 平和式典は日
本の侵略行為を反省する場であるべきだという主
張が打ち出されている｡

また, 韓国人被爆者の問題を取り上げた記事
｢日本, 『来日して直接受領手続きをしなさい』,
海外被爆者支援に冷たい態度｣ でも, ｢日本が世
界で唯一の被爆国｣ を強調していること, また,
｢海外の被爆者に対して冷たい態度を取っている｣
ことを非難している｡

原爆投下の賛否については, アメリカの週刊誌
報道を引用する形で ｢日本に決死抗戦の意志があ
ることを盗聴によって確認した後, トルーマンは
原爆投下を決定した｣ と報じている｡ このことを
根拠に, ｢日本が降伏することを知っていながら,
アメリカ政府が核兵器を使ったのは, ソ連を牽制
していたため｣ という1960年代以降の主張に反対
を示していることが書かれている｡
『朝鮮日報』

『朝鮮日報』 は８日付の国際面に写真だけを掲
載している｡ 写真は, 原爆ドーム対岸の元安川で

少女が手を合わせて祈りながら灯篭を流している
ところだ｡ しかし, この写真の説明には ｢日本は
原爆投下60周年を迎え, 『被爆国日本』 というイ
メージを大々的に広めている｣ とある｡ 写真その
ものは平和的なイメージを伝えているが, 文章を
見ると ｢日本が被爆国ということを強調している｣
という批判的な主張が入り込んでいる｡ これは,
『東亜日報』 の複数の記事に一貫していた論調と
共通している｡

以上より, 韓国の新聞は, 広島原爆を日本非難
の材料として取り上げているといえる｡ 日本非難
は次の二点に大きく分けられる｡ 一つ目は ｢アメ
リカを加害者として, 日本は世界唯一の被爆国と
いう被害者であることを強調している｣ 点であり,
もうひとつは ｢日本は戦時中, 韓国に対して行っ
た侵略行為を直視せず, 忘れようとしている｣ 点
だ｡ 韓国の被害についてはほとんど無視されてい
る日本の現状も同時に指摘している｡

韓国の両紙とも原爆投下そのものを直接的に正
当化したり, 批判したりする意見は見当たらない｡
しかし, 『東亜日報』 は ｢日本が戦争を続けるこ
とをアメリカ側がつかんだため, 原爆投下が実行
された｣ という話を取り上げていることから, 原
爆投下容認のほうに傾いていると言える｡

原爆投下後の描写や被爆者の体験談の引用はな
く, 原爆の恐ろしさについてはほとんど伝えてい
ない｡ 核兵器の脅威についても一切触れられてお
らず, 世界平和における広島原爆の意義, 重要性
は記事の中では認められていない｡ 一方で, 中国
同様, 韓国でも起きた日本の歴史教科書の記述を
めぐる反日デモに象徴されるように, ｢過去の歴
史の正しい認識｣ を日本に求める世論が, 被爆60
周年を報じる記事の新聞論調にはっきりと映し出
されている｡

� アラブ
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アラブ諸国で読まれ影響力のある���������

�	��
は, ７日付14面でロイター通信による広島
とシドニー発の記事 ｢オーストラリアでは多くの
デモが繰り広げられ, 小泉首相が日本の平和憲法
の重要性を強調｣ を掲載している｡ 通信社の記事
らしく, 式典の様子などが淡々と報じられている｡
平和式典で涙をぬぐう被爆者の写真と, シドニー
で行われた核兵器廃絶を求めるデモ行進の写真の
計２枚が掲載されている｡

世界は ｢広島｣ をどう報じたか ���



紙面の上段すべてを使った記事ではあるが, 原
爆の解釈や賛否, 広島の平和における役割などに
は触れておらず, ｢広島に投下された原爆によっ
て14万人が亡くなり, ３日後の９日には長崎に原
爆が投下され, 15日に日本は無条件降伏した｣ と
通信社配信の ｢一報記事｣ (事実関係のみを簡潔
に伝える記事) らしく簡潔に報じられているだけ
だった｡ 同紙は日本に特派員を派遣していない｡

しかし, 社説欄に掲載された風刺画は, ｢60年
前にアメリカが行った広島への原爆投下と, 現在,
アメリカがアラブ諸国に対して行っている行為｣
を痛烈に皮肉るメッセージを伝えている (写真５)｡
風刺画に描かれているのは, 広島に投下されたの
は１発の原爆であり, アラブ諸国 (もしくは, イ
スラム諸国) に対しては何発もの原爆を投下され
ている様子だ｡ イラストに書かれたアラビア語の
署名から, アラブ系の作者であることが推測され
るこの風刺画は, アメリカがアラブ諸国に対して
行っている行為を非難している｡ アラブ諸国の反
米感情を率直に映し出していると解釈できる｡

このイラストは複数の解釈ができる｡ ｢アメリ
カは60年前より, 現在ではさらに激しい空爆を繰
り返している｣ という解釈が一つだろう｡ また,
｢アメリカによるアラブ諸国の被害は, 広島へ投

下された原爆とは比べ物にならないほど大規模で
ある｣ とも解釈できる｡ ヨーロッパの新聞で共通
する, 広島原爆は ｢歴史的な人類に対する犯罪｣
という解釈とは異なるようだ｡ 広島の原爆被害を
過小評価しているとも解釈できるが, 現在のアラ
ブ諸国の人々が率直に抱くアメリカに対する感情
であろう｡ 同紙記者による広島関連記事はないた
め, 広島の世界平和における役割や原爆投下の正
当性についての意見は不明だが, この風刺画はア
ラブの人々の広島解釈の一面を映し出していると
思われる｡

�� ������

分析結果を総括すると, 国や地域によって報道
の量だけではなく, 原爆の解釈, 広島の世界平和
における意義, 原爆の描写などすべての質的分析
項目で異なることが分かった｡ 異なる広島原爆報
道は, 各国の大勢世論, 日本との歴史的関係, イ
ディオロギーを反映していると考えられる場合が
多く, 報道に入り込む偏向を説明するヘゲモニー
理論の実証研究例となった｡

もちろん, 本研究が明らかにした広島に対する
各国新聞記事の内容は, その国の広島に対する世
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論や理解を忠実に映し出す鏡ではない｡ この点が,
本研究で得られた知見の限界でもある｡ だが, 冒
頭でも示したように, 特に国際的なニュースの事
象において新聞論調は一般読者の意見と大きく乖
離することはなく, むしろ相互作用などから同調
している｡ 従って, 分析結果は, 調査対象国にお
ける広島の解釈と意義の認識を推し量るものとし
て適切なものである｡

まず, 広島原爆の解釈であるが, 戦争中の日本
との関係に関わらず, ヨーロッパでは広島への原
爆投下は否定的・批判的に伝えられていた｡ 原爆
投下は一般市民に向けられた ｢おそらく人類がこ
れまで犯した最も卑劣極まりない行為｣ (英,
������������	
) ｢重大犯罪｣ (仏, �	���	),
｢人類にとって前例のない大惨事｣ (独, ��������

�	�����	�	��	) という非常に強い表現が記事中
に使われていたことが示している｡ さらに, 広島
の世界平和における役割についても, ｢広島の教
訓を忘れてはならない｣ という論調はヨーロッパ
の新聞で共通して観察された｡

この結果は, ドイツの場合を除くと ｢意外｣ で
あった｡ なぜなら, 英仏両国は核を保有し, 10年
前の世論調査ではあるがイギリス人の多くは原爆
投下を ｢正しい選択｣ だと考えていたからだ｡ こ
のことは, 相反する二通りの解釈が考えられる｡
まず, メディアのコンテントは社会体制や大勢世
論のイディオロギーの影響を受けるという理論が
常に当てはまるわけではないことだ｡

もう一方は, EUに見られるヨーロッパ統合の
流れの中で, また, 核の脅威が再び高まる中で,
ヨーロッパで共通して反核的な世論や, 広島の教
訓の重要性を再認識する考え方が浸透していると
思われる｡ ヨーロッパの新聞は共通して論調が似
ており, 同じように報道量が多かったことも, こ
の解釈の妥当性を示すものだ｡ ヨーロッパの人々
の考え方を詳細に網羅する最新のデータがないた
め結論づけることはできないものの, 広島原爆報
道に限って言えば, おそらく２番目の解釈が妥当
だと思われる｡

当事国アメリカの新聞は, 原爆を ｢過去の出来
事｣ として伝え, 一部の記事に見られたように
｢正当化｣ に傾いた論調が見られた｡ ヨーロッパ
の記事中に多く見られた ｢原爆は一般市民を狙っ
た虐殺, 大犯罪｣ という表現は, アメリカの新聞
では一切使われておらず, 被害の実態についても
ほとんど言及がなかったことは, この国の原爆理

解を映し出している｡ ヘゲモニー理論がそのまま
当てはまった事例だろう｡

中韓両国の新聞内容においても, 理論通りに大
勢世論やイディオロギーが報道内容に入り込む傾
向が見出された｡ 両国民の多くが日本の戦争責任
問題は終了していると思っておらず, また, 原爆
は ｢正しい選択｣ であったという考え方は, ｢原
爆投下された原因は自分たちが侵略戦争を始めた
結果である｣ (『人民日報』), ｢日本の原爆被害を
強調するだけで, 日本のアジア侵略戦争による惨
状は無視している｣ (『東亜日報』), という記事中
の主張となって表出していた｡ ロイター通信社が
世界中の報道機関に配信した ｢原爆投下決定の正
当性｣ を伝える記事は, 調査した新聞の中で韓国
の新聞だけが掲載していたことも同様だ｡

また, 特に韓国の新聞で顕著だったことだが,
広島原爆報道の内容が実質的に ｢戦争責任を反省
していない｣ という日本批判に移行していること
は, 国民の反日感情をそのまま映し出しているの
だろう｡ こうした韓国の日本批判論調については,
追加的な解釈もある｡ 実証的なデータはないが,
韓国の新聞は国民感情以上に反日的な論調である
こと, 反日的な論調にすればするほど ｢売れる｣,
｢ウケる｣ 事情があると言われ, こうしたことが
原爆報道に影響を与えたと推測できる｡

ロシアとアラブ諸国の新聞は, 広島報道が少な
く判断は難しい｡ あえて試みると, ロシアの新聞
では, ｢広島原爆は敵国アメリカが行った戦争犯
罪｣ として旧ソ連時代に宣伝されてきたことに対
する修正主義的なイディオロギーが論調となって
表れたと解釈できる｡ 広島原爆の被害を矮小化し,
アメリカの原爆正当論に賛同を示している記事内
容が, このことを示唆している｡ また, 一般的な
ロシア人の原爆理解に一石を投じようとした記者
の個人的な判断によるものとも解釈できる｡ アラ
ブ諸国の場合, �
���������
��に掲載されてい
たイラストが示すように, 広島原爆は中東におけ
る状況と反米感情という脈略の中で解釈されてお
り, 世論やイディオロギーを映し出しているとい
える｡

このように, 国によって広島原爆の理解は大き
く異なり, 政治的に解釈されて報道されている｡
どの解釈が正しく, どれがまちがいであるとはい
えない｡

しかし, 解釈は違っても, 現実に起きた原爆に
よる被害の凄惨さと, 後遺症に苦しむ被爆者の存
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在は ｢事実｣ である｡ そして, 原爆の悲劇は決し
て繰り返してはならないという広島の教訓は, 人
類が共有しなければならないものである｡ 国家,
歴史観, 世論, イディオロギーとは無関係に存在
するのが原爆の ｢事実｣ であり ｢教訓｣ である｡

残念ながら, 国によっては被害の現実や教訓は
ほとんど報道されていない｡ むしろ, 原爆の被害
は当然の報いのように伝えられてもいる｡ 原爆の
ことなど忘れ, 未来のことに関心を持とうと訴え
る記事もある｡ さらに, 広島原爆60周年を一行も
報道していない新聞さえある｡ ヨーロッパの新聞
が指摘しているように, 広島の恐怖の記憶は薄れ
てゆき忘却の彼方に取り残されつつあるという懸
念は, 各国の報道量と内容に既に現れている｡ 広
島のメッセージは, 十分には世界に伝わっていな
いといえる｡

注
本研究の調査実施には, 広島市立大学特定研究費

(平成17年度指定研究) の助成を受けた｡ また, 新聞記

事内容分析は, 広島市立大学国際学部のゼミ生, 小林

美貴さんの協力を得た｡ 資料収集にあたり, 共同通信

社の及川仁氏の協力を得た｡

１. NHKが2005年に全国で行った原爆に関する世論調

査によると, 広島に原爆が落とされた年月日を正し

く答えることができた人は全国平均で38パーセント

だった｡ 広島市でも４人に１人が広島に原爆が投下

された日を正確に答えることができなかった｡ また,

広島市が行った ｢子供の平和に関する意識調査｣ に

よると, 原爆が投下された年を正確に答えられない

小学生は５割を超え, 中学生でも３割を超えている｡

２. 中国新聞の2005年７月28日付社説 ｢パグウォッシュ

会議 『広島宣言』 行動で示せ｣ 参照｡

３. 個人レベル 本来, 報道に個人的な主観を入れて

はならないのが原則だが, 人間が行う作業なので完

全に客観的な記事を書くというのは不可能に近い｡

たとえば, 最初にニュース素材を仕入れてくる記者

が素材を選ぶ時点で既に個人の主観が入り込む｡ つ

まり, 個人的な特性, 好みや価値観がニュースの価

値判断, 選択, テーマの決め方にまで影響を及ぼし

ている｡

４. メディア・ルーティン 報道メディアのルーティ

ンとは, 日常の取材や制作作業のことである｡ 重要

なことは, 報道メディアには決められた形式 (フォー

マット) があるということだ｡ たとえば, 新聞だと

紙面に割り当てや限りがあるので, 各ニュース記事

で適当にコマ割していく必要がある｡ そうすると,

｢どのニュースをどのぐらいの大きさで載せるのがベ

ストか｣ というように価値判断に迫られる｡ いわゆ

る ｢ニュース価値｣ のことである｡ ニュース価値と

は, 人々が興味あると思うことであり, かつ知るこ

とが大切だと考えるものだ｡ 一般にニュース価値を

構成する要素は, 顕著さ・重要性, 関心ごと, 対立・

抗争, 異常性, タイムリー, 地理的近さ, であると

いわれている｡ ニュース価値を高めようとするあま

り, 内容が脚色されたり, 数字が実際よりも水増し

されるなど, 読者の興味を引くためにインパクト性

を持たせるような偏向が入りやすい｡

５. 組織レベル 報道機関といえども, 一企業である｡

当然, 会社の内部には序列がある｡ 取材をしてきた

記者→記者の直属の支局デスク→本社のデスク→直

属の部長や整理部のデスク→編集局長・主筆という

ような一連の流れの中で追加取材・加筆修正を経て

記事が加工されていく｡ つまり, いくら現場の記者

がニュース素材を持ってきても, その内容が上層部

に認められなければ, その出来事は新聞記事として

公開されることはない｡ それゆえ, 報道されずに消

えてしまうニュースは数知れない｡

６. 外的影響 記事を書くのに必要なのは情報である｡

情報を得るためには外部と接触しなくてはならない｡

その情報源や情報提供者のことをニュース・ソース

と呼ぶ｡ ニュース・ソースには, 官公庁, 財政界,

業界団体, 広告代理店, 市民団体, メディア業界な

どが挙げられる｡ 記者は自分の知らないことを記事

やリポートで報じることができないので, ニュース・

ソースはマスメディアのコンテントに絶大な影響力

を持っている｡ ニュース・ソースは基本的に都合の

良い情報だけを提供し, 都合の悪いものについては

隠しておこうとするため, そもそも提供される情報

はかなり偏ったものになる｡ また, 新聞発行や民間

放送によって重要な広告主・スポンサーに対する配

慮もメディアの偏向に関わってくる｡ 広告が停止さ

れては困るという理由で, メディアはスポンサーに

とって不都合な記事・ニュースの報道を控えること

もある｡

７. ���������	�
���の６日付社説では, 当時のイ

ラクと北朝鮮の核開発問題が社説で取り上げてあり,

広島と長崎の原爆投下のことが最後の段落で触れて

はあるが, 記事のテーマとしてはまったく関係して

いないため, 対象とはしなかった｡

８. この記事で紹介されている３冊は, �������

���
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