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 はじめに
アメリカのテレビニュースはいま，3大

ネットワーク（ABC，CBS，NBC）の看板
ニュースキャスターの相次ぐ降板・交替によ
り，大きな変革期を迎えている。

NBC『ナイトリーニュース』のトム・ブロ
コーは，2004年米大統領選直後の 12月，か
ねてから後任に決まっていたブライアン・ウ
イリアムズにバトンを渡して降板した。

CBS『イブニングニュース』のダン・ラザー
は，2004年米大統領選さなかの 9月，自局の
別の担当番組『6

シックスティ

0ミニッツ』で放送したブッ
シュ大統領の軍歴をめぐる誤報の責任をと
り，翌2005年3月に降板した。

ABC『ワールドニュース・トゥナイト』の
ピーター・ジェニングズは，2005年4月5日
の放送のなかで，自ら肺ガンに侵されている
ことを公表して降板，そのまま同年8月7日，
帰らぬ人となった。

3人は，1980年代の始めから 20年以上に
わたってアメリカ全国にニュースを伝えてき
たスター・キャスターだった。9.11 やイラク
戦争の報道でも覇を競ったこれら看板キャス
ターの軌を一にした降板・交替は，アメリカ・
ジャーナリズムの一つの時代が終わったこと
を印象づけている。

1920・30年代のラジオの時代から 50・60
年代以降のテレビの時代へと，ネットワーク
ニュースはそれを伝える幾多のニュースキャ
スターの登場とともに発展してきた。そして
いま，ケーブルテレビやオンラインニュース
の参入，ニュース接触の多様化など，新たな
メディア環境の出現とともに，ネットワーク
ニュースも新たな時代を迎えている。

本稿では，この大きな変革期にあって，ネッ
トワークニュースはアメリカ社会のなかでど
う受け止められてきたのか，ニュースの伝え
方やキャスターの役割についてどのような議
論が行われているのかを，アメリカのメディ
ア・ジャーナリズムの動向や調査・研究団体
の報告をもとにまとめ，新しい時代を迎えた
ネットワークニュースを展望する。

なお，本稿での「ネットワークニュース」は，
アメリカ全国を網羅（カバー）するテレビネッ
トワークのうち，とくに 3大ネットワークの

「イブニングニュース」を指す。

 Ⅰ.  ネットワークニュースと「アンカー」

１.「国民統合」の装置としての
　　　　　　　　ネットワークニュース

「ニューメディア」として登場した 1920年
代から 30年代初頭にかけてのラジオは，音

変革期の米ネットワークニュース
～誰がニュースを伝えるのか～

永島啓一　　
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楽やコメディーなどの娯楽番組が中心だっ
た。しかし，「ニュースメディア」としての
ラジオの可能性に注目した CBS は，早くも
1931年には独自のニュース部門を開設し，ラ
ジオニュースの道を開いた。NBC もこれに
続いた。ネットワークニュースの誕生である。

耳で聞いてわかりやすく，速報性にすぐれ
たラジオニュースの威力はただちに実証され
た。大西洋単独横断飛行で有名になったリン
ドバーグ夫妻の長男誘拐殺害事件の報道（1932
年3月）や，大恐慌のさなかに登場したフラン
クリン・ローズベルトの大統領選勝利の実況
放送（1933年11月）は，広大なアメリカ各地の
人々を瞬時に結びつける「国民統合」の装置と
して機能した。このころすでにラジオのネット
ワークニュースは，速報性と伝播力などにお
いてはるかに新聞を凌

りょうが

駕していたのである。
危機感を抱いたアメリカの新聞社連盟

は，1933年12月，主要通信社とともに協定
（「ボルティモア協定」the Baltimore Agree-
ment）を結び，ラジオのニュースへの参入を
食い止めようとした。「協定」の骨子は概略
次のようなものである 1）。
・ラジオネットワークはニュース部門を廃止し，

ニュースは通信社が提供するものに限ること。
・ラジオネットワークのニュースは，5 分間

のニュースを一日 2 回までとし，新聞の朝
刊および夕刊の発行の後に放送すること。

・1 項目のニュースは 30 語以内とすること。
・ニュース放送の最後に必ず「詳細は地元

の新聞をどうぞ」（For further details， 
consult your local newspaper.）とコメン
トすること。
今日からすれば理不尽きわまりないこの協

定は，当時にしても厳格には適用されず，「公

共の利益，便宜，必要」をうたった「1934年通
信法」（The Communications Act of 1934）の
成立とともに，ネットワークの「表現の自由」
も守られたのである。以降，ラジオニュース
は第2次世界大戦をはさんで，1930・40年代
を通じてその全盛時代を謳歌することになる。

テレビニュースの開始と「全国化」

大戦終了から 3年後の 1948年，本格的なテ
レビ放送の開始とともに定時のテレビニュー
スも始まった。1948年8月15日の午後7時45
分，CBS が始めた 15分間のニュースがテレビ
のネットワークニュースの嚆

こ う し

矢とされている。
初のニュースキャスターはダグラス・エドワー
ズ（Douglas Edwards, 1917‒90）。当時はまだ
ラジオニュースが主流で，テレビニュースは

“女々しいショービジネス”として忌避されて
いた。エドワーズも俸給を 2倍にするという
条件でキャスターを引き受ける有様だった 2）。

しかし，ラジオニュースの速報性と臨場感
が実証されていったように，“一目瞭然”のテ
レビニュースと“顔なじみ”のニュースキャス
ターが茶の間に浸透していくのにさして時間
はかからなかった。NBC も 1949年2月，同
様に午後7時45分から15分間のテレビニュー
スを始めた。NBC の初代キャスター，ジョ
ン・キャメロン・スウェイズ（John Cameron 
Swayze, 1906‒95）は，街で乗ったタクシーの
運転手に「いつも見ているよ」と話しかけら
れ，降り際に「また今夜（テレビで）会おう」と
言われて，テレビの威力を実感したという 3）。

後発の ABC も 1953年に同様のニュース
を開始した。ここに，今日に連なる 3大ネッ
トーワークのイブニングニュースがくつわを
並べることになった。
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アメリカのメディアと社会のかかわりを
専門とするカリフォリニア大学のマイケル・
シャドソン教授は，テレビのネットワーク
ニュースの登場を「全国化」（nationalization）
と呼んでいる。情報がアメリカ各地にひとし
く伝播され，アメリカの一般大衆が意識のう
えでも全国的に標準化されたということであ
る。そして，テレビのネットワークニュース 
が 15分から30分に拡大された1963年をもっ
て，その「全国化」は一応確立したとシャド
ソン教授は指摘している 4）。

1963年9月2日，CBS がネットワークとし
て初めて 30分ニュースを開始した時，目玉
はケネディ大統領との単独インタビューだっ
た。インタビューにあたったニュースキャス
ターは，のちに「アメリカでもっとも信頼さ
れる人」と評されることになるウォールター・
クロンカイトである。この時すでに，ネット
ワークニュースを伝えるニュースキャスター
は，「全国化」した「国民統合」の顔としての
役割を担いつつあったのである。

２.「アンカー」の登場
アメリカのテレビ局では，プロデューサー 

やリポーター，カメラマンやライターなど，
大勢のスタッフを代表して最終的にニュース
を伝えるキャスターのことを，リレー競技の
最終走者に擬して「アンカー」（anchor）と呼
んでいる。今日では，これに加えて「船のい
かり」としての「アンカー」，つまり「重石」「重
鎮」としての意味合いで使う人も多い。いず
れにしても，その局を代表してニュースを伝
える「看板キャスター」のことである。その他
のニュースの伝え手は一般的に「リポーター」

（reporter, correspondent），番組の司会者は

「ホスト」（host）あるいは「コメンテーター」
（commentator）として区別される。本稿でも
以降，ネットワークニュースの「看板キャス
ター」を「アンカー」と呼ぶことにしよう。

そのアンカーの，今日に至る大きな範型と
なっているのが，エド・マローとウォール
ター・クロンカイトである。

エド・マローの「遺産」
アメリカの放送ジャーナリズムの歴史にお

いて，アンカーの“元祖”としてほとんど神格
化されているのが，ラジオニュースの時代の
エド・マローである。

エドワード・マロー（Edward R. Murrow,  
1908‒65）は，1935年に文化・教養番組のプ
ロデューサーとして CBS に入社5）。1937年
にヨーロッパ担当としてロンドンに派遣され
た。先にも触れたように，当時のラジオネッ
トワークはニュースの独自取材をいわば“公
認”されておらず，マローの仕事は自社番組
のための出演交渉や渉外などのコーディネー
トだった。CBS 首脳は当時まだ，自局の社
員が独自にニュースを取材しリポートするこ
とを認めていなかったのである。

しかし，ナチス・ドイツの登場以降，ドイ
ツ・オーストリア合併，ミュンヘン会談など，
第2次世界大戦へとつながる風雲急を告げる
ヨーロッパにあって，自局の駐在員とそのス
タッフが現地にいながら，直接その様子が聞
けないというのは，いかにも不自然だった。
移民の国アメリカの人々にとって，ヨーロッ
パの動向はまさに生命線である。CBS の経
営陣も一刻を争うヨーロッパからの情報を渇
望する世論を無視することができず，マロー
に「ゴーサイン」を出した。
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かくして 1938年3月，エド・マローとその
グループ（the“Murrow Boys”）によるヨー
ロッパ各地からの実況ラジオリポートが始
まった。ネットワークが自前でニュースを伝
え始めたのである。そして，このころのマロー
のリポートのスタイルが，その後の放送ジャー
ナリズムの「スタンダード」とされていった。

エド・マローの「遺産」とされるその「ス
タンダード」とは何か。一つは，速報性を
生かした，現場からの第一次情報 ─見たま
ま聞いたまま─ の伝達を実践したことであ
る。その実践の場が世界大戦下のヨーロッパ
であったことが，その功績をさらに印象づ
けた。マローの「屋根の上からの実況リポー
ト」として有名になった「ロンドン大空襲」の
リポートについて，当時のアメリカの聴取者
は，「まるで居ながらにして空襲下にあるよ
うな臨場感あふれるリポートだった」と感嘆
した 6）。速報と現場第一主義は，今日にいた
る放送ジャーナリズムの原点となった。「ト
レンチコートと戦闘服」（trench coat，flak 
jacket）で現場からリポートするスタイルが，
アンカーの“勲章”ともなったのである。

二つ目は，クールで自己抑制の美学を実践
し，事実に徹することがニュースメディアの
使命だという，ジャーナリズムの“黄金律”を
放送においても確立したことである。マロー
は後にこう語っている。

「ニュースは事実を可能な限り正確かつ客
観的に伝えるべきものである。われわれはただ
事実を正確に伝え，もし間違いがあればただち
にそれを正す勇気をもたなければならない 7）。」

音声が素材のすべてであったラジオ放送の
時代に，落ち着いた，よく通るバリトンの声
と絶妙の間の取り方─。その抑制の利いた

客観報道のスタンスは，その後の時代を受け
ついだ多くのリポーターやアンカーたちの模
範となっていった。放送ジャーナリストのジェ
フ・アラン氏は，著書『Anchoring America』（ア
メリカを導いたアンカーたち）のなかで，結局，
ラジオ時代のマローがのちの「アンカー」の原
形になったとして，こう述べている。

「マローは，その後のテレビ時代も含め，
一度もアンカーにはならなかった。にもかか
わらず彼がアンカーの祖とされるのはなぜ
か。それは彼がジャーナリストにして有名人，
社会の出来事のまとめ役にして，大衆の信頼
を勝ち得た人という，まさにアンカーの条件
を満たしていたからにほかならない 8）。」

第2次世界大戦後，すでに国民的英雄と
なっていたテレビ時代初期のマローは，しか
し，アンカーよりも「ホスト」「解説者」の道
を選んだ。「ニュースを伝える」アンカーよ
りも，「ニュースについて語る」コメンテー
ターとなっていったのである。“元祖”アン
カーのエド・マローが，「ラジオ時代のエド・
マロー」とされるゆえんである。

ウォールター・クロンカイトの「伝説」
ウ ォ ー ル タ ー・ ク ロ ン カ イト（Walter 

Cronkite, 1916‒）は，アメリカではすでに「伝
説」の人である。1950年に記者として CBS に
入社した時，その経歴はエド・マローとそのグ
ループに劣らない歴戦の勇士として輝いてい
た。1937年，UP 通信入社。1942年，第2次世
界大戦下のヨーロッパに派遣。連合軍に従軍
して北大西洋，北アフリカ戦線，ノルマンディー
上陸作戦，バルジ作戦などを取材。戦後，ニュ
ルンベルク裁判取材。アムステルダム・ブリュッ
セル支局長。モスクワ支局長─ 。
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米大統領選さなかの 1952年7月，シカゴ
で行われた共和党大会のテレビ中継放送で，
最終的に放送席のキャスターをつとめたクロ
ンカイトの役回りを「アンカー」と命名した
のは，当時の CBS のプロデューサー，ドン・ 
ヒューイットである。1962年4月にクロン
カイトが CBS『イブニングニュース』のアン
カーになった時，46歳のクロンカイトはす
でにアンカーにふさわしい威厳を備えていた
とヒューイットは述懐している 9）。

今日に至るクロンカイト「伝説」をもっと
も雄弁に物語っているのは，その評伝に必
ずといっていいほど登場する「アメリカで
もっとも信頼される人」（the most trusted 
man in America）という言葉であろう。この
言葉は，1966年の世論調査（Oliver Quayle 
survey）の結果が初出とされ，その後この言
葉がクロンカイトの人物評として定着し，し
ばしば大統領候補として取り沙汰されたこと
もある。アメリカのテレビ・ジャーナリズム
におけるウォールター・クロンカイト「伝説」，
とりわけこの「信頼性」の「伝説」はどこから
来るものであろうか。

第一にテレビ映りの問題が挙げられる。
“telegenic”（テレビ映りがよい）という言葉
は，“photogenic”（写真写りがよい）から派
生した言葉であるが，テレビニュースにおい
てそれは単に“美男美女”といったスター性を
表すものではない。ニュースを伝えるその人
物が信頼できる人かどうかという，視聴者の
感覚に訴えるものである。

クロンカイトの，古き良き時代を想起させ
る厳しくも優しい父親の風貌。その姿にぴっ
たりの朗々とした太い声─ 。クロンカイト
はまさに，毎夕茶の間にアメリカや世界で起

きた今日一日の出来事を簡潔に伝えてくれる
「クロンカイト叔父さん」（Uncle Cronkite）
だった。視聴者はそこに「威厳」「安心」「信頼」
を感じ取っていったのである。

第二は，ニュースを伝える姿勢である。クロ
ンカイトは，「事実」と「意見」のしゅん別，つ
まり，感情や意見を差し挟まず，事実を事実
として伝えることに徹しようとした。正確さと
スピードをたたき込まれたUP通信時代を回顧
して，クロンカイトは自伝にこう書いている。

「部屋では一日中テレタイプが鳴り，アメ
リカの西から東からニュースを 60語にまと
めて送れと言ってくる。毎分毎秒が締め切り
だった。ジャーナリストに身を置こうとする
なら，一定期間このような修錬が必要だと私
は信じて疑わない 10）。」

先にも引用した放送ジャーナリストのジェ
フ・アラン氏は，エド・マローとウォールター・
クロンカイトを比較して，マローは結局「論
説の編集者」（op-ed editor）で，クロンカイ
トは「トップニュースの編集者」（front-page 
editor）と評している 11）。また，同じく放送
ジャーナリストのバーバラ・マトゥソー氏は，
クロンカイトはつとめて自説を披れきしよう
としたり，どちらかの肩をもとうとしなかっ
たことを挙げて，クロンカイトのアンカーと
しての成功は，中道をわきまえていたことだ
と書いている 12）。

そして，「信頼性」の由来の三つ目は，時
には「威張り屋」「癇

かんしゃく

癪もち」などと陰口をた
たかれながらも，自ら正直に徹してきた人柄
によるところも大きい。事あるごとに紹介さ
れる従軍取材の経歴について，クロンカイト
はこう語っている。

「『ドイツ空爆，ノルマンディー上陸作戦
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などに従軍─ 』などと紹介されるたびに私
は当惑する。当時，私は死ぬほど恐ろしかっ
た。もう一度やれと言われても私には二度と
できない─ 13）。」

1981年にアンカーの座をダン・ラザーに
譲ってから 25年，クロンカイトは往年の結
び文句“That's the way it is ─ .”（今日の
出来事は以上でした）の記憶とともに，今日
も健在である。

３. 3 大アンカーの時代
CBS のダン・ラザーは 1981年に，NBC の

トム・ブロコーと ABC のピーター・ジェニ
ングズは 1983年にアンカーの座についた。
以来，20年以上にわたって 3大アンカーの時
代が続いたことになる。

CBS，NBC，ABC がそれぞれのウェブサイ
トで公表している 3人の経歴は，驚くほど似
通っている。3人とも地元の放送局で駆け出し
の時代を送ったこと。ネットワークに入りアン
カーになってからは，1980年代以降のアメリ
カと世界の出来事を，時には現場に立って伝
え続けたこと。数々の賞や名誉学位を受けた
こと。しばしば「ベストアンカー」に挙げられ
たこと─ などである。3人はそれぞれ，どの
ような個性とスタイルで彼らの時代を築いて
いったのであろうか。3大アンカーを概観する。

ダン・ラザー（Dan Rather, 1931‒）は，出
身地テキサス州の AP・UPI 通信やラジオ・
テレビ局などを経て，1962 年に記者として
CBS に入社。その名を一躍“全国区”にし
たのが，テキサス州ダラス支局時代の 1963
年 11 月 22 日の「ケネディ大統領暗殺」報道
だった。その後，ホワイトハウス担当記者，

ロンドン・サイゴン支局長などを経て，1981
年 3 月，ウォールター・クロンカイトの後を
継いで『イブニングニュース』のアンカーと
なった。滑り出しは不評で，CBS の首脳は
クロンカイトのような“温か味”を出すた
めにラザーにセーターを着るよう勧めたとい
う。

ラザーにとってアンカーの模範はエド・マ
ローだった。ラザーが CBS に入社したころ，
マローが社内でいかにあこがれの的だったか
について，ラザーは自伝にこう書いている。 

「CBS 社内でエド・マローの名がどれほど頻
繁に出てくるか，外の人間には信じられない
だろう。事あるごとに『エドならどうしただ
ろう。エドならそうはしなかっただろう…』
というように 14）。」

アンカーとしてのラザーには終始，“高慢”“ケ
ンカ腰”といった評がつきまとった。U. S. オー
プン・テニスの中継放送が長引いて『イブニン
グニュース』の時間に食い込んだ時，ラザーは
ニューススタジオから出ていってしまったこ
とがある（1987年9月11日）。「タフ」のイメー
ジにこだわるあまり，歴代大統領に挑戦的
な質問を浴びせて失笑を買ったこともたびた
びだった。時として「ケンカ・ダン」（Gunga 
Dan, Gunho Dan）と揶

や ゆ

揄されたラザーのスタ
イルは，視聴者の間にも賛否両論を生んだ。

ラザーにはまた，“カメレオン・アンカー”
の評もつきまとった。とくに，9.11 やイラク
戦争の報道でラザーは，ある時は「愛国主義」
に訴えたかと思うと，別の時にはそれを批判
するなど，感情のブレを見せつけた。しかし，
見た目や世評はどうであれ，ラザーが勇気を
もって事実を伝え，「行動するアンカー」で
ありたいと思い続けてきたことは確かであろ
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う。ジャーナリストの役割について，ラザー
はこう述べている。

「ジャーナリズムの客観性は大切だが，私
はロボットではない。時には感情を抑えられ
ない場合がある。感情にとらわれることと，
すぐれたジャーナリズムとは，両立しうると
私は思う 15）。」

また，アンカーの役割についてラザーはこ
う語っている。

「これまでいろんな人々がいろいろ私に
言ってきた。『ダン，違うよ』って。『アンカー
というものは視聴者に安心感を与えなくては
いけないんだ。トレンチコートや戦闘服を着
て出かける必要はないんだ』って。それは
違う。私は世界を動き回りたい。「動くアン
カー」（mobile anchor）になりたかったのだ。」

（Broadcasting and Cable, 11.29, 04）
ラザーは 2005年3月9日，アンカーとし

ての最後の『イブニングニュース』を「勇気 !」
（Courage!）という言葉で締めくくった。「勇
気」はあのエド・マローが好んで用いた言
葉でもある。「勇気とは重圧のもとにあって
も優美でいられることである」（Courage is 
grace under pressure）とは，作家のヘミン
グウェイの言葉としてしばしば引用される文
句であるが，ラザーにとって「勇気」は，重
圧のもとで自らを奮い立たせてきた励ましの
呪文だったかもしれない。

トム・ブロコー（Tom Brokaw, 1940‒）は，
中西部のアイオワ州やネブラスカ州のラジ
オ・テレビ局のアナウンサーや記者を経て，
1966 年に NBC に入社。大統領選やホワイト
ハウス担当記者などを経て，1983 年に NBC

『ナイトリーニュース』のアンカーに抜擢さ

れた。それから 21 年間，ブロコーは名実と
もに NBC ニュースの顔として 3 大アンカー
の一翼を担うことになるが，ブロコーの心の
内の視線には絶えず，アンカーは“虚業”と
いう風景が広がっているように見える。黙々
と働く，実直で普通の人々の生活こそ“実
業”という視線である。ブロコーの自伝『A 
Long Way from Home』（故郷からの長い道
のり）には，自分を育ててくれた両親や仲間
など，故郷サウス・ダコタ州の素朴で飾ら
ない人々の表情が深い感謝と尊敬の眼差し
で描かれている 16）。 ブロコーが生まれ育った
1940・50 年代のサウス・ダコタ州は，大西
部の真っただなかの“情報過疎地帯”だった。
テレビが家に初めて入った時のことを，ブロ
コーは驚きをもってこう記している。

「テレビは辺境にいる私たちにとってまさ
に神の賜

たまもの

物だった。遠い，地平線の向こうで
起きている出来事を見ながら，まるで魔法を
見ているような気持ちだった 17）。」

かつて故郷の仲間から「話し出したら止ま
らない」と言われた話し好きと，遠くまで鳴
り響くような豊かな声─ 。16歳の時にアル
バイトで始めたラジオのディスク・ジョッキー
が，ブロコーの放送人生の始まりだった。 

ブ ロコ ー の 別 の 著 書『The Greatest 
Generation』（もっとも偉大なる世代）も，大
恐慌や第2次世界大戦を耐えしのぎ，アメリ
カを底辺から支えてきた普通の「偉大なる世
代」の証言を克明に記録したものである 18）。

2004年10月，「ラジオ・テレビ報道担当者
協会」（RTNDA）から贈られた「エド・マロー
賞」受賞のスピーチで，ブロコーは 40年に及
ぶジャーナリスト生活を振り返ってこう述べ
ている。
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「いいニュースというものは，いわゆる偉い
人のところにあるのではない。一生懸命に働
いている普通の人々のところにころがってい
るものだ。大統領や世界の指導者，有名人の
ニュースも大切だろう。しかし，同じく重要で，
もっと意味があるのは，社会の概念や存在に
意味を与えている無名の人々のニュースなの
だ。」（Broadcasting and Cable, 10.25, 04）

先に紹介した放送ジャーナリストのジェ
フ・アラン氏は，すぐれたアンカーの条件と
して「自分が一番」という感覚がないことだ
として，次のように書いている。

「視聴者を見下すように語るのではなく，
仲間として信頼が置けて，食事に招待したい
と思わせる，いいやつ。それがトム・ブロコー
の魅力だろう 19）。」

ブロコーは2004年12月1日の放送を最後に，
19歳年下のブライアン・ウイリアムズ（Brian 
Williams）に後任を託して降板した。降板を前
に，ブロコーは心境をこう語っている。 

「世代の交替は時の流れだ。（名アンカー
といわれた）ジョン・チャンセラーやデイビッ
ド・ブリンクリーが私にバトンを渡してくれ
たように，私も新しい世代にチャンスを託
したい。足腰がしっかりしているうちに，私
もやりたいことをやりたい。」（Broadcasting 
and Cable, 10.25, 04）

9.11 とイラク戦争，そして 2004年米大統
領選挙を経て，ブロコーはやっと念願の降板
を果たしたと言っていいであろう。

ピーター・ジェニングズ（Peter Jennings, 
1938‒2005）が死去した2005年 8月7日の翌日，

「ニューヨーク・タイムズ」は，次のような書
き出しでその死を報じた。

「カナダ出身で高校中退。その後，アメリ
カのテレビでもっとも洗練された国際通の著
名なジャーナリストとなったピーター・ジェニ
ングズが，昨日死去した。67歳だった。─ そ
の死をもって3大アンカーの時代は終わった。」

ジェニングズの死を報じたその他の数々の
追悼記事は，その人となりを「都会的」「知的」

「紳士」「貴族的」「孤高」「完璧主義」と評した。
『TV ガイド』は，「ネットワークニュースの
DNA があるとすれば，ピーター・ジェニング
ズこそ，それを生まれながらにもっていた人
だった」と書いた。（TV GUIDE, 8.28-9.3, 05）

ジェニングズは，カナダ放送協会（CBC）
のアナウンサーを父に，カナダのトロントで
生まれた。幼いころから父に目の前の風景を
言葉で描写することを教え込まれた。9歳で
CBC のラジオ番組のホストをつとめ，放送
の世界に魅せられて 17歳で高校を中退。24
歳の時，カナダ初の商業テレビ局 CTV のア
ンカーになっている。

1964年，ABC に入社してニューヨークに
移り，その翌年には 26歳で ABC『イブニン
グニュース』（当時）のアンカーに抜擢された。
CBS のアンカーは 48歳のウォールター・ク
ロンカイト，NBC はチェット・ハントリー

（53歳）とデイビッド・ブリンクリー（44歳）
の 2人アンカーのころである。若さと容姿を
売りにした ABC の方針は裏目に出て，ジェ
ニングズは“かわいいピーター”“ボーイアン
カー”と揶揄されて立ち打ちできなかった。

しかし，その挫折感がその後，バネになっ
た。1968年から足掛け 16年にわたる海外特
派員の時代が，国際派ジャーナリストに生ま
れ変わる転機となった。とりわけ，レバノン
のベイルート支局を拠点にした 7年間の体験
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が，後にアメリカ随一のアラブ通ジャーナリ
ストの名声を高めていくことになった。もと
ABC の記者で，ジェニングズとともに仕事
をしたことのあるFOXニュースのアンカー，
ブリット・ヒュームは，1991年の湾岸戦争
の時の報道を振り返り，こう語っている。

「ピーターはバグダッドのすべての通り
を知っていた。中東のことにかけては，彼
の右に出る者はいなかった。」（TV GUIDE, 
8.28-9.3, 05）

ABC のイブニングニュースが『ワールド
ニュース・トゥナイト』と名のっているように，

「国際性」こそが，ジェニングズの強みだった。
NBC のトム・ブロコーは，「彼はいつも人々
の目をアメリカの外に広げようとつとめてい
た」と述べている。（PBS，NewsHour, 8.8, 05）

しかし，その「国際性」や「カナダ出身」を
アメリカの保守層は嫌った。9.11 やイラク戦
争の報道でも，ジェニングズは 3大アンカー
のなかでももっとも「リベラル」で「偏向して
いる」とされた。（National Review, 7.26, 04）

「カナダ育ち」のジェニングズにとってア
メリカは，好きと嫌いが同居した存在だった。
しかし，2001年の 9.11後にはアメリカ国籍
を取得。「合衆国憲法」をいつもポケットに
入れていたという。

 Ⅱ .  変革期のネットワークニュース

ワシントン D.C. に本部を置くジャーナリ
ズム研究機関「The Project for Excellence in 
Journalism」（すぐれたジャーナリズムのた
めのプロジェクト）は，2005年の米テレビ界
を次のように総括した。

「アメリカのネットワークはいま，過去か

らの遺産と未来への投資とのジレンマに直
面し，最大級の変革の時を迎えている。」 そ
して，今年の 3月に発表した最新版の『The 
State of the News Media 2006』（米ニュース
メディア 2006年現況，以下『現況』）のなかで，
3大アンカーの退場を「ひとつの時代の終わ
り」とするとともに，インターネット時代の
テレビニュースに向けた「新しい時代の幕開
け」とした 20）。

アメリカのネットワークニュースはいま，
どのような状況に直面しているのであろう
か。『現況』の記述を中心に概観する。

１. 変わる視聴者
ケーブルテレビやオンラインニュースの参

入，ニュース接触の多様化など，新しいメディ
ア環境の出現とともに，ネットワークニュー
スの視聴者の姿も大きく変容している。最大
の変化は，①視聴率の減少と②視聴者の高齢
化である。
①視聴率の減少

表1 は，3大ネットワークのイブニング
ニュースの視聴者の総計を示したものであ
る。ケーブルテレビの CNN が登場した 1980
年に 5,210万人を数えた視聴者が，2000年に
3,190万人，そして 2005年には 2,700万人と，

      1980 年       5,210 万人
      1985       4,800
      1990       4,100
      1995       3,570
      2000       3,190
      2001       3,290
      2002       3,010
      2003       2,930
      2004       2,880
      2005       2,700

表1　3大ネットワークの視聴者数

(The Project for Excellence in Journalism, 3.13,06 /Nielsen 
Media Research)
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1980年の時点から半数近く（48%）減ってい
る。アメリカの人口が 1980年でおよそ 2億
3,000万，2000年の国勢調査でおよそ2億8,000
万ということを考慮に入れても，その減少の
幅は顕著である。

また表2 は，同じく 3大ネットワークのイ
ブニングニュースの視聴率と占有率を示した
ものである。最盛期とされる 1969年の数字
と 2005年のそれとを比べてみると，視聴率
では 62% の減少，占有率では 56% の減少と
なる。視聴者全体に占めるネットワークの地
位は著しく低下していると見ることができ
る。その背景として『現況』は，人口・世帯
数の増加などによる社会構造の変化，通勤時
間や在宅時間との関係などを挙げている。し
かし，最大の原因はやはり，ニュース接触の
選択枝が増えたということだろう。

②視聴者の高齢化

ワシントン D.C. にある独立系のメディア
調査機関「ピュー・リサーチセンター」（The 
Pew Research Center for the People and 
the Press / PRC）の調査によると，テレビ，
新聞，インターネット，ラジオ，雑誌のうち，
テレビを「主な情報源」とする人が各世代で
もっとも多い（表3）。テレビを「主な情報源」

と答えた人々のうち，主にどのテレビ局の
ニュースを見るかを尋ねてみると，全体で
CNN（24%），FOX ニュース（22%），次いで
3大ネットワークの ABC（16%），NBC（16%），
CBS（12%），その他（10%）となっている。

この調査結果についてPRCでは，おおよそ
の傾向として，ネットワークニュースの視聴者
は高齢化の傾向にあり，ケーブルニュースは幅
広い視聴者層に浸透しつつあるとしている。し
かし，興味深いのは，インターネットを「主な情
報源」とする割合である。平均でも4人に1人

（24%），18～29歳では優に3人に1人（36%）が
インターネットを「主な情報源」に挙げている。

オ ン ラ イ ン ニ ュ ー ス や 後 で 触 れ る
「Webcast」など，インターネットを利用した
ニュース接触の態様がどうなっていくか─ 。
それが今後の調査の大きな課題だとPRC は総
括している。

２. 変わるネットワークニュース
ネットワークニュースは，時代の変化にう

まく適応しているのであろうか。「すぐれた
ジャーナリズムのためのプロジェクト」の『現
況』は，「この伝統的メディアの可能性はま
だ大きい」としながらも，「対応を誤れば，ネッ
トワークニュースがなくなる日が来るかもし
れない」としている。

表 2　3大ネットワークのイブニングニュースの
視聴率 (ratings) と占有率 (share)

視聴率 占有率
   1969 年   50.0%   85%

1980 37.0 75
1995 26.4 51
2000 23.5 44
2001 23.4 44
2002 21.5 41
2003 20.6 40
2004 20.2 38
2005 18.9 37

(The Project for Excellence in Journalism, 3.13,06 /Nielsen 
Media Research)

表 3　世代別の「主な情報源」（複数回答）

テレビ 新聞 インター
ネット ラジオ 雑誌

平均 74％ 44 24 22 5
70 ～歳 83 57 3 19 6
60 ～ 69 85 50 9 19 5
50 ～ 59 76 52 18 22 5
40 ～ 49 74 41 29 24 4
30 ～ 39 63 39 31 26 7
18 ～ 29 70 37 36 18 5

(The Pew Research Center for the People and the Press, 6.26, 05)
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その背景にある①企業の論理と②視聴率競
争を見てみる。
①企業の論理と「効率化」

ABC はウォルト・ディズニー社（Walt 
Disney Co.），CBS はバイアコム社（Viacom 
Inc.），NBC はジェネラル・エレクトリック
社（General Electric Co. / GE）というように，
ネットワーク は巨大企業の傘下にあるひとつ
の企業にすぎない 21）。『現況』によると，ウォ
ルト・ディズニー社の 95 ページの年次報告の
うち，ABC のテレビニュースについて触れた
箇所は 14行，ラジオニュースは 2行だった。
同様に，GE 社の 117 ページの年次報告では，
NBC ニュースについての記述はまったくなく，

「イラク戦争報道による広告収入の減少はおよ
そ1億ドル」と言及されただけだったという。

表4は，親会社の総収益とその傘下にある
ネットワークの収益とその比率を示したもの
である。ウォルト・ディズニー社の総収益は
308億ドル。そのうちABCの収益は39億ドル

（12.6%）である。バイアコム社は 225億ドルで，
CBSは 47億ドル（20%），GE 社は 1,524億ドル
で，NBCは 39億ドル（2.5%）となっている。

それぞれのネットワークのニュース部門
（ネットワークニュース）からの収益となる
と，そのシェアはさらに小さくなる。親会
社は放送の「公益性」を建て前に，表向きは
ニュースを採算ベースになじまない社会的資
産として重視する姿勢を示しているが，ネッ
トワーク，さらにはニュース部門の経営陣に
とって「効率化」は，ビジネスとして暗黙の
プレッシャーとなるであろう。

『現況』では，その「効率化」の表れとして，
技術革新による要員の整理，海外支局の整
理・統廃合などを挙げているが，広告収入と
の関連で注目しているのがコマーシャルの時
間量，逆に言えばニュースの正味時間である。

ネットワークのイブニングニュースはこれ

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1 位 CBS
（15.9）

ABC
（13.6）

CBS
（14.2）

CBS
（14.0）

CBS
（13.0）

CBS
（13.5）

CBS
（12.4）

CBS
（12.4）

CBS
（11.0）

ABC
（10.9）

ABC
（11.1）

ABC
（11.2）

ABC
（11.6）

2 位 NBC
（13.8）

CBS
（13.4）

ABC
（12.5）

NBC
（11.6）

ABC
（11.5）

NBC
（12.3）

NBC
（12.3）

ABC
（11.2）

ABC
（10.9）

CBS
（10.4）

CBS
（9.9）

CBS
（9.8）

CBS
（10.3）

3 位 ABC
（12.6）

NBC
（13.2）

NBC
（11.6）

ABC
（11.5）

NBC
（11.1）

ABC
（11.7）

ABC
（10.9）

NBC
（11.0）

NBC
（10.3）

NBC
（9.9）

NBC
（9.4）

NBC
（9.6）

NBC
（9.6）

表 5　3大ネットワーク「イブニングニュース」の年間平均視聴率

（The Project for Excellence in Journalism,3.13, 06/ Nielsen Media Research）
・　ABC　　『World News Tonight』̶Peter Jennings（アンカー在位：1983 年 8 月～ 2005 年 4 月）
・　CBS　　『Evening News』̶Dan Rather（アンカー在位：1981 年 3 月～ 2005 年 3 月）
・　NBC　　『Nightly News』̶Tom Brokaw（アンカー在位：1983 年 8 月～ 2004 年 12 月）

表 4　親会社の総収益とネットワークの収益

Walt Disney Co.
308 億ドル

Viacom Inc.
225 億ドル

GE
1,524 億ドル

ABC
39 億ドル
（12.6%）

CBS
47 億ドル
（20%）

NBC
39 億ドル
（2.5%）

（The Project for Excellence in Journalism, 3.13, 06）
ただし，親会社の総収益は 2005 年，ネットワークの収益
は 2004 年の数字。
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まで，30分間の番組枠のうち，CM や自局
の番組スポット（プロモ）などを差し引いた
21～22分がニュースの中味とされてきたが，
この 15年間のうちに 2分も短くなり，現在
は 18分になりつつあるという。この時間帯
の 30秒あたりのコマーシャル料が各局とも
平均3～4万ドルともいわれているから，収
入面でその差は決して小さくはない。
②視聴率競争

表5は，1980年以降の 3大ネットワークの
イブニングニュースの視聴率を順位別に並べ
てみたものである。この 25年の間に順位は目
まぐるしく変わっているが，大きく見てみる
と，まず CBS は，1980年代を通じてトップの
座をほぼ守り続けた。しかし，1990年代に入
ると 2位になり，1995年以降は万年最下位に
なっている。NBC は 1980年代の前半に ABC
と 2位・3位争いを繰り返したが，1987年か
ら連続6年最下位に甘んじた。しかし，1997
年にトップに立ったあとは，2001年を除いて
連続その座を守り続けた。ABC は 1989年か
ら連続8年首位の座を走り続け，1997年から

NBC の後じんを拝して 2位につけているが，
最下位には落ちていない。しかし，いずれに
してもその差はわずかであり，先に見たとお
り，合わせて 2,700万人の視聴者をほぼ 3等
分しながらしのぎを削っているというのが，
今日のネットワークニュースの現状である。

それでは，ネットワークニュースの視聴者
は何を選択の基準にして ABC，CBS，ある
いは NBC のイブニングニュースにチャンネ
ルを合わせるのであろうか。『現況』は，次
の三つを目安として挙げている。a.内容，b.後
続番組との連動，c. アンカーの魅力，である。
a. 内容の比較のために『現況』は，ある 1
日（2005 年 5 月 11 日）を選び，各局のイブ
ニングニュースの項目数，ラインアップ，内
容，時間などを比較した。その結果は，各局
ともニュース項目は 10 項目で，前半の 12 分
間のラインアップや内容はほとんど同様で
あった。後半になって各局独自の企画ものが
登場するが，とくに目新しさを競うものでは
なく，あらかじめ用意した「パッケージもの」
であった。要するに，ニュースの中味にはほ
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とんど差異はなかった，というものである。
b. 後続番組との連動というのは，イブニン
グニュースに続くプライムタイム番組との

“相乗り効果”（carry-over effect）をねらっ
たものである。3 大ネットワークのイブニン
グニュースは，午後 6 時半から 7 時まで（米
東部時間）の 30 分間である。この後に控え
るプライムタイム（午後 7 ～ 11 時）の目玉
番組がその前のイブニングニュースを“前座”
としていかに視聴者をひきつけられるかとい
うことである。イブニングニュースもその枠
内で後続番組の宣伝（プロモ）につとめる。
c. しかし，すでに見たように，ネットワー
クニュースの中味にほとんど差異はなく，プ
ライムタイム番組との“相乗り効果”に期待
をかけるというのであれば，残るのはアン
カーの個性や魅力ということになる。『現況』
は，「アンカーの人気が視聴率競争を左右し
ていることは論をまたない」として，誰をア
ンカーにするかという問題は，もっと真剣に
研究されるべきだと総括している。

 Ⅲ .  展望 - 新時代のネットワークニュース

１.誰がニュースを伝えるのか。
CBS『イブニングニュース』のアンカー，ダ

ン・ラザーの降板を前に，CBS 会長のレズ
リー・ムーンビズ（Leslie Moonves）氏は，い
まのイブニングニュースは「時代遅れ」で，ア
ンカーが「神の声」（the Voice of God）のよう
にニュースを伝える時代ではないと述べたと
いう（Broadcasting and Cable, 3.7, 05）。24時
間ニュースのケーブルテレビやインターネッ
トのオンラインニュースなど，「多様で細分化
された情報」（bits and pieces）へのアクセス

が可能になったいま，これまでのように神様
が“ 宣

のたま

う”ようなアンカーの役割は終わったと
いう趣旨の発言である。「3大アンカー時代の
終わり」は，この「神の声の終わり」発言でさ
らに増幅され，アンカーの交替で試行錯誤を
続けている放送界に大きな波紋を呼んでいる。

ピーター・ジェニングズとともに ABC の一
時代を画したテッド・コペル（Ted Koppel）も，
2005年11月22日，25年間にわたって担当し
てきた報道番組『ナイトライン』（Nightline）
のアンカーを降板した。最終回の放送の最後
でコペルは，ウォールター・クロンカイト（CBS）
や，ハントリー & ブリンクリー（NBC），ハワー
ド・K・スミス（ABC）など，往年のアンカー
の名前を挙げて，「アンカーの交替は大した
ことではありません」と述べ，続けてこう締め
くくった。「新しいアンカーたちにチャンスを
与えてください。さもなければ，この番組は
コメディー番組に変えられてしまうでしょう。
そうなってから後悔しても遅いのです。」

『ナイトライン』は 2002年に CBS の夜の
番組で人気の高いデービッド・レターマンを
ホストにしたトーク番組に差し替えられそう
になったことがある。コペルは降板の最後に，

「ニュースの牙城」を守るよう訴えたのであ
る。「ニューヨーク・タイムズ」は翌日，そ
の降板を「クール」で「孤高」を保った伝統的
ジャーナリストの退場と報じている。

保守系のメディア調査機関「メディア・リ
サーチセンター」（Media Research Center）
は，この大物アンカーの降板は，まさにひ
とつの時代の終わりのだめ押しになったと
して，「ニュースを守るという使命感はもう
古い。ニュースはいまや娯楽化している。
時代の変化にはあらがえない」と論評した。
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（Media Research Center, 11.30, 05）
放送業界誌の『Broadcasting and Cable』も，

「カリスマ・アンカーの時代は終わった」と
題して，こう書いた。

「ニュースの伝え手がニュースをしのぐほ
どの過度のアンカー崇拝。等身大を上回る不
健康なまでの有名人化。アンカーは大統領と
いうより父親的な存在ではないのか。アンカー
の役割は情報を伝えることではないのか。ア
ンカーはチームの代表ではないのか。アン
カーは自己を主張しすぎていないか。そして
アンカーはなぜ，あれほどまでに高給取りな
のか─ 22）。“万能アンカー”の幻想はこれか
らも続くだろう。しかし，私が望むのは『事実』
であって，アンカーたちの『華』や『高揚感』で
はない。」（Broadcasting anld Cable, 4.18, 05）

また，同誌によれば，CBS のムーンビズ 会
長はその後，「神の声」発言を敷延して，ニュー
スをもっと楽しく伝える工夫が必要だと強調
している。NBC 首脳もニュースのショービジ
ネス化に戦略を切り替えつつあるという。

CBS ニュースの新社長に就任したショー
ン・マクマナス（Sean McManus）氏は，「5
年後にイブニングニュースがどう変わるかを
視野に入れて変えていきたい」と話している

（Newsweek, 11.7, 05）。

新時代のアンカーを求めて

3大アンカー降板以降の各局のアンカーの
布陣は，2006年3月末現在，次のようなもの
である。

NBCは，2004年12月にトム・ブロコーから
バトンを受け継いだ 46歳のブライアン・ウイリ
アムズ（Brian Williams）がアンカーの座につい
ている。ウイリアムズの起用は，9.11の前から降

板の意志を固めていたブロコーの意向を受けた
もので，NBCの既定方針と言っていいであろう。

ABC は，ピーター・ジェニングズの降板
以降，朝の番組『グッドモーニング・アメリ
カ』（Good Morning America）のキャスター，
チャールズ・ギブソン（Charles Gibson）が代
役をつとめてきたが，2006年1月からは，44
歳のボブ・ウッドラフ (Bob Woodruff) と 43歳
のエリザベス・バルガス（Elizabeth Vargas）
の若手コンビを 2人アンカーに据えた。ABC
ニュースのデイビッド・ウェスティン社長は，

「次の 20年」を担えるアンカーとしてこの 2人
を選んだと述べたという。（Broadcasting and 
Cable, 12.5, 2005）

しかし，ウッドラフは 2006年1月29日，取
材で訪れたイラクで移動中に爆弾の破裂で重
傷を負い，現在も療養中である。ABC『ワー
ルドニュース・トゥナイト』は現在，『ボブ・
ウッドラフとエリザベス・バルガス』の名前
を冠しているが，時には『グッドモーニング・
アメリカ』のチャールズ・ギブソンともうひと
りのキャスター，ダイアン・ソイヤー（Diane 
Sawyer）の応援を得ながら，バルガスがひと
りでアンカーをつとめている。

CBS は，ダン・ラザーのあとを，日曜朝の
報道番組『Face the Nation』のキャスターで
68歳のベテラン記者のボブ・シーファー（Bob 
Schieffer）に託した。当初「暫定」とされたシー
ファーは，しかし，明快で歯切れのよい口調
と率直さ，そして「視聴者に対する」のではな
く「視聴者の代表として」ニュースに接する姿
勢を高く評価されている。

『Broadcasting and Cable』は，そのアン
カーぶりを「善戦」と評して，概略次のように
書いている。
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「ボブ・シーファーに際だっているのは，
つねに視聴者の側に立った“双方向性”と“透
明性”である。現場からのリポートに，『要す
るに何なのだ』と問いを投げかけたり，自分
自身をさらけだして，視聴者とともにニュー
スを考えようという姿勢は，これまでのア
ンカーにはなかったものだ。」（Broadcasting 
and Cable, 3.28, 05）

しかし，これが「暫定」ではなく，CBS の方
針なのかどうか，あるいは，アメリカの放送
界をあっと言わせる別のアンカーに代わるか
どうかは，現時点では不明である。

誰がニュースを伝えるのか─ 。新時代の
アンカー捜しは，新たな戦国時代を迎えてい
るようである。

２.「信頼」と「不信」の間
アメリカの人々がテレビ局のリポーターや

アンカーを指して呼ぶ言葉に「ヘリコプター・
ジャーナリスト」がある。事件や事故の現場
に空から突然ヘリコプターで舞い降りて来
て，現場を背景にした「立ちリポート」を終え
ると，風のごとく飛び去る様を揶揄した表現
である。人々がメディア全般に向ける眼差し
には，絶えずこうした不信感・警戒感がある。

「国民統合」の装置として発展し，「国家の問
題」（national agenda）を独自に取り上げるよう
になったネットワークニュースに，時の政府も
警戒の目を向けてきた。その極端なケースとし
てしばしば引用される事例は，第1期ニクソン
政権時代の副大統領，スピロ・アグニュー氏に
よるネットワーク批判である。アグニュー氏は，
1969年11月13日，アメリカのメディア，とくにネッ
トワークニュースを批判して概略こう述べた。

「ネットワークニュースのリポーターはい

まや，アメリカや世界の問題を裁く裁判官の
ようになっている。ワシントンやニューヨー
クにいるほんのひと握りのコメンテーターや
プロデューサーたちが，何がニュースで何が
そうでないか，何が重要で誰が賞賛に値する
かの“生殺与奪”の権を握っているのだ。民意
によって選ばれた政府と民意を経ないひと握
りのエリートのどちらを信頼すべきか。アメ
リカの世論にかくも巨大な影響力を及ぼすに
至ったネットワークは，主人公たる国民に自
らの説明責任を果たさなければならない 23）。」

このネットワーク批判は，当時の保守的世
論を反映したものでもあったが，その後の「ウ
オーターゲート事件」で一挙にメディア側の

“勝利”に終わり，政権側のメディア戦略の
“悪例”として今日に至っている。以降，政権
側からのあからさまなメディア批判，ネット
ワーク批判はほとんど提起されていない。

しかし，アメリカのメディア，とくにテレ
ビニュースがアメリカ社会のなかでどこまで
信頼されているかは，また別の問題である。
ギャラップ世論調査が毎年行っている「組織
の信頼度」調査では，テレビニュースは 2005
年に 30% を割り，新聞と並んだ（表6）。

軍 教会 最高裁 新聞 テレビ
1995 年   64% 57 44 30 33
1996 66 57 45 32 36
1997 60 56 50 35 34
1998 64 59 50 33 34
1999 68 58 49 33 34
2000 64 56 47 37 36
2001 66 60 50 36 34
2002 79 45 50 35 35
2003 82 50 47 33 35
2004 75 53 46 30 30
2005 74 53 41 28 28

表 6　組織への信頼度

（The Gallup Poll, Confidence in Institutions, 5.23-26,05/
数字は「完全に」「大いに」「多少」「ほとんどない」のうち，

「完全に」と「大いに」を合わせたもの。）
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また，「ピュー・リサーチセンター」が実
施している「メディア信頼度調査」では，3大
ネットワークへの信頼度は 1985年の 32% か
ら 2004年には 22% へと減っている。

こうしたメディア不信，とくにテレビ
ニュースに対する不信の背景には何があるの
であろうか。『現況』は，伝統メディアに対
する「しらけ」の象徴として，CBS のブッシュ
大統領の軍歴をめぐる「誤報」の際のダン・
ラザーの釈明を紹介している。

ブッシュ大統領の軍歴をめぐる「誤報」と
は，2004 年9月8日放送の CBS『6

シックスティ

0ミニッ
ツ水曜日』のなかで，かつてテキサス州空軍
に在籍していたブッシュ大統領がさまざま
な特別待遇を受けていたことを示す文書を
CBS が独自に入手したと報道したことに始
まる。視聴者の指摘から証拠文書の真がん
が問われ，結局，確認せずに報道した責任を
負って，アンカーのダン・ラザーは同年9月
20日，次のように述べた。

「これらの文書の信憑性について，私はも
はや確信がもてなくなりました。私たちの判断
の誤りについて，私は申し訳なく思います。し
かしながら，その誤りは善意から，そして恐れ
ることなく，またおもねることなく事実に徹し
て伝えるというCBS ニュースの伝統を発揮し
ようという精神から起きたものです─ 。」

しかし，これに対する視聴者の反応は「よ
くあることだ」という冷めたものだったとし
て，これこそ伝統メディアに対する不信を顕
著に表していると，『現況』は述べている。

この CBS の「誤報」を指摘したのは，イン
ターネットに情報を投稿・掲載（blog）する「ブ
ロガー」（blogger）と呼ばれる人々である。ネッ
トワークニュースはいま，インターネットを前

にした多くの人々の“衆人監視”のもとにある。

３.「市民ジャーリズム」とネットワークニュース
インターネットの普及とともに登場してき

たのが，誰でも情報活動に参加できる「われ
われメディア」（we media）あるいは「市民
ジャーナリズム」（citizen journalism）という
概念である。「参加型（participatory）ジャー
ナリズム」「草の根（grassroots）ジャーナリ
ズム」「自前（do-it-yourself）ジャーナリズム」
などとも呼ばれるが，要するに，市民あるい
は消費者が自分たちの手で情報を収集し，発
信していこうという動きである。

インターネットを利用した「オンライン
ニュース」では，誰もが「取材記者」になり，

「編集者」「校正者」になれる。人々から寄せ
られたニュースを第三者の多くの人々の眼
前に提供し，そのニュースをさらに確かな
ものにしていこうという手法は，まさにイ
ンターネット時代にふさわしい「認知科学」

（cognitive science）の方法である。そこに掲
載された情報や意見は，“衆人監視”のなかで
疑われ議論されて，より精度の高いものにな
るという仕組みである。先に触れた CBS の

「誤報」を指摘した「ブロガー」は，まさにこ
うした「市民ジャーナリスト」だった。

ネットワークニュースもこうした動きを先
取りして，新しい試みを始めている。ABCは，
ニュースのオンライン化に続き，2005年には
いち早くテレビニュースのインターネット放
送を開始した。これは，午後6時半から始ま
る『ワールドニュース・トゥナイト』の放送
内容を，午後3時から前倒しでインターネッ
トで公開するというものである。「Webcast」
とも呼ばれ始めたこうしたインターネット
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ニュースは，ケーブルテレビを含めたテレビ
ニュース全体を大きく変えつつある。

４.「職業としてのジャーナリズム」と
ネットワークニュースのゆくえ

インターネットがもたらす新しいメディア
環境は，従来のジャーナリズム，とりわけテ
レビ・ジャーナリズムをどのように変えてい
くのであろうか。あるいは，そもそもジャー
ナリズムやジャーナリストといった専門領域
は存続するのであろうか。

ジャーナリストの自己啓発組織「憂慮する
ジャーナリスト委員会」（The Committee of 
Concerned Journalists）代表のビル・コバッ
チ（Bill Kovach）氏は，「市民ジャーナリズム」
の意義は認めつつも，それが効果的かつ持続
的に機能するためには，いわば「職業として
のジャーナリズム」の力が不可欠だとして，
概略次のように述べている。

「政府も企業も教会も，あらゆる組織・団
体が自己を最大限に正当化しようとする情報
化社会にあって，市民が自分たちの手でど
こまで正しい情報を得ることができるかは保
証の限りではない。事実を確認することが
ジャーナリズムの責務であり，検証のジャー
ナリズムこそが，職業としてのジャーナリズ
ムの出番なのだ 24）。」

「検証のジャーナリズム」は，すでに 80年
前にジャーナリストのウォールター・リップ
マン（Walter Lippmann，1889‒1974）が主張
していたものであるが，コバッチ氏は「市民
ジャーナリズム」を確かなものにするために，
あらためてその必要性を促しているのであ
る。コバッチ氏はまた，いまアメリカのジャー
ナリストの間で，従来当然とされてきたジャー

ナリズムの原則は複雑な現代社会に適合して
いないのではないかという危機意識が強いと
いう。その一つが「権力の監視」という語り尽
くされた原則である。氏はこう語っている。

「情報の壁がなくなり，あらゆる情報が直
接，市民に流れ込んでくるいま，壁ぎわに立っ
て情報を監視する『門番』はもう時代遅れだ。
監視は市民が行うもので，ジャーナリストの
仕事は，情報が正しいものであるかどうか，
真偽の見極めを手助けすることだ 25）。」

しかし，当然のことながら，他方には，「監
視者」は必要という声もある。3大アンカー
が相次いで姿を消したあと，放送業界誌の

『Broadcasting and Cable』は，「嵐のなかの
アンカー」と題して，概略次のように書いた。

「時代後れに聞こえるかもしれないが，
ニュースを見つめ，これぞと思うニュースを
広く視聴者に伝えてくれる監視者（アンカー）
は必要である。『信頼は勝ち取るもの』（Trust 
is Earned）という ABC のスローガンは，ア
メリカの視聴者がアンカーニュースに託す信
頼の証でもある。そのような『神の声』がす
べて消えてなくなることのないように望みた
い。」（Broadcasting and Cable, 8.15, 05）

ジャーナリズムの目的は，正確で多様な情
報を社会に伝え，その社会を構成する市民の
自主的な判断に資することである。その「市
民の自主的な判断」がジャーナリズムをどう評
価するかが，ジャーナリズムへの審判となる。

インターネット時代のアメリカのネット
ワークニュースがどのような道を選ぶかは，
そのまま日本の放送メディアに直結する問題
である。　　　　　　

    （ながしま けいいち）



65MAY 2006

注
1） Paul Starr, The Creation of the Media: Political 

Origins of Modern Communications  （Basic 
Books, 2004 ）, pp.377-78.
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21） Viacom は 2006 年 1 月 1 日から会社組織を
Viacom と CBS Corporation の二つに分割し
た。また，これに合わせて，CBS Corporation 
と Warner Brothers は，それぞれのネット
ワーク UPN と WB を統合して，新ネットワー
ク（CW）を設立した。これにより，アメ
リカのテレビネットワークは，ABC，CBS，
NBC，FOX，CW の 5 つとなる。

22） ABC のバーバラ・ウォールターズが 1976 年に
初の女性アンカーとして登場した時，その年
俸は100万ドルともいわれた。その後，アンカー
の争奪戦で年俸も年々上昇の一途を ったが，
各局とも公表していない。現在，3大ネットワー
クのアンカークラスの年俸は 1,000 万ドル前後
と推定されている。

23） Michael Schudson, op.cit., pp.155-56./Jeff Alan, 
op.cit., pp.109-10.

24） Bill Kovach, Speech delivered at the Society 
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