
26 MAY 2018

「交錯」をキーワードにローカル局の可能性と課
題を考えてみたい。なお，「プラットフォーム」
には多義的な定義があるが，本稿では，放送
局，新聞社，通信社などからの情報を集めて
配信する事業者のサービスと定義する。また，
ローカル局とはすべて民放ローカル局のことを
指す。

主な構成は以下の通りである。

はじめに
1.越境するローカル局
2.交錯① 活字化する放送
3.交錯② テレビ化する新聞
4.プラットフォーム展開は何をもたらすか
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 はじめに

ネット社会の進展に伴い，放送以外の伝送
路の可能性を探ろうと，ローカル局がYahoo!
ニュースやLINE NEWS，スマートニュースな
どのプラットフォームを活用する例が相次いで
いる。その結果，民放ローカル局のニュース，
番組が放送対象地域を「越境」し，地域の情
報，問題がこれまでにない勢いで全国で可視
化されつつある。また，放送が活字化を推進
する一方で，新聞が動画化を進める「交錯」
も起きている。

本稿はまず，プラットフォームへの進出によ
り「越境」するローカル局の動向を紹介し，そ
のねらいと背景を探る。そのうえで，「越境」

越境するローカル 交錯するメディア
～プラットフォーム展開で放送はどう変わるか～

メディア研究部  関谷道雄　

Yahoo!ニュースやスマートニュース，LINE NEWSなどのプラットフォームを活用する地域メディアが増えつつ
ある。当初は地方紙の参入が目立ったが，近年は民放ローカル局の参入も活発化し，それぞれの地元に制約され
ていた各局発のニュース，番組が「越境」するようになった。その結果，地域の情報，問題が全国で可視化されつ
つある。

また，ネットへの対応を文字情報，つまり“活字”を用いて積極的に進めたラジオ局がある一方で，新聞社が動
画に取り組み，“テレビ化”するというメディア間の「交錯」も顕在化している。その結果，活字化を推進するラジ
オ局は，圏外からのアクセスが地元を上回り，テレビ化した新聞社のスクープ動画を放送局が購入するという新た
な動きも出ている。その一方で，ローカル局発のニュースが全国に配信され，ネット上で誹謗中傷にさらされる実
例も出ている。

このように各社は試行錯誤を繰り返しながら，プラットフォームを通じた新たな情報発信のあり方を模索してい
る。これらの取り組みは，これまでの東京中心の視点を変える萌芽となりうる可能性がある。一元的な視点を乗
り越え，オルタナティブな視点を提示できるようになったとき，放送はこれまでよりもさらに民主主義に資する可
能性を持っているのではないか。
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 1. 越境するローカル局

1）活発化する地域ニュースの越境

最初に，「越境」するローカル局の現状を
地方紙との比較も交えて見てみたい。

ローカル局，地方紙のニュースが越境するよ
うになったのは各社がウェブサイトを立ち上げ
てからで，その多くが 1990 年代以降である。
しかし，本格化したのは，ローカル局，地方
紙がプラットフォームを活用するようになった
ここ数年である。本稿では，ローカル局，地
方紙の地域メディアの情報を集約し，配信し
ているYahoo!ニュース，スマートニュース，
LINE NEWSの3つのプラットフォームを取り
上げる（表1）。

Yahoo!ニュースが地域メディアの記事を掲
載するようになったのは2012 年 8月からで，8
つの地方紙からだった。民放連に加盟する
ローカル局では富山県高岡市に本社を置く
チューリップテレビが最初で，2014 年5月か
ら静止画と記事を配信した。参加局の数は，
2017年5月には24，2018年3月末に は39ま
で増加した。

一方，スマートニュースが地域メディア向け
に各社専用のタブ「チャンネルプラス」を設置
したのは，2015 年の京都新聞と東京新聞から
である。ローカル局では2016 年の毎日放送が
最も早かった。Yahoo!ニュースと同じように当
初は地方紙が先行したが，2017年には13の
ローカル局が「チャンネルプラス」に加わった。
2018 年3月末現在，「チャンネルプラス」には
ラテ兼営局を含めて16のローカル局が参加し
ている（写真1）。

LINE NEWSは，LINEのメッセージ機能
を活用したプッシュ型などでニュースを配信し

Yahoo スマート
ニュース LINE

北海道放送 ○ ○ ―
北海道文化放送 ○ ○ ○
IBC岩手放送 ○ ― ―
岩手めんこいテレビ ― ― ○
東北放送 ○ ― ―
仙台放送 ○ ― ○
東日本放送 ○ ― ―
福島テレビ ― ― ○
TOKYO MX ○ ○ ○
テレビ神奈川 ○ ― ―
千葉テレビ放送 ○ ○ ○
テレビ埼玉 ○ ― ―
とちぎテレビ ○ ― ―
テレビ山梨 ○ ○ ―
信越放送 ○ ○ ―
長野放送 ― ― ○
静岡放送 ○ ― ―
チューリップテレビ ○ ― ―
北陸放送 ○ ― ―
石川テレビ放送 ― ― ○
CBCテレビ・ラジオ ○ ○ ○
東海テレビ放送 ○ ○ ○
名古屋テレビ放送 ○ ― ―
中京テレビ放送 ― ― ○
三重テレビ放送 ○ ― ○
毎日放送 ○ ○ ○
関西テレビ放送 ○ ― ○
朝日放送 ○ ― ―
びわ湖放送 ○ ― ○
奈良テレビ放送 ○ ― ○
サンテレビジョン ― ― ○
テレビ和歌山 ○ ― ―
瀬戸内海放送 ○ ○ ○
テレビ高知 ○ ― ―
岡山放送 ― ― ○
広島テレビ放送 ○ ― ―
テレビ新広島 ○ ○ ○
中国放送 ― ○ ―
テレビ山口 ○ ― ―
山口朝日放送 ○ ― ―
RKB毎日放送 ○ ― ―
テレビ西日本 ○ ○ ※
九州朝日放送 ○ ― ―
熊本放送 ○ ○ ―
長崎放送 ― ○ ―
大分朝日放送 ○ ― ―
南日本放送 ○ ○ ―
鹿児島放送 ○ ― ―
計 39 16 20

※テレビ西日本はLINEアカウントメディアとは異なる契約で配信。
　計には含まず

表 1　ローカル各局のプラットフォームへの参加状況

民放連会員社のみ（2018年3月末現在）
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ている。2015年12月から始めた，同社のアカ
ウントを外部メディアに開放する「LINEアカウ
ントメディア プラットフォーム」には，2018年3
月末現在，250余りのメディアが参加している
が，ローカル局は20局が参加している。また，
上記とは異なる契約システムでもローカル局の
ニュースを扱っている1）。

なお，3つのプラットフォームとも放送局より
新聞社の参加が多かったが，いずれも2017
～18 年にローカル局との契約が加速した。

ローカル発ニュースの重視について，Yahoo!
ニュース担当部長の有吉健郎氏は，「2013 年
に実施した調査で，20～39歳の若年層がス
マートフォンでニュースを初めて見る傾向がわ
かった。さらに地元や出身地などの地域ニュー
スに興味を持っている若年層が多いことが明
らかになり，積極的に地方紙，ローカル局と
の提携を進めた」という。

ローカル局発のニュースはプラットフォーム

の活用以前，各局の放送対象地域に制約され
ていたが，現在では，このように続 と々「越境」
している。なお，ストレートニュースについて
は，プラットフォームを活用せず，キー局経由
でネット配信している例もある。

2）他局に追随するケースも

前述したように，各ローカル局によるプラット
フォーム活用は一部の系列を除いて活発化して
いるが，そのねらいはどこにあるのだろうか。

複数のローカル局の担当者は「ネットの普及
に伴い，放送以外の伝送路の可能性を探る
ため」と説明する。また，「私たちの局名は地
元では知られているが，県外では知られてい
ない。ネットの普及前はそれでもよかったが，
ネット時代は県内外で社のプレゼンスを高め
る必要がある。このためプラットフォームを活
用している」と説明する社もあった。

ローカル局はキー局を頂点としたタテ系統に
よるつながりが深い。この系統は系列間，つ
まりヨコもしっかりつないでいる。「同系列の
局がプラットフォームへの展開を始めたので，
我々の局も始めた」という声も聞かれた。

プラットフォームを活用している各社とも，
視聴回数，つまりページビュー（以下，PV）に
応じた対価の支払いを受けている。具体的な
金額は公表されていないが，あるローカル局の
担当者によると，「1か月あたり数百円。たまに
お札になる程度。PV数が伸びた場合は数万
円支払ってくれる社もある」という。同じような
話は複数社の担当者からも聞かれた。

これについては，プラットフォーム側からも
「放送局側が配信で十分な収益を上げる仕組み
にはなっていないのは事実」という説明があっ
た。マネタイズは厳しいことがうかがわれる。

写真 1　ローカル各局のタブが並ぶスマートニュース
（スマートニュース提供）
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3）圏外でも自社コンテンツを見てほしい

「伝送路としての可能性を探る」「局のプ
レゼンスを高める」「同系列の局がプラット
フォーム展開を始めたので」との声が聞こえ
る中，プラットフォーム活用とは異なるが，

「自社制作のコンテンツを圏外の人にも見てほ
しい」という意欲的なローカル局もある。広島
市の広島テレビは2017年8月6日の原爆の日に
合わせて，『いしぶみ』『被爆米兵』など6本の
ドキュメンタリー番組の英語字幕版や吹き替え
版を制作，アメリカのニューヨーク・タイムズ
紙で広告を打ち，同社のウェブサイトで配信し
た。いずれも，原爆の凄惨さを伝える番組で
ある。2017年10月末までに50か国，79都市
からアクセスがあったという。被爆地の地元局
のドキュメンタリーとして注目されている 2）。

また，福岡市のFBS 福岡放送は2017年12
月31日の午後11時50 分から翌 2018年1月1
日の午前3時 40 分過ぎまでの3時間50 分に
わたり，北九州市のテーマパーク「スペースワー
ルド」閉園の特別番組をライブ配信した。年
末年始はキー局制作の特別番組が目白押し
で，地元局が制作する番組の放送枠はきわめ
て限定されている。とても3時間を超える中継
は組めない。同社が選んだのはYouTubeによ
る配信だった。コンテンツ事業部長の筒井明
彦氏は，「スペースワールドはニュースの中継や
番組で何度も取り上げてきた。閉園は残念な
ニュースだったが，若手から『スペースワールド
の最後の様子を中継で伝えよう』という声が上
がった。その結果，放送ではキー局の番組を
流し，YouTubeでは地元の番組を配信すると
いう形をとった。中継中のピークは3,500 余り
のPVで，累計3万405PVにのぼった。地元
はもちろん，全国で見てもらえた」と振り返る。

 2. 交錯① 活字化する放送
　

1）radikoへのリンクで遡って聴取

ここからは，前節の「越境」に「交錯」を
キーワードに加えて，放送局のプラットフォー
ム活用についてラジオ局を例に見ていく。

先述したように現在では，多くのローカル局
を含めた放送局がプラットフォームを活用して
いる。このうち，テレビ局では各局のニュース
を文字情報，すなわち“活字”と動画で配信し
ている例が目立つが，ラジオ局は番組内容そ
のものを活字化して配信，radikoのタイムフ
リー機能へのリンク，つまり導線を張っている
例が多い。テレビは尺（長さ，以下同）の短い
ニュースが中心だが，ラジオはタイムフリーの
活用で番組そのものが遡って聴取可能で，テ
レビよりもネット対応が進んでいる。次からは
先駆けとなったラジオキー局の取り組みを，文
字情報，つまり活字化の推進として捉えたう
えで，ローカル局の取り組みを見ていきたい。

2）活字の編集部を設置したニッポン放送

キー局のニッポン放送は2016 年 4月に社内
に活字の編集部を新設し，番組との連動化を
推進してきた。編集部は現在，同社のウェブ
サイト「ニッポン放送1242.com」と看板番組
の『オールナイトニッポン』の「allnightnippon.
com」に対応する形で2つ置かれ，出版社の
元編集者や外部ライターなど総勢 40人を揃え
る。各編集部は発行人，編集長，副編集長，
エディターが名を連ね，番組制作を担うプロ
デューサー，ディレクターとの兼務はない。大
手出版社の雑誌編集部が複数あるような体制
に相当する。編集部がまとめた文字情報は，
各プラットフォームに配信するが，そのほとん
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どがradikoのタイムフリーにリンクしており，
1週間以内なら遡って番組を聴取できる 3）。

同社ビジネス開発センター長の瀬尾伊知郎
氏（写真2）によると，「番組の活字化以前の
2016 年3月の自社ウェブサイトの月間PVは
700万だったが，2017年12月には月間PVが
2,800万と4倍に伸びた。活字化の効果が表
れている」という。

同社の調査によると「ニッポン放送1242.
com」は30 ～ 40 代，「allnightnippon.com」
は20 ～ 30 代で，特に女性の閲覧がそれぞ
れ多いのが特徴で「ラジオのリスナーより若年
化が図れた」という。2018 年1月現在，日中
の時間帯の番組は25％を活字化している。一
方，夕方から夜間，深夜帯，つまり同社の看
板番組の名前を冠した「allnightnippon.com」
による活字化率は50％にのぼる。「今後も活
字化により媒体価値を高めたい」と瀬尾氏は
意気込む。

 

3）新聞記者から「脅威だ」  CBCラジオ

ローカル局の活字化の取り組みについては，
本稿の「越境」「交錯」という2つのキーワー
ドで見た場合，名古屋市のCBCラジオが適

例と思われる。
同社は2013 年 4月にCBCテレビと分社化

して誕生した会社だが，前身の中部日本放送
は1951年9月に，大阪市の新日本放送（現・
毎日放送）とともに日本初の民放として誕生し
た。歴史を誇る老舗局は2017年3月から番組
内容を活字化して，スマートニュース，LINE 
NEWSなどを通じて配信している。利用者は
紙媒体と同様にスマートフォンなどで番組内
容を読む。そして放送がすでに終了した番組
でも，ニッポン放送同様，radikoへのリンク
からタイムフリー機能を活用すれば，1週間以
内の番組なら遡って聴取できる（写真3）。

タイムフリー機能は無料で，有料のエリア
フリーサービスを活用すれば，CBCラジオの
放送対象地域外でも聴取可能である。

2017年3月に始まった同社のサイトは，地
元の中部地方をかけて「RadiChubu」（ラジ
チューブ）と名づけられた。スタート時，同社

写真 2
ニッポン放送の瀬尾伊知郎氏

（LINE NEWS 提供）

写真 3 radiko にリンクを張る
 CBC ラジオのラジチューブ
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の升家誠司社長の会見で，新聞記者から「脅
威だ」という声が上がったという。放送媒体
が活字化したからである。同社編成業務部
副部長の安藤美国氏（写真4）は，「ラジオは
radikoで注目されているが，斜陽である現実
は変わらない。あらゆるメディアにラジオを取
り上げてもらうため，活字媒体に限りなく近づ
いた」と説明する。

現在，同社制作の番 組を毎日5 本前後，
活字化して掲載している。1本の記事は1,500
字前後に収め，スマートフォンで読みやすいよ
うにデザインしている。まさに読み物である。
会見に出席した新聞記者が「脅威だ」と声を
上げたのもうなずける。

これまでの番宣は，放送前に番組内容を
PRして，オンタイムでのテレビ視聴やラジオ
聴取につなげるための取り組みだった。しか
し，活字化とタイムフリーの活用で番組終了
後にも番宣が可能となった。

同社が活字化に取り組んだ最大の目的は，
ラジオを聴かない人たちに番組を聴いてもらう
ためだった。しかし，radikoが当初，力を入
れた「シェアラジオ」では，既存のリスナーに
しか届かなかったという。シェアラジオはタイ

ムフリー機能を生かして，リスナーが気に入っ
た番組をSNSで友人・知人にレコメンドする
仕組みである。タイムフリー機能の導入ととも
に，リスナーの裾野を広げるために始まった。
SNSによって番組情報を受け取った人は，番
組へのアクセスがスムーズだったが，SNSの
シェアはフォロー関係がある人に限定される。
結果的には，「ラジオを聴かない層には届か
なかった」（安藤氏）という。「SNSで番組名
や出演者の名前を送っても“刺さらなかった”。
だからこそ，番組内容そのものを拡散させる
べきと考えた」と安藤氏は振り返る。拡散さ
せるために検討した結果が「番組内容の文字
化」だった。

4）聴取データとは異なる利用者の年層

同社がまとめたRadiChubuビューアーの年
層別のデータによると，18 ～ 44歳が 73％を
占めている。男女比は6対4だという。同社の
聴取率データは非公表だが，安藤氏は，「ラジ
オのリスナーの年齢層とは全く異なる。スマー
トフォンに活字化したコンテンツを載せる以
上，若年層の獲得を目指し，結果的に取り込
めた」と説明する。

番組内容の活字化は放送作家と新人ディレ
クター，アシスタントディレクターの8人とウェ
ブライター 3人のあわせて11人が単なる番組
の字起こしにならないよう，読み物としても魅
力的に再構成し，記事化している。

放送作家，ライターは，地元ばかりではな
く，東京や四国在住という人もいる。エリアフ
リー機能を活用していることから，「CBCラジ
オの取り組みは，地元に人材がいないほかの
ローカル局でも可能」と安藤氏は話す。人件
費など経費の問題は想定されるが，radikoの

写真 4　CBC ラジオの安藤美国氏
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機能をフルに活用した取り組みは，地元に放
送作家やライターが少ない他局でも参考にな
ると思われる。実際，CBCラジオの取り組み
は各局から注目されている。

5）ラジオ局の枠を越える

ニッポン放送，CBCラジオ両社に共通する
のは番組内容の活字化で，検索エンジンに
ヒットさせ，記事として読んだ内容をradiko
のタイムフリーでの聴取につなげるという点で
ある。音声だけでは検索はできない。活字化
はラジオ局の枠を越えてネット対応を進めた結
果の産物だった。

ところで，ニッポン放送，CBCラジオなど
活字化に積極的な局は東京，名古屋という大
都市圏に集中している。他のローカル局の場
合はどうか。あるラテ兼営局の担当者はニッ
ポン放送，CBCラジオの取り組みに感嘆しな
がら，「我々の局では経費面で厳しい」と吐露
する。大都市のラジオ局が急速にネット対応
を進める中，大都市圏以外のラジオ局との差
が広がっているようにも見える。

 3. 交錯② テレビ化する新聞

1）Yahoo !と組んで
　  動画を配信する琉球新報

前節では放送と活字媒体の「交錯」を見て
きた。本節では新聞側からの放送，特にテレ
ビとの「交錯」について，動画配信を軸に見
てみる。
『新聞研究』2017年9月号のまとめによる

と，新聞協会加盟の84 社のうち，56社がイ
ンターネットを通じた動画配信に取り組んで
いる。このうち，多くの社が動画でストレート

ニュースを伝えている。現時点で新聞社の動
画展開は手探りという社がある一方で，スクー
プ動画を配信し，放送局が購入する例も出て
いる。また，後述する西日本新聞のように，
4Kコンテンツを制作し，ビジネス面での収益
化に成功する社も見られるようになってきた。
こうした動きは今後，新聞社が動画の分野で
テレビ局のライバルになる兆しともいえる。そ
こで放送関係者にも参考になると思われる新
聞社の取り組みを見てみたい。

那覇市に本社を置く琉球新報は，沖縄タイ
ムスと沖縄県内の部数を二分する地方紙であ
る。その琉球新報は第二次世界大戦での沖
縄戦や戦後の基地問題を全国に知ってもらお
うと，2017年 6月にYahoo! ニュースと動画を
共同制作し，配信を始めた。取り上げたのは

「沖縄戦」と「戦後の基地拡大」の2つのテー
マ。同紙が 2011年9月から紙面で連載してき
た企画「未来に伝える沖縄戦」の動画版であ
る（写真5）4）。

 

同紙では以前から“文字だけでは伝えられ
ない情報があるうえ，記録性も高い”として，
同社ウェブサイトで紙面と連動して動画を公開
してきた。これに注目したYahoo! ニュースが

（琉球新報社提供）
写真 5 琉球新報が Yahoo! ニュースと共同制作した
 「未来に伝える沖縄戦」
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共同制作を持ちかけ，配信が実現した。連載
を担当した琉球新報の玉城江梨子氏（写真6）

によると，「『戦後の基地拡大』は2015 年に
作家の百田尚樹氏が『普天間基地は田んぼの
中から作られた』と事実と異なる発言をした
ため，社内で『Yahoo! ニュースを通じて，全
国に事実を伝えよう』という声が上がり，共同
制作のテーマとなった」という。

玉城氏は「基地拡大の歴史は沖縄の人間な
ら知っている。私たちも紙面で何度も書いて
きた。しかし，百田氏の発言で“琉球新報だ
けでは全国に伝わらず限界がある”と感じた。
今のままの伝え方ではいけないという思いも
あったので，Yahoo! ニュースからの話はうれ
しかった」と振り返る。玉城氏の話は前述し
た広島テレビ，FBS 福岡放送の姿勢とも重な
る。「伝えたい」というモチベーションは，放
送や新聞といった制作者・取材者側の所属媒
体は問わない。

共同制作にあたっては，動画撮影のノウハ
ウを元 NHKプロデューサーの宮本聖二氏が
アドバイスした 5）。玉城氏は「新聞社には動画
の撮影や編集のノウハウはない。宮本さんに
はカメラの位置なども含めてアドバイスしても

らった」と述べる。
共同制作したコンテンツは，沖縄を訪れる

高校の修学旅行の事前学習でも活用してい
る。玉城氏は事前学習会を開く県外の高校に
出張し，共同制作した動画を見せながら，沖
縄戦，基地問題について解説する。「動画が
あると高校生の理解も深まる。ちゃんと取材
したものを県外に届けるのは重要なこと」と，
その意義を強調する。琉球新報はテレビの手
法を取り入れ「越境」と「交錯」をしながら，
沖縄の歴史と問題を全国に伝えている。

2）NHK放送研修センターで
　  ノウハウを学んだ朝日新聞カメラマン

新聞社のカメラマンはこれまで，スチール写
真（以下，スチール）という一瞬のシャッター
チャンスを捉えるのに全力を注いできた。しか
し，ネット時代の進展とともに，自社のウェブ
サイトを充実させるため，動画にどのように取
り組むかという課題が浮かび上がってきた。こ
こからは，前述した地方紙に先駆け動画に取
り組んできた全国紙の動きについて，第一線
のカメラマンが動画取材へのわだかまりを乗り
越え，テレビに「交錯」しながら，動画の分野
をどのように発展させてきたかを見てみたい。

動画展開に早くから取り組んできた全国紙
として，朝日新聞が挙げられる。同社は2002
年ごろから動画をウェブサイトで配信してい
る。写真部（現・映像報道部）で動画を扱う
ようになったのは2006 年から。朝日新聞東京
本社映像報道部長の大野明氏によると，当初
は部内でも動画取材について「スチールと両
立させようとして，どちらも撮り逃すというこ
とにならないか」などの議論があったという。
それでも，数人のカメラマンが実験的に撮影・

写真 6　琉球新報の玉城江梨子氏
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編集してアップしていた。そして，2013 年か
らカメラマンが NHK放送研修センターの動
画取材の講座に参加し，企画の立案，動画
の撮影・編集のノウハウを吸収した。講座は
4日間，NHKのプロデューサー，カメラマン，
編集マンのOBが指導するもので，2 年間で10
人ほどの朝日新聞カメラマンが参加した。

参加者の1人，朝日新聞京都総局の佐藤慈
よし

子
こ

氏（写真7）は，講座で最も印象に残って
いるのは「ドキュメンタリーこそ，入念に手を
加えなければいけない」ということだという。
佐藤氏は次のように説明する。
「時系列に撮ったものをそのままつなげただ

けでは，ドキュメンタリー作品は作れないこ
と，自分が伝えたい内容をストーリーとして再
構築しないといけないことを知った。伝える
ために必要なメッセージは何か，そのために，
どんな構成にすればいいか，どんなシーンが
必要か，の順序で考えて，取材前にそれを完
成させておかないといけないこと，『撮れ高』
によっては，取材後にまた絵コンテからやり直
す必要があること―だった。 この手法はス
チールを撮るだけでは，絶対に学べない」

佐藤氏の説明は，放送局のディレクター，

記者，カメラマンが番組や企画を撮影・編集
する際の要点を簡潔に押さえている。

そして完成させた企画が「宝塚ファンが夢中
になる男性『月城すみれ』　その正体は」。「京
都宝塚系男子の代表」を名乗る京都大学大学
院出身の男性を4時間かけてインタビュー，3分
余りにまとめて，同社のウェブサイトに公開し
た 6）。SE（効果音）の使い方も絶妙で，スチー
ルが専門の新聞社カメラマンが撮影したとは思
えないほどの出来栄えとなっている（写真8）。

インタビューでは，毎日2時間かけるという
宝塚風メイク，さらにその姿で八坂神社周辺や
三条大橋を闊歩する姿，ラーメン店の営業広
報担当として働く様子，“本物”の宝塚歌劇団
OGから手ほどきを受ける歌のレッスンなど，す
べてカメラを動かさずにフィックスで迫った。
左右に振るパーンはない。「研修でNHKカメ
ラマンOBから『パーンする意味がないなら振
るな』と教えられた」と佐藤氏は振り返る。
「月城さんの場合，過去のモラトリアムな時

代について振り返る場面では，窓越しの月城
さんに焦点をあてつつも，ガラス窓に反射す
る車が次 と々通り過ぎては画面から消えていく
シーンを使った。これは，うつろに生きてい

写真 8　佐藤慈子氏が撮影・制作した『月城すみれ』
（朝日新聞社提供）

写真 7　朝日新聞の佐藤慈子氏
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た過去の月城さんの心理状態とリンクするの
で採用した。これが写真ではそこまでは伝わ
りにくいと思うが，動画だと使える」

同社は現在，こうした企画物は年数回で，
普段はストレートニュースを中心に毎日10 本
ほどの動画をアップしている。

3）「テレビは真似ない」毎日新聞の動画

一方，毎日新聞の取り組みは朝日新聞と
対照的である。動画部門が設置されたのが
2015 年 4月。同社写真映像報道センター副部
長で動画の責任者を務める佐藤賢二郎氏（写

真9）によると，社内では朝日新聞と同じよう
に，「いったい誰が撮るのか」と議論になった
という 7）。

人員は増えないのに動画の撮影も求めら
れ，当然，支局や各出稿部の反発は強まった。
取材現場からは，「動画の費用対効果は」「ビ
ジョンを示せ」という厳しい意見が上がった。
佐藤氏でさえ「動画はテレビ局，新聞はスチー
ル。『動画を撮影しろ』と言われたときは抵抗
感を覚えた」と吐露する。 

それでも，なぜ動画取材を続けているの
か。佐藤氏は「デジタル時代に魅力のある

メディアとして毎日新聞が生き残るために，
ニュースサイトで動画がないというのは考えら
れない。今後，動画は避けて通れない」と強
調する。

さらに，佐藤氏は「いいスチールが撮れる
カメラマンが，いい動画を撮れるわけではない」
と述べたうえで，「NHKや民放の真似をする必
要はない。現場には“荒削りでもいい。記者
目線で撮ってほしい”と伝えている。映像の質
よりも鮮度で勝負。毎日新聞でないと伝えら
れない動画にこだわる」と力説する。

同社ならではの動画とはどのようなものか。
佐藤氏はその一例として，同社が 2016 年5月
から11月にかけて主に動画で配信したAV出
演強要問題を挙げる。

この間，同紙でこの問題を掲載したのは1
回のみだったが，ウェブサイトでは，AVへの
出演を強要されたという女性，さらに現役の
AV女優や監督などのインタビューを中心に合
わせて21本を配信した。インタビューの尺は
1本あたり8分を超えるものもあり，1分前後
のニュース動画が主流を占める中，かなり長
い印象を受ける。しかし，出演の強要被害を
訴える女性の深い苦悩・問題を認めつつ業界
の正常化に取り組む人たちの肉声は，活字で
は伝えられないものだった。

佐藤氏は「圧倒的な説得力があった。AV
出演強要問題はその後，NHKや民放も取り
上げたが，インタビュー内容は編集を通じて，
相当マイルドに仕上げていた。我々はテレビが
やらないものをしつこく，可能な限りストレー
トに取り上げる。それが毎日新聞の動画」と
説明する。

なお，同社が一連の動画を配信した2016
年5月から11月にかけては， ▽伊勢志摩サミッ

写真 9　毎日新聞の佐藤賢二郎氏
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トの開催， ▽オバマ米大統領の広島訪問， ▽

都知事選挙の投開票， ▽ 神奈川県相模原市の
施設での大量殺傷事件， ▽リオデジャネイロ・
オリンピック・パラリンピック， ▽アメリカ大統
領選挙でトランプ氏の当選など，現代史に残
るか，あるいは社会を震撼させるようなニュー
スが目白押しだった。毎日新聞を含めた新聞，
放送各局もトップニュースでこうした動きを連
日報道したが，毎日新聞の動画ニュースは時
流に抗うように，AV出演強要問題を取り上げ
続けた。
「AV，つまりポルノは全国紙が取り上げづら

いテーマだった。事実，社内でも“紙にはな
じまない”という否定的な意見があった。そ
れでもウェブサイト上の動画で毎日新聞が取り
上げる以上，興味本位ではなく，AV出演強
要は人権侵害であり，深刻な社会問題という
意識を持って，細心の注意を払いながら集中
的に展開した」と佐藤氏は振り返る。

表2は，2016 年 4月から7月末までの4か月
間に同社ウェブサイトの動画でPVの多かった
ニュースのランキングである。具体的な閲覧回

数は非公表だが，トップの「熊本　真夜中の
震度6強の地震」が数十万 PVで，このほか
のニュースは数万 PVだという。「アダルトビデ
オ出演強要　被害者が証言」は3 番目の閲覧
回数を記録し，「オバマ氏広島演説」を上回っ
た。PVが多ければニュースバリューが高いわ
けではない。しかし，毎日新聞という老舗新
聞社のウェブサイト上の動画ニュースに，高い
関心が寄せられたのは間違いない。「AV出演
強要は人権侵害で社会問題」という佐藤氏の
判断は正しかったといえるのではないか。

同社は現在，少ない日で5 本前後，多い日
には10 本以上の動画を配信している。今後に
ついては，「伝えたいという思いがあるかぎり，
動画は続けていく」（佐藤氏）という。

4）4Kでビジネス展開 西日本新聞

ここまでは新聞社による動画取材を「ジャー
ナリズム」の視点で見てきたが，動画の「ビジ
ネス」展開を重視する西日本新聞の取り組みも
見てみたい。同社は福岡市に本社を置く九州地
区のブロック紙で，子会社が4Kのプロモーショ

ンビデオを制作し，収益に結び
つけている。

同社の100％子会社にあたる西
日本新聞メディアラボは，西日本
新聞社のデジタル部門が分離・
独立してできた会社である。現
在，映像部門のほか，ウェブサイ
トの制作やマーケティングなどを
事業の柱に据えている。西日本
新聞社はこの子会社で4Kによる
動画の撮影・制作を請け負う新
聞社で，新聞協会の加盟社の中
では唯一だと思われる。

1. 熊本　真夜中の震度6強の地震

2. 新名神・工事中の橋桁　落下の瞬間

3. アダルトビデオ出演強要　被害者が証言

4. 注目ニュース90秒　ウィンドウズ10「強制」更新トラブル

5. 北海道保護男児・退院　運動会「楽しみです」

6. ダッカ襲撃　人質20人死亡と当局

7. 空撮・玉突き事故2人死亡　阪神高速湾岸線

8. 仏ニース　トラック突入テロ　80人死亡

9. eye見つめ続ける大震災　双葉・外された原発看板

10.「だから私たちは広島に来る」オバマ氏広島演説・ノーカット版
（毎日新聞東京本社版2016年7月23日付朝刊から）

表 2　閲覧回数の多かった主な動画
        （2016年4 ～ 7月の1～10位）



37MAY 2018

2018 年3月末現在，4Kコンテンツは19本
の制作実績がある。そのうちの1つ，『軍艦島
アーカイブス』は2015 年7月に世界文化遺産
に軍艦島が登録される前年に制作された。尺
は70 分で，ドローンによる空撮シーンも織り
込まれている。撮影・制作はフリーの映像作
家の永川優樹氏と同社のスタッフ。

元電通マンの永川氏は日本やアメリカ，イギ
リス，中国，インドなど各国の町並みの映像を
4Kで収め，「WORLD CRUISE」と銘打って
YouTubeで公開，2011年には「Yahoo! JAPAN
インターネット クリエイティブアワード」8）で
グランプリを受賞した。

西日本新聞メディアラボは同氏に『軍艦島
アーカイブス』以来，すべての4Kプロモーショ
ンビデオの取材・制作を依頼してきた。九州
以外では群馬県草津温泉の観光プロモーショ
ンビデオがある。YouTubeでの2016 年の公
開以来，2018 年3月末までに179万回再生さ
れている（写真10）。制作を依頼した草津温
泉観光協会の担当者は，「草津温泉にいるよ
うな錯覚に陥る映像。見た人からは『行って
みたい』『まるでジブリ映画』と好評を得てい
る」と話している9）。

このほか，同社は福岡市に本社を置くテレ
ビ九州のレギュラー番組の制作も請け負って
いる。新聞社の子会社というより，完全に放
送局と取り引き実績がある制作会社である。

新聞社の子会社としては異例ともいえるの
は，同社の沿革に理由がある。前身は1993
年 6月，西日本新聞が出資していたエフエム九
州（現・CROSS FM）の制作子会社として誕
生した。当時の社長は，ローカル局でアナウ
ンサーを務めたキャリアがあった。現社長の
吉村康祐氏（写真11）は，「ラジオの番組制
作だけでは収益が上がらなかったから，テレ
ビ番組の制作も請け負ってきた」と振り返る。
こうした経緯があるため，同社にとって動画
を含めたウェブ展開は「今でも後発という認
識だ」という。

映像事業について「4Kによる映像はBtoB
の事業で収益性がある。ウェブサイト事業は
BtoCになるので収益は厳しい。しかし，今
後，紙（新聞）は減り続ける。映像コンテン
ツは新聞読者以外の層にリーチするために重
要」と話す。

その一方で，ほかの新聞社が力を入れるス
トレートニュースの動画配信については否定

写真 10　西日本新聞メディアラボ制作の
                プロモーションビデオ（草津温泉観光協会提供） 写真 11　西日本新聞メディアラボの吉村康祐氏
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的だ。「2016 年11月の博多駅前の道路陥没
の映像は読者投稿の映像を公開して，アクセ
スが増えた。今後も社内で動画ニュースの必
要性についての意見は出てくるだろう。しか
し，どこの部署が担うのか。外勤の記者に『ス
マートフォンで動画を撮れ』というのも違和感
を覚える。テレビ局と競争して取り組むつもり
はない」と言いきる。

その一方でプロモーションビデオについて
は，「長持ちする」という理由で4Kにこだわっ
て強化する方針だという。

5）スクープ動画　複数の放送局が購入

ここまで，新聞各社の動画の取り組みを
ジャーナリズム，ビジネスの2つの側面から見
てきたが，いずれも取材力の高い新聞社によ
る動画は，放送局から見ても参考になるだけ
でなく，確実にライバルになろうとしているこ
とがわかる。そして，実際，テレビ局を出し
抜くスクープ動画も出ている。

そのうちの1つは，朝日新聞鳥取総局の記
者が撮影した大相撲の地方巡業である。2017
年10月26日に鳥取市で開催された大相撲の
地方巡業で，貴ノ岩が土俵に立った。横綱日
馬富士（当時）から暴行を受けた翌日というタ
イミングだった（写真12）。日馬富士が引退す
るなど騒動が広がる中，貴ノ岩はこの取り組
み後，4か月にわたり姿を見せなかった。この
映像が報じられたことから，入院中の貴ノ岩の
容態をめぐって，「けがは軽傷で，たいしたこと
はないのではないか」などの憶測を呼んだ。

前出の同社映像報道部長の大野氏は，「鳥
取総局の記者が撮影した。暴行騒動を受け，
映像報道部の担当者が記憶を頼りに，全国の
取材拠点から出稿された動画を洗い出して見

つけた」と説明する。同社ではこのスクープ
動画を成功例と位置づけている。実際，「複
数の放送局が購入し，情報番組などで放送し
た」という。テレビ局との報道合戦に勝った
だけでなく，ビジネスとして収益を上げたとい
う意味でも注目される。この事例は新聞社に
よる動画取材が活発化し，ジャーナリズム，
ビジネスの2つの側面で，テレビ局と競合する
時代を迎えたことを示している。

 4. プラットフォーム展開は
　  何をもたらすか

1）圏外からのアクセスが地元を上回る

ここからは，ローカルメディアのプラット
フォーム活用がもたらす「越境」と「交錯」につ
いて，「ビジネス」と「ジャーナリズム」の2つ
の側面からさらに掘り下げる。まず，ビジネス
である。

CBCラジオは活字化で新規リスナーを掘り
起こしてきたといえる。西日本新聞は4Kコン
テンツを武器にしたマネタイズに注力してい
る。上記 2社はこれまでに見てきたように，地

写真 12 日馬富士から暴行を受けた翌日，
 鳥取市の地方巡業で土俵に立った貴ノ岩

（朝日新聞社提供）
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域発のニュース，コンテンツを積極的に配信し
ている。しかし，インターネットの普及以前は，
各地のニュース，情報はほとんど，それぞれ
の地域のみで流通していた。

実際，どの程度「越境」しているのだろう
か。ウェブサイトのPVなどのデータを公表し
ている放送局，新聞社は少ないが，CBCラジ
オと西日本新聞のデータを見てみたい。

CBCラジオの調査によると，radikoのエリ
アフリーによるアクセスは有料サービスにもか
かわらず，サーバーの所在地別のアクセス数

では，大阪市や東京都内などが地元の名古
屋市を上回り，「越境」が明らかとなっている

（図1）。前出のCBCラジオの安藤氏は「放送
対象地域外からのアクセスは想定以上だが，
CBCラジオは，北野誠，つボイノリオなど，
地元はもちろん関西や全国で人気の高いパー
ソナリティーを起用している。また，名古屋の
民放は積極的に『名古屋おもてなし武将隊』や

『BOYS AND MEN』など，全国区のご当地
アイドルを育て，番組で起用してきた。こうし
たことが圏外からの聴取につながっているの
だろう」と分析する。

また，西日本新聞のウェブサイトのPVは
2014 年12月のYahoo! ニュースへの参加前後
は500万 PVで推移していたが，スマートフォ
ン対応を進めるとともに，Yahoo! ニュースへ
の配信専属スタッフを置くなど，プラットフォー
ム対応を進めてPVを徐々に伸ばした。そし
て，2016 年 4月の熊本地震発生時に24時間
体制で速報を配信し，一時は2,500万 PVと
なった（図2）。

地域別のPVは非公開だが，これまでの実
績が評価され，放送関係の制作会社などを
抑えて福岡市の観光プロモーションコンテンツ
を受注し，2017年3月に納品した。

2 社のデータ，実績からは，「越境」しなが
ら，全国区に進出しようとするローカル局，地
方紙の勢いが感じられる。

2）放送，新聞がウェブファーストで連携

プラットフォーム上でメディア間の競争が激
化する中，ローカル局と地方紙がコラボレー
ションし，ビジネスチャンスを生み出している
例もある。

大分県のテレビ大分と大分合同新聞の両社

図 1　CBC ラジオへのアクセス

図 2　西日本新聞社ウェブサイトの PV の推移
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は「ウェブファースト」を掲げて，2017年 6月に
共同でサイトとアプリ「オー ! エス! 」（OS）を
立ち上げた。「OITA SPORTS」の頭文字か
ら名づけられ，大分県内のプロサッカー J2の

「大分トリニータ」や県内の高校スポーツなど
に特化したニュースを取り上げている。2019
年に地元で開催予定のラグビーワールドカップ
の試合や2020 年の東京オリンピックを盛り上
げよう，という構想が両社で一致した。

ローカル局と資本関係の深い地方紙による
共同事業は珍しくないが，テレビ大分と大分
合同新聞は，資本関係はあるもののそれほど
深い関係ではない。テレビ大分と最も資本関
係の深い新聞社は読売新聞で，大分合同新
聞と最も資本関係が深いテレビ局は大分放送
である。この点について，両社は「ほとんど
意識していない」という。

スタートにあたっては，両社の営業部門が協
力して県内を中心としたスポンサー 40 社を集
めるという厳しい目標を掲げ，3か月で達成し
た。アプリは2018 年1月末までの7か月間に
6,000ダウンロード，91万3,000のPVがあっ
たという。この数字は両社にとって，予想を
上回るものだった。

テレビ大分経営戦略部長の阿部洋樹氏は，
「ニュースや番組，さらに紙面での告知でい
いスタートが切れた。共同事業なので定着で
きるよう努力したい」と語る。一方，大分合同
新聞広告管理部長の後藤誠氏は，「県内の高
校生は3万人。半数がスポーツをやっている。
保護者も含めて月12万のPVを予想していた。
実際は1か月あたり13万 PVで，合わせて91
万 PVは当初の予想を上回った」と分析する。
そのうえで「若年層へのリーチを念頭に，取
材対象も若手を意識している。県内の選手，

チームが全国大会で勝ち進むと県外からのア
クセスも増える」と説明する。

テレビ大分は，前述したように大分合同新
聞も出資しているが，筆頭株主は，読売新聞
と関西テレビが同率で，いわゆる「第2次大
量免許」で1970年に開局した。資本構成から
わかるように，日本テレビ系列とフジテレビ系
列のクロスネットである。資本関係の深い各
社による提携ではなく，「ウェブファースト」と
いう理念が放送と新聞のこれまでの枠組みを
越えて新たな「交錯」を生み出した。大分の
取り組みは，資本関係を越えたローカル局と
地方紙による連携にととまらず，ウェブサイト
上では放送と新聞の垣根がなくなりつつある
ことを示している。

3）懸念された視聴率への影響

映像の配信と視聴率の関係などにも触れた
い。熊本市に本社を置くRKK 熊本放送は，
2017年5月に同市で開かれた同社主催の高校
野球の親善試合を午後の録画中継による放送
に先立ち，午前中からネットでライブ配信し
た。カードは地元・秀岳館高校と清宮幸太郎
選手を擁する早稲田実業高校。

当時は，清宮選手が高校生のホームラン記
録を更新するかが注目されていた時期だった。
このため，試合前から注目を集め，プラット
フォームでも事前告知した。

同社のウェブサイトには全国から2万8,000
のPVがあった。月間では合わせて510万 PV
となり，前年同月比で1.3倍のアクセスとなっ
た。

その一方で配信の留意点も見えてきた。同
社はこの試合のライブ配信を1回限りとした。
編成部長兼メディア推進部長の紫垣正矢氏



41MAY 2018

（写真13）は，「放送前にライブ配信したの
で，局内では視聴率への悪影響を懸念する声
があった。何度でも再生できたら，視聴率へ
の影響はあったかもしれない。ライブ配信は
解説・実況なしの映像と音声のみにして，“詳
しくは午後の中継録画の放送をご覧ください”
と案内し，差別化した。さらに，高校野球の
映像は，放送での利用は尺などの規定がある
が，配信時の規定はない。規定が整備される
前にネット上で何度も見られるのは問題を引き
起こす可能性があったので，そうした点にも
配慮した」と振り返る。

4）見えにくい効果

課題について，1つ重要な点を挙げたい。前
述したCBCラジオは例外的だが，各社の担当
者からは圏外に地域発のコンテンツを出した
場合の効果が見えにくいという声が聞かれた。
ある地方紙の担当者は，「配信で明確な戦略
を持っているわけではない。圏外にニュース
を出しても効果が見えず，取り組みとしては消
極的。今後も積極的に取り組んでPVを稼ぐ
という考えはない」と話す。ローカル局の担当

者も，「いわゆる季節もののような花鳥風月の
ニュースを流しても，全国的なPVはたかが知
れている。収益は少ない。地元首長の醜聞で
首長会見のPVが伸びたことはあるが，それ
もちょっと……。全国に届ける場合，取り上げ
るデーリーニュースの項目についても吟味が必
要になる」と語る。

5）地方の問題を地元視点で全国へ

次に，ジャーナリズムの視点に立って，琉
球新報とYahoo! ニュースの協業から，ローカ
ルにおける社会問題の全国での可視化をテー
マに考察する。当然のことだが，琉球新報だ
けでなく，在京メディアも沖縄をはじめとした
地域ニュースを伝えてきた。しかし，それらに
は「中央目線」という批判がある。北海道新
聞と高知新聞で記者を務めた東京都市大学
教授の高田昌幸氏 10）（写真14）は，「『地方の
問題はしょせん地方のニュースでしかない』と
いう救い難い『東京目線』『中央目線』。それ
が日本全国を覆っている」11）と批判したうえで，

「地方の出来事だけれども全国に通じる問題
は数多い」と指摘している12）。

同氏はさらに「全国メディアが報じていな

写真 13　RKK 熊本放送の紫垣正矢氏

写真 14　東京都市大学の高田昌幸氏
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くても，地方では全国に通じる重要な問題
が次々と起きていることを改めて知ってほし
い」と話す。プラットフォームが発信する地域
ニュースは，こうした指摘に応えられる可能性
を秘めている。高田氏は現在，教壇に立つと
ともに，Yahoo! ニュース特集のデスクとして，
特集記事の企画に関わっている。

同氏が批判する「東京目線」とは具体的に
どのような目線なのか。同氏がデスクとして企
画・出稿に関わったYahoo!ニュース特集「『国
政は東京のことばかり』“投票率最低”のマグ
ロの町の本音とは」を見るとよくわかる。2017
年10月22日の衆院選挙投票日の2日前の20
日に配信された 13）。

記事の文字数は5,649 字，放送なら読み上
げるだけで14分ほど。新聞の記事なら社説の
6 本分ほどの分量である。

取り上げたのは，マグロ漁で有名な青森県
大間町の2017年衆議院選挙の投票前の様子。
同町は2012年が42.28％（全国平均59.32％），
2014 年は37.80％（同52.66％）と，衆議院選
挙の投票率が全国の市町村で「2回連続最低」
と報じられた。投票率が低いとは，国政への

参加意識が薄く，すなわち民度が低い―。
教科書的な視点だとそのような見方もできるか
もしれない。しかし，インタビューに答えた町
民がそうした視点を次 と々覆す。そのうちの1
人，35歳の女性の突き放したような話が印象
的だ（写真15）。「（衆院選は）都会のことで田
舎には関係ない，みたいな。投票しても国政
には影響がない気がしています。国会議員は
地方に目が届かないし，東京のことしか考えて
ない。テレビも東京中心の話をしているので」。

女性は国政だけでなく，テレビもまた，「東
京目線」で大間町には関係がない，と切り捨
てている。高田氏は，「これが『地元目線』の
一例」と説明する。

6）地元が発信しないと伝わらない

これまでの内容を踏まえて，それぞれの地
域の視点で，地域のニュースや課題を圏外に
伝えること，つまり「越境」の意義について，
東京メトロポリタンテレビジョン（以下，MX）
の『ニュース女子』を例に検証する。

MXは2017年1月2日の『ニュース女子』で
「沖縄緊急調査　マスコミが報道しない真実」
と題して，沖縄県東村に建設予定の米軍ヘリ
パッドへの反対運動について放送した。この
中で，反対運動への参加者について，「日当を
得ている疑いがある」「現場に出動した救急車
を止めた」などと報じたほか，「反対派の連中」

「基地の外」と侮蔑的な呼称，表現を用いた。
その結果，放送直後から「事実に基づかない
報道だ」などの批判が相次いだ。

BPO放送倫理検証委員会は同年2月10日
に審議入りを決めた。この番組は制作会社に
よる持ち込み番組で，放送局側の考査が適正
であったかどうかを検証する初のケースとなっ

写真 15 「『国政は東京のことばかり』
 “投票率最低”のマグロの町の本音とは」

（Yahoo! ニュース提供　撮影：大矢英代）
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たが，MXは同月27日に突如見解を公表した。
審議中に局側が声明を出すのは異例である。
その内容は「事実関係において捏造，虚偽が
あったとは認められず，放送法及び放送基準
に沿った制作内容であったと判断しておりま
す」というものだった。

同委では委員が異例の現地調査を実施し，
放送から1年を迎えようとした2017年12月，

「日当」という表現の裏づけの確認をしなかっ
たことや「救急車を止めた」との放送内容の
裏づけを確認しなかったこと，侮蔑的表現の
チェックを怠ったことなどを挙げて，「MXには
重大な放送倫理違反があった」という意見を
公表した。「重大な放送倫理違反」は3件目
で，きわめて重い判断である。なお，この番
組をめぐっては，BPO放送人権委員会も2018
年3月8日，名誉毀損の人権侵害と放送倫理
上の問題があったという勧告を公表した。

さらにもう1件，沖縄を舞台に地元目線の重
要性を示した事件が起きた。BPO放送倫理
検証委が意見を公表する数日前にあたる2017
年12月，産経新聞が同月1日に沖縄市内の沖
縄自動車道で発生した車両の多重事故を「日
本人を救出した米海兵隊員の曹長が後続車両
にはねられ，意識不明の重体」と報じ，「琉球
新報と沖縄タイムスの地元2紙が曹長の行動
を報じていない」「報道機関を名乗る資格はな
い。日本人として恥だ」と非難した 14）。

地元 2 紙は「米海兵隊員による救助の事実
を沖縄県警，海兵隊とも確認していない」「産
経新聞は県警を取材していない」として，産
経新聞の報道を否定し，在京紙と地元紙が
事故の事実関係について真っ向から対立し
た。しかし，結果的に産経が 2018 年2月8日
に「取材が不十分だった」として記事を削除

し，沖縄の地元 2 紙に陳謝した。
前述した琉球新報の玉城氏は，「沖縄の中

でも米軍基地の存在に賛否はある。しかし，
事実に基づかない報道は許されない。私たち
沖縄のメディアが発信しないと，沖縄の真実
が歪んで全世界に伝わってしまう。だからこ
そ，Yahoo! ニュースと組んで動画も使って沖
縄の真実を伝えている」と語った。

このケースは「東京」が「地元」に詫びを入
れるという形で決着したが，「地元」が積極的
に世界に発信しないと，事実が正確に伝わら
ない可能性を示した。

琉球新報と協業する前出のYahoo! ニュー
スの有吉氏は，「地方紙はそれぞれの地域に
おける取材網が充実しているので，地域発コ
ンテンツの制作で，今後も重要なパートナー」
と説明する。

その一方でYahoo! ニュースは地方紙だけで
なく，テレビにも注目している。「次は戦争の
記憶をテーマにした共同制作を予定している」
という。パートナーは鳥取県米子市に本社を置
くケーブルテレビ局の中海テレビ放送。同県
西部のエリアで地域内の世帯加入率は60％近
くにのぼり，8つのチャンネルで自社制作番組
を放送するなど，地域に密着した番組作りで
知られる。

Yahoo! ニュースは同じような形での協業
パートナーとして，「地上波ローカル局も当然
視野に入っている」という。

7）配信のリスク　誹謗中傷の書き込み

地域ニュースの「越境」は，効果をもたらす
一方で，思わぬリスクにつながることもある。
鹿児島市に本 社を置くMBC南日本放送は
2017年 4月，ある家族を取材した5 分30 秒の
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特集を放送し，Yahoo! ニュースでも配信した。
その結果，取材に応じた家族に対しネット上
でいわれのない誹謗中傷が相次いだという。

同社ではこの家族をテーマにした特集，ド
キュメンタリーを2012 年から取材し，放送し
てきた。2017年 4月の特集はこれまでの続編
にあたる。取材に応じた家族とは長い時間を
かけた信頼関係が構築されていた。実際，こ
れまでに全国放送されたときは，今回のよう
な問題は起きていなかった。同社報道局デジ
タルニュース部長の山下浩一郎氏（写真16）

は，「ネットでの書き込みもほとんどがご家族
を応援する温かい内容だった。しかし，わず
かだが，放送のみで流していたときには想定
できない誹謗中傷があった。また，ご家族の
顔写真が投稿されるなど，結果的に傷つけて
しまった」と振り返る。

ローカル局，地方紙はこれまでニュースや番
組を届ける地域に制約があったが，視聴者，
読者の反応，反響も想定内で，仮に問題が発
生しても，これまで培った経験で対処しうるも
のがほとんどだった。しかし，プラットフォー
ムの定着で各地域のニュース，番組はこれま

での放送対象地域，取材対象地域を「越境」
し，その伝播力は，かつてとは大きく変わっ
た。さらに，ネット上で根拠のない誹謗中傷
にさらされることもある。

今後，各ローカル局によるコンテンツの配信
が盛んになれば，MBCと同じような事態が起
きることは想像に難くない。

 おわりに

3 節で取り上げた西日本新聞メディアラボで
4Kコンテンツを制作する永川氏は，大手広告
代理店の電通を退社して，出身地・長崎に近
い福岡に居を移した。同氏は次のように述べ
ている。
「いままでメディアといえばマスメディアで，

それは基本的に東京の情報を発信するもので
した。私は地方が衰退する要因の1つがそこ
にあると考えていますが，それを大きく転換さ
せるチャンスがやってきています。映像やソー
シャルメディアをうまく活用して，日本を東京
から取り戻す，ということを今後やっていきた
いと思っています」15）

永川氏の考えは前出の高田氏の指摘，さら
にYahoo!ニュースのインタビューに応じた大
間町の女性の発言にも通じる。

既存メディアが，ネット上で「越境」「交錯」
するのは，もはや「当たり前」かもしれない。
しかし，永川氏が指摘するように「うまく活用」
しないと，「日本全国を覆う『東京目線』『中央
目線』」（高田氏）を変えるのは難しい。

地域のニュースや情報を伝えるプラット
フォームのみならず，ソーシャルメディアの台
頭も目覚ましい。その結果，ネット上ではフェ
イクニュースや誹謗中傷があふれる一方で，

写真 16　MBC 南日本放送の山下浩一郎氏
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刮目させられるような事実（ファクト）とめぐり
合うこともある。玉石混交だが，既存メディア
が伝えてきた内容もまた，我々が暮らす社会
の一断面にすぎない。

今回，取り上げた各社の「越境」「交錯」の
取り組みは，これまでの目線を変える萌芽に
なりうる。一元的な視点を乗り越え，オルタ
ナティブな視点を提示できるようになったと
き，放送はこれまでよりさらに民主主義に資す
る可能性を持っているのではないだろうか。  

（せきや みちお）

注：
 1） 参加社数は，CBC テレビ，CBC ラジオは 1 社で

カウント，東京メトロポリタンテレビジョンも含む。
LINE NEWS には配信しているものの，LINE
アカウントメディア プラットフォームには参加して
いない局もある

 2） 『民放』（2018 年 1 月号）P24 ～ 25
 3） 一部，radiko のタイムフリーにリンクを張っ

ていないサービスもある
 4） 琉 球 新 報 は https://ryukyushimpo.jp/pages/

entry-514065.html，Yahoo! ニュースは https://
wararchive.yahoo.co.jp/wararchive/ryukyu.
html（2018 年 3 月 31 日閲覧）

 5） 宮本聖二氏は，NHK 沖縄放送局に勤務経験が
ある。「戦争証言プロジェクト」（2011年），「東
日本大震災証言プロジェクト」（2013 年）で放
送文化基金賞を受賞した。NHKを定年退職後，
Yahoo! ニュース在籍。2018 年 4 月から立教大
学大学院教授に就任し，「メディア論」などの
講義を担当している。現在も Yahoo! ニュース
の仕事を兼任している

 6） h t t p s : / / w w w . a s a h i . c o m / a r t i c l e s /
ASK9V33HXK9VPLZB001.html（2018 年 3 月
31日閲覧，原則として掲載から 1 年で見られ
なくなる）。紙面は 2017 年 10 月 16 日付朝日新
聞大阪本社版夕刊

 7） 佐藤賢二郎氏は，2005 年 10 月のパキスタン大
地震の写真報道で新聞協会賞を受賞したカメラ
マンである

 8） Yahoo! JAPAN インターネットクリエイティ
ブアワードとは，Yahoo! JAPAN 主催のスマー
トデバイス向けの創造的作品を顕彰する制度。
スマートデバイスにおける表現の可能性と，才
能ある表現者の発掘・支援を目的として創設さ
れ，2015 年度まで 10 年間実施された

 9） https://www.youtube.com/watch?time_continue
=22&v=V39G6FUQaz8（2018 年 3 月31 日閲覧）

 10） 高田昌幸氏は，北海道新聞時代に道警の裏金
疑惑報道で 2004 年度の新聞協会賞を受賞した

 11） 高田昌幸「現場からのメディア論　中央目線が
阻む地方発」（沖縄タイムス 2011 年 11 月11日付
文化面）

 12） 高田昌幸『日本の現場　地方紙で読む 2016』
早稲田大学ジャーナリズム研究所編（早稲田大
学出版部 2016 年）P6

 13） https://news.yahoo.co.jp/feature/788（2018
年 3 月 31 日閲覧）

 14） インターネットによる電子版で 2017 年 12 月 9
日に配信した。なお，紙面には同月 12 日付で
掲載したが，電子版とは内容が若干異なる

 15） https://tabi-labo.com/1230/yukieikawa（2018
年 3 月 31 日閲覧）


