
44 APRIL 2017

められた新興のメディアである。新規参入者に
門戸を開くアメリカメディア界の姿勢もあるが，
こうしたネットメディアの取材力や影響力がそ
れだけ大きくなっていることの表れと見ること
もできる。

一方，世界で18億人以上のユーザーを持つ
Facebookは，独自取材はしないものの，アメ
リカ国民の4割以上が Facebookでニュースを
知ると答えている2）。最近では，大統領選挙に
も影響を与えたとされる「虚偽ニュース・情報

（fake news）」の問題でもFacebookが大きく
クローズアップされた 3）。また，1月に就任した
トランプ大統領は，選挙期間中からTwitterを
使って自分の意見をユーザーにダイレクトに発
信し，素通りされた“権力の監視役”を自認す
る既存のメディアを戸惑わせている。こうした
従来にない新しい形のメディアの出現は，情
報の送り手と受け手との間に新たな関係の構
築を迫っている。

  1. はじめに

アメリカでは新しいメディアの興隆が著しい。
従来からのテレビや新聞，ラジオなどに加え
て，ネットを主舞台とする新しいデジタルメディ
アが次々に登場し，それが“周辺メディア”か
ら“主流メディア”になり始めている。そのひ
とつの目安として，ホワイトハウスの記者会見
室がある。そこでは席数が限られており，メ
ディア各社の座る場所も決められている。最
前列中央は老舗通信社APの指定席，さらに
前の方にはNew York TimesやWashington 
Postなどの主要 新 聞，ABC，CBS，NBCな
どのテレビといった古くからの常連が控えて
いるが，最近ではPolit ico，Yahoo! News，
BuzzFeedなどのネットメディアの席もある1）。 
Politicoは2007年設 立の政治専門のニュー
スサイト， 日本でも展開しているYahoo!や
BuzzFeedはここ数年で記者会見室の席が認

アメリカで注目を集める新興メディアの「VICE」。音楽から社会派ドキュメンタリーまで幅広い題材を扱い，特
に若者から高い支持を得ている。1994年にカナダの雑誌で始まり，アメリカに拠点を移してからはネットでも展開し，
さらにケーブルテレビなど映像分野にも進出して，2016年には月～金曜の夜のニュース番組も開始した。若者受
けする様 な々サブカルチャーを紹介するとともに，ニュースやドキュメンタリー取材では，対象に肉薄する“immersive 
investigative reporting（どっぷり浸かった調査報道）”で知られる。

創始者で CEOのシェーン・スミス氏は，VICEのターゲット層を1980～90年代生まれの「ジェネレーションY
／ミレニアル世代」に定め，ネットとの親和性が高い彼らに向けて多様な「デジタルコンテンツのインターネット配信」
を行い，VICEを成長させてきた。

2016年10月に始まったニュース番組『Vice News Tonight』では，番組のキャッチフレーズを「No Anchors, 
No Sponsors, No Censors.（キャスターなし，スポンサーなし，規制なし）」とうたい，新しいニュース番組のあり
方に挑戦している。スミスCEOは多くのメディアが乱立する今の時代に，「若者に意味のあるコンテンツを，素早
く，ダイナミックに提供するメディアだけが生き残る」と述べ，VICEをけん引している。

拡張を続けるアメリカ新興メディアVICEの行方
～雑誌からネット，テレビ，その先へ～ 
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アメリカで注目を集めるそうした新興メ
ディアのひとつに「VICE（ヴァイス）」がある。
音楽から社会派ドキュメンタリーまで幅広く
扱い，特に若者から高い支持を得ている。も
ともとは雑誌で始まり，ネットに展開，その
後テレビに進出し，昨年（2016年）10月から
は平日夜に毎日のニュース番組を始めた。「テ
レビからネット」への流れは一般的だが，「ネッ
トからテレビ」へ展開するメディアは珍しい。

VICE成長の理由は，音楽やテクノロジー，
食，風俗文化など若者受けするサブカルチャー
を紹介すると同時に，ニュースやドキュメン
タリーの取材では，既存メディアが二の足を
踏む戦場や犯罪，麻薬，北朝鮮などの現場を
既成概念にとらわれずに伝える，“エッジの
効いたコンテンツ作り”という点があげられ
る。また，活字や映像などあらゆる媒体を使
う“多面展開”もVICEの特徴と言える。
“メディア激変”と言われる状況の中で多

くのメディアが生まれ，あるものは拡大し，
あるものは消え，新旧メディアの合従連衡が
続くアメリカで，VICEはなぜ，どのように
成長したのか。そしてどこへ向かうのか。こ
の報告では，VICEの例を見ながら，デジタ
ル時代にメディア生き残りのために必要なも
のは何かを考える。構成は以下の通りである。

1．はじめに

2．VICE拡張の歴史

3．立役者シェーン・スミスCEO

4．VICEメディアの特徴

5．新番組『Vice News Tonight』

6．VICE Japan

7．おわりに

2. VICE拡張の歴史

VICEは1994年，大学卒業後に外国を放浪
して帰国したカナダ出身の青年シェーン・ス
ミス氏が，モントリオールで発行されていた
福祉関連の雑誌Voice of Montrealの発行を
友人と引き継いだところから始まる。1996年
に雑誌の名前をVICEと変え，当時流行して
いたパンク音楽を中心としたサブカルチャー
専門誌に作り替えた。名称変更はほかに同じ
名前が使われていたことからVoiceの「o」を
とったもので，コンテンツから連想される「ワ
ル，悪徳（＝vice）」を意識したものではない
という 4）。しかし，扱う内容はサブカル，ファッ
ションなどに加え，ドラッグ，セックスなど

“きわどい”ものも多かった。
読者拡大をねらって1999年に拠点をアメ

リカに移す。若者向けの話題を総合的に扱う
新しい雑誌としてVICEは部数を伸ばすが，
2001年頃，多くのIT企業が乱立した「ドッ
トコム・バブル」がはじけて多額の負債を抱
え，倒産の危機に陥る。そんな時，VICEの
センスや方向性に新たな可能性を見出して
いた映画監督スパイク・ジョーンズ（Spike 
Jonze）氏 5）の助言で，当時新しく注目され
ていた「デジタルコンテンツのインターネッ
ト配信」にいち早く取り組み，それを事業の
柱にした。そして，主要ターゲットを1980
～90年代生まれの「ジェネレーションY（ミ
レニアル世代とも呼ばれる）」の若者にすえた。

その後，ネットのアクセス数が増えるにつ
れ，VICEは大手メディア企業から様々なオ
ファーを受けるようになる。2006年にはメディ
ア・コングロマリットのViacomと共同でネッ
トチャンネルVBS.tvを開始。世界の知られ
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シェーン・スミス CEO 
（VICE 提供）

ざる場所や風俗文化を紹介するドキュメンタ
リータッチの番組は，VICEの若いスタッフや
スミス氏自らが案内人となり，人気を得ていっ
た。2007年に入ると，テクノロジーや音楽，食，
アートなどのサイトを増やし，さらにニュースも
発信するようになる。「’60年代のPLAYBOY」

「’90年代のMTV」のように，最先端の流行や
新しい映像表現に敏感な若者にとって，VICE
は欠かすことのできないメディアになっていっ
た。同じ頃に，ヨーロッパやオーストラリア，
アジアなどへの進出も始めた。

若者の高い支持に注目した大手メディアの
21世紀 Fox は 2013年，VICE に対して 7,000
万ドル（約77億円）を投資した。またアメリ
カメディア最大手のDisneyは2014年に2億
ドル，翌年にさらに増資して合計4億ドル（約
440億円）の巨額投資を行った。“メディア王”
の異名をとるFox会長のルパート・マードッ
ク氏はVICEについて，「既存メディアには
目を向けないミレニアル世代を，ワイルドな
手法で夢中にさせた」と評した。

その後もメディアの拡張は続く。2013年
にはケーブルテレビの HBO で，その名も

『VICE』と銘打った30分のドキュメンタリー

番組を毎週手がけるようになる。HBOは予
算をかけた高品質のドラマや映画で知られる
有料プレミアムチャンネルで，多くの人が契
約するHBOで番組を出すということは質の
高さが認められた証しとも言える。

翌 2014年にはニュースやドキュメンタリーを
専門に取材する「Vice News」のブランドを正
式に立ち上げ，HBOや自社サイト，雑誌など
で配信・掲載を始めた。特に中東のイラクやシ
リア，ロシアと国境を接するウクライナなど紛
争地の最前線からの記者リポートは臨場感に
あふれ，時に生 し々く，既存のテレビニュース
を見慣れた視聴者の目を開かせた。

2015年に入ると，ケーブルテレビ局を運
営するA&E Networksと共同で，VICE 制
作のコンテンツを流すケーブル専門チャンネル

「Viceland」の設立を発表。翌年 2月からまず
アメリカとカナダで放送を始め，その後イギ
リス，フランス，オーストラリアなどにも広が
り，視聴できる国はさらに増えている。そし
て同じ2016年の10月 10日，当初の予定より
2週間遅れたが，月曜から金曜まで，毎日夜
7時半から30分のニュース番組『Vice News 
Tonight』の放送が HBOで始まった。20年
余り前にパンク雑誌としてカナダで始まった
ニッチなメディアが，アメリカで多くの人が見
る「イブニングニュース」に進出した瞬間だった。

VICEが特に若者の支持を受ける理由とし
てメディアや関係者が指摘する点に，戦場や
犯罪などの現場にリポーターが入り込み，そ
の様子を肉薄して伝える現場リポートがあ
る。英語で“どっぷり浸かる”という意味の

「immersive」という単語を使い，immersive 
investigative reporting などとも呼ばれる。
映像は，時に遺体なども映し出す。多くの既
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存メディアで“タブー”とされる取材対象や
映像表現にも，VICEは制限をもうけない。
そうした姿勢が時には“gonzo journalism（キ
ワモノ・ジャーナリズム）”などと批判を受
けることもある。一例として，2013年に北
朝鮮で試合を行った米プロバスケットチーム
のケースがある。北朝鮮のキム・ジョンウン
朝鮮労働党委員長と親しいとされる米プロバ
スケット界の元スター選手で，破天荒な言動
で知られるデニス・ロッドマン（引退）が北
朝鮮でのエキシビションゲームに招待された。
アメリカ国務省は反対したが，ロッドマンは
仲間を集め，北朝鮮に渡り試合を行う。テレ
ビや新聞などの主流メディアは国務省に従い
彼らの北朝鮮行きを無視したが，VICEはチー
ムに同行・密着して，試合や現地の様子を取
材して伝えた。北朝鮮当局の規制を受けなが
らも，ネットがつながっていないパソコンで
勉強する子どもたちの教室の“噓”を映し出
すなど，VICEらしさを随所に見せた。

VICEはまた，長年，ニュースやドキュメ
ンタリーの対象として戦争取材に力を入れ，
中東や東欧，中南米，アフリカなどに自社の
記者やフリーのジャーナリストを派遣してリ
ポートしてきた。銃弾が飛び交う中，ヘルメッ
トに防弾チョッキ姿のリポーターが必死に伝
える姿や，戦争の影響を受ける市民や子ども

を取材した映像は，VICE報道のひとつの“象
徴”のようにもなっている。

こうした戦場取材や北朝鮮同行記は，「奇
抜さやショッキングな内容をねらった表層的
なものだ」という批判がある一方で，VICE
のリポートは頭や理屈で考えたものではなく，

「地を這う現場取材が説得力を持つ」と評価
する声もある。そうした姿勢が（“上から目線”
でモノを言うと見られがちな）既存のニュー
スに飽き足らない若者層をつかんだとも言え
る。北朝鮮のリポートは，アメリカで優れた
テレビ番組に贈られるエミー賞の候補に選ば
れ，翌 2014年には別の番組でエミー賞を獲
得した。VICEとそのコンテンツは，賛否両
論ありながらも着実に力をつけ，支持者を増
やしていった。

  3. 立役者シェーン・スミスCEO

このVICEを率いてきたのが，共同創始者
でCEO（最高経営責任者）のシェーン・スミ
ス（Shane Smith）氏である。アメリカの著
名な新興メディアには，その企業の「顔」と
も言える人物がいる。少し前ではAppleの故
スティーブ・ジョブズ氏やMicrosoftのビル・
ゲイツ氏，そして最近ではFacebookのマーク・
ザッカーバーグ氏や，新興の自動車会社で宇
宙開発にも進出しているTeslaのイーロン・
マスク氏などが有名である。そして，VICE
と言えばスミス氏。一度見たら忘れられない
短髪にヤギ髭のワイルドな風貌，腕や足には
タトゥー。スーツ姿よりジーンズにワークブー
ツで取材現場を駆け巡っているイメージが合
う人物である。スミス氏にインタビューを申
し込んだが多忙でかなわなかったため，現地

1994 スミス氏らが前身の雑誌を引き継ぎ創刊
1996 VICEに改名
1999 拠点をアメリカに移す
2006 VBS.tv 開始，ネット配信本格化
2007 テクノロジー，音楽，食などサイト拡張
2013 HBO『VICE』放送開始，21世紀Foxが投資
2014
　

「Vice News」開始，Disneyが投資（2015年も），
現在地に移転

2015 Viceland設立
2016 Viceland放送開始，

『Vice News Tonight』放送開始

VICE の歴史
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メディアの報道や関係者の話からその人物像
を見てみる。

スミス氏は1969年，カナダの首都オタワ
生まれの47歳。現在はアメリカ西海岸のサ
ンタモニカに豪邸を構え，妻と6歳・4歳の2
人の娘と住んでいる。身長 186センチ，体重
105キロのがっしりした体軀で，CEOとして
の企業経営と，ジャーナリストとしての取材
活動の2つを精力的に行いながら，メディア
の荒波をくぐってきた。

Wall Street Journalによると 6），12歳の時
に，後にVICEをともに立ち上げる友人と出
会い，演奏の経験がなかったにもかかわらず
大学でパンクバンドを組み，それはその後
の雑誌作りにつながってゆく。友人による
と，スミス氏は時に気宇壮大になりがちでは
あったが常に大きな目標を口にし，それを人
に納得させるのが得意だった。さらに，その
目的を実現させる行動力も併せ持っていた。
VICEには節目節目で資金などを提供する支
援者が現れるが，コンテンツそのものの魅力
に加え，スミス氏の人柄に魅せられて（ある
いは気おされて）の支援もあったようである。
New York Timesの著名記者でメディアに詳し
い故デビッド・カー（David Carr）氏は，スミ
ス氏について「これまで会ったメディア人の中
で一番トンデモない人物だが，ほかの人と違っ
て，彼が公言するトンデモないことは実現する」
と評した7）。

経営者としてのスミス氏の功績で特筆すべ
きは，VICEのターゲットを明確に「ジェネ
レーションY／ミレニアル世代」に定めたこ
とだと言える。1960～70年代生まれの「ジェ
ネレーションX」にあたるスミス氏は，「ベビー
ブーマー世代」の数をその子どもにあたる「Y

世代」が上回り，アメリカ社会で最も人口の
多い年代層になったことを受け，これからは，
デジタルとの親和性が高く，数の多いY世代
向けのメディアが受け入れられるようになる
と考えた。そして，それを大手メディア企業
や投資家に訴えて支援を引き出し，自らの会
社にはY世代の記者やディレクター，デザイ
ナーなど若手スタッフを多数採用した。

一方，ジャーナリストとしてのスミス氏は，
危険な地域や知られていない土地の取材を積
極的に行い，数々のリポートを出した。そし
て，VICEコンテンツの質を高めるとともに，
それを世間に認めてもらうことにも力を入れ
た。そのひとつの例として，オバマ大統領の
協力をとりつけた，刑務所に関する2015年
のリポートがある。多くの問題点が指摘され
ているアメリカの刑事司法制度と刑務所内で
の待遇をテーマにすえ，スミス氏が現職大統
領と一緒にオクラホマ州の刑務所を訪ね，受
刑者などを取材した。かつてオバマ氏が上院
議員時代にそのスタッフを務めていた女性を，
VICE幹部に迎えたという人脈を生かした。

VICEではこのスクープをHBOのドキュメ 
ンタリーで放送したほか，食やスポーツ，ファッ
ション，カルチャーなど VICEのすべてのサイ
トで取り上げた。“刑務所と食”などというふ
うにそれぞれのサイトごとの切り口を生かし，

「Criminal Justice Week（刑事司法について
考える1週間）」と題して，全社的にキャンペー
ンを行った。雑誌でも丸々1冊，特集を組ん
だ。VICEは戦地取材など刺激的な題材だけ
でなく，社会の諸々の課題についても地道に
取材していることを世間に印象づけた。スミ
ス氏は今では，現場の仕事の多くをスタッフ
にまかせているが，大物の取材やインタビュー
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の時には自分がおもむき，やり手 CEOとして
だけでなく，現役ジャーナリストとしても存在
感を示している。

そうした中，スミス氏が去年（2016年）8月， 
イギリスで行ったスピーチが話題となった。エ
ディンバラ・テレビフェスティバルの開幕基
調講演に招かれたスミス氏は，「メディアでは
大変革が進行中で，来年は大型 M＆A（合
併・買収）で“多くの血を見る（bloodbath）”だ
ろう」と述べた。この中で「若者は次々に新し
いメディアを取り入れているのに，大手メディ
アはそれについていけず苦労している。若い
世代は高い教育を受け，人種や民族も多様に
なり，世界規模でものを考えている。こうし
た若者に意味のあるコンテンツをどれだけ提
供できるか。素早く，ダイナミックに対応でき
るメディアだけが生き残る」と述べた 8）。そし 
て，Disney，Comcast，21世紀 Fox，Viacom，
Time Warnerのアメリカ5大メディア企業の再
編の可能性も示唆した。さらに，「次々に生ま
れる新しいネットメディアも安泰ではなく，買
収や資金難で今あるうちの3割は消
えるだろう」とも述べた。

エディンバラの大会は，過去に
はGoogleのエリック・シュミット元
会長やFoxのマードック会長などの
大物が基調講演を行い，落ち着い
た雰囲気の中で行われるのが常で
あった。しかし，去年の大会で“風
雲児”スミス氏は，時に荒っぽい言
葉を使いながら，メディア界が危機
感を持ち変化するべきことを強く訴
え，参加者に賛否両方の反応を引
き起こした。

その2か月後。アメリカの大手

通信事業者AT&Tが，傘下にCNNなどを擁
するTime Warnerを854億ドル（約9兆4,000
億円）の巨額で買収することを発表した。巨
大メディア同士の大型統合で，その行方が注
目される 9）。スミス氏がこうした動きを事前
に知っていたかどうかはわからないが，メ
ディア業界はスミス氏の予想通り，大きな
変革の時代に突入したことをうかがわせた。
ちなみにエディンバラの講演でスミス氏は，
VICEがそのTime Warnerに加えて，21世
紀Fox，Viacomからも買収の提案を受けた
が，それらを断っていたことも明らかにした。

  4. VICEメディアの特徴

2016年10月10日，新しい夜のニュース番
組『Vice News Tonight』が始まった。それ
に合わせて，ニューヨークにあるVICE本社
を訪ねた 10）。新番組について話を聞くのが目
的だが，以前，写真を見た時から本社の建物
が気になり，ぜひそこを訪れてみたいと思っ

VICE 本社

★
ブルックリン

マンハッタン

セントラル
パーク

ブロンクス

スタッテン
アイランド
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ていた。それが，VICEというメディアを象
徴するように感じられたからである。

VICEの本社は，摩天楼が建ち並び，大手
メディアがひしめくマンハッタン島ではなく，
その東を流れるイースト川を隔てたブルック
リン地区にある。元は倉庫だった3階建ての
古びた感じの建物で，2014年にここに移った。
外に看板などはなく，言われなければここが
VICEだとはわからない。しかし一歩建物に
入ると，印象はガラリと変わる。内部は最新
の設備に改装されている。「飾り気はないが，
実は最先端」という内と外のギャップが，い
かにもVICEらしい。入り口を抜けると，スター
トアップカンパニーに典型的な広いレセプショ
ンスペースとVICEの大きなロゴがある。そ
こには訪問客もいるが，スタッフがパソコン
を手に思い思いの格好で仕事をしている。

記事を書くライターが陣取るスペースには，
これまで発行された雑誌の表紙が壁一面に飾
られている。また，映像を編集したり，CG
を制作したりするディレクターやデザイナー
がいるフロアにはパソコンの大型ディスプレー
がずらりと並び，スタッフが忙しそうに作業
にあたっている。一方，ビルの屋上には植物
が植えられ，野菜を作る庭園もある。屋外で
仕事をする人もいる。そこからは，川をはさ

んで対岸にあるマンハッタンの高層ビル群が
見える。VICEに足を踏み入れてまず感じた
のは，“みんな若い !”ということだった。

米・英・独・加と国際色豊かなVICE 幹部
の1人，ゼネラルマネージャーのホシ・サイモン

（Hosi Simon）氏に話を聞いた。サイモン氏は
ドイツ出身の42歳，VICEでは最年長の部類
に入るという。20歳の時にアメリカに来て，立
ち上げ時からVICEに関わり，2006年に正式
入社した。今は事業全体の統括と，VICEの
海外展開などを担当している。

同氏によると，現在ブルックリンオフィス入り口のレセプションスペース

▶  壁に飾られた過去
の表紙

屋上の植栽と
野菜庭園▶

映像・ウェブの
制作ルーム▶
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のスタッフは記者やディレクターなどを含め
て約950人，平均年齢は26歳。紙からデジタ
ルまで，VICEが出すすべてのコンテンツを
ここで作っている。別の場所には外部コンテ
ンツの制作や広告などを請け負うエージェン
シー部門（約700人）があり，ニューヨーク
のVICEは1,700人近くの大所帯だという。

―なぜ，ブルックリンの元倉庫にオフィス

を構えたのですか？

ホシ・サイモン氏：以前はVICEが大きくな
るにつれ，拡張に次ぐ拡張で38のオフィスが

「継ぎはぎ」のように広がり，使い勝手が悪かっ
たのです。ここに移ってからは，広いフロア
でスタッフ間のコミュニケーションが良くな
りました。また，ブルックリンという場所は“若
者文化の地”です。ライター，写真家，アー
ティストなど多くの若い才能が集まってきま
す。ここでVICEは，そんな人たちを引きつ
ける一種の“マグネット”のような存在になっ
ています。スタッフも9割がこの近くに住ん
でいます。

―メディアの形が複雑多様になっています。

NHKを一言でいえば「放送」ですが，VICE

を一言で表すと何でしょう？

サイモン氏：“Youth Media Company（若者
向けメディア企業）”でしょう。我々は，100パー
セント「コンテンツ制作会社」なのです。雑
誌やウェブ，テレビなど（コンテンツを出す
プラットフォーム）は問いません。若者などユー
ザーがアクセスしやすいようにあらゆる形で
コンテンツを提供することが目的です。

―その際に大切にしていることは何ですか？

サイモン氏：VICEの「ブランド力」です。
VICEに行けば良いコンテンツがあるという，

「authenticity（信頼，本物であること）」を大
切にしています。スマートフォンには多くの
アプリが入っており，ネット上には無数のコ
ンテンツがひしめき，選ぶのに大いに迷いま
す。しかし，画面に出せるのはひとつだけです。
その時に「VICE」というブランドを選んで
もらう，ということです。一度VICEのサイ
トに来れば，そこから音楽やファッション，食，
そしてニュースなど多様なコンテンツに行く
ことができます。

―日本を含め30か国以上でサービスを提

供し，全世界で2,600人のスタッフがいると

のことですが，20年ほどのうちに世界に展

開するメディアになりました。何が若者を引

きつけるのでしょう？

サイモン氏：今，世界の若者に共通して言え
るのは「押しつけられるのを嫌う」というこ
とです。VICEが大事にしているのは，アメ
リカ発のメディアだからといって，ほかの国

ホシ・サイモン氏（右），左は広報担当のイアン・フリード氏
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にもアメリカ製コンテンツを押しつけるので
はなく，それぞれの国で作ったローカル・コ
ンテンツを尊重するということです。イギリ
スやブラジル，日本など，その国ならではの
視点やニュアンスを大切にします。もちろん，
アメリカ産のものもラインナップに加えます
し，各国で制作されたものが国境を越えて，
ほかの国で支持されることもあります。

―いよいよ今週，毎日のテレビニュースに

も進出しました。若者がテレビを見ないと言

われる中，なぜテレビなのでしょうか？

サイモン氏：インターネットの普及が言われて
いますが，やはりテレビの影響力は依然として
とても大きいものがあります。若者が見るべき
テレビニュースがないというのなら「我々が作
ればいい」というのが VICEの文化です。テ
レビに出すといっても，我々は「テレビ局」に
なるわけではありません。VICEはコンテンツ
企業で，テレビはプラットフォームのひとつです。

―新しいデジタルメディアがたくさん生ま

れる中で，VICEがここまで成長した理由は

何でしょうか？

サイモン氏：十数年前に我々が「Y世代」を
ターゲットにした時，彼らの多くは少年少女
でした。それが今，彼らは成長し，会社や地
域で中核的な存在になっています。彼らはお
金を持ち，決定権を持ち，影響力を持ってい
ます。人口的にも最大勢力です。その彼らに
満足してもらうためには，いつまでもドラッ
グや音楽ばかりではダメです。社会に責任を
持つ彼らが背負っていくものをVICEは取り

上げます。これはCEOのシェーンがいつも
言っていることです。温暖化などの環境問題，
LGBTなどの人権に関わる問題，間近に迫っ
た大統領選挙などの政治，そして世界各地で
起こっている戦争など，様々です。若者が成
長し，VICEもともに成長してきました。「常
に変わり続けること」がVICEの力です。

―ニュース番組の開始も，変わり続けるこ

と，成長の一環ということでしょうか？

サイモン氏：その通りです。今日（金曜日）
で番組が始まって5日目ですが，ポジティブ
な反応を得ています。これからが楽しみです。

VICEの現在の主なメディアは次の通りで
ある。ジャンルのくくりで難しいのは，例
えばNHKであれば「放送局。テレビは地上2
波／衛星2波，ラジオはAM2波／FM1波の
計7波。インターネットでもコンテンツを配信」
などというふうにまとめることができるが，
VICEをはじめとする新興メディアは，テレビ，
ラジオ，活字，ネットなどこれまでのメディ
アの“枠組み”を越える部分があり，従来の
モノサシでは測りにくいことである。

○ 活字系：
・VICE（月刊誌，無料）
・Vice Books（書籍，写真集などの出版）

○ 音楽系：
・Vice Music（アルバムのプロデュース，

リリース）
○ 映像系：

・Viceland（A+Eと共同で運営するケー
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ブル専門チャンネル）
・Vice HBOシリーズ（HBOで放送される

ドキュメンタリー）
・Vice News Tonight（HBOで平日夜に放

送される定時ニュース）
・Vice Films（長編ドキュメンタリーなど

の制作）
○ デジタル系：インターネットで配信される

コンテンツで，現在は10のジャンルがある
・VICE～カルチャー全般
・Vice News～ニュース
・Noisey～音楽
・Motherboard～テクノロジー
・Munchies～食
・Vice Sports～スポーツ
・Creators Project～アート
・Thump～エレクトリック音楽
・i-D～ファッション
・Fightland～格闘技

○ このほかに，外部から映像や広告の制作な
どを受託するエージェンシー部門がある

VICEが制作する様々なコンテンツは，ひ
とつのメディアだけでなく，これらのマルチ
プラットフォームで展開（出版・放送・配信）
される。それこそがVICEの強みだと言える。

  5. 新番組『Vice News Tonight』

では，若者をターゲットにした新しいニュー
スとはどんなものか。VICEが満を持してス
タートさせた『Vice News Tonight（以下，
VNT）』を視聴した。放送開始の10月から12
月までの3か月間，それぞれ 1週間ずつ番組
を見てみた。

○ 10月：番組開始週の10日（月）～14日（金）
○ 11月：大統領選挙（11/8）をはさんだ7日（月）

～11日（金）
○ 12月：開始から2か月後の5日（月）～9日（金）

の計15日間である。
VNTは開始前から盛んにPRを行った。う

たい文句は「No Anchors, No Sponsors, No 
Censors.（キャスターなし，スポンサーなし，
規制なし）」。アメリカのニュースは，各局の
看板キャスターが番組を進行するのが半世紀
続く“決まり”だが，VNTはそれをやめた。
また，HBOは契約者の視聴料で成り立って
いるためCMがなく，スポンサーに配慮する
必要がない。そして，取材にタブーをもうけ
ないのはVICEの以前からの売りである。

放送開始 1年前には，番組責任者としてベ
テランジャーナリストのジョシュ・タイラン
ギール（Josh Tyrangiel）氏を迎えた。同氏は，
MTV や Time，Bloomberg など多くの主要
メディアで活躍し，Bloombergでは内容，購
読数ともに低調だったBusinessweekの再建
を果たした 11）。タイランギール氏は「スマー
トフォンでニュースの概要をすでに知ってい
る視聴者に，いかに付加価値を提供できる
かが重要だ」と述べた。そしてVNTで扱う
ニュースの柱を，国際，国内，テクノロジー，
環境，文化の5つに定めた 12）。

■ 番組構成

放送開始は夜 7 時半。ABC，CBS，NBC
の3大ネットワークより1時間遅い。夜にシ
フトする視聴者の生活スタイルに合わせた。
番組の基本フォーマットは，「オープニング
タイトル＋主要 3項目映像」（30秒）のあとに，

「今日のニュースフラッシュ」（約2分）があ
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り，そのあとに「重要ニュース」や「解説」，「リ
ポートもの」などが7～10項目続く。記者リ
ポート以外は，ニュースリーダー（顔は出さ
ず声だけの出演）がニュースを伝える。番組
尺は一定ではなく，伝えるべきニュースの量
によって決まる。長い日で約 28分，短い日は
約 21分だった。この“ゆるさ”はネットニュー
ス時代の名残（あるいは柔軟性）とも言える。
ただ，3大ネットワークのニュースが30分といっ
てもCMが多く実質的に19分程度なのに比べ
ると，CMのないVNTは中身が詰まってい
る印象がある。

■ 伝え手・伝え方

記者やリポーターは，見たところ全員が 20
～30代でいずれも若い。男女はほぼ半々。特
筆すべきはネクタイやスーツを着用した記者を1
人も見なかったことで，相手が大物でもみなT
シャツにジーンズなどのカジュアルな服装で取
材している。鼻ピアスや髪を逆立てたユニーク
なリポーターもいた。また，マイクを手にカメ
ラに向かって伝える「（直立の）スタンドアップ
リポート」を見ることもなかった。映像の中に
記者は登場するが，いずれも自然な形でインタ
ビューしたり，カメラを意識しないトークという
形をとることが多い。一言でいえば，“構えな
いニュース”ということか（スミスCEOが大統
領選について前下院議長のJ. ベイナー氏にイ
ンタビューした時も，ラフな格好だった）。

■ 番組演出

キャスターなしで，ニュース項目の切り替
えをどう行うか。一番頻繁に用いられていた
のが，ニュースやリポートの終わりで映像が
ズームバックして，白バックの中に小さくな

り，それが横にスライドして新しい項目に切
り替わり，今度はその新しい映像が画面いっ
ぱいに大きくなり，次のニュースが始まると
いう演出だった 13）。

キャスターがいないということは，番組を
飽きさせない映像面での工夫やメリハリが重
要になる。この点ではVICEは多くのノウハ
ウを持っている。そのひとつにアニメーショ
ンやグラフィックスを効果的に使ったリポー
トがある。一例をあげると，トランプ氏当選
後，新しい国務長官候補に石油企業エクソン
モービルCEOのR. ティラーソン氏の名前が
あがったが，資料映像はなく直接取材もでき
ない。そこで全編アニメーションによる5分
のリポートを制作して放送した（12月6日）。
手法は「調査報道」で，同氏を知る人へのイ
ンタビューや本人の過去の肉声などを効果的
に織り込んで，その経歴や考え方を紹介した。
事実に基づく確かな内容でありながら，時に
コミカルな部分もあり飽きずに見ることがで
きた。アニメによる5分のリポートは3大ネッ
トワークでは考えにくく，VICEらしい取り
組みと言え，その後も何度か登場した。

■ 海外取材

戦地リポートや海外からの報告も多かった。
10月の番組スタート第 1週は，開始直後とい
うこともあってか，5日間でイラク，ウクライ
ナ，アフガニスタンの3か所の紛争地から現
地リポートが送られてきた。アフガニスタン
などは意識の上では過去のものになっていた
だけに，虚を衝かれた思いがした。これ以外
にも15日間で，フィリピン（ドゥテルテ大統
領の過激な取り締まり），メキシコ（不法移民），
中国（不動産バブル），フランス（大規模テロ
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から1年），イタリア・オーストリア（右派勢
力の台頭），韓国（大統領罷免）などの動きが
いずれも現地からの記者リポートで伝えられ
た。先に紹介したサイモン氏によると，VICE
では番組，ニュース合わせて50チーム，300
人のクルーが世界各地で取材しているという
ことで，VICEの機動力がうかがえる。

■ アメリカ大統領選挙

大統領選の週を少し詳しく見てみる。選挙
前日の11月7日（月）は，全体の半分の時間が
選挙関連だった。冒頭でクリントン，トラン
プ両陣営の最新の動きを1分半ずつ伝えたあ
と，イギリスのEU離脱運動を推進してきた
英国独立党の元党首，N. ファラージ氏のイ
ンタビュー（2分）や，クリントン氏が“惨め
な人達（deplorable）”と発言したトランプ支
持者の車に記者が同乗して投票所までの数時
間の道中を取材したもの（5分半）など，3つ
のリポートが続いた。

番組後半は内容がガラリと変わり，カリフォ
ルニア州で盛んなポルノ映像産業で，映画の
出演者にコンドームを着用させる法案の賛否
を問うリポートを伝えた。可決されればポル
ノ産業が規制のないほかの州に逃げていく可
能性があり，一方で，産業保護を理由にポル
ノ俳優の健康が危険にさらされてよいのかと
いう議論もあり，なかなか興味深い内容だっ
た。7分というのは，視聴した15日間で一番
長いリポートだった。

11月8日（火）の投票日はすべての時間を
大統領選にあてた。2人の候補の動向に続い
て，力作のリポートが並んだ。最初は，有権
者登録をしていない人に駆け込みで手続きを
するよう勧め，それを手助けするNPOの活

動を追ったもの（5分），2つ目は長年アメリ
カ大統領をウォッチングしてきた政治評論家
へのインタビュー企画。この男性はホワイト
ハウスの大統領執務室を自宅に再現してし
まうほどの“大統領オタク”的な部分もある
が，インタビュー内容は，「伝統的保守主義
の良さ，賢さ」を説くもので，クリントン氏
は支持しないものの，トランプ氏を暗に批判
するものだった（6分）。3つ目は，選挙後に
敗れた候補者が行う「敗北宣言（Concession 
Speech）」の過去のスピーチライター3人への
インタビューだった。「相手を称える敗北宣
言にこそ，我々の民主主義の良さがある」と
いう発言が印象に残った（4分）。いずれも，
動きの少ない投票日当日に，それぞれ独自の
視点を持って作られた好リポートだった。

そして，トランプ氏勝利が決まって迎えた
11月9日（水）の放送もすべての時間を選挙に
割いた。番組冒頭 3分で，両陣営の選対本部
のドキュメントを映像と現場音声だけで伝え
た。最初は盛り上がっていたものの徐々に重
苦しい雰囲気になっていくクリントン陣営。
一方，勝利はあまり期待されていなかったが，
メディア各社の報道でその可能性が伝えられ
るたびに歓声が大きくなっていくトランプ陣
営。最後は「クリントン氏はあす朝コメント
を出すので，今夜は家に帰ろう」と呼びかけ
る陣営幹部の言葉と，人が去りチラシが舞う
会場の映像で終わる。続いて，全米各地で取
材した有権者のインタビューが放送された。 

「What really happened?（何が起きたのか？）」
「Why did it happen?（なぜこうなったのか？）」
「What happens next?（次に何が起きるの
か？）」の3つの「W」について，アメリカ各
地の30人ほどの声をまとめた（6分半）。さ
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らに，抑制が利きながらも次世代に思いを託
した内容が感動を呼んだクリントン氏の敗北
スピーチ（2分半）に続いて，同時に行われた
上下両院議員選挙と州知事選挙の結果，投票
率，株価への影響などが伝えられた（計7分）。
中でもVICEらしかったのは，「女性の上下
両院議員，州知事への進出の歴史」をデータ
とグラフィックスを使って効果的に見せたこ
とだった。この100年ほどの間，先進的と言
われるアメリカでも女性の政界要職への進出
は最近のことで，在職期間も短いということ
が視覚的によく理解できた。そんな中でも今
回，初のラテン系上院議員，2人目の黒人上
院議員，LGBTをオープンにした初の州知事

（いずれも女性）が誕生したことを伝えて番
組は終了した。

VNTは開始以来，番組の視聴者数を明ら
かにしておらず，現地メディアの評価もま
ちまちである。放送初日の翌日，New York 
Timesは「New but No Game Changer（新し
いが画期的ではない）」との見出しでやや辛め
の論評をした 14）。また，APは「Vice Debuts 
its Nightly Newscast on HBO（VICE，HBO
で夜のニュースに進出）」という中立的なタ
イトルで，初日の内容を詳しく伝えた 15）。

15日分の番組を見た筆者の感想は，一言で
いえば「ネットワークニュースと，いくつか
の特集を紹介するマガジン形式の番組の中間
に位置するニュース」というものである。1～
2分の短いリポートが多く慌ただしい感じが
する3大ネットワークに比べて，VNTは5分
を超えるリポートも多く，時間を使って丁寧
に伝えられるメリットがある。しかし，ニュー
ス番組という性質上，VICEが得意としてき

た現場に入り込むドキュメンタリー番組の深
みを出すまでには至っていない。また，放送
は事前に「完パケ（収録）」されており，ライ
ブ感には乏しい。現在進行形の事件や事故に
は対応しにくい。一方で，海外取材や様々な
専門分野を担当する記者は充実している。多
くは若手だが，3大ネットワークに比べても
リポート内容に遜色はない。

何より強く感じたのは，番組の“フラット
な感覚”といったものである。3大ネットワー
クなどに特有の“上から目線”的な，かしこ
まったエリート臭さはVNTにはない。リポー
ターは身近にいるような若者で，「取材相手
に対峙して，真相を問い質す」というより，「取
材される側に寄り添い，話を聞き出す」とい
うスタンスを感じることが多かった（もちろ
ん取材するネタによるが）。

総じて，VICEの長年の番組制作やニュース 
取材の蓄積が生かされていると感じる。ただ，
インターネットに比べてより多くの視聴者を
意識せざるを得ないテレビでは，VICE特有
の“エッジ（かど）”が丸くなり，ネットワー
クの既存のニュースに似てしまう傾向も見ら
れた。VICEらしさを保ちつつ，多くの人に
受け入れられるものをどう作るかが，今後の
腕の見せ所かもしれない。

  6.  VICE Japan

VICEは日本にもある。大学でバンドを組
んでいた佐藤慎吾氏と川口賢太郎氏が約 20
年間の音楽活動に終止符を打ったあと，2008
年に会社組織を作り，音楽や映像関連の仕事
を続けるうちにVICEと出会い，アメリカ本社
と交渉を重ね 2012年に東京でVICE Japanを
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立ち上げた。日本の若者カルチャーやアート，
ファッション，アンダーグラウンドな話題など
をネットと紙媒体を中心に発信している。また，
最近話題のAbemaTVにもチャンネルを持っ
ている。現在のスタッフは，映像プロデュー
サーやウェブ・雑誌の編集者，外国コンテンツ
の翻訳者，営業，経理など合わせて35人であ
る。代表の佐藤“ビンゴ”慎吾氏（43）に話を
聞いた 16）。

―VICEとの最初の出会いは？

佐藤氏：自分たちの会社で外国の映画や音楽
のライセンス（権利）をとる仕事をしていた時，
スパイク・ジョーンズの映画が気に入り，ア
メリカまで会いに行きました。話が盛り上が
り，彼から「今，VICEがとても面白い」と
紹介されたのが始まりです。

―VICEのどんなところに魅かれましたか？

佐藤氏：映像が理屈ではなく“感情”に訴え
てくるところで，VICEの描く世界観は今ま
でにないものだと強く感じました。

―佐藤さんと川口さんの役割分担は？

佐藤氏：川口は「ヘッド・オブ・コンテンツ」，
つまり番組面の責任者です。私は会社運営や
フロントに立って情報を発信する役割です。
バンドでは私がボーカル，川口がベースと曲
作りを担当していました。彼は音楽でも映像
でも突き詰めないと納得しないタイプなので，
取材や番組作りに向いています。私は，適当
なところもあり融通が利くので，組織の運営

に向いているかもしれません（笑）。

―VICE Japanのコンテンツというと，右

翼や暴走族，タトゥーなどを扱ったものがま

ず浮かぶというのは偏った見方ですか？

佐藤氏：特に海外
の人には，それら
が日本のサブカル
チャーとしてわかり
やすいかもしれま
せんが，その視点
だけで日本が見ら
れてしまうのはいや
です。VICE Japan
では“公益 性”と

は何なのか，それに貢献できないかとずっと
考えています。具体的にそれがどんなものか，
いつも議論しています。

―例えば，コンテンツのイメージとしては

どんなものでしょう？

佐藤氏：VICEの良さ，面白さは予定調和で
ないところです。ある程度テーマが決まったら，
考えてばかりでなく，現場に行ってみる，人
に会ってみる。そして，そこで話を聞き，撮
影し，撮った映像と言葉をつないでみる。ナ
レーションは極力少なくして，現場の音を最
大限生かします。出来上がったものは多くの
人には受けないかもしれません。しかし，こ
れまでとは違うコンテンツを開拓していきた
いと常に思っています。

―AbemaTVへの反応はどうですか？

佐藤“ビンゴ”慎吾氏
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佐藤氏：VICEのコンテンツをまとめて見ら
れる場ができたと喜んでくれる人もいますが，
まだとりあえずは「納品しているだけ」とい
う感覚です。これからはもっと曜日や時間帯
ごとに特徴を持たせ，コンテンツの“編成”
部分にも関わっていければと考えています。

―今後はどんなことを考えていますか？

佐藤氏：VICE本社が力を入れている報道分
野を，数年以内に日本でも本格的に始められ
ればと思います。地位や職業に関係なく，“本
気の人”と話すのはとても楽しいです。切実
な感覚や哀愁，感銘を受ける言葉がたくさん
あります。そうしたものを取材して伝えられ
ないかと思っています。

佐藤氏は，事前に見たロックバンド時代の
映像や，VICE Japanのコンテンツからは想
像できない静かな語り口で，言葉を選びなが
ら話してくれた。ただ，巨大メディア化した
アメリカのVICEと日本のVICEは別もので，
日本のメディアならではの道を模索している
という印象を受けた 17）。

  7. おわりに

最後に，VICEの力を示す2 つのエピソー
ドに触れておきたい。ひとつは，VICE本社
でヘッド・オブ・コンテンツのシエル・ハンター

（Ciel Hunter）氏に「VICEのこれまでのすべ
てのコンテンツで一番好きなものは何か」と
聞いた時のことである。VICEはツイートや
写真なども含めて，世界で1日に6,000のコン
テンツを出している。返ってきたのが，『Heavy 

Metal in Baghdad』という答えだった。これ
は2003年のイラク戦争直後からイラクのヘ
ビーメタルバンド「Acrassicauda」を追ったも
ので，彼らが混乱する母国を離れ，レバノン
からシリアに逃れてコンサートを実現するま
でを追った2007年公開のドキュメンタリー映
画である。戦争やテロのニュースでしか報じ
られないイラクを，ロックにあこがれる若者
の目線で描き，多くの映画祭に出品され反響
を呼んだ。「イラク＋ヘビメタ」という視点が
斬新で，取材クルーは3年にわたり彼らをし
つこく追い続けている。今見ると，長引く内
戦で現在は破壊されてしまったシリアが美し
く平和な街として描かれ，ISはまだ登場して
おらず，10年間の時の流れを感じる。そして，
VICEが当時からこれだけの作品を作ってい
たメディアだということに改めて気づかされ
た。

もうひとつは，VNTを視聴するにあたり，
番組DVDを購入しようとした時のことであ
る。メールでVICEと何度かやりとりをした
結果，「調査研究の目的でストリーミング視
聴に限る」という条件で，内部スタッフ向け
のアーカイブ・サーバーへのアクセス権とパ
スワードの提供を受けた。これまでアメリカ
の番組を視聴する際には，現地の放送局や専
門業者に依頼してかなりの時間と費用をかけ
てDVDやビデオを購入するのが常であった。
しかし，今回は交渉を始めて3日後には，日
本の自席のパソコンで過去のVNTをクリア
な映像で見ることができた。デジタルメディ
アの威力，便利さを痛感した。

この文章の冒頭で「ネットからテレビへの
展開は珍しい」と書いたが，VICEにとって
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テレビへの進出はメディアの多面展開のひと
つにすぎず，必然的な流れだったのではない
かと，取材を通じて感じている。「コンテン
ツ」とある程度の「財源」があれば，ケーブ
ルや衛星の多チャンネルテレビが普及してい
るアメリカでは，テレビへの進出はそれほど
難しくない。むしろ難しいのは，視聴者やユー
ザーの支持を得て，それを維持し，拡大する
ことだろう。その際にカギになるのが良質な
コンテンツである。その点VICEは『Heavy 
Metal in Baghdad』に見られるように，強力
なコンテンツ制作力と多くの番組の蓄積があ
る。また，デジタルの力を生かし，それを多
様な媒体で展開するノウハウを持っている。

取材したVICE関係者に5年後の姿を聞い
てみたが，5年前に今の姿を想像できなかっ
たように，5年先も想像するのは難しいと誰も
が口をそろえた。雑誌からネット，テレビ，そ
してその先に何が待っているかはわからない
が，VICEならこれからの新しいメディアの形
を示してくれるのではないかと期待している。
そして，ラフな格好のVICE 記者がホワイト
ハウスで質問する姿をぜひ見てみたいとも思っ
ている。                              （しばた あつし）

注：
 1） 席は 7 列× 7 列の 49 席で，メディア各社で作

るホワイトハウス記者会で配席を決めている。
複数社で席を共有するケースや，席がない社は

「立ち」で取材することもある
https://www.nytimes.com/interactive/2017/
02/11/us/politics/sean-spicer-white-house-
press-briefing.html

 2） Pew Research Center より
http://www.niemanlab.org/2016/05/pew-
report-44-percent-of-u-s-adults-get-news-on-
facebook/

 3） Facebook は自社を“メディア企業”ではなく“テ
クノロジー企業”と位置づけ，独自に取材活動
をすることはないが，友人からのレコメンドな
どで多くの人がニュースに接する。また，アル
ゴリズムを使いアクセス数の多いニュースを表

示する機能があり，一時期，多くの「虚偽ニュー
ス」が上位にランキングされ問題となった。具
体例として「ローマ法王がトランプ候補支持を
表明」「クリントン候補が IS に武器を売却」な
どがあり，大統領選挙に一定の影響を与えたと
する見方もある。批判を受けて同社は，外部メ
ディア機関が真偽をチェックする機能を設置す
るなどの対策をとった

 4） VICE ゼネラルマネージャー，ホシ・サイモン
氏へのインタビューより

 5） 1969 年生まれの映画監督，クリエィティブ・
ディレクター。『マルコヴィッチの穴』『her』
などの映画や，ダフトパンク，ビョーク，カニエ・
ウェストなどの音楽ビデオ制作などで知られる

 6） Wall Street Journal より
https://www.wsj.com/articles/l-a-vice-inside-
media-mogul-shane-smiths-santa-monica-
estate-1473165901

 7） 注 6 に同じ
「He’s the greatest bullshitter I’ve ever seen 
but there’s one difference. The bullshit he says 
actually comes true.」

 8） Deadline より
http://deadline.com/2016/08/shane-smith-
vice-media-warning-mactaggart-lecture-
edinburgh-1201808106/

 9） 大型の合併・買収などの場合は，FCC（連
邦通信委員会）や司法省が審査を行う。ケー
ブ ル 最 大 手 Comcast に よ る メ デ ィ ア 大 手
NBCUniversal 買収の際には，審査に 1 年かかっ
た。今回のケースについては，トランプ氏が大
統領候補の時から買収反対の意向を表明してい
たのに対して，2017 年 1 月に就任した FCC の
パイ新委員長は買収に同意する見込みだと，現
地メディアは伝えている

 10） 2016 年 10 月 14 日に取材
 11） Poynter より

http://www.poynter.org/2016/how-josh-
tyrangiel-is-planning-to-reinvent-the-nightly-
news/433443/

 12） USA Today より
http://www.usatoday.com/story/life/tv/2016/
09/13/vice-news-tonight-hbo/90307620/
TVNewsCheck より
http://www.tvnewscheck.com/article/98281/
vicehbo-reinventing-the-news-wheel

 13） TVNewsCheck より
http://www.tvnewscheck.com/article/100649/
unconventional-show--creative-workflow

 14） New York Times より
https://www.nytimes.com/2016/10/12/arts/
television/review-vice-news-tonight-on-hbo-is-
new-but-no-game-changer.html?_r=0

 15） AP より
http://bigstory.ap.org/article/730f28a736204
b93a20d2ea563b6a16a/vice-debuts-its-nightly-
newscast-hbo

 16） 2016 年 9 月 20 日，2017 年 2 月 3 日に取材
 17） VICE Japan の ト ッ プ 2 人 に つ い て は KAI-

YOU のインタビューに詳しい
http://kai-you.net/article/30337


