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シンポジウム

欧米メディアの
マルチプラットフォーム展開
～アメリカ CNNとPBS（公共放送），イギリス BBC の報告から～

  メディア研究部  大墻　敦 /田中孝宜　

放送と通信がすでに融合した欧米では，放送局が主体的にインターネット上のさまざまなプラットフォームを用い
て，ニュースや映像コンテンツ配信に積極的に取り組んでいる。主要メディアの戦略はどのようなものなのかを知り
たいと考え，CNNデジタルワールドワイド上席副社長兼編集長メレディス・アートリー氏と，アメリカ公共放送（Public 
Broadcasting Service，以下PBS）テクノロジー戦略担当副社長エリック・ウォルフ氏を招き，シンポジウムを開催
した。アートリー氏はまず，「CNNの中では，テレビ，新聞，インターネットなどの媒体の壁が消滅し，あらゆるデ
ジタルサービスに対応できるモダン・ジャーナリストが必要」と述べて，「コントロールできることとできないことを
知ること」などの5つの教訓のほか，データ分析のノウハウ，収益確保の手法などについて報告があった。ウォルフ
氏からは，公共メディアへの進化を目指すPBSが，デジタルサービスだけでなく全米放送サービスの充実もあらた
めて目指していることについて，子ども向けサービスPBS KIDSを例に報告があった。また，新たな有料サービス
Passportで，PBSライブラリーの膨大なコンテンツを，いつでも，どこでも，あらゆるデバイスで視聴できるVOD
を始めたところ，通常の視聴者平均年齢よりも20歳若い人たちの登録が増えた成功例などについて説明があった。
さらに，BBCの戦略と2016年に放送サービスを停止しインターネットのみで配信を始めた若者向けチャンネルBBC 
Threeの成果と課題について，筆者（田中）が報告を行った。

放送局のマルチプラットフォーム展開の究極の目的は，オーディエンスとのEngagement（つながり）を高めるこ
とであるという点で，パネリストたちの意見は一致した。しかし，それを測定することは，現状では困難であり不
可能に近いという認識が示された。CNNは，ビデオ再生の長さ，コメント，接触頻度など，いくつかの指標によ
る測定を試みているが，それらを組み合わせてもオーディエンスとの信頼関係が高まっているのか，人生に欠かせ
ない大切なものと感じてもらえているか否かの指標にはなり得ないという。現状では，Engagement（つながり）を
高めるためには，真実を追求する正確な報道，意見が対立する人々の話し合いを促すコンテンツなど，社会に存
在する対立を乗り越える知恵を，必要とされるときに適切なデバイスに向けてマルチプラットフォームで適宜提供す
る努力を続けることが大切だということがわかった。
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はじめに

マルチプラットフォーム（multi-platform）展
開とは何かを，放送の歴史から簡単に説き起
こしてみよう。ラジオ放送は1920年代から，テ
レビ放送は1930年代から世界各地で産声を上
げ始め（日本でのテレビ放送開始は1953年），
音声と映像を放送局から電波により不特定多
数の大衆に広範囲に送り届けることが可能とな
り，ニュース，娯楽，教養，教育など多岐に
わたるコンテンツの提供を通じて放送は大き
な影響力を維持してきた。1980 年代から90
年代にかけて，インターネットが新しい情報
伝達手段として社会に浸透し始めると，放送
業界はその利用方法を模索するなど対応を始
めた。2000年前後から，Google，Facebook，
YouTube，Twitterなど新しいプラットフォー
ムが次々と登場し，2007年にAppleの初代
iPhoneが発売され，スマートフォン（以下，ス
マホ）の普及が始まり，同時並行的にブロー
ドバンドやWi-Fi環境の整備が進んだ。この
急速な変化は，放送局が維持してきた電波に
よって広範囲にリアルタイムでニュースや映像コ
ンテンツを届ける優位性を揺るがすことになっ
た。その結果，近年，放送局には，独自の，
あるいはサードパーティーのプラットフォーム
を複数使い，人々の個々のニーズに合わせて，
いつでもどこにでも情報やコンテンツを届ける
戦略が不可欠となった 1）。

NHKは，インターネットにおいても公共放
送が果たすべき役割に重点を置き，放送を補
完してその効用，効果を高め，国民共通の財
産である放送番組等を広く国民に還元するな
ど，放送法15条に掲げられたNHKの目的を
達成するために，「インターネット実施基準」を

作成し総務大臣の認可を受けたうえで実施し
ている2）。一方，民間放送局は，インターネッ
トを利用しての事業展開は個々の放送局の経
営判断に委ねられている。欧米では，2000 年
代に入り法改正が進み，放送局のインターネッ
ト利用にすでに制約はなく，放送番組の同時
配信（Streaming Service）も含めて新しいサー
ビスが開発されている。イギリスの公共放送
BBCの場合は，インターネットでの情報やコ
ンテンツ提供は本来業務と位置づけられてい
る 3）。

このように日本と欧米の放送と通信をめぐ
る状況には大きな差異があるものの，日本で
も放送と通信の融合がなんらかの形で進んで
いくとすれば，欧米メディアのマルチプラット
フォーム展開には先行事例として学ぶ点が多
いのではないかと考えたのが，シンポジウム開
催の契機となった。

今回のシンポジウムにおけるマルチプラット
フォーム展開の定義は「放送局が放送に軸足
を置きながら，インターネット上にあるさまざま
なプラットフォームを積極的に利用し，人々に，
いつでも，どこでも，必要なときに，ニュース
やコンテンツを届ける試み」とした。プラット
フォームの具体的な代表例としては，ウェブサ
イト，Google，YouTube，ソーシャル・ネットワー
キング・サービス（以下，SNS）のFacebook，
Twitter，Instagramなどが挙げられるだろう。

2018 年3月7日（水），千代田放送会館に，
PBS（アメリカ公共放送）テクノロジー戦略担
当副社長のエリック・ウォルフ（Eric Wolf）氏
と，CNNデジタルワールドワイド上席副社長
兼編集長のメレディス・アートリー（Meredith 
Artley）氏をパネリストに迎え，NHKの田中
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孝宜研究員のBBC最新報告を加えて，放送
局の将来像を考える議論を深めた。

会場には，放送関係者だけでなく，新聞，
出版，ネット企業，広告代理店，メーカー，メ
ディア研究者などさまざまな分野の人たち約
400人が集まった。質問は，来場者から事前
に受け付けたが，大きく2つに分かれた。1つ
はプラットフォームの使い分け手法，戦略立
案，取得データの分析手法，コンテンツ制作
現場へのフィードバックなどの具体的な質問，
そして，もう1つは，メディアやテレビ放送局
の将来像についてだった。

以下，次のような流れでシンポジウムの内
容を報告する。

1. 欧米メディアの
マルチプラットフォーム展開について
1-1  CNNの取り組み（アートリー氏）
1-2  PBSの取り組み（ウォルフ氏）
1-3  BBCの報道における取り組み
 （田中研究員）

2. Engagement（つながり）を強める
コンテンツとは
2-1  PBS KIDSに関する報告
 （ウォルフ氏）
2-2  BBC Three（若者向け）に関する報告
 （田中研究員）
2-3  放送局は何をすべきか? 

3. まとめ

エリック・ウォルフ氏
（PBS）

メレディス・アートリー氏
（CNN）

世論調査を行って
いる調査会社など
で の 技 術・ 管 理
部 門 の 責 任 者を
経て，AOLの 製 品
開発チームに約9
年 間 在 籍。 現 在
はPBSのテクノロ
ジー戦略担当の副
社長として，PBS
コンテンツの次世
代の配信のあり方，
PBSとしての統一

的な内部の資産管理システム，アメリカFCC
（連邦通信委員会）による帯域オークションと
いった問題に対応している。アメリカで双方向
通信関連の特許を3件取得している。

CNN Digital World-
wideのコンテンツ 
制作･編成および 
出 版 の 責 任 者。
CNNの デ ジ タル
コンテンツの編集
長で，世界中にい
るCNN Digitalの
350人以上の記者
･プロデューサーを
統括している。アー

トリー氏が編集長に就任してからCNN Digital 
Worldwideは，モバイルとデスクトップパソコ
ンのユニークユーザー数で1位，映像部門で
1位，ソーシャルメディアでフォロワー数，ファ
ン数が最も多い報道機関となった。アートレー
氏は，デジタル・ジャーナリズム創成期に米
ニューヨーク・タイムズでウェブ・プロデュー
サーとしてキャリアを積み，同社のデジタル版
制作チームの統括に就任。その後パリに移り，
International Herald Tribuneのエディター兼
デジタル開発部長を経て，米ロサンゼルス・タ
イムズで編集主幹，報道局長を務めた。CNN
には2010年に入社。

＊ゲストの経歴
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1. 欧米メディアの
マルチプラットフォーム展開について

今回のシンポジウムは，コロンビア大学
ジャーナリズム学部タウ・リサーチセンターの
エミリー・ベル教授とテイラー・オーエン教授
が 2017年に著した論考「シリコン・バレーが
ジャーナリズムを再設計してしまった」（2017年
3月）4）に大きく触発された。この論考では，
主要なメディアが，どのプラットフォームを使っ
ているのかについて聞き取り調査をしている。
表1は，その一部分を切り出し，PBSから聞
き取りした結果を付加したものである。 

横軸は左から主要メディアで，CNN，PBS，
FOX，ワシントンポスト紙，ニューヨークタイ
ムズ紙，ウォールストリートジャーナル紙，ハ

フィントンポストと並ぶ。縦軸に，23のプラッ
トフォームが並ぶ。伝統的な紙メディアであ
る新聞社も，映像メディアも，新興デジタルメ
ディアも，多数のプラットフォームで情報の伝
達をしていることがわかる。CNNは21，PBS
は9，FOXは17，ワシントンポスト紙は22，
ニューヨークタイムズ紙は20，ウォールストリー
トジャーナル紙は23，ハフィントンポストは20
のプラットフォームを利用している。ワシントン
ポスト紙は，2017年9月にハリケーンがフロリ
ダ半島に上陸した際，ビデオジャーナリストに
よる生中継を続け高い評価を得たことからも
わかるように，マルチプラットフォーム展開の
時代に，放送媒体，紙媒体，デジタル媒体の
区分けはなくなってしまった。

では，主要メディアはこれほど数多くのプ

出典: “The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism”by Emily Bell and Tayler Owen, Tow Center for Digital Journalism, 
　　　Columbia University（2017年3月）とPBSへの聞き取りから作成

CNN PBS FOX Washington 
Post

New York 
Times

Wall Street 
Journal

Huffington 
Post

1 Amazon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 Apple News ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 Apple  Watch ○ 　 ○ ○ ○ ○  
4 Facebook ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 Flipboard ○  ○ ○ ○ ○ ○
6 Google  AMP ○  ○ ○ ○ ○ ○
7 Instagram ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 Instagram Stories ○  ○ ○ ○ ○ ○
9 Instant Articles（Facebook） ○  ○ ○  ○ ○

10 Homepage ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 Kik ○  ○  ○ ○
12 LinkedIn ○  ○ ○ ○ ○ ○
13 LINE ○     ○ ○
14 List （The List App） ○   ○ ○ ○  
15 Messenger （Facebook） ○  ○ ○ ○ ○ ○
16 Mobile  app ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 Pinterest ○  ○ ○ ○ ○ ○
18 Snapchat Discover ○   ○ ○ ○ ○
19 Snapchat Stories  ○ ○ ○ ○ ○  
20 Tumblr ○ 　  ○ ○ ○ ○
21 Twitter ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 WhatsApp    ○ ○ ○ ○
23 YouTube ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

使用プラットフォーム計 21 9 17 22 20 23 20

表 1　主要メディアのマルチプラットフォームの取り組み
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ラットフォームを一体どのように使い分けてい
るのだろうか。一般に，FacebookやTwitter
は中高年齢層に，Instagarmは20 代から30
代に，Snapchatは10 代に強いと言われ，そ
れぞれのプラットフォームで好まれるコンテン
ツは，内容も演出も長さも全く異なると言われ
る。主要メディアは，どのような戦略を立案し
実行しているのか，またどのような効果測定を
しているのか，などを2人のゲストに聞いた。

また，論考の中で「伝統的なメディアの役割
が，FacebookやSnapchat，Google，Twitter
などに取って代わられ，ジャーナリズムのコスト
をどのように負担するのかという深刻な問題が
出てきている」「伝統的なメディアは，サード
パーティーのプラットフォームに，確たる見返
りが見込めないまま，投資を続けざるを得なく
なっている」などと論述されているが，CNN，
PBS，BBCの実態についても議論した。

筆者（大墻）は『放送研究と調査』2018年
3月号の「アメリカ公共放送のマルチプラット
フォーム展開〜フィラデルフィアでの聞き取り
調査から〜」で，地方放送局のマルチプラット
フォーム展開の現状や戦略について調査報告 5）

したことを踏まえて，シンポジウムの司会を担
当した。

ウォルフ氏（PBS）：本日は，デジタルファース

ト時代の放送の公共的価値についてお話がで

きることを大変うれしく思っています。PBSは

NHK，BBCと共通の価値観を持ち，ニュース，

教育，教養，エンターテインメントなど幅広い

コンテンツを全米のオーディエンスにあまねく

届けています。調査によると，PBSはアメリ

カで信頼できるメディア第1位の座を15 年間

維持しています。PBSが発足した1969年から

1999 年に至る30 年間のPBSのミッションは，

放送だけを通じて達成されましたが，2019年

に50周年を迎えることを目前に，いつでも，

どこにでも，オーディエンスに向けてさまざま

なプラットフォームでコンテンツを届けられる公

共メディアへの進化を目指しています。

アートリー氏（CNN）：私がCNNに入って8

年目になりますが，テレビ，新聞（印刷物），

デジタルプラットフォームなどと媒体を区別，

ジャーナリストを区別するパラダイムがCNNで

はすでに崩壊してしまったことを申し上げたい。

今，私たちが取り組んでいることは，モダン・

ジャーナリズムという言葉に集約できます。グ

ローバルにニュースを集積し，テレビ・ネット

ワークだけではなく，マルチプラットフォームで

CNNとは

アメリカの大手メディア企 業Time 
Warner 傘下のTurner Broadcasting 
System Inc.の一部門で，ケーブルテレ
ビ専門のニュースチャンネルから発展し
た。ジョージア州アトランタに本部があ
り，世界の200の国と地域の3億5,400
万世 帯で 視 聴 可能。CNN Digitalの
全プラットフォームでの月の平均ページ
ビューは約15 億。CNN Worldwideは
全 世界で約3,000人の社員を擁する。
2013年にCNNの社長に就任したJeff 
Zucker氏は，NBC時 代にD.トランプ
氏をリアリティー番組に起用し大ヒットさ
せ，2007年から2011年までNBCの社
長を務めた。現在，トランプ大統領とは
犬猿の仲とされている 6）。
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世界中のオーディエンスに届ける組織になりま

した。スタッフには，ライター，リポーター，エ

ディター，デザイナー，動画や写真を専門とす

るジャーナリスト，モバイルやアラーティングに

特化したジャーナリスト，オフプラットフォーム・

コンテンツの専門家，データのビジュアライゼー

ションに専門性を持つジャーナリストなどがい

て，それぞれが政治，ビジネス，医療・健康，

宗教，人種問題などの専門性を持っています。

そのほかにも，何百人ものスタッフが日々，デ

ジタルサービスに注力をしています。そうした

実態について今日はお話をします。みなさまの

参考になれば幸いです。

1-1　CNNの取り組み（アートリー氏）

CNNのミッションは“To be the World’s 
Most Engaging and Essential News Brand”，
すなわち「世界で最もつながる，そして最も欠
かせないニュース・ブランドになること」とさ
れている。どのようにこのミッションを達成し

ようとしているのか，アートリー氏の報告の内
容を要約する。

アートリー氏は，CNNはテレビ・ネットワー
クだけでなく，あらゆるプラットフォームを利用
して視聴者とのEngagement（つながり）を強
めていこうとしていると述べた。

● 図1はCNNのマルチプラットフォーム戦略を
示した概念図（バブルチャート）である。
● 世界中で起きた出来事を，どのようなストー
リーで，どのオーディエンスに，どのプラット
フォームで伝えるのが最適で効率的なのかを，
複層的に考える。
● 中央下部にある大きな円が，全世界に24時
間休むことなくニュースを発信し続ける報道機
関の心臓部。
● COREにある自社のプラットフォームは，
CNN Desktop，CNN Mobile Web，CNN 
Mobile Apps，CNNgo。
● 次の外周はVIDEO PLATFORMS（映像プ

図 1　マルチプラットフォーム戦略の概念図

提供：CNN
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ラットフォーム）で，動画配信プラットフォーム
のYouTube，Apple TV，Roku，Android 
TV，Amazon Fire TV，Samsung TV。
● その次の外周はSOCIAL & MESSAGING
で，Twitter，Facebook，Instagram，Snapchat，
LINEなどのプラットフォーム。
● 最外周は，EMERGING & OFF-PLATFORM
で，Apple Watch，Samsung VR，Google 
Newstand，Amazon Echoなど。

CNNのマルチプラットフォーム戦略は，こ
のバブルチャートに支えられ，マルチプラット
フォームのビジター数が1億 2,200万，動画再
生数が 3億3,500万，政治ニュースのユニーク
ユーザー数が 3,900万，SNSのフォロワー数，
ファンの数でも世界1位を誇る。 

CNNは，世界の主要メディアの中でも最
先端のマルチプラットフォーム展開を進めて
きたが，そこから得た教訓は 5つあるという。

 教訓1  

Know what you can & cannot control
「コントロールできることとできないことを知る」

● 自身が所有し運営するサイトが最重要である。
● そこでは，ストーリーをどうするのか，どの
オーディエンスに届けるのか，を自分たちで
決めることができる。
● そこでは，利益を上げる仕組みを構築できる。

アートリー氏は「すべての卵をFacebookの
籠に入れてはいけない」7）と力説し，例として
2018年1月にFacebookが発表したアルゴリズ
ムの変更について述べた。ビジネスやメディ
アの動画投稿が増え，パーソナルな投稿が
見づらくなっているという声が上がったことへ

の対応で，FacebookのCEOザッカーバーグ
（Zuckerberg）氏が，個人ユーザーに親和性
の高いアルゴリズムに変更することを宣言した
ことを指す 8）。ニュース・フィードが大きく減る
ことになるのではないかと大きな話題になった
が，CNNは一切動じることはなかったという。
● Facebookは，メディアのためではなく，自
らのビジョンに重要な意思決定を行うことを忘
れてはならない。
● Facebookを戦略の軸に置きすぎるとリスク
が高くなる。
● プラットフォームごとに特徴を把握し，CNN
のコンテンツが適しているのか，オーディエン
スに適切にコンテンツを届けることができる
のかについて，トライ＆エラーで検証を行う。
● CNNが必要とするオーディエンス・データを
取得できることが必須である。

 教訓2  

Don’t spread yourself too thin

CNN Digital Worldwideとは

CNNのニュース記事，映像や双方向
サービスを，モバイル機器などを中心に
プラットフォーム横断的に展開するととも
に，関連のビジネス，ソーシャルメディア
との提携関係も統括する部門。主なサイ
トにはCNN.com，CNNMoney，CNN 
Politics，CNN Tech，CNN Travel
や CNN Style，ストリーミングサービス
CNNgoなどがある。CNN.com，CNN 
のモバイルアプリ，Apple TV，Roku，
Amazon Fire TV，Samsung Smart 
TV，Android TVで視聴可能。
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Tell StoryとModern Journalistとは

欧米メディアにおけるキーワードの1つに“tell 
story”がある。今回のシンポジウムでも何度も
使われた。1つには，視聴者にとって意味づけ
が理解できるように，取材した事実をもとに物
語化する「ストーリーテリング」の意味や「ネタ」
という意味がある。しかし，近年使われる“tell 
story”には，マルチプラットフォーム展開時代
に欠かせない，どのプラットフォームで，どのデ
バイスに向けて，という意味が含まれている。

適切なタイミングで，適切なプラットフォームで，
ターゲットとするオーディエンスに届けるために，
取材した事実をもとに，コンテンツを最適化す
ることも含めて“tell story”だと考えられている。
CNN，BBC，PBSに共通する認識である。こ
れまでの記者，ディレクター，プロデューサーは，
自前の伝送経路に最適化したコンテンツを作る
伝統的な能力を持つだけで十分だったが，アー
トリー氏の言うModern Journalistは，マルチプ
ラットフォーム向けにさまざまなコンテンツを制作
する能力が問われていることと筆者は理解した。

「薄く，あまり手広くやりすぎない」
● 大規模なニュース組織でも，すべてのプラッ
トフォームに注力する人材とリソースを持ち得
ないことを自覚すべき。

 教訓3   

Hire and develop staff to be nimble
「必要な社員を雇用し，成長させて，

機敏にする」
● 若者向けのプラットフォームでサービスを始め
るのであれば，その技能を持っている人を雇
用する。
● トライ＆エラーで技能の向上を促す。
● プラットフォームがうまく機能しない場合で
も，学んだことを別のプラットフォームに展開
させる軽快さを持つことが大事。

CNNは2017年 8月からSnapchatで若者向
けに1日に2回ニュースを配信するサービスを
スタートさせたが，同年12月にはSnap 社との
収入分配の課題などを理由に撤退したと報じ
られている。このときに雇用したスタッフは，

若者向けのストーリーテリングを学んだ経験と
スキルを，現在は，ほかのプラットフォームの
業務で生かしているという。

 教訓4   

Define success for
each new partner & platform

「できるだけ思慮深く，目的を持ち，

新しいプラットフォームを探索していく」
● 「新しいオーディエンスにリーチする」「売り上
げと利益を上げる」「スタッフ育成」など具体
的な目標を明確に設定すること。
● 取得したデータで，目的に沿って成果が上
がっているのかを分析し，改善を図り，PDCA
サイクルを的確に回す。

 教訓5   

You don’t have to be first
（there is value in waiting）

「別に一番手にならなくてもいい」

（待つことに価値がある）
● 新しい魅力的なプラットフォームは次 と々誕生
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するが，多くは消えていく。
● スタッフはすぐに挑戦したくなるが，プラット
フォームが成功するのかを見極めることが大事。
● 待つことにも大きな価値と意味があることを
認識すべき。

＊コンテンツ制作のワークフローについて

大墻：放送局では，放送用のコンテンツを作っ

たあとに，プラットフォーム用に作り変える「放

送ファースト」のワークフローになりがちです。

CNN はどうですか ?

アートリー氏（CNN）：私たちは，放送用とは

別に，プラットフォームごとにコンテンツを最適

化しています。なぜならば，プラットフォームに

よっては，CNN の放送や自前のプラットフォー

ム向けに制作したコンテンツ（原稿や動画）を，

例えば Snapchat，Instagram で配信したいと

思ってもできないことがあります。押しつけても

うまくいきません。それぞれのプラットフォーム

がどのような特徴，機能を持っているのか，ど

ういうオーディエンスに届けたいと思うのかとい

うことを思慮深く考えないといけないと思いま

す。Instagram，Snapchat で配信するコンテン

ツは，フォーマットも構成やストーリーラインも

CNN.com とは全く異なるものにします。面倒く

さいようですが，これはすばらしいことだと考

えます。なぜなら，ジャーナリストとして，適切

なストーリーを，適切なデバイスで，適切なオー

ディエンスに届けるということが可能になった

と前向きに考えるからです。

次に，ワークフローについてですが，CNN

は進化し続けています。大切なのは，まずス

トーリーから考え始めることです。「どのプラッ

トフォームでコンテンツを出そうか?」から議論

を始めません。「ウェブサイトの，どこにどのス

トーリーを載せるのか?」ということでもありま

せん。最終的にはそういった話もしますが，で

も，まず最初に，どういうストーリーを私たち

は伝えなければならないのか，から必ず議論

を始めます。例えば，ある事件が起きたとき

に，これは速報性が大事なのか? と議論し，

結論がYESだとすれば，速報のワークフロー

に沿ってスタッフ全員が仕事を始めます。また，

起きた事件の過去の経緯なども含めて多面的

に慎重に伝えるべきストーリーだと判断すれ

ば，さまざまなプラットフォームの中から「動画，

データ，ヴィジュアライゼーションに適したプラッ

トフォームで伝えよう」，あるいは「オーディエン

スに合わせて，Facebook LiveのQ&Aでいこ

う」「リポーターは誰々がいいね」，さらには「そ

のQ&Aをテレビで放送しよう」などと考えて
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いきます。先ほどのバブルチャートに浮かぶプ

ラットフォームの中から縦横無尽に選び出す形

で，それぞれのバブルに最適化したストーリー

を作ります。そのとき，あるプラットフォーム向

けに作ったコンテンツを，そのままほかのプラッ

トフォームにあてはめていくのではなく，それ

ぞれのプラットフォーム，それぞれのオーディエ

ンス向けに，同時並行的に作ります。

＊マルチプラットフォームに適した
　組織づくりは?

大墻：CNN では，テレビ放送用の編集長とデ

ジタル編集長が，それぞれ編集責任を負う仕

組みなのでしょうか ?

アートリー氏（CNN）：いいえ，テレビ VS デ

ジタルではなく，境界線は本当にぼやけていて，

モダン・ジャーナリストが集まる組織として機能

しています。CNNのデジタルサービス全体の責

任者は，ジェフ・ザッカー（Jeff Zucker）社長

です。サービス全体，あるいは「今日，CNN

にとって最も重要なストーリーは何なのか ? 」と

いう基調を決めるのはザッカー社長です。社

長が基調を決めると，たくさん

のチームがストーリーに優先順

位をつけていきます。そして，

「テレビではどのように伝えて

いくのか」「それぞれのプラット

フォームではどのように伝えてい

くのか」を考え行動するのです。

＊データ分析について

大 墻：質問が多かったのが，

CNN のデータ分析手法につい

てです。

アートリー氏（CNN）：CNN の人間は，デー

タ中毒と言ってもいいでしょう（笑）。データを

踏まえ視聴者にリーチするための最適化策を常

に考えています。今，この瞬間も，リアルタイム

で，Chartbeat，Omniture，Adobe Analytics

を活用して分析したデータが私のスマホに届い

ています。例えばですが，「どのコンテンツが

最も多く消費されているのか」，またほかのメ

ディアに勝つために競合相手のパフォーマン

スも常に注視しています。目指しているのは，

ジャーナリズムとデータサイエンスの融合です。

データ分析を常時行う目的は，視聴者のニー

ズに合った記事が，ターゲットの視聴者がよく

利用するプラットフォームやデバイスに，適切

に届くかどうかを確実にするためです。コンテ

ンツに関しては，ほぼ常時，A/Bテストも行

います。

　デジタルの取材・編集・制作チームのほか，

SEO（Search Engine Optimization）を担当

し，日々の目標を達成できているのかを分刻

みで分析しフィードバックさせる，専属のオー

ディエンス分析チームがあります。すべてのデ

ジタルプラットフォームで毎日2,100万ユニーク

注：フォーラムでのCNN・アートリー氏の発言をもとに概念化
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ユーザー獲得が目標ですが，下回った場合に

は分析チームが直ちにデータを詳細に分析して

原因を究明し，改善につなげています。デー

タの推移は分単位で常時，追跡しています。

＊主な収益源は広告

大墻：他メディアの報 道によると，CNN は

2017年に数百億円の収入があったとされてい

ますが，デジタルサービスで収益を確保する

手法についてお話しください。

アートリー氏（CNN）：主に 2 つの収益源が

あります。1 つめは，ディスプレー広告で，動

画のすぐ横に配置する広告，あるいは，動画

が始まるとしばらくしてから再生される広告，

ウェブサイトの目立つ場所に貼りつけるバナー

広告などです。2 つめは，プラットフォーム用

に制作したコンテンツを，パートナーシップを

締結した相手に提供することです。やはり，

一番大きな収益源は広告で，オーディエンス

の数が多いことが求められます。

 
1-2　PBSの取り組み（ウォルフ氏）

続いて，PBS（アメリカ公共放送）テクノロ
ジー戦略担当副社長のエリック・ウォルフ（Eric 
Wolf）氏の報告を要約する。

 

＊PBSのデジタル戦略について

PBSは，公共放送局から公共メディアへの
進化を目指しており，10 年前までは，独立し
たデジタル戦略があったが，今は全体戦略の
一部となっている。
● 伝統的な組織文化を変えなければ，時代の
変化についていくことができない。
● 長い歴史の中に埋め込まれた公共放送の成
功体験が，公共メディアへの進化の足かせに
なるかもしれない。

PBSの2020 年に向けた戦略の柱は，以下
の4つである。

・Content（コンテンツの充実）
・Culture & Organization（組織文化の改革）
・Technology（テクノロジー）
・System Sustainability（システムの維持）
 

● 全米放送とローカル放送のための30〜60 分
のコンテンツは，ほぼすべて，そのままPBS
プラットフォームで，放送の前後に配信する。
● ローカル番組は2,000，全米向けの番組は
700ある。
● 放送用をもとに短くしたコンテンツと，デジタ
ル用のオリジナルコンテンツがある。
● PBSのウェブサイトのほか，モバイルではエリック・ウォルフ氏（PBS）

提供：PBS
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AndroidとApple，OTTではRoku，Apple TV，
Amazon Fire TV，Android TV，SVODサー
ビスではNetflix，Amazon，iTunesに動画を
配信している。
●調査で明らかになったのは，大人はパソコン
やテレビ，子どもや若者はモバイル（スマホ，
タブレット）でのビデオ消費が多いということ
である。
● 2011年には放送ネットワークで11位だった
ランキングが，2018 年には6 位に上昇した。
● 再生回数では，ウェブサイト，モバイル，OTT
の合計で，2011年には月間4,400万回だった
が，2018年には月間2億6,000万回に上昇して
いる。

＊PBS NewsHourの成功
●さまざまな尺，切り取り方で，複数の伝送路で
サービス提供。放送した内容そのまま，ニュー
ス項目，企画もの，デジタル用オリジナルコン
テンツ，資料映像を用いた説明，同時配信，
Podcast，Twitter，Instagram，e-mailでのサ
マリー配信，モバイル向け速報など。
● 4 年間で放送リーチが30％増加し，デジタル

リーチは倍増，この1年間でデジタルプラット
フォーム全体では10％増加している。
●トランプ大統領の登場で政治への関心が
高まったため，政治動向の報道に特化した
Politics MondayというPodcastサービスも始
めた。

＊付加料金を払う会員限定
　VODサービス・パスポートの進化

2017年にPBSは，Passport（パスポート）
と呼ばれるVODサービスを導入した 10）。年間
60ドル，または毎月5ドル（地方局によって料
金は異なる）の寄付金でPBSオンデマンド・ラ
イブラリーをあらゆるデバイスで利用できる，
利便性の高い会員特典サービスである。
● 歴史番組『American Experience』，自然
番組『Nature』，科学番組『NOVA』，人気ド
ラマ『Downton Abbey』など。
● 図書館にある芸術，科学，歴史やライフス
タイルに関するコンテンツを利用できる。
● Passportの登録者は1年半で100万人とな
り，PBS会員と比べると平均年齢が 20 歳も
若い。

PBSとは

PBS（Public Broadcasting Service）は，
アメリカの「1967年公共放送法」に基づいて
1969年に設立された非営利団体。本部はバー
ジニア州にあり，全米の約350ある加盟局で構
成されている。加盟しているのは主に「非商業
教育局」として放送免許を付与されている放送
局で，地域の非営利団体，大学，州政府，地

方自治体などが運営している。PBSは番組制
作をしておらず，主な役割は，加盟局が制作し
た番組や外部から調達した番組を全米の加盟
局に配信すること。加盟局はそれぞれが独立
した編集権を持ち，地域のニーズに合わせた
番組編成を行っている。商業放送局と比べる
と視聴率は全体に低いが，『NewsHour』など
の報道番組や『FRONTLINE』『NOVA』など
のドキュメンタリーは質の高さで定評がある9）。
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PBS の主な視聴者は 2〜8 歳の幼児・子ど
もと60 歳以上の高齢 者層に偏っているが，
その改善につながり，公共放送を支える新
しい視聴者層の獲得への大きな手ごたえと
なった。
●PBSと350の地方局が連携し，あらゆるコン
テンツを，あらゆる場所から，ウェブサイト，
モバイル，OTTなどあらゆる配信網やデバイ
スに対して安定的にしかも自由自在に配信で
きるシステム設計を実現した。
●オーディエンスの数が増えるに従い，コスト
が低下した。
●公共メディアにとってデジタルサービスは可能
性をもたらすが，まだ最適解はない。

オーディエンスの期待に応えるために，サー
ドパーティーのプラットフォームとの協業は不
可欠で，コンテンツ制作の面でも経営面でも
フレキシビリティーが求められると，最後に
総括した。

大墻：さて，マルチプラットフォーム展開ではど

のような指標で PDCAサイクルを回しているの

でしょうか ? 例えば，KPI（Key Performance 

Indicator）は何だとお考えでしょ

うか ?

ウォルフ氏（PBS）：KPI は，でき

るだけ多くのアメリカ国民にリーチ

していくことだと思います。現在，

成 人の 75％， 子どもの 60％が

PBSを毎日視聴しています。では，

ご質問の「テレビ放送，マルチプ

ラットフォームを統合した指標をど

うするのか」ということに関してで

すが，うまく定義できておらず，具体的な指標

はないというのが現実だと思います。信頼さ

れる公共サービス組織として地域社会に対す

る責任があり，長期的に大きな価値を提供す

るのが使命ですが，Engagement（つながり）

は数値化できないし，測定もできません。

アートリー氏（CNN）：使っている複数のプラッ

トフォームの成果を，総合的に評価し得る指

標が不在という点には同意します。とはいえ，

現状では，主に以下の 4 つの切り口で「つな

がり」を測定し分析して改善しています。

①映像の再生完了率を捕捉して，視聴者が
離脱した箇所を徹底的に分析して改善に
つなげていく

②滞在時間（CNNでは1分以上の滞在は良
いとされている）

③利用頻度
④スクロールの深さ

　しかし，こうした量は測定できても，最も大

切な Engagement（つながり）の強化，意味あ

る形で視聴者にリーチできているのかどうか，

という質の測定ができないことが課題です。
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1-3　BBCの報道における取り組み
（田中研究員）

以下，田中孝宜研究員からの報告の要約と
なる。

＊BBCのマルチプラットフォーム展開

● 2013 年から本格運用されているBBCの放
送会館にある報道フロアでは，ニュースを集
約するテーブルが中央にあり，そこから放射
状にメディアごとに机が置かれている。以前
は違うフロアにあったオンラインやテレビ，ラ
ジオ，さらにソーシャルメディアのチームも同
じフロアに配置された。

●BBCのネットサービスは，かつては担当大臣
の承認が必要な付随サービスだったが，2007
年の特許状から本来業務に位置づけられた。
●BBCニュースは2014 年度に「ニュースの未

来」プロジェクトを立ち上げた。メディア環境
が変わる中で，BBCニュースの将来像を描こ
うというもの。

その指揮をとったジェームズ・ハーディング
前報道局長はプロジェクトについて，「目的は
視聴動向，技術，デバイスなどの変化にどう
対応すべきかを調べること。その結果，テレ
ビ・ラジオに根強い力があることがわかった
が，一方でスマホのみから情報を得る人たち
にコンテンツを届ける重要性を認識した」と話
す。

●「ニュースの未来」プロジェクトを受けて新
設されたモバイル＆オンライン部が，BBCの

欧米における「放送と通信の融合」

アメリカの場合は，1996年の「電気
通信法」の改正により，放送と通信の企
業が相互乗り入れすることが可能となり，
サービスの面でも差はない。PBSがあ
らゆるインターネットサービスの提供に乗
り出すことには何の支障もない。また，
BBCはインターネットによるサービス，
同時配信も本来業務と位置づけられて
いる。

前報道局長
ジェームズ・ハーディング氏

BBC報道フロア

メディアを越えて
一元化

国内向けニュース

Social
Media

UGC

海外向けニュース

スタジオ

オンラ
イン

ラ ジ オ

テ レ ビ ニュース
ギャザリング

BBC新放送会館（2013年～）
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マルチプラットフォーム展開に取り組んでい
る。ただし，BBCは，アメリカの商業メディ
アのように多様なプラットフォームを手広く展
開していこうという意識は強くない。ソーシャ
ルメディアを効果的に使うためにはユーザー調
査などコストもかかり，難しい面もあるという。

デジタル開発担当責任者のジェームズ・モン
ゴメリー氏は，「多様なプラットフォームに展開
することは，大きなチャンスだが，間違っては
いけない。プラットフォームごとに異なる視聴
者に合わせたコンテンツとフォーマットが必要
で，1つ作ればすべてに使える，というわけに
はいかない。オーディエンスのデータを踏まえ
たコンテンツ展開が必要だ」と話す。

 

●モバイル＆オンライン部が取り組んでいるの
が，記者研修。2日間の集中研修プログラム
で，テレビやラジオの原稿を書くことに慣れ親
しんだ記者に，モバイルやソーシャルメディア
に対する理解を深めてもらうことを目指す。
●自分のページを持っている記者もいるが，先
に放送に出さなければならないというような
決まりはなく，TwitterやFacebookで 先に
情報を出すこともあり，最適な出し方を考慮し
て，違うプラットフォームを使っている。記者
への注意点を要約すると，「放送で言えない

ことはソーシャルメディアにも書くな」。
●BBCのマルチプラットフォーム展開は公共放
送の使命としての役割と，そのバランスを考
えながら進めている。

モバイル&オンライン部の責任者のフィオ
ナ・キャンベル氏は，「受信許可料を財源とす
るBBCはすべての国民に情報を届けることが
大切。そのためにデジタルが鍵となる。特に
若者や女性はますますモバイルでコンテンツを
得るようになっている」と語る。

●BBCは，視聴者のニュースの見方，デバイ
スの変化に合わせたマルチプラットフォーム
展開の必要性は感じているが，一方で，公共
メディアの使命や役割として，コストと効果が
見合ったものであるかどうかを検証しながら
慎重に進めている。 

デジタル開発担当責任者
ジェームズ・モンゴメリー氏

モバイル＆オンライン部長
フィオナ・キャンベル氏
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2．Engagement（つながり）を
　　　　 強めるコンテンツとは

Engagement（つながり）を強化するうえで，
教育的なコンテンツは欠かせない。幼い頃か
ら親しんでもらい，親が安心して視聴させら
れることで「つながり」が増すからだ。PBS
の取り組みについて，ウォルフ氏の報告を要
約する。

2-1　PBS KIDSに関する報告（ウォルフ氏）
●PBS KIDSは，学齢前から小学校低学年
の2〜8 歳向けサービス。
●過去10 年にわたり，教育カリキュラム，情緒
面の育成を促すオンライン用のコンテンツ開発
に取り組んできた。
●アニメが中心だが，実写コンテンツも多い。
●デジタルネイティブと呼ばれる，生まれたと
きから周りにスマホがある環境で成長してい

BBCとは

イギリス放送協会。イギリスの公共放送機
関。前身は1922年にロンドンでラジオ放送を
開始したイギリス放送会社で，1927年に公共
企業体に改組してBBCが設立された。以後，
1955年に商業テレビITVが放送を開始するま
で，イギリスの放送事業を独占していた。現
在，全国向けに地上デジタルテレビ8チャンネ
ル，ラジオ11チャンネルなどで放送を行ってい
る。BBCは1990年代半ばにインターネットをラ

ジオ，テレビに次ぐ“第3のメディア”と位置づ
け，1997年末にはBBC ONLINEに統一し，
本格的なサービスへと転換させた。かつてネッ
トサービスは，それを行う場合には事前に担当
大臣の承認が必要な「付随サービス」だったが，
2007年の第8次特許状発効から受信許可料
でまかなう「公共サービス」に位置づけられた。
さらに特許状には，BBCが将来，テレビ，ラ
ジオ，オンラインに加えて新しいサービスを提
供できるとしている11）。

PBS KIDS のさまざまな番組

提供：PBS
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る子ども向けのサービス。
●もともとは，放送用のコンテンツや動画
をウェブサイトにアップロードしたのが始
まり。
●放送番組で見たコンテンツを，ウェブサ
イトで見ることができるようにした。
●インタラクティブなゲームも制作し，子ど
もたちに知識を伝える学習プロセスの強
化を目指す。
●コンテンツ“Nature Cat”では，屋外活
動のすばらしさ，自然の不思議についてAR

（拡張現実）を使い，子どもたちがタブレット
のコンパスを使いながら冒険できる。
●すべてのコンテンツはHTML5で開発してい
るので，パソコン，タブレット，スマホなど
のデバイス間を移行するのが比較的容易であ
る。
●子どもがネットで動画を視聴する時間の31％
が PBSという成果を上げた。

 
＊PBS KIDSウェブサイトの機能について
●画面右上の“LIVE TV”のボタンを押すと，

テレビと同内容のコンテンツの視聴が可能に
なる。
●アニメのキャラクターのボタンを押すと，
VODでコンテンツの視聴が可能である。
●動画からインタラクティブなゲームにも自然
にシフトし，学習内容を強化する。
●次世代テレビ伝送方式 ATSC3.0 が始まれ
ば，放送とデジタルサービスの行き来がス
ムーズになる。
●革新的な教育サービスを開発し，所得の高
低にかかわらず，あまねくすべての子どもたち
にコンテンツを届け，デジタルデバイドをなく

PBS KIDS を楽しむ子どもたち

PBS KIDS ウェブサイトの画面
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すことを目指す。

＊ターゲットの2〜8歳の子どもの視聴，
　行動履歴をとる研究について
●現在，子どもが理解できる動物や果物
の絵を利用したID，パスワードの仕組み
を開発中である。
●ただし年少の子どもは，なかなか仕組み
を理解できず，そのときどきで異なる絵を
選んでしまう点が未解決なので，行動や
視聴の履歴を追うのは現状では難しい。
●テレビやゲームの中毒になることを心配
する保護者のために，子どもの学習状況を通
知するツールも開発中。

PBSは，すべての子どもたち，特に恵まれ
ない子どもたちを豊かにしたいと努力を続けて
いる。

＊あらためて放送サービスの拡充

PBSは，デジタルサービスを充実させる一方
で，全米向け放送を2018年に開始している。
●その理由は，公共へのサービスという観点
から全国均一サービス，低所得者層の家庭，
子どもたちにも教育コンテンツを届けるのが
重要だと再考したことにある。
●FCC（連邦通信委員会）によると，2017年の
ブロードバンドの普及率は全米で 80％，つま
り残りの20％はPBSのデジタルサービスに快
適にアクセスできない。
●PBS KIDS の全米向け放送サービスを始
めた結果，一般家庭の 95％で PBS の教育コ
ンテンツが視聴可能になった。また実際に，
子どもの64％が毎日PBSを視聴している。
●視聴率が，子ども向けコンテンツで24％アッ

プ，特に低所得層においては視聴率が 75％
アップした。
●放送と同じ内容の，子ども向けアプリによる
インターネット上での提供を通じて，相互作用
の強化を目指している。

2-2　BBC Three（若者向け）に関する報告
（田中研究員）

●BBC Threeは2003 年に地上デジタル放送
で始まった若者向けチャンネル。2016 年2月，
テレビ放送をやめネットだけでの提供になっ
た。基本的に番組編成がなくなり，番組の長
さも放送の日時も自由になった。
● 年間予算は約3,000万ポンド（約45 億円）。
そのうち8 割が従来のテレビと同じような長
尺番組。2 割がソーシャルメディア用の短い
コンテンツ。SNS用のコンテンツ制作のため，
新たに30 〜40人のチームを立ち上げた。
●BBC Threeのリーチは，ネット化した直後
の2016 年 4〜6月は3.5%だったが，1年後に
は8.1%になり，現在は9%に近づいている。
BBCではネット化は成功したと受け止めてい
る。

PBS KIDS で子どもが ID やパスワードを入力する画面
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●一方で，BBCの戦略部門では，視聴時間が
テレビ放送時に比べて95％減少したことを課
題として挙げる。ネットでは，ピンポイント
でその番組を見るだけであり，ほかの番組の
ショーケースにならない。

視聴時間の減少について，BBC Threeの
総責任者カバナー氏は，「視聴時間は確かに
大事な指標だが，唯一の指標ではない。1時
間テレビを見るのと同じインパクトと感動を，
ネットで15 分で与えることもできる。また頻度
も重要だ」と言い，SNSや短編コンテンツを，
視聴者とつながるために効果的に活用したい
と話す。
●ネット化から2 年。カバナー氏が感じた主な
課題には，以下のようなものがあるという。

① 番組時間の適正な長さを見つけること
② ネットで注目されるテーマを探すこと
③ ネットに適した番組のトーン，演出を

見つけること
④ ネット世代の新しいタレントを発掘す

ること
⑤ ソーシャルメディアの効果的な活用法

を見つけること

カバナー氏は「BBC Threeは，パス・ファ
インダー（先駆者）。番組制作の現状に挑戦
し, 若い視聴者に合わせて，番組の幅・境界
を広げている」と話した。
●BBC Threeのネット化は，当初は経費削
減の目的も強かった。しかし，現在はネット
時代のコンテンツのあり方，若者とつながる
SNSの活用方法を探ろうと，野心的に取り組
んでいる。

2-3　放送局は何をすべきか? 
大墻：BBC の報告を聞いて，どのようにお考

えになりますか ?

ウォルフ氏（PBS）： 若い人たちとの Engage-

ment（つながり）を強めるための決断として，

大変興味深いですが，視聴時間の減少には

懸念を感じました。PBS は放送ですべての人

たちに届けることにこだわり続けています。達

成は難しいですが，若い人たちが何度も見た

くなるコンテンツを制作して放送・配信するこ

とが大切だとあらためて感じました。

＊若者向け対策について

PBSでは，若者向けに，文化，科学，教養，
経済，ドキュメンタリーなど多岐にわたるテー
マでコンテンツを届けている。例えば，皆既
日食の仕組みを女性キャスターがカジュアル
な演出で難しいこともわかりやすく魅力的に
伝えるコンテンツもある。また，ピョンチャン
五輪の際，科学番組『NOVA』で制作した4
分間動画「カーリング競技」12）をFacebook，
YouTube，Twitterで配信し100万ビューを
得たことなどの紹介があった。

BBC Three 総責任者
ダミアン・カバナー氏
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アートリー氏（CNN）：大人向けとは異なるス

タイル，異なるアプローチをすることが大事で

す。テレビの経験を若い世代に対してもう一度

作り直すというようなことは望まれていません。

私たちが持つあらゆるツール，編集テクニック，

グラフィックを使い，ストーリーの伝え方など

をいろいろ試して，若い人たちと「つながる」

スキルを磨くことが大事だと思います。

＊Engagement（つながり）を
　どのように高めるのか?

大墻：放送局が社会との Engagemet を強める

すばらしい例がありますので，ご紹介したいと

思います。

　2018 年 2 月 14 日，米フロリダ州パークラン

ドの高校で起きた銃撃事件で，17人の学生な

どの方々が殺されるという悲劇が起こりました。

CNN は，同月 21 日には生徒，被害者，両

親，教師，それから政治家，NRA（National 

Rifle Association of America，全米ライフ

ル協会），州政府，知事などの関係者を集め

て討論番組を行い，そのほぼすべてをイン

ターネット上で視聴可能にしました 13）。

アートリー氏（CNN）：この事例の紹介は大変

うれしく思います。我々がジャーナリスト，また

放送局として，最も高い重要性や価値を置い

ている事例です。お互い普段は口もきかず，意

見が真っ二つに分かれるテーマで討論番組を

制作・放送し，あらゆるプラットフォームで共有

しました。マルチプラットフォーム・チャートを

念頭に置き，「事件の起きた日から」「放送当

日」「放送後」と区分けして，どのようなコンテ

ンツをどのプラットフォームで適宜出していくの

かを考え抜きました。また，オーディエンスか

ら寄せられたさまざまな意見を，どのように当

日の生放送に反映させるのか，さらに，世界

中から寄せられる反響を放送後にどう増幅し

ていくのか，徹底的に検討しました。そして

「つながり」の強化に資する番組になったと自

負しています。

ウォルフ氏（PBS）：たくさんの課題がある国

のメディア組織として，公共的な機関の役割

を果たしています。すばらしいと思います。

＊マルチプラットフォーム展開と
　ジャーナリズム

大墻：よく言われる GAFA（Google，Apple，

Facebook，Amazon）との関係で，どのように

そのジャーナリズム精神というのを守っていっ

たらよいと考えていますか ? 

アートリー氏（CNN）： 伝えるべきニュースと

オーディエンスへのサービス，この 2 つが最重

要です。それを常に頭に入れておくことが根本

的なことだと思います。

大墻：CNN は今もトランプ大統領から敵視さ

れ続けていますね。 

アートリー氏（CNN）：よくぞ聞いてくださいま

した。トランプ大統領が CNN に喧嘩を仕掛

けているんじゃないか，と思う日もあります。

Twitter で何度もそういう言われ方をしていま

す。でも，調査結果から，オーディエンスは

CNN を信頼していることがわかっています。

大統領が何を言おうが，信頼は落ちていない

ことが励ましになっています。よく社内会議

で，「私たちは大統領と喧嘩しているわけじゃ

ない」と常に確認しています。大統領はそうか
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もしれませんけど，私たちは真実のため，正

確なニュースのために戦っているのだと。マル

チプラットフォーム展開で，「考えが異なる人

同士でも互いに耳を傾けるために戦っている」

と考えることによって，私たちは厳しいときで

もよい仕事ができると信じています。

ウォルフ氏（PBS）：マルチプラットフォームは

避けることはできないし，避けるべきではなく，

受け入れるべきだと思います。オーディエンス

から信頼されること，その使命達成のための

ツールを開発することが大事です。ただ，注意

しなければならないのは，マルチプラットフォー

ム展開は，手段であって目的ではないというこ

とです。それを履き違えなければ，メディアに

は将来があると思います。

3. まとめ

2 時間にわたるシンポジウムにおけるパネリ
ストたちの率直かつ実直な発言は，新聞や放
送が legacy media（旧来のメディア）と呼ば
れるようになり，メディアの将来像が不透明な
時代に，視野の確保につながったと感じた。

特に，アートリー氏が語った教訓の1つ「す
べての卵をFBの籠に入れてはいけない」は，
マルチプラットフォーム展開の観点からだけで
はなく，ジャーナリズムの観点からも大きな
教訓を私たちに突きつけていると感じている。
FBの管理不足により8,700万人分の個人デー
タが流出したことから，プラットフォームによ
る個人情報の取り扱いへの不信感が高まって
いるのだ。22億人のユーザーを抱えるとされ
る巨大プラットフォームFBは，放送以外での
視聴者とのEngagement（つながり）を求める
テレビ放送局にとって貴重な伝送路であること
は間違いない。しかし，その仕組みに民主主
義社会を根底から揺るがすリスクや個人情報
流出の危険性があるとすれば，メディアとして
頼りすぎることには大きなリスクが伴うことに
なる。

もともとテレビ放送産業は，放送波を利用
して魅力的なコンテンツを届けることで，人々
と強いEngagement（つながり）を維持してき
た。その歴史をあらためて振り返り，コンテン
ツ制作力を高め続けること，そして，勝ち取っ
てきた人々からの信頼性を大切にすることが
重要であると感じた。視聴率重視から詳細な
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データ分析へ，オーディエンスをターゲティン
グしてのコンテンツ制作，次世代にふさわしい
組織構造への変革，そして人材育成，あらゆ
る面で課題が横たわっているが，真実や事実
を伝えて民主主義社会に貢献するという強い
意志を持ち，それぞれの放送局が時代と向き
合いながら，果敢に変化していくことが求め
られると思う。

（おおがき あつし/たなか たかのぶ）

注：
 1） 村上圭子「「これからのテレビ」を巡る動向を

整理する」（Vol.1 〜 Vol.10）『放送研究と調査』
2013 年 3 月号〜 2017 年 7 月号（不定期掲載）

 2） NHK ウェブサイト「よくある質問集」など参照
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/5internet_
service/01/05-01-01.html

 3） NHK 放送文化研究所編『NHK 放送文化研究所
年報2018　第62集』，NHK 放送文化研究所編

『NHK データブック　世界の放送 2018』，柴田
厚「地域における公共放送の役割　第 4 回アメ
リカ　多メディア時代に問われる役割」『放送
研究と調査』2013 年 7 月号，などを参照

 4） Emily Bell & Taylor Owen“The Platform 
Press : How Silicon Valley Reengineered 
Journalism” Tow Center for Digital Journalism 
at Columbia Journalism School（2017 March）

 5） 大墻敦「アメリカ公共放送のマルチプラット
フォーム展開〜フィラデルフィアでの聞き取り
調査から〜」『放送研究と調査』 2018 年 3 月号

 6） タイムワーナーおよび CNN の経営全般につい
ては下記を参照
ht t p : / /www . t imewa r n e r . c om/ s i t e s /
timewarner.com/files/downloads/twx_2016_
annual_report.pdf

 7） DIGIDAY におけるアートリー氏のインタビュー　
CNN’s Meredith Artley:‘We don’t put all of 
our eggs in the Facebook basket’

https://digiday.com/podcast/CNNs-meredith-
artley-dont-put-eggs-facebook-basket/

 8） 2018 年 1 月12 日に Facebook 社が発表したアル
ゴリズム変更（Facebook CEO のマーク・ザッ
カーバーグ氏のポストより）

 9） PBS の経営全般については下記を参照
http ://www.pbs .org/about/about -pbs/
overview/

 10） PBS の Passport の解説は下記を参照 
https://help.pbs.org/support/solutions/
articles/5000692392-what-is-pbs-passport

 11） BBC の経営全般については下記を参照
https://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/
insidethebbc/reports/pdf/bbc-annualreport
-201617.pdf

 12） NOVA “Curl ing—The Most Myster ious 
Olympic Sport”
https://www.youtube.com/watch?v=3kpZ_
EWL1wA

 13） CNN ウェブ サイト“Florida survivors, law-
makers and the NRA talk about guns: High-
l ights”
https://edition.CNN.com/2018/02/21/us/
florida-school-shooting-town-hall-latest/index.
html


