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アメリカのネットワーク局が Facebookなどソー
シャルメディアと提携し，大統領選の節目のイ
ベントを最新のライブ映像配信機能を使って
発信したことは，勢いを増すソーシャルメディ
アと既存メディアの新たな「融合」を象徴する
動きとして現地メディアも報じた。

本稿は，アメリカのネットワーク局を中心に，
2016年米大統領選でのアメリカのニュースメ
ディアに見られたこうした動向や新たな取り組
みについて，2016年12月にアメリカで聞き取り
調査を行った内容 1）と，NHK放送文化研究所

（＝以下，文研）が開催した『NHK文研フォー
ラム2017（＝以下，文研フォーラム）』でのプロ
グラム「米大統領選にみるテレビメディアの変
容～最新報告 ネットと融合した巨大情報空間

 はじめに

アメリカの第45 代大統領に就任したドナル
ド・トランプ氏は，2016年に行われた大統領
選の期間中に「不法移民を防ぐためメキシコと
の国境に壁を作る」，「イスラム教徒の入国を禁
じ，シリア難民は受け入れない」等の過激な公
約や発言を繰り返し，メディアに大きく取り上
げられた。この特異なキャラクターの大富豪が
立候補したことで「異例尽くし」となった大統
領選をメディアはこぞって報じたが，報道の過
熱ぶりもさることながら，アメリカの大手メディ
アがこの大統領選期間中に，ニュースを発信
するインターネット上のプラットフォームを一気
に増やしていった動きは注目に値する。中でも

2016年米大統領選にみる
アメリカのテレビメディアの変容
～最新報告 ネットと融合した巨大情報空間～

メディア研究部  藤戸あや

2016年米大統領選は，メディアが情報発信するプラットフォームを拡大し，デジタル空間での映像ニュースをめぐ
る競争がアメリカで本格化する契機になった。この競争には新聞, デジタルニュースメディア，ソーシャルメディア，
YouTube等のプラットフォーム事業者など，テレビ以外のメディアも入り乱れて参入している。こうした中でアメリカ
の大手テレビメディアは，選挙期間中にデジタル空間で様々な実験を行って新たな経験や知識を積み重ねるととも
に，リーチ（＝接触）を伸ばす等の成果を収めることができた。しかし，成果を収めることができたのは大統領選
というコンテンツの力に負うところが大きかったことに加え，デジタルで展開を増やしても大きな収入にならないとい
う課題が浮き彫りになり，将来に懸念を残す形となった。一方，アメリカでは，ニュースを入手する経路がデジタル
にシフトしつつあり，モバイル機器で入手する人が急激に増える傾向にあることから，新聞をはじめ伝統的なメディ
アの多くが財政難に陥っている。このため，2017年には，アメリカでメディア企業の経営の統廃合など，業界再編
の動きが加速すると予想される。
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～」をもとに再構成したものである。ここでは，
同プログラムのゲストとして招かれた米ワシン
トン・ポスト紙チーフ・メディア・リポーターの
ポール・ファーヒ記者の講演や，そこで行った
議論も交えながら，2016 年米大統領選でのア
メリカの伝統的なメディアによるマルチプラッ
トフォーム展開について考察する。そして米
ネットワーク局の主なねらい，成果や残された
課題に加え，前代未聞と言われた今回の大統
領選自体が伝統的なメディアのありようにどう
影響したのかを見ていく。
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Ⅳ.まとめ

I. 米ネットワーク局の
   マルチプラットフォーム展開

日本とアメリカの両国では，テレビはニュー
スの主な情報源となっているが，アメリカで
はニュースなどの情報を入手する経路がデジタ
ルにシフトしつつある。中でもスマートフォン
やタブレット等のモバイル機器でニュースを入
手する人は，アメリカでは2013年は54%だっ
たのが 2016年は72%と大幅に増える傾向に
ある2）。アメリカ社会でこうした変容が見られ
る中，米ネットワーク局の中でもケーブルや衛
星などでニュースチャンネルを展開していない
ABCとCBSが，2016年大統領選でどのよう
なマルチプラットフォーム展開を進めたのか，
具体的な事例を見ていく。

1）ABC News 

ABCはドラマやバラエティーなども放送して
いるディズニー傘下の地上波の総合チャンネル
で，「4大ネットワーク」と呼ばれる放送局の1
つである。NBCやFoxのようにケーブルや衛星
などでニュースチャンネルは展開していないが，
自社サイトでのニュース発信には積極的に取り
組んでいて，ライブストリーミングやモバイル展
開， 最近はOTT 3）の展開にも力を入れている。 

●大統領選とマルチプラットフォーム展開

2016年大統領選の民主・共和両党の正式な
大統領候補が決まる党大会の直前に，“ABC
がFacebook社と提携”というニュースが報じら
れた。この提携によって，ABCのニュース部
門ABC Newsは党大会の期間中，ニュースの
放送時間以外はFacebookの新たなライブ配信
機能“Facebook Live4）”を活用して，党大会で
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の主なスピーチやプライムタイムの合間に現地
でのインタビュー，抗議活動の模様などの映像
ニュースを，人気リポーターも出演させて“生”
で報じる放送計画で臨んだ。いわばソーシャル
メディアを放送のサブチャンネル的に位置づけ
る戦略で，ABC Newsは「テレビでは見られ
ない瞬間を，生で」Facebook Liveで提供する
ことを目指したのである。ABCという老舗の大
手テレビ局が，報道の要ともいえる選挙報道で
ソーシャルメディアと提携したこと，そして党大
会の映像やニュースを，テレビのニュースの放
送時間以外は他社のプラットフォームも軸に据
えて発信すると決断をした背景には，アメリカ
社会でのソーシャルメディアの浸透ぶりをもは
や見過ごせないとの思いもあったと考えられる。

ABC Newsは，この試みと並行して最大8つ 
のライブストリームを同時に視聴できるよう，
ウェブサイトのリニューアルを行い，iPhone，
Android，Apple TV専用のアプリなども党大
会に合わせてリリースした。また，デジタルで
の視聴や接触を意識して360°カメラやVR等
の最新の技術を使って，その場にいるような臨
場感を味わえるデジタル専用コンテンツの制作
も試験的に行っている。

党大会の後もABC NewsはFacebook Live
を，候補者討論会などの節目のイベントで活
用した。そして2016 年11月の選 挙当日は，
ニューヨークの中心地・タイムズスクエアに
Facebook Live専用のブースも設置して，開票
速報にも用いている。

2）CBS News

ネットワーク局CBSも自社のニュースチャ 
ンネルはないが，2014年にニュース専門の無料
のストリーミングチャンネル，CBSNを立ち上げ

た。インターネット経由で視聴できるCBSNに
はストリーミングの合間に広告枠があり，スク
リーンは違っても見た目はテレビのニュース専門
チャンネルと変わらない。広告収入で運営され
ていて，地上波とは異なるニュースを放送して
いる。

●大統領選とマルチプラットフォーム展開

テレビとネットの両方のニュース取材と制
作を行っているCBS Newsは，大統領選で
CBSNを軸にマルチプラットフォーム展開を
進 めた。 自 社 のOTTサ ービスのCBS All 
Accessがあるにもかかわらず，OTTプラット
フォームの拡充にも積極的に取り組み，選挙期
間中にCBSNをApple TV，Roku，Android 
TVのほかゲーム機のXbox, PlayStationなど
にも立ち上げて，新たな視聴者層の開拓を試
みている。また，両党大会ではTwitterとも提
携しCBSNをストリーミングしている。

CBS Newsのマルチプラットフォーム戦略の
特徴は，プラットフォーム事業者が提供する広
告枠の収入がCBSNの収入に結びつく取り組
みに絞った点である。例えばABC Newsが活
用したFacebook Liveは，大統領選報道では
積極的には用いていない。Facebook Liveは
まだ広告のビジネスモデルが確立されていな
いサービスであったため，CBSは乗らなかっ
たと言われている。

CBS Newsは大統領選期間中，CBSNで緊
急ニュースを即時に生放送する訓練と，携帯
の告知機能なども活用して視聴者をCBSNの
ストリーミングに誘導する等の新たな情報発信
経路の開拓と手法の実験を積み重ねた。そし
て2016 年11月の選挙開票速報では満を持し
て，初めて地上波チャンネルとCBSNで同じ
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ニュース番組を流し，テレビとネットのCBSブ
ランドの融合を図った。地上波テレビCBSで
のニュースの放送枠は限られているが，報道
機関としてはいつでもニュースを発信できる力
があることを，いわば実績で示した形といえ
る。

CBS Newsは，老舗の報道機関の存在感
をデジタル空間で示そうとした今回の取り組
みを「未来への投資」と呼ぶ。CBS Newsの
全デジタルプラットフォームの展開戦略とオペ
レーションの責任者で，CBS News Digitalの
ゼネラルマネージャーのクリスティ・タナー氏は

「大統領選では連日，緊急ニュースが入ってく
るので，実験する絶好の機会だった。しかも
新しい取り組みでは広告収入もCBSに入った。
我々にとって大きな一歩だったが，OTT市場
は急成長しており，正しい投資だったと思う」
と述べている。

しかし，CBS Newsは大統領選で未来への
投資や実験しか行わなかったわけではない。
重大ニュースが発生した際は公共サービスの
一環として，自分たちの広告収入にならないプ
ラットフォームでも，ニュース速報をストリーミ
ングする対応をとった。タナー氏は，スマート
フォン等のモバイル機器は多くの国民に活用
されているとして，「携帯にニュースを即時に，
無料で提供することは重要な公共サービス。
利用者にも感謝される」と述べている。

タナー氏は今回の大統領選の一連の取り
組みでの収益は明らかにしなかったが，選
挙 当日にCBSNは史 上 最 多の1,900万スト
リームを記録したという。しかもその10％が
PlayStationからきていたということで，タナー
氏は「ゲーム機のユーザーもニュースに関心が
あることがわかったのは，大きな発見だった」

と語っている。

3）米ネットワーク局のねらい， 成果と課題
●大いなる実験

2016年大統領選で一気にプラットフォーム
を広げたABCとCBSの戦略や取り組みのね
らいはそれぞれ違っているが，今回の大統領
選をチャンスと捉え，新しいデジタルプラット
フォームの開拓と最新技術を使ったコンテンツ
の制作などを“実験”しようという，共通の思
惑が見えてくる。実験を行うタイミングも，2
局とも大統領選の節目のイベントに合わせて
展開して，自社のニュースと取り組みを最大限
アピールしていた。アメリカの大統領選は期
間が長く，関連イベントの日程はある程度決
まっているので，事前の準備が可能である。 
また，デジタル技術は放送と比べるとコストは
かからないうえ，ニュース専門チャンネルを持
たないテレビ局にとって，大統領選報道のた
めに人気ドラマやバラエティー番組の放送枠を
犠牲にせずに済んだメリットも大きかった。

ABC NewsやCBS Newsのようなマルチプ
ラットフォーム展開は，実は今回の大統領選で
NBC，Fox，CNN，公共放送 PBSなど，ア 
メリカのほぼすべての主要なテレビメディアが
行っていた。その事実から見出せるのは，「こ
れからの時代はテレビだけでは厳しい」とい
う，アメリカのテレビメディア業界の共通認識
と危機感である。

しかし，大統領選でのこうしたテレビ局の
取り組みについて，米Poynter Institute 5）の 
メディア・アナリスト，リック・エドモンズ氏は 

「ビジネスという意味では成功例より誤射のほ
うが多い印象」だと言う。エドモンズ氏は「ア
メリカのテレビメディアは，新聞と比べるとま
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だ収入がそれほど落ち込んでいないので，時
間との戦いというほど切迫した事情に迫られて
やったものではない。『いい経験になった』と
いう程度」と分析している。

また，ブランド・マネージメントやプラット
フォーム横断的戦略，視聴者行動分析が専門
の米フロリダ州立大学のシルビア・チャン・オ
ルムステッド教授も「CBSはネットワーク局の
中で最もデジタル展開に力を入れているほう
だが，サービス自体の使い勝手はまだ発展段
階。ネットワーク局は戦略面でも，サービスや
コンテンツの完成度も，デジタル展開に本腰を
入れて取り組んでいるメディアにはまだ及ばな
い。例えば，公共放送 PBSは番組の提案段
階からマルチプラットフォーム展開を想定した
コンテンツ作りを進めていて，放送と連動した
素晴らしいデジタルコンテンツを提供している」
と，評価は厳しい。

●ネットワーク局の成果

2016年米大統領選で，ネットワーク局はどん
な成果を得たといえるのだろうか。ポイントとし
て大きく3つが挙げられる。

まず，今回の大統領選で新しい試みの実験
ができたこと。選挙期間中に取材・制作現場
に新たな人材も採用して，新しい技術やフォー
マットの実験を積み重ね，デジタル時代に即し
た取材・コンテンツ制作の基礎体力をつけるこ
とができた。

さらに，プラットフォームを拡充したことでデ
ジタル空間で存在感を示し，リーチ（＝接触）
を伸ばせたことも大きい。アメリカ全体が固唾
をのんで見守った今回の大統領選は，コンテン
ツを通じてデジタル空間のユーザーにアピール
する絶好の機会だった。いわば，ネットワーク

局はマルチプラットフォーム展開を通じて実験
するだけでなく，「信頼できる報道機関」として
自社ブランドを売り込み，時代に即した最先
端の取り組みを行っていると示す，マーケティ
ング効果をねらっていたと考えられる。例えば
CBSNについて，タナー氏は「7月の党大会か
ら11月の選挙当日にかけてストリーム数は倍増
した」と述べている。ABC NewsはFacebook 
Liveで両党大会のリポートや映像を計 74時間
にわたってストリーミングし，2,800万ビューを
記録したと報じられている 6）。

一方，今回の大統領選ではテレビがアメリ
カ人にとって今も重要なニュースの情報源であ
ることも確認された。大統領選期間中，アメリ
カのテレビの視聴者数は特にケーブルニュース
チャンネルで大幅に増加し7），その好調は今日
も続いている 8）。

●ネットワーク局の課題

トランプ氏の大統領選出馬をめぐりCBS 社
長がかつて「アメリカにとってよろしくないが，
CBSにとって喜ばしいこと9）」と発言している
が，はたしてこの予言（？）のとおり，2016年米
大統領選はテレビにビジネス面でも大きな成果
をもたらした。例えばトランプ氏とクリントン氏
の初めての直接対決となった2016年9月の候
補者討論会の視聴者数は8,400万人と，アメリ
カ史上最も多くの人にテレビで視聴された討論
会となった 10）。これを受けて，その後の討論
会のテレビの広告枠は通常価格を大幅に上回
る金額が設定されたと一部で報じられ11），選
挙のおかげでテレビの広告収入も総じて好調
だった 12）。ケーブルニュースチャンネルのCNN
に至っては，「2016年は創業以来，初めて10
億ドルの利益を達成」と報じられている13）。
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ポール・ファーヒ記者（文研フォーラム 2017 講演より）

こうしたビジネス面での成功は，テレビとい
うメディアの成果というよりも，過激な発言で
物議をかもすトランプ氏，候補者同士の泥仕
合，そして選挙という競争の要素が視聴者を
惹きつける「ドル箱コンテンツ」だったからこそ
得られたものともいえる。こうしたテレビの好
調は今後も続くものなのか，テレビ離れが緩
やかに進んでいると指摘される中，アメリカで
は大統領選が終わって疑問視する声が出てい
る。

全米各地の報道機関を対象にテレビやデ
ジタルのニュース制作の指導を行っている
Poynter Instituteのアル・トンプキンス講師 14）

は，アメリカのテレビメディアの課題について，
「問題は，テレビ局の今後の成長はデジタルか
らしか見込めないのに，それが大きな収入に
つながらないことだ」と言う。トンプキンス講
師は「アメリカのテレビ局は収入の90％を放
送事業から得ていて，デジタルの収入はわず
か10％程度。前者にはテレビの広告収入に加
え，テレビ局がケーブルや衛星事業者から得
ている“retrans”と呼ばれる配信料収入も含ま
れる。今後“cord cutting 15）”がさらに進んで
有料のケーブルや衛星事業が行き詰まれば，
一気に財政難に陥る可能性がある」と指摘す
る。さらに，2017年は選挙が終わって広告収
入が落ち込むと予想されるので，地方の小規
模局の多くが経営危機に陥るおそれがあると
懸念する。

また，メディア経営学が専門のアン・ホリ
フィールド米ジョージア州立大学教授は，「伝
統的なメディアが今後も人々に活用してもらえ
る存在であり続けるためには，マルチプラット
フォーム展開をしていかざるを得ない。しかし
その過程で，利益があがる今の事業を最後の

お客がいなくなるまで続けるのか，それとも長
期的な赤字覚悟で新規事業を続けたり，拡充
したりするのか。株主への説明責任が伴う経
営者には究極のジレンマだ」と指摘する。

II. 2016 年米大統領選と
    　　　  アメリカのメディア

～米ワシントン・ポスト紙
   ポール・ファーヒ記者講演要約

16）
～

 

1）「今は最高で最悪の時」

（アメリカのメディア業界にとって）「今は
最高で最悪の時」である。最高の理由は連日
仕事が忙しいこと。最悪である理由は①メ
ディア間の競争が激化していること，そして，
②トランプ大統領自身である。

●メディア間の競争の激化

新聞やテレビ，ラジオといった媒体は今も
存在しているが，アメリカの主要な報道機関は
どこでもテキストや映像，音声と，多様なデジ
タルコンテンツを提供している。デジタル技術
が登場したことで，安価に簡単にコンテンツ
が制作できるようになり，配信もしやすくなっ
たことで，メディアは1つの媒体に特化してい
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られなくなった。例えば新聞社のワシントン・
ポストは，デジタル空間ではテレビ局CNNの
ウェブサイト（CNN.com）のテキストニュース
と競っていて 17），公共ラジオNPRも競争相
手だ。各社のウェブサイトを見ると，ワシント
ン・ポスト（新聞社），CNN（テレビ局），NPR

（ラジオ局）の業態の違いはほとんどわからな
い。技術革新がメディアの業態の垣根を取り 
払ってしまった。

また，デジタル化は取材現場にも変化をも
たらした。新聞社は締め切りがなくなって記事
は即時に発信されるようになり，今では映像
ニュースも制作している。ワシントン・ポストは
新聞社だが，60人のビデオジャーナリストを抱
えていて，アメリカの地方放送局よりも分厚い
映像取材体制を整えている。今年（2017年）
はさらに30人を採用して，体制を拡充する計
画だ。

デジタル空間でのメディア間の競争の激化を
招いている背景には，テレビや新聞などの媒体
の読者・視聴者が減少していることもある。他
方でデジタルプラットフォームの成長は著しく，
大きな存在になった。例えば2017年1月のワシ
ントン・ポストのユニーク・アクセス数は9,800
万件で，FacebookやTwitter，Snapchatなど
様 な々プラットフォームから接触されていた。メ
ディア側がこうした新しいプラットフォームに，
読者や聴衆を追いかけていかなければならな
い状況になっている。

●トランプ大統領とメディア

　～不思議な相互依存関係～

トランプ大統領は選挙期間中，自分に批判
的なメディアに取材を禁じたり，今もメディアを

「フェイク・ニュース（＝偽のニュース）」，「アメリ

カ国民の敵」などと非難する。しかし大統領や
政権について報じることはジャーナリストの仕
事，メディアの使命である。

皮肉なことにメディアを痛烈に批判するト
ランプ大統領は，実はアメリカの報道機関
に恩恵をもたらした存在でもある。選挙期間
中，アメリカの主なケーブルニュースチャンネ
ルは積極的にトランプ氏を取り上げ，CNN，
MSNBC，Foxの3つは去年（2016年），記録
的な視聴率を達成し，記録的な利益を計上し
た。ワシントン・ポストでもトランプ氏の話題
は今も読者に人気が高く，最も読まれた記事
の上位はトランプ氏関連の話題が多い。トラン
プ大統領はメディアを非難し，それについてメ
ディアは記事を書く。その繰り返しだが，読者
はなぜか飽きない。アメリカの報道機関とトラ
ンプ大統領は，不思議な相互依存関係にある
といえる。

2）2016年米大統領選報道の主な特徴

① 番記者の活躍

2016 年大統領選では，候補者に同行取材
する番記者（“embed”）が大活躍した。大統
領選で番記者がこれほど連日，速報でニュー
スを伝えた例はあまり見ない。
② “ファクト・チェッカー”の登場

発言や記事が事実かを確認する“ファクト・
チェッカー”という仕事を世に送り出したのは，
トランプ大統領の功績といえるだろう。ワシン
トン・ポストでは専任の“ファクト・チェッカー”
を2人，ニューヨーク・タイムズでは1人抱え
ている。PolitiFactなど，事実確認だけを行
う団体や専門サイトも誕生した。
③ ソーシャルメディアのライブ配信機能の導入

選挙期間中にソーシャルメディアが新たにラ
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イブ配信機能を導入したことで，人々は記者と
同じ場所にいるような感覚でニュースを視聴で
きるようになった。Facebook Liveはワシント
ン・ポストでも人気のコンテンツで，2017年1
月のワシントン・ポストへの9,800万件のユニー
ク・アクセス数のうち3分の2はスマートフォン
で読まれ，ストリーミングで視聴されている。
スマートフォンは，今や報道機関が読者や視
聴者にリーチするだけでなく，コミュニケー
ションをとる重要なチャンネルになっている。

3）メディアの課題
●新たなビジネスモデルの不在

デジタルの読者が増えた一方，新聞の読者
は減少している。この傾向は長年続いていた
が，デジタル化が新聞の衰退を一気に加速さ
せた。私が入社した1988年当時，ワシントン・
ポストの発行部数は1日70万部だったが，今
はその半分以下まで落ち込んでいる。今の若
者は携帯電話やタブレット，デスクトップで
FacebookやTwitter等を経由してニュースを見
ている。それはアメリカのメディアの未来でも
あり，現在でもある。いつか“紙面”はなくな
るかもしれない。

問題は，アメリカの新聞社の収入が，今も
大半を紙媒体から得る構造になっていて，デ
ジタルが紙媒体ほど儲からないことだ。ワシン
トン・ポストでは紙面の広告が収入の75％ほど
を占めていて，残りがデジタル広告という内訳
になっている。紙面の広告の減少分を単価が
安いデジタル広告で埋め合わせるのは厳しい
状況で，業界全体が強い危機感を抱いている。
このため，報道機関は最近，価格がバナー広
告の約10 倍とされる，オンラインのビデオ広告
に力を入れるようになった。

新聞は利益率が50％という，かつて世界
で最も儲かるビジネスだったが，アメリカの新
聞社は今，どこも財政難で人員削減を進めて
いる。世界に冠たるニューヨーク・タイムズや
ウォール・ストリート・ジャーナルでさえも例外
ではなく，ニューヨーク・タイムズは近々 200
人ほどの記者の削減を発表するのではないか
と言われている。しかし，人員を削減すれば
ニュースの取材・制作もできなくなり，早晩行
き詰まることは目に見えている。

アメリカでは建国前からどの町にも1紙は新
聞があって，今も全米で1,000以上の日刊紙
があると言われている。アメリカで新聞社や 
テレビ局が破たんするなど考えられないこと
だったが，この状態が続けば，今年中にもア
メリカの主要都市で日刊紙が消えるところが出
てくるかもしれない。町から地域のメディアが
消えることはないだろうが，メディアの姿が変
わる可能性は高い。

 

アメリカの新聞業界が厳しい状況にある中，
ワシントン・ポストは恵まれている。2013年に
社主になったAmazonの創始者，J.ベゾス氏
は編集方針に口を挟むこともせず，何も言わ
ずにお金をどんどん出してくれる。ベゾス氏が
オーナーになってから，ワシントン・ポストは

ワシントン・ポストのウェブサイトを示すファーヒ記者
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他社の動きと逆行して100人ほど記者も増やし
た。報道機関にとって素晴らしい，理想的な
オーナーだ。

●“フェイク・ニュース”の問題

今回の大統領選で“フェイク・ニュース”が
拡散したことは，メディアにとって大きな脅威
だ。フェイク・ニュースとは，ジャーナリストで
もない人が悪意をもって政治家のゴシップを
でっちあげたり，噓の記事を流してクリック数
を増やし広告で儲けようというものを指す。ト
ランプ大統領はメディアを“フェイク・ニュース”
と呼ぶが，彼は自分が気に入らないものをす
べて“フェイク（＝偽）”と呼んでいる。フェイク・
ニュースと報道機関の違いは，報道機関は
間違ったら「間違えました」と訂正するところ 
だ。こうして読者の信頼を獲得することが非
常に重要だ。

権力者が国民に知らせたくないことや，国
民が知るべき事象を伝えるのが報道機関の使
命であり，存在意義だと思っている。

4）メディアの役割

アメリカ国内では今，メディア環境の変化
に伴って，自分の殻に閉じこもって心地いい
ニュースだけを見る・聞く・読む傾向が広がり
つつある。大統領選挙が終わって，幸い“フェ
イク・ニュース”の横行は少し歯止めがかかっ
たが，また次の選挙でもフェイク・ニュースは
出てくるだろう。それまでの間に，メディアは
読者・視聴者が離れていかないようにしなけ
ればならない。報道機関が提供する，信頼で
きるニュースに人々を惹きつけ続けなければな
らない。人々が心地よいニュースだけを耳にし
たい，見たいという殻から抜け出す手助けを

しなければならない。メディアはアメリカ国民
の敵ではない。ワシントン・ポストの新しい標
語“Democracy Dies in Darkness”にもある 
とおりだ。

III.「超競争時代」の
  　     　        ニュースの課題

1）コンテンツをめぐる課題

2016 年米大統領選のアメリカのテレビメディ
アの報道には，編集判断とメディア同士の競
争がニュースコンテンツに及ぼす影響という，
2つの課題を見て取ることができる。

大統領選が終わった後にアメリカで，「テレ
ビがトランプ大統領を誕生させた」との批判
が出たことについて，ファーヒ記者は「確か
にテレビはトランプ氏を他の候補者よりも長い
時間を割いて報じたが，国民が最も関心を抱
いているニュースをメディアが報じて悪い理由
は何もなかった」と，テレビメディアを擁護し
た。トランプ氏は波紋を呼ぶ言動を繰り返し
ていたので，多く取り上げたのは報道機関とし
ての編集判断だったとするファーヒ記者の意見
には一理ある。ましてや，アメリカでは公平原
則（Fairness Doctrine）18）が撤廃されていて，
テレビ局は選挙のような社会の関心事も，独
自のニュース判断と切り口で報じることができ
る。国民が情報を得る選択肢はほかにもたく
さんあったとはいえ，投票行動への影響とい
う観点からトランプ氏を他の候補よりも多く露
出させたことに迷いはなかったのか，との疑
問は残る。メディアを批判する声は，そうした
疑問にも根差していると見てよい。

一方，CNN, Fox News, MSNBC, CNBC
等のニュース専門チャンネルの今回の大統領
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選報道について，ファーヒ記者は「ニュースを
報じるのではなく，ニュースについて語ること
が放送の大部分を占めた」と当時を振り返っ
た。Poynter Instituteのトンプキンス講師は，
これらのチャンネルに頻繁に出演して“ニュー
スを語った”専門家や評論家，コメンテーター
は代表性のない特殊な見解の持ち主ばかり
だったとして，「取材を増やす代わりに評論家
集団をニュース番組に終日，出演させていたこ
とはテレビメディアの最大の過ち」だったと述
べている。

多くの国民が大統領選に不安を感じている
中，専門家やコメンテーターが候補者の言動
や選挙の行方を論評し，時に激しい議論も繰
り広げるニュース番組は，報道としての質のよ
しあしはともかく，継続的に関心を集めるこ
とができるコンテンツだった。しかも，制作
側にとって取材に出るより制作費を安く抑えら
れるメリットがある。つまり，さほどコストを
かけずに多くの視聴者を獲得できそうなニュー
ス番組をテレビ局は戦略的に制作したのだと，
ファーヒ記者は解説した。

多チャンネル社会のアメリカでは大半の家庭
で衛星やケーブルテレビを受信していて，そこ
で同じジャンルの専門チャンネルが視聴者数を
めぐり激しく競争している実態がある。有料
の専門チャンネルにとって，視聴者数は収入に
直結する問題である。実は，大統領選が始ま
る前までアメリカのニュース専門チャンネルの
視聴者数は全般的に低迷していたが，大統領
選を機に増加していった。多くの経費をかけ
ずに人々の関心を得るため，選挙の行方や候
補者をめぐる様々な意見を「語らせる」番組を
ニュースとして放送した，しかも主要なニュー
ス専門チャンネルに総じてその傾向が見られた

となれば，それがアメリカ国民の心理，投票
行動にどう影響したのかとの疑問が生じる。

ニュース専門チャンネルの視聴者数をめぐる
競争がコンテンツに及ぼす影響の問題は，選
挙報道やジャーナリズムの課題というだけでな
く，デジタル空間でのメディアの競争がコンテ
ンツに与える影響にも重なるところがある。媒
体の垣根を越えて多くの競争相手が存在する
デジタル空間では，人々は氾濫する情報や映
像の中から自分が知りたい情報だけを効率よ
く取捨選択することができる。デジタル空間
の中で，メディア側は限りある資源で「人々に
選んでもらえる情報」を効率的に提供するとい
う，生き残りをかけた激しい競争に挑んでい
かなければならない。

マルチプラットフォーム展開を進めることは
競争相手が増え，競争が多面化することも意
味する。アメリカでは，多くの人に「選ばれる」
ニュースを制作していかなければならないデジ
タル時代のジャーナリズムのジレンマが，テレ
ビというメディアで鮮明になり，深まったとい
える。

2）経営をめぐる課題

新聞やテレビなど伝統的なメディアの経営
課題を考えるうえで，ホリフィールド教授は
ニュースというコンテンツの商品的価値に由来
する問題も見落としてはならないと指摘する。
天気予報やスポーツ，生活情報，広告など様々
なジャンルの情報のパッケージ商品だった新
聞やテレビのニュースには商品価値を見出して
もらえたが，教授は「インターネット技術とデ
ジタル広告モデルがパッケージを解体してしま
い，政治や経済などの社会にとって重要だが
面白みのないニュースを丸裸にしてしまった。
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これらのニュースは，閲覧する人が少ないと広
告はつかないし，デジタル空間では価値がな
いものにされてしまう」と語った。

また，アメリカのメディアの超競争状態が当
面続くと予想されていることも大きな懸念材料
だとしている。欧州やアジアなどのメディア産
業の事例も研究してきたホリフィールド教授に
よると，「ベルリンの壁の崩壊後，西側のメディ
アが大挙して東欧に参入したことで，東欧諸
国のメディア市場は今のデジタル空間のような
超競争状態に陥ってしまい，今もその状態が
続いている。一般的な経済原理では，市場が
飽和状態になると競争に負けた弱者が撤退す
るので，市場は落ち着きを取り戻すことができ
る。しかし，メディアという産業の市場では，
敗者は撤退しない。“メディアであること”の
金銭以外の社会的な特権やうまみが大きいの
で，撤退せずに経営規模を縮小したり，業態
を変えたりしてビジネスを継続させるのだ」と
いう。

飽和状態にある市場で，すべてのメディア
が広告収入で成り立つと考えるのは非現実的
である。小さくなった取り分をめぐって激しく
競争する状況が市場で常態化してしまうと，
メディア企業の経営と業績に悪影響を与える
ことは間違いない。しかもデジタルの世界は
今も変化し続けていて，不確定要素も多い。

デジタル広告モデルが導入した広告の成果
主義は，アメリカではメディアの産業としての
エコシステムのみならず，ニュースという分野
ではコンテンツそのものを脅威にさらしている
可能性がある。

3）「強い公共メディア」待望論

メディアの競争が激化していることを受け

て，アメリカでは，競争がジャーナリズムの
質を低下させるのではないかという懸念ととも
に，公共メディアへの期待が高まりつつある。

米ハーバード大学ケネディ・スクールのメディ
ア大学院ショレンスタイン・センターのニッコ・
ミリ所長は，「アメリカのメディアは今後，経
営的判断から大衆が求める扇情的なニュース
を重視する方向に流れるだろう」と警鐘を鳴ら
す。ミリ所長は「メディアには『大衆が求める
もの』だけでなく，『必要な情報』も提供する
責任がある。しかし，多くのアメリカのメディ
アは財政難に陥っていて，企業である以上は
収入を維持するために，大衆の関心を集めら
れるコンテンツを重視していかざるを得ない」
と危機感を募らせている。

ホリフィールド教授も「議会での審議など面
白みのないニュースに，商業ベースの需要は到
底見込めない」と懸念する。問題はどうやって
そうしたニュースに“お金を払ってもいい”と社
会を納得させられるかだが，ホリフィールド教
授は「納得させられないことは歴史が証明して
いる」と言う。

2人は，公共メディアを強化することで，地
域やコミュニティーの重要なニュースが提供さ
れなくなる事態を防げるのではないかと期待
を寄せる。ミリ所長は，篤志家の寄付金に頼
らざるを得ない非営利の小規模な報道機関で
は，アメリカ全体のジャーナリズムを支えるの
に限界があると強調した。アメリカでは新聞
メディアの衰退が本格化し始めた2009年ご
ろに強い公共メディアに期待する声が出始め，
いったん収束したものの，今回の大統領選で
のメディアへの批判の声とともに復活したとい
う。

デジタル時代のジャーナリズムが置かれた
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状況の危うさについて，ファーヒ記者も別の
角度から2人の懸念を裏づける話を披露した。

「新政権の重要ニュースはたくさんあるのに，
前日に最も読まれたワシントン・ポストの記事
は，大統領顧問のケリーアン・コンウェイ氏
が大統領執務室で靴を履いたままソファーに
足を上げたという記事だった」と述べて，「デ
ジタル空間では，どのニュースに関心が集まっ
ているかが瞬時にわかってしまうが，これに
はいい面と悪い面がある。“社会が知るべき
情報”ではなく，“ウケる記事”を書こうという
方向に流されることがある」と，取材する側の
葛藤を率直に語った。

しかし，自由主義経済と“小さな政府”を是
とするアメリカでは，公共メディアはそもそも
不要だという声が根強い。2017年3月にトラン
プ政権が発表した2018会計年度予算案では，
公共放送 PBSなどにこれまでおよそ5 億ドル

（約550 億円）配分されていた連邦政府の補助
金は，計上しない方針が明らかになった。ト
ランプ政権下のアメリカにおいて，強い公共メ
ディアが誕生する可能性は極めて低い。

 IV. まとめ

2016 年米大統領選は，アメリカのメディア
が多面的にプラットフォームを拡大し，デジタ
ル空間での映像ニュースをめぐる競争が本格
化する契機になった。しかも大統領選報道に
は，例えば 360°カメラで両党大会の模様をラ
イブ配信したYouTubeなどのプラットフォーム
事業者も参戦している。極端な例では選挙終
盤，トランプ氏が「自分の考えを正しく伝える
ために」ライブ配信局を立ち上げる，との噂が
流れたほどである。このようなデジタル空間の

変容ぶりと，そこで情報発信のプラットフォー
ムを一気に拡張させたことは，アメリカの伝
統的なメディアにどう影響したのだろうか。

モバイル機器の普及やソーシャルメディア等
の新しいサービスがアメリカのメディア環境や
アメリカ人が情報を得る手段に変化をもたら
していることは以前から指摘されていたが 19），
ネットワーク局をはじめアメリカの伝統的なメ
ディアが今回の大統領選でそのことを実感し
たのは間違いない。この経験や教訓も踏まえ，
2017年はアメリカの伝統的なメディア全般が
デジタルプラットフォームの拡充，あるいは移
行する動きを加速させていくものと思われる。
フロリダ州立大学のオルムステッド教授は「今
後は広告も複数のプラットフォームの枠をセッ
ト販売することがビジネスの主流になるだろう
から，マルチプラットフォーム展開の継続は必
須」としている。しかし，デジタル空間で展開
を拡充しても大きな収入に結びつかないという
業界全体の課題は，当面解消されそうにない。
今後アメリカでは，地方の新聞社や放送局な
ど伝統的なメディアが厳しい財政状況におか
れていることから，メディア企業の統廃合など
業界再編の動きが加速すると予想される。

一方，折に触れてメディアへの敵意をむき
出しにする大統領のおかげ（？）で，政権関連
の細かい情報をめぐる報道合戦は今も続いて
おり，メディアの競争はさらに激しくなりそう
な様相も見せている。オルムステッド教授は 

「デジタル空間ではユーザーに信頼されること
が不可欠」として，ブランド力がある伝統的な
メディアは有利な立場にあり，フェイク・ニュー
スの問題が勃発したことはむしろ好機だと
語った。その好機も活かしつつ，現代人のメ
ディア横断的な接触行動に即した手段と選択
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肢を提供していくことこそ，伝統的なメディア
が「変化し続ける現代人の生活の一部であり
続けられるカギ」だと教授は強調する。技術
革新による社会や人々の変化を注視し，敏感
に対応していかなければならないメディアの課
題は多い。

ファーヒ記者は「モバイル機器は世界中に普
及しつつある。今のアメリカのような状況はい
ずれ日本や世界に波及する」と予想した。日米
で制度や産業の構造は異なるが，デジタルの
広告ビジネスモデルの問題は，いわば世界の
メディアに共通する課題だといえる。また，ア
メリカのデジタル空間でのメディアの競争の行
方，そして大手テレビ局などの伝統的なメディ
アが人々のメディアとの関わり方の変化にどう
対応していくのかという観点から，今後も同国
のメディア動向の推移は注視していく必要があ
るだろう。

（ふじと あや）

 

注：
 1） ヒアリングは 2016 年 12 月に米ネットワーク局

2 社のニュース部門に加え，大学教授やジャー
ナリスト，非営利の調査機関やジャーナリズム
団体などで実施した（対象機関：ABC News, 
CBS News, Harvard University Kennedy 
School Shorenstein Center, University of 
Georgia, Poynter Institute, University of 
Florida, Pew Research Center, Washington 
Post, University of Michigan）。

 2） 出典：Pew Research Center“The Modern News 
Consumer” （July 2016）
http://www.journalism.org/2016/07/07/
pathways-to-news/

 3） OTTとは“Over The Top”の略。通信事業者以
外でインターネット回線を通じてメッセージや音
声，動画コンテンツなどを提供する企業を指す。 
動画配信サイトの YouTube や Hulu，Netflix，

ソーシャルメディアの Twitter や Facebook など
もこれに含まれる。

 4） Facebook の M. ザッカーバーグ会長は「ポケッ
トにテレビカメラを持ち歩く感覚で，スマート
フォンでいつでも世界に放送できるようになっ
た」とコメントしている。
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / z u c k /
posts/10102764095821611

 5） 米フロリダ州にある非営利のメディア専門の
教育研究機関。ジャーナリストの養成やメ
ディアに関係する研究を行っていて， シンク
タンク的な役割も果たしている。デマや虚偽
ニュースを峻別する「事実確認基準」を提唱し，
Facebookの虚偽ニュースを通報する仕組み作
りにも協力している。
http://about.poynter.org/about-us/mission-
history

 6） Variety 記事
http://variety.com/2016/digital/news/abc-
news-facebook-live-28-million-streams-political-
conventions-1201826599/

 7） Nielsen によると 2016 年のアメリカの 18 歳以
上のニュースの平均聴取時間は前年比 +18％
で，増加理由は専門チャンネルのニュースの伸
びにあると分析している。
http://www.nielsen.com/us/en/insights/
reports/2017/the-nielsen-total-audience-
report-q4-2016.html

 8） BuzzFeed，Newstalk 記事ほか
https://www.buzzfeed.com/stevenperlberg/
how-donald-trump-launched-a-new-golden-
age-for-cable-tv?utm_term=.eoywdneny#.
gmWOY8e8B
http://www.newstalk.com/CNN-profits-up-
thanks-to-Trump

 9） 2016 年 2 月にサンフランシスコで行われた会
議での発言。後日，CBS 社長は「あれはジョー
クだった」と弁明している。
http://www.hollywoodreporter.com/news/
leslie-moonves-donald-trump-may-871464

 10） Nielsen の発表による。
http://www.nielsen.com/us/en/insights/
news/2016/first-presidential-debate-of-2016-
draws-84-million-viewers.html

 11） 討論会前後の広告枠の販売価格。討論会の最中
は広告を放送しない。なお，価格はチャンネル
や広告のパッケージの仕様によって異なる。
https://www.washingtonpost.com/news/
business/wp/2016/09/27/how-advertisers-
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turned-the-presidential-debate-into-a-new-
super-bowl/?utm_term=.0c0f4de401d1

 12） 日本では選挙に立候補した人は選挙期間中，放
送に広告を出せないが，アメリカでは選挙資金
の主な使い道はテレビの選挙広告である。選挙
の立候補者は，テレビの広告枠を買って自分の
広告を放送で流すことが認められている。

 13） 2016 年 10 月に Washington Post で見通しが報
じられ，CNN の Zucker 社長が 2017 年 2 月の
記者団との懇談で裏づけている。
h t t p s : / / w w w . w a s h i n g t o n p o s t . c o m /
lifestyle/style/one-bil l ion-dollars-profit-
yes-the-campaign-has-been-a-gusher-for-
cnn/2016/10/27/1fc879e6-9c6f-11e6-9980-
50913d68eacb_story .html?utm_term=.
ab2ca4614e5a
http://www.newstalk.com/CNN-profits-up-
thanks-to-Trump

 14） 同氏はネットワーク系列局のニュース部長を務
めたほか，報道番組の制作などにも携わり，ク
ラリオン賞，ピーボディ賞，エミー賞，日本賞
など受賞歴多数。
http://about.poynter.org/about-us/our-people/
al-tompkins

 15） 主に北米でのケーブルテレビや衛星等の有料配
信サービスを解約する動きを指す。ここ数年，
アメリカでは年 1 ～ 2％程度のペースで進んで
いるとも言われており，Deloitte 社では 2016
年は約 1％進んだと推計。
http://variety.com/2016/biz/news/cord-
cutting-accelerates-americans-cable-pay-
report-1201814276
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/
technology-media-and-telecommunications/
articles/tmt-pred16-media-us-tv-erosion-not-
implosion.html

 16） 掲載内容は，『NHK文研フォーラム 2017』に
ゲストとして招聘した Washington Post のチー
フ・メディア・リポーター，Paul Farhi 記者の
講演を要約し構成し直したものである。

 17） Farhi 記者は講演で「CNN.com はニュース分
野でアメリカ最大のトラフィックを誇るウェブ
サイト。ワシントン・ポストは 3 位」と述べて
いる。

 18） 放送で社会にとって重要な事象を公平・平等・
不偏不党に扱うと定めたアメリカ FCC（連邦
通信委員会）の規定。「合衆国憲法修正第 1 条
で規定する言論の自由や自由な議論をむしろ阻
害するおそれがある」との司法判断が出たこ

とが契機となり，1987 年に撤廃された。同規
定の内容と撤廃の経緯は“Fairness Doctrine: 
History and Constitutional Issues”Kathleen 
Ann Ruane, Congressional Research Service 

（2011）が詳しい。
https://fas.org/sgp/crs/misc/R40009.pdf

 19） ジャーナリスト国際センター（ICFJ）主催の
座談会で，政治報道機関 Politico の記者は具体
例として，「週 1 回行われていた大統領会見は
オバマ大統領になって以来，月 1 回程度に減っ
た。広報スタッフが特定の記者やコメディアン
を指名して大統領に独占インタビューさせる等
の対応も増えている」と発言。政治家がメディ
アを介さずソーシャルメディアで直接有権者に
言葉を発信する傾向が増えているとも指摘して
いる。
https://ijnet.org/en/blog/politico-editors-
discuss-how-social-media-changed-dialogue-us-
elections


