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この10年で飛躍的に整備されたことから，ダ
ウンロードや聴取は格段に簡単になった。そ
して，配信されるコンテンツも政治やドキュ
メンタリー，音楽，科学から笑いまであらゆ
るジャンルのものが制作されるようになり，
利用者は「好きな時に，好きな場所で，好き
なものを」選んで聞くことができるようになっ
た。最近のアメリカのポッドキャストブーム
は，映像配信サービスの急速な普及でテレ
ビのあり方を変えたNetfl ixに倣い，“音声版
Netfl ix”に例えられることもある 1）。

アメリカで最も権威あるジャーナリズムの
賞，ピュリツァー賞を選考するコロンビア大
学ジャーナリズム大学院は，メディアに関す
る研究誌『Columbia Journalism Review』を
発行するとともに，月曜から金曜までの毎日，
最新のアメリカメディア事情を取り上げた

１. はじめに～新たなブーム

今アメリカで，「ポッドキャスト（Podcast）」
が再びブームになっている。ポッドキャスト
とは，様々な音声コンテンツをユーザーが自
分の端末にダウンロードして聞くサービスの
こと。しかし現在のものは，10年ほど前のブー
ムの再来ではなく，“別物”と考えるのが適切
かもしれない。最初のブームは2000年代前半，
Appleが発売した携帯型音楽端末iPodなど
に一部の限られたコンテンツをパソコン経由
で落として聞くというニッチなサービスだっ
たが，この10年余りでデジタルを取り巻く環
境は激変し，ポッドキャストのあり方も変わっ
た。現在の中心的デバイスは誰もが手にして
いるスマートフォン（10年前には存在しなかっ
た! ）で，それをつなぐモバイル通信環境も

米・ラジオもオンデマンド時代の到来か
～スマートフォンで“復活”する「ポッドキャスト」サービス～

国際放送局多言語メディア部（前メディア研究部）		柴田　厚

アメリカで「ポッドキャスト」が再びブームになっている。中でも公共ラジオNPRは，多様なコンテンツを制作し，
それを全米に配信し，さらに人材を育成するなど，ポッドキャストをめぐる動きの中心になっている。新設された
CDO（チーフ・デジタル・オフィサー）のトーマス・ヘルム氏は，ポッドキャスト人気について「テクノロジーの進化
に加え，“storytelling（物語，語り）”の力が見直されている」と語る。

NPRは政治や経済，映画，音楽など30を超えるポッドキャストを提供しているが，そうした多彩な内容を
聞くことのできるのがスマートフォンアプリの『NPR One』。「Listen」では最新のニュースやリポートを提供し，

「Explore」では過去の様々なコンテンツにアクセスすることができる。NPR Oneで重視されているのが，“フィルター
バブル”に陥らないことである。フェイクニュースが増加し，社会の分断が加速する中，バランスのとれたコンテン
ツを提供するNPRの存在意義は大きい。

ポッドキャストはラジオ局だけに限ったものではない。New York Timesはトランプ政権をウォッチングする平日
毎日のポッドキャスト『The Daily』を2017年2月に開始。記者の“息づかい，人間くささ”が伝わり，評判を呼ん
でいる。また，Washington Postは週1回，『Can He Do That?』を制作・配信。非営利ニュースメディアのCIR

（Center for Investigative Reporting）も新たなコンテンツ配信の手段としてポッドキャストを使うなど，注目が集
まっている。
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ニュースレターを発行している。最近ではト
ランプ政権とメディアの関係を扱ったテーマ
が多いが，2017年 3月 30日版ではポッドキャ
ストが取り上げられた。そこでは「大統領選
挙で繰り広げられたケーブルチャンネルでの
怒鳴り合いのような議論に，多くの人，特に
若者はうんざりしている」「ケーブルなどの

“死んだ言葉（dead language）”に対して，
ポッドキャストの語りと内容は若い人に届き，
若者の利用者が増えている」と，その魅力と
可能性に着目している。

また，イギリスのBBCは同年 4 月17日の
記事で，ポッドキャストは，動画配信ほどの
主流サービスにはまだなっていないとした上
で，「玉石混交のコンテンツがひしめくサー
ビスはかつてのブログのようであり」「Netfl ix
のような大爆発ではないが，じわじわと時間
をかけて，数年以内に燃え上がる（ヒットす
る）だろう」と予測している 2）。

現在，アメリカのポッドキャストを牽引す
るのは，公共ラジオNPRである。彼らは，多
様なジャンルの番組を制作してポッドキャス
トの新たな可能性を探る「制作者集団」であ
ると同時に，それを全米に（世界にも）提供す
る「配信プラットフォーム」であり，さらに

「人材育成・輩出のハブ（中心拠点）」にもなっ
ている。また最近では，放送局以外のメディ
アのポッドキャストへの参入も目立ち，新聞
社のNew York Timesのように成功を収める
ケースも出ている。こうした一連の動きは，
デジタル空間に無数の言葉があふれ多くのコ
ミュニケーションが成り立っているようにみ
えるものの，実は一種の“コミュニケーショ
ン不全”が生じている中で，若い人たちを中
心に“生きた言葉”の魅力をポッドキャスト

に見出しているのではないかとも考えられる。
この報告では，なぜ，今アメリカでポッド

キャストが脚光を浴び，特に若者に支持され
ているのか，その要因を探り，NPRやほか
のメディアが展開するポッドキャストの特徴
を紹介するとともに，新しい時代の音声メディ
ア＝ポッドキャストの可能性と課題について
考える。ただ，ポッドキャストは今まさに発
展途上の（初期段階と言う人もいる）メディ
アで，現在のサービスの全体像や将来の形も
わからないことが多いというのが，現地の当
事者や研究者の共通した意見のようである。
そのためここでは，なるべく新しい情報を織
り込みつつ，アメリカのポッドキャストの“今”
をせき止めて伝える途中経過報告としたい。
構成は以下の通りである。

１.はじめに～新たなブーム

２.ポッドキャストの歴史と特徴

３.“牽引役”NPR

４.アプリ『NPR	One』

５.放送局以外のポッドキャスト

６.おわりに～課題と今後の可能性

２. ポッドキャストの歴史と特徴

最初のポッドキャストは2004年頃に始まっ
たとされるが，広く聞かれるようになったの
は，Appleが携帯型音楽端末のiPodを発売し，
音楽などの配信プラットフォームiTunesを
始めたことがきっかけだと言われる。それ
は「ポッドキャスト」というネーミングが，
iPodの「ポッド」とbroadcast（放送）の「キャ
スト」を合成して作られた言葉だということ
からもわかる。長くラジオ事業に関わった後，
RadioPublicという配信組織を立ち上げたジェ
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イク・シャピロ（Jake Shapiro）氏によると，
ポッドキャストのブームは 3つある。1つめ
は iTunes 開始に伴うもので2004～06年頃。 
2つめはスマートフォンのiPhoneが発売さ
れ，その革新的な機能で人気を集め広く普及
した2008年頃。そして3つめが，後に述べる

『Serial』というヒット作が2014年に世に出て
ポッドキャストが改めて注目され，多くのプ
レーヤーが参加して今に至るものである 3）。

同氏はさらに，現在のブームの前にはそ
の下地となるようないくつかの動きがあっ
たことも指摘している。それは，Spotifyや
Pandoraといった有料のオンデマンドラジオ
が人気を呼び，リスナーに「（与えられるだ
けでなく）自分が聞きたいもの，質の高いも
のを自分で選んで（お金を払ってでも）聞き
たい」という要望と準備があったこと，映像 
配信のNetflixや衛星ラジオのSiriusXMが 
普及し「月額固定料金（で見放題・聞き放題）
サービス」という考え方が定着してきてい 
たこと，そして何より，スマートフォンなど
の「モバイル通信環境」が飛躍的に整備され
て利用者が時間的・空間的・デバイス的な 

“自由”を得たこと，などである（ポッドキャス
トへのアクセス方法は，パソコン経由が減
る一方で，スマートフォン利用は2013年の
42％から2016年は71％に急増している）。

さらに，著名なメディア批評家のケン・ドク
ター（Ken Doctor）氏は，最近のポッドキャ
ストの興隆においては，プレーヤーとして，そ
してリスナーとして，「若者」の果たす役割が
大きいと指摘する 4）。従来の地上波ラジオの
作り手・聞き手は（若者ももちろんいるが）中
年以上の世代が多いのに対して，ポッドキャス
トは明らかに若者が主導している。20代，30

代の彼らはデジタル技術やその利用方法に 
詳しく，それを生かして聞きたいものや聞い 
てもらいたいものを自分で作り，自分で配信 
する。これは初期のブログの状況に似てい
る。最近新しく立ち上げられたポッドキャス 
トのスタートアップ企業，GimletやPanoply，
Wondery，Radiotopiaなどでは，若者が「作
り手」の中心になっている。

さらに，ポッドキャストの「聞き手」も若者
が中心である。公共メディアへの支援で知ら
れる財団のKnight Foundationが行った調査
によると，ポッドキャストリスナーの平均年齢
は「30 代前半」とみられている。彼らの特徴
的な属性として「若い」「男性」で「都市部に
住み」「高学歴」で「収入が高い」人が多いと 
いう結果が出ている 5）。デジタルネイティブ世
代の彼らは，座って与えられるのをただ待つの
ではなく，自分の聞きたいものは自分から“取
りに行く”。良くも悪くも自分の欲求に素直で 
あり，テクノロジーの進歩がそれを可能にして
いる。

ただ，ブームとは言っても，利用者数から
みると，ポッドキャストが「人気のメディア」
か「ニッチなメディア」かの判断は分かれる。
Pew Research Centerはここ10年ほどの利

ポッドキャストを聞いた人の推移
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用者数を調べているが，2016年発表の調査
結果によると，「12歳以上で過去にポッドキャ
ストを聞いたことのある人は36％で，アメ
リカ国民の3人に1人」「過去１か月に聞いた
人は21％で，国民の5人に1人」となってい
る 6）。

これを，ゆるやかながら着実な伸びとみる
か，ほとんど変化がないとみるかで，ポッド
キャストへの評価は分かれる。しかし，調査
が行われた時期から1年半以上が経つ今，ア
メリカ現地の報道を見る限り，ポッドキャス
トに関する情報は増え，ジャンルや番組数，
利用者の数がこの間に増加していることは確
かである。

ラジオとポッドキャストの違いは何か。
様々な要素が考えられるが，ポッドキャス
ト配信会社Libsyn幹部のロブ・ワルチ（Rob 
Walch）氏は次のような点を挙げる 7）。
①ラジオは 1 回限り（消えるもの）：ポッドキャ

ストは反復可能（残るもの）
②ラジオはローカルに放送：ポッドキャス

トは世界に配信
③内容選択のイニシアチブは，ラジオは放

送局：ポッドキャストは利用者
④取り上げる対象やテーマは，ラジオは広

く一般的：ポッドキャストは狭くニッチ
こうしたことから，受け身で長時間，ゆっ

たりと聞くにはラジオは最適なメディアだが，
時間や場所，目的を限って聞くにはポッドキャ
ストというメディアが適していると言えるか
もしれない。さらに，ダウンロードするため，
聞くのに電波事情や通信事情に左右されない
点や，フォロー（登録）しておけば，常に最
新の内容に自動更新されるのも，ポッドキャ
ストのメリットである。

３.“牽引役”NPR

現在のアメリカのポッドキャスト界で多く
の番組やコンテンツを制作・配信し，大きな
影響力を持つのが，公共ラジオのNPRであ
る。NPRは1970年に設立され，ワシントン
DCの本部から全米 950余りの地方の公共ラ
ジオ局に番組を配信している。内容は，ニュー
ス，音楽，文化・芸術を3つの主要な柱とし，
特に報道や時事問題に強い。全米各地と世界
17か国に支局と記者を置き，ニュースの質・
量ともに商業ラジオを圧倒しており，アメリ
カを代表する報道機関の1つである 8）。

NPRを代表する2大ニュース番組である朝
の『Morning Edition』と午後の『All Things 
Considered』は，アメリカで最も聞かれるラ
ジオ番組のトップ 5に常に入り，2016年秋に
は週間聴取者数が過去最高を記録した。同
社の幹部は「ニュースへの信頼が揺らぐ中，
常に正確な情報を提供してきた NPRへの支
持が高まっている」とみている。

そのNPRは2000年代半ば以降，デジタル
での多様なコンテンツ展開に積極的に取り組
み，ラジオ局の枠を超えて，最先端の「デジ
タルメディア企業」としての活動を強化して

NPR本部
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いる。具体的には，従来からの放送に加え，
ネットを使ってあらゆる方法でリスナー／ユー
ザーにコンテンツを届けること，そしてデジ
タル時代に合った番組やコンテンツを開発す
ることである。2016年 3月にはデジタル開発・
発信を統括する「チーフ・デジタル・オフィ
サー（Chief Digital Officer＝CDO）」の役職
を新たに作り，ニューヨークの有力公共ラジ
オ局New York Public Radio（NYPR）から
ベテランプロデューサーのトーマス・ヘルム

（Thomas Hjelm）氏を招いた。ヘルム氏に話
を聞いた 9）。

―NPRはなぜ「CDO」というポジション

を新たに作ったのでしょう？

トーマス・ヘルム氏（以下，ヘルム氏）：今ア 
メリカのメディアは，ラジオもテレビも新聞も 
雑誌もどこでも，デジタルを使っていかに多
様な形でコンテンツを出すかが最優先課題に 
なっています。これまではセクションごとにバ
ラバラに行っていたものを，CDO のもとで一
元的に行うやり方が一般的になっています。 

私は前の職場の 
NYPRでもCDO 
兼副会長を 5 年
務め，様々なデ
ジタル発信の取
り組みを行ってき
ました。NPR で
もそのノウハウや
蓄積を生かすこ
とが求められて
います。

―NPRでは，具体的にどんなことをして

いるのですか？

ヘルム氏：放 送で出すものをいかにウェブ 
ページやモバイル，あるいはアプリに展開す
るかを考え，関係するセクションと調整しま
す。特に NPR は強力な取材力とネットワー
クを持った報道機関ですので，取材部門との
協力は欠かせません。「デジタル（技術部門）」
と「エディトリアル（編集部門）」はコインの裏
と表です。両者がうまくかみ合った時に NPR
の力が最大限に発揮できるのです。その橋
渡しをするのが私の役目です。

―デジタル展開の一環として，NPRはポッ

ドキャストに力を入れていますね？

ヘルム氏：ポッドキャストに関しては NPR に 
は十数年の歴史があります。先ほどコインの
裏表の話をしましたが，「エディトリアル」の中
には，ニュースとともに NPR が作ってきた数
多くの素晴らしいラジオ番組も含まれていま
す。今，NPR は 30 以上のポッドキャストの
番組を出しています。放送番組をポッドキャス
トに展開したものもあれば，ポッドキャスト独
自で開発・制作したものもあります。今では
皆が自分のスマートフォンでポッドキャストを
手軽に聞ける時代になり，NPR はその充実に
力を入れています。

―なぜ，今ポッドキャストが支持される

のでしょう？

ヘルム氏：テクノロジーの進歩のおかげもあ
りますが，私は「storytelling（物語，語り）」

NPRチーフ・デジタル・オフィサー
トーマス・ヘルム氏
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の力が見直されているのだと思います。今，
私は 50代ですが，自分が少年の頃，あるい
は 1920年代のラジオの草創期の頃のことを考
えると，ワクワクした気持ちがよみがえってき
ます。雑音交じりでしたが，よく練られた物語
やドラマ，じっくりと聞くインタビュー，自分だ
けに話しかけてくるような語りを聞くため，ラ
ジオにじっと耳を傾けました。それをラジオ
の“ロマンス”と呼んでもいいかもしれません。
最近のポッドキャストの人気は，昔のラジオが
持っていたロマンスの再発見ではないかと思う
のです。そのきっかけとなったのが，2014年
にヒットした『Serial 』です。

Serialはまじめな報道番組でしたが，とて
もていねいに作られていて，昔のラジオの良
い部分を踏襲していました。昔は翌週の番組
を心待ちにしていたものですが，今では12
回全てを一度に聞くこともできます。Serial
のような「良質なコンテンツ」とスマートフォ
ンのような「優れたデバイス」が結びついた
ところに，今のポッドキャスト人気の理由が
あるのだと思います。

音楽や娯楽の番組ではなく，シリアスな調
査報道ドキュメンタリーが多くの支持を集め
たこと，さらにそれが実際に社会を動かした
という意味で，Serialはエポックメイキング
なポッドキャストとなった。そして，これを
きっかけに第 3のブームが起こる 10）。
……………………………………………………

現在NPRが配信している主なポッドキャ
ストには，以下のようなものがある。冒頭で
NPRは有数の「配信プラットフォーム」であ
ると述べたように，NPRが作る番組に加えて，
地方の公共ラジオが作るものや，独立のプロ
ダクションが制作するものも配信している。

＊Planet Money（経済）
＊NPR Politics（政治）
＊Pop Culture Happy Hour
   （本・音楽，テレビ他）
＊Modern Love（朗読，エッセイ）
＊Wait, Wait. . . Don’t Tell Me（笑いとクイズ）
＊Cinema Junkie（映画）
＊Alt. Latino（ラテン音楽）
＊Back Story（歴史）
＊TED Radio Hour（ラジオ版TED）
＊Invisibilia（サイエンス）
＊Only A Game（スポーツ）

ここに挙げたのは一部だが，これらに共通
するのはリラックスした語り，あるいは複数
の出演者による肩の凝らないトークで番組が
進行するという点である。政治や経済でも難
しい作りにはしない。番組の多くは20～30
分と聞きやすい長さだが，1時間を超えるも
のもある。

筆者が面白いと思ったものをいくつか紹

『Serial（シリアル）』は，シカゴの公共ラ
ジオ局KBEZ制作の『This American Life』
のスピンオフ番組で，調査報道のドキュメ
ンタリー。1999年にメリーランド州で女子
高生が殺害され，ボーイフレンドが逮捕さ
れ服役したが，十数年後にKBEZの女性プ
ロデューサーが再取材して寃罪の可能性が
高いことがわかり，様々な角度からの取材
で1時間× 12回にわたって伝えた。番組は
大きな反響を呼び，配信後にiTunesで500
万ダウンロードを最速で達成。番組をきっ
かけに，2015年に裁判所が再審開始を決定
した。
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介したい。1つは『Civics 101』である。これ
は，アメリカの民主主義，政治機構がどのよ
うに機能しているかを，毎回 1つのテーマを
取り上げて，専門家に聞くものである。例え
ば，「大統領令（Executive Orders）」「大統
領首席補佐官（Chief of Staff）」「国家安全保
障会議（The National Security Council）」「核
のボタン（The Nuclear Code）」「大統領に
よる拒否権（Veto）」「政治家のスピーチ作成

（Political Speechwriting）」「大統領の罷免
（Impeachment）」などについて，その分野に
詳しい研究者や当事者を招き，司会者がま 
るで学生が教授に質問するように聞いてい 
く。トランプ政権が誕生して政治の動きに大
きな注目が集まるなかタイムリーな企画で，
話はわかりやすく，長さも1 回 15 分程度と
聞きやすい。“今さら聞けない政治の質問に
答えてくれる，かゆい所に手が届く”ポッド 
キャストと言える。Civics 101は，ニューハン 
プシャー州の公共ラジオ局が制作している。

もう 1 つは，全く毛色の違う『Terrible, 
Thanks for Asking』というポッドキャスト
である。タイトルは，英語のあいさつ「How 
are you?」に対しての決まりの答え「Fine, 
thank you.」を逆手にとったもの。「調子はど
う?」「ええ，最悪です」といったニュアンス
だろうか。人は笑顔と良心で毎日を過ごそう
とするが，実際の人生はそれだけでは済まな
い。生きる上での心の痛みや葛藤，気まずさ，
つまずきなどのつらいこと，人間くさいこと
について素直に語ろうという異色の番組であ
る。夫を病気で亡くした女性作家ノラが司会
を務める「おかしく，悲しく，落ち着かない

（funny/sad/uncomfortable）ポッドキャスト」
と銘打っている。扱うテーマは深刻だが，番

組トーンは決して暗くない。モノローグ，あ
るいはインタビューと最小限の効果音，そし
て印象的なテーマ曲で，シンプルな作りだが
思わず内容に引き込まれる。

もう1つ，『Invisibilia』にも触れておきた
い。Invisibilia とはラテン語で“目に見えな
いもの”を意味する。NPRのサイエンス担当
の女性記者 2 人が進行役となり，人間の心理
が行動にどう影響を与えるかを，実際の事例
と関係者へのインタビューを使って解き明か
していく。1回目の配信では，外見は良い夫
で通っている男性が，心の中ではナイフで妻
を殺す妄想にとりつかれたケースを取り上げ
た。多くの医師やセラピストを取材し，科学
的根拠に基づきつつ，サスペンスの要素も
取り入れた作りが人気を呼び，Invisibilia は
2015年のヒット作となった。1 話 1 時間と長
くやや難解だが，ていねいな番組作りと展開
の面白さで飽きさせない。現在，第 3 シリー
ズを配信中である。

アメリカのポッドキャストブームを調べて
いくと，その魅力や人気の秘密は，先ほど
一覧で挙げた政治や経済，映画や音楽など
のいわば“王道”のジャンルとともに，実は

『Terrible,  . . . 』や『Invisibilia』などの，一言
では説明が難しいような“ニッチ”なテーマ
や分野を扱ったものにあるのではないかと感
じる。コンテンツの数が多く，英語の壁もあ
るため，番組全体や細かいニュアンスまで把
握するのは筆者にはなかなか難しいが，そこ
には「万人受けはしないものの，興味のある
人や好きな人にはたまらない」ディープな世
界が広がっているように思える。わかりやす
く例えれば，NHKの“総合テレビ的”ではな
く，“教育テレビ的”な世界とでも言えるだ
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ろうか。それこそが，ラジオではなくポッド
キャストならではの特徴を生かしたコンテン
ツと言えるかもしれない。

そうした多様なポッドキャストを集め，聞
いてもらうために作られたのが，NPRが提
供するアプリ『NPR One』である。

４. アプリ『NPR	One』

スマートフォン用アプリ『NPR One』は2014
年に初めて公開された。その後アップデートを
重ね，現在のものには様々な機能が備わり，
かつ，使いやすくなっている。NPRは放送は
もちろんだが，デジタル発信の中でも特にモ
バイル向けサービスに力を入れており，その集
大成がこのNPR Oneと言える。ここでは，
NPR Oneの詳細と，そこに込められた“NPR
の考え方”についてみてみたい。

NPR OneはiTunesで無料でダウンロード
できる。アプリを開くと，その機能は大きく

「Listen（聞く）」と「Explore（探す）」の 2 つ
に分かれ，スワイプで簡単に切り替えられる。
Listenはいわゆる「フロー系」，Exploreは

「ストック系」コンテンツである。
アプリを起動させると，最初にNational 

Newscast（最新ニュース）が3 分間流れる。
その後のListenは，いわば“おまかせ”であ

る。NPRが「今，こんなコンテンツがいい
ですよ」と次から次へと選んで流してくれ
る。前述した『Morning Edition（ME）』や

『All Things Considered（ATC）』などで放送
した最新のニュースやリポートが中心である。
1つ1つのセグメントはおおむね2～5分くら
いのものが多く，時には30分を超える番組
が流れる場合もある。気に入らなければ，ス
キップして次の新しいコンテンツに行くこと
ができる。画面上に表示されるのは，今，流
れているコンテンツのタイトルと，「ストップ」

「スキップ」「15秒巻き戻し」の3つのボタン
のみ。実際に使ってみるとこれで十分である
ことがわかる。

自分の所在地を入力することで，最寄りの
公共ラジオ局のコンテンツも配信される。使
えば使うほどその人の嗜好を学び，その人向
けのコンテンツを提供する「パーソナライゼー
ション」が行われる。

Listenは放送番組のストリーミング配信に
近いが，上記のMEやATCの単純な再送信
ではない。内容の選択において，“（機械によ
る）アルゴリズム＋（人間の）編集者による判
断”が加えられている。そして最も重視され
ているのが，“フィルターバブルからの脱却”
という考え方である。
「フィルターバブル（filter bubble）」とは，

ユーザーの利用履歴や属性から検索アルゴリ
ズムがユーザーの好みそうな内容を自動的に
選んで提供し続けることにより，自分の好き
な，あるいは心地良いと感じるコンテンツに
囲まれ，好みや意見の合わないものから隔離
されることを言う。長時間ネットを利用する
人に見受けられる傾向で，アメリカでは自分
の見たいニュースばかりを見て偏った考えを

『NPR	One』アプリ
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持つことの弊害が指摘されている。フェイク
ニュースと関連づけて語られることも多い。

公共放送のNPRはバランスのとれた放送
を目指しており，アメリカのメディア界（特
にケーブルテレビ）が，支持する政党やイデ
オロギー色を強く打ち出す傾向にある中で，
その公正な報道姿勢が改めて見直されてい
る。それは「トランプ旋風」が吹き荒れた昨
年（2016年）の大統領選挙の頃から特に顕著
である。そしてその公正さを目指す姿勢は，
NPR Oneにも貫かれている。

NPR では，NPR One の責任者タマラ・
チャーニー（Tamar Charney）氏，ニュース
担当の副会長マイケル・オレスケス（Michael 
Oreskes）氏，そして前述したCDOのヘルム
氏の3人の連名で，NPR Oneでのコンテン
ツ提供における「基本的な考え方」をウェブ
サイト上で公開している 11）。それを要約する
と，個別のユーザーに合った内容を提供する
パーソナライゼーションを尊重しつつ，重要
なニュースや伝えるべきニュースは人間の編
集者が全てのユーザーに配信する。また，見
方が分かれる問題では編集者が両方の意見を
入れるように努める。さらに機械のアルゴリ
ズムにより，ユーザーが「セレンディピティー

（serendipity，意外な出合い）」を感じられる
ようなコンテンツも提供する。つまり，人間
と機械の両方の判断を介在させることで，重
要なニュースや社会の動きを伝え，予期せぬ
驚きにも出合い，最終的にはバランスのとれ
たコンテンツに接して，フィルターバブルに
陥らないことを目指すというものである。ア
メリカではトランプ大統領の誕生後，社会の
分断が加速し，メディアもその責任の一端を
負っているという考えが強い中で，NPRの

取り組みの持つ意味は大きい。
実際にNPR Oneを使ってみると，初めの

ほうには最新ニュースや重要ニュース，関連
ニュースが登場し，しばらくするといわゆる

“話題モノ”や“ひまネタ”系のニュースやリ
ポートが続く。もともとNPRの報道内容は，
New York Timesなどと並んで正確との評価
が高いだけに，先に述べた「理念」のような
ものを改めて強く感じることはないが，全体
にバランスがとれ，主要なニュースの流れを
フォローしつつ，興味がなければコンテンツ
をスキップできるため，時間に応じた使い方
ができて便利だと感じる。

一方，コンテンツを自分で探したい，選び
たいという人は「Explore」のほうを利用する。
Exploreはいくつかのパートに分かれている。

●  Deep Dives（特集）
●  Featured Shows（様々な番組）
●  Recommended（おすすめ）
●  Catch Up（最新ニュース）
●  Followed Show（フォロー中の番組）
●  Recently Heard（聴取履歴）
●  Up Next（次のリポート）
●  Listen Later（保存済み）

Deep Divesは，「トランプ時代」「SWSX（テ
キサス州オースティンで開かれる音楽とハイ
テクの祭典）の音楽 100選」など，特定のテー
マに基づいたリポートや音楽を集めたもの。
Featured Showsでは，59ページで紹介した
ものを含め，NPRが提供する様々な番組の
ポッドキャストを聞くことができる（全て無
料）。常時表示される番組は 20余りだが，内
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容は入れ替わる。Followed Showはユーザー
がフォローしているポッドキャストで，登録
したものはListenでも随時登場する。

日本でラジオの代表的なアプリというと
NHKの『らじる★らじる』，民放の『radiko』
があるが，『NPR One』を使うと，日米での
ラジオアプリに対する考え方の違いを感じる。

NHKのらじる★らじるは，「ネットラジオ」
と銘打った“放送の同時ストリーミング配信
サービス”で，放送中の番組をラジオだけで
なくネットでも提供しようというものである。

“ラジオは生”という基本的な考え方に基づき，
放送と同じものが提供されている（「聴き逃し」
も一部提供されている）。

一方，国土が広く東海岸から西海岸まで4
つの時間帯に分かれているアメリカのNPR 
Oneでは“生”への意識はそれほど強くない

（もちろん随時，最新のニュースは入る）。モ
バイルアプリは放送の補完ではなく，ラジオ
放送とは別のメディアと位置づけられている。
Listenで最新の情報を提供しつつ，Explore
ではデジタルの特性を生かして過去から現在
までの多様なコンテンツにアクセスできる
作りになっている。そのためNPR Oneでは，
前述したチャーニー氏が責任者（Managing 
Editor）としてアプリ全体を統括し，放送番
組とは別の編集判断で配信を行っている。さ
らに2016年 10月には，ポッドキャスト事業
を専門に統括する新しいポストが作られ，新
番組開発や人材発掘などを行い，デジタルコ
ンテンツの一層の充実にあたっている 12）。

５. 放送局以外のポッドキャスト

アメリカの最近のトレンドは，ポッドキャ
ストの制作がラジオ局だけに限ったものでは
ないということである。放送局のほかにも，
一個人から大組織まで，新たな情報発信の手
段としてポッドキャストを始めるところが増
えている。例えば，研究機関が最新の成果を
発表する場として使ったり，業界団体が業界
の広報活動の一環としてポッドキャストで発
信したりするケースもある。また，既存のメ
ディアで言えば，特に新聞などの活字系から
の新規参入の動きが多い。ここでは，その中
からいくつか特徴的な動きを取り上げる。

まず，アメリカを代表する新聞のNew York 
Times（NYT）が提供している『The Daily』
がある。紙の新聞の購読者が全米で減少する
中，NYTは映像を含めて様々なデジタル発
信の取り組みを行っており，ポッドキャスト
もその一環である。社内にオーディオチーム
を作り，まず去年（2016年）8月，近年にな
い特異な争いとなったアメリカ大統領選挙を
ウォッチングするため，The Dailyの前身と
なる『The Run-Up』を週 1 回で始めた。選挙
戦を取材する記者や専門家を招いて話を聞き，
扱うテーマに応じて30分～1時間の番組を配
信した（こうした“ゆるさ”はポッドキャス

『The	Run-Up』アプリ 『The	Daily』アプリ
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トの長所の1つと言える）。様々なNYT記者
が大統領選をビビッドに解説するタイムリー
なThe Run-Upは支持を集め，iTunesの「人
気ポッドキャストリスト」で配信開始後すぐ
に2位にランキングされた。

そしてトランプ氏が大統領に当選した後は，
週 1 回のものを月曜から金曜までの毎日の番
組に改編，その名も『The Daily』とし，2017
年 2月1日から配信を始めた。様々な課題を抱
えるトランプ新政権を“厳しく”検証する番組で，
1 回15～20分とコンパクトな作りになった。

キャスターは2 つの番組ともNYT記者の
マイケル・バルバロ（Michael Barbaro）氏が
務める。同氏はNBCやWashington Postな
どを経て2005年にNYTに入り，現在37歳。
デジタルに詳しく，記者としても脂が乗って
いる。「Timesの一流の記者が取材したニュー
スを“神の声（voice of God）”として高みから 
出すのではなく，わかりやすい声で多くの人，
特に若者に伝えたい」と話す。

また，番組の責任者，エグゼクティブ・プロ 
デューサーには，ボストンの有力公共ラジオ
局WBURからリサ・トービン（Lisa Tobin）
氏が招かれた。同氏は「ラジオの良さは親
密さ，即時性，透明性，そして人間の肉声

（intimacy, immediacy, transparency and 

voice）にある」として，それをNYTのポッド 
キャストにもたらしたいと語った。

連日様々なニュースを提供するトランプ政権
のおかげもあってか（?）番組は順調で，毎日
のテーマにも事欠かない。NYTではスマート
フォンアプリのトップ画面でThe DailyをPRし
て，組織としてもポッドキャストを強くプッシュ
している。

The Dailyを実際に聞いてみると，その魅
力が“人の息づかい，人間くささ”にあるこ
とがわかる。文字で書かれ完成された原稿で
も情報は伝わるが，肉声の魅力はそれを書い
た記者の思いや人間性までもが伝わることで
ある。驚くと同時に新鮮だったのは，出演し
た記者が番組の中で，逡巡したり，沈黙した
り，「よくわからない」などと率直に発言した 
りすることだった。当たり前ではあるが，エ
リート中のエリートであるNYTの記者も人間 
であることを感じる。

番組は最新のニュースを取り上げる。キャ
スターのバルバロ氏は，NYT内のスタジオ，
あるいは電話で，これを取材した記者に話を
聞く。多くの場合，慌ただしい取材の合間の
収録となる。ホットな話題を直接取材したば
かりの記者がやや興奮気味に解説する。バ 
ルバロ氏も同じ記者であるだけに質問に遠慮

がない。細かなスクリプト（準備原稿） 
はないようである。「ごめん，もう行かな 
いと」「すまない，大事な電話が入った」
などと，取材した記者が中座するケー
スもある。そうしたものも含めて，そ
のニュースのバリューがこちらにひし
ひしと伝わってくる。ニュースの現場
に居合わせる感覚を共有することがで
きる。最近では，北朝鮮のミサイル発

キャスター
マイケル・バルバロ氏

エグゼクティブ・プロデューサー
リサ・トービン氏

（写真：ともにNew York Timesより）
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射やFBIのコミー長官解任のニュースの時が
そうだった。そして，そうした生々しい作り
が聞く者にとっては刺激的で面白い。記者の

“人間味”に触れることのできるポッドキャ
ストの強みがそこにある。活字にならなかっ
た「裏話」が登場することもしばしばである。
NYTではThe Dailyが（特に若者に）好評な
ことから，現在は配信していない土日につい
ても制作する方向で検討している。

一方，NYTのライバル 紙，Washington 
Postも“おひざ元”に誕生したトランプ政権を
ウォッチングするためのポッドキャストを，2017
年1月から始めた。タイトルは『Can He Do 
That?』。歴代の大統領と違って異色の政策
や大統領令を次々に打ち出すトランプ氏に，

「彼はそれをやってもいいのか，その権限は
あるのか」という視点で，取材した記者や専
門家が検証を試みる。（タイトルは読みように
よっては，“彼に大統領職は務まるのか?”と
読むこともできる。）週 1回，金曜配信の約30
分の番組である。ただ，トランプ政権であ
まりに問題が頻発するために，正直に言えば

「週 1」では物足りない。あれもこれも取り上
げてほしいと思うことも多い。NYTの「平日
毎日」というほうが，ニュースメディアのポッド
キャストという点では実態に合っている。そう

した声もあってか，5月中旬にFBI 長官が解
任された時は，金曜ではなかったが番組を作
り配信した。こうした柔軟性も，「編成」にし
ばられないポッドキャストの強みである。

さらに，非営利のメディアが行うポッドキャ 
ストもある。アメリカには，営利を目的としな
い，公共性の高いニュースメディアが数多くあ 
り，代表的なものとしては調査報道でピュリ
ツァー賞を受賞したニューヨークのProPublica
が有名である。

カリフォルニア州にあるCIR（Center for In- 
vestigative Reporting，調査報道センター）
は40年の歴史を持つ，非営利メディアの草分 
け的存在だが，2年前に調査報道専門のポッ
ドキャスト『Reveal』を始めた。Revealとは

「明らかにする，暴露する」といった意味で，
週 1 回，約60分で，いくつかの特集をまとめ 
たマガジン形式の番組である。CIRではこれ
を，公共ラジオネットワークのPRXと共同制 
作することで，番組を全米の公共ラジオに配
信すると同時に，ポッドキャストでも提供し
ている。

全米各地の非営利メディアは組織が小さい
ものが多く，せっかく良い取材をしても，そ
れをどのようにたくさんの人に伝えるかとい
う点で課題があったが，ラジオやポッドキャ『Can	He	Do	That?』アプリ

『Reveal』アプリ
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ストにのせることで低コストで多くの人に届
けられるというメリットが生まれた。また，
調査報道は取材相手の顔を出せないなどの制
約が多いため，音声メディアとは“相性”が
良いようである。

小さい頃から公の場で話したり議論したり
する機会が多いなど，社会的・文化的な違い
はあるが，アメリカの新聞記者は一般に話が
上手い。こうした能力をラジオやテレビに生
かさない手はない。また，NYTやWashington
Post，CIRは優秀なジャーナリスト集団であ
り，その有能な人的資源を，書くことだけに
とどまらず多メディアで展開していくという
のは，デジタル時代においては必然的な流れ
と言えるかもしれない。

６.	おわりに～課題と今後の可能性

アメリカのポッドキャスト事情を調べるため
にいろいろなコンテンツを聞いてみた。そし
て率直に言えば，目から（耳から?）ウロコが
落ちる思いだった。以前から，iPhoneに入っ
ている「Podcast」のアイコンの奥には知らな
い世界が広がっているという予感はあった
が，まさに“奥深い”世界だった。

よく「ポッドキャストは通勤時や運転時に
聞けて便利だ」と言われるが，内容に集中す
るため，自宅で深夜や早朝に聞いた。アメリ
カでも，最も多いのは「自宅で聞く」という
調査結果が出ており，これは“ながら聞き”
ではなくきちんと内容を聞きたい人が多いこ
との表れかもしれない。目を閉じて言葉と
音に神経を集中させる。すると，（使い古さ
れた言い方だが）情景が思い浮かび，想像力
が働き，自分の感覚が少し鋭くなっていくの

を感じる。毎日，多くの文字や映像のデジ
タル情報を浴びるように“消費”するのとは
違った時間だった。1 つのものを「心を落ち
着けて聞く」ということを久しく忘れていた
気がする。これがNPRのヘルム氏が言って
いた“storytelling体験”なのかもしれない。

ポッドキャストには，様々な課題も指摘さ
れている。よく言われるのが，コンテンツを

「いかに発見してもらうか」，そして，「いかに
収益に結びつけるか」という2点である。現
在，アメリカのポッドキャストコンテンツは（諸
説あるが）35万を超えると言われるが，そこ
から選び出し，実際に聞いてもらうまでが難し
い13）。最大の配信プラットフォームはAppleの
iTunesだが，人気ランキングなどは出すもの
の，実際のダウンロード数やユーザーが本当
にそれを聞いたか否かや，コンテンツのどの
部分まで聞いたかなど，細かなデータについ
てはほとんど公表されない。ポッドキャストや
そこで展開するアプリをより良く，より使いや
すいものにするためにはこうした詳細なユーザー
情報が重要で，制作者たちも公表を望んでい
るがなかなか実現しない14）。この独占状況を
変えるため，Gimlet やPanoplyなどの新しい
スタートアップ企業は独自に情報を集めたり，
配信を始めたりしているが，その規模や知名
度はまだ小さいのが現状のようである。

また，ポッドキャストの「ビジネスモデル」
についても模索が続いている。テレビのよう
に映像を伴わないポッドキャストは一個人で
も始められる手軽さが特徴だが，それを利益
に結びつけるのは難しい。広告収入の総額で
みても，2016年のポッドキャスト広告が1億
6,700万ドル（約180億円）規模なのに対して，
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デジタル音楽の広告は26億ドル（約2,800億
円），ラジオ広告は175億ドル（約1兆 9,000億
円）というデータがあり，ケタが違う 15）。“ポッ
ドキャストは無料”という考えがまだ強い中，
人材を育て，良質なものを作り，業界を拡大
するためにも，収益化をどう図るかは重要で
ある。

様々な課題はあるが，ポッドキャストに秘
められた可能性は大きいと感じる。一大ジャ
ンルになった映像配信サービスに比べると，
音声配信のポッドキャストのこれまでの過程
は「公共サービス」的な傾向が強かった。中
心になってきたのはNPRで，ビジネスの色
合いは薄い。アメリカメディアの中ではまれ
な例と言えるが，その公共性にこそ成長の可
能性があるのではないかと思う。音声という

“古くて新しい”素材にデジタルの力が加わ 
り，ポッドキャストが今後どのように花開 
くか，その行方に注目したい。

（しばた あつし）
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