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 はじめに
アメリカのテレビ報道はいま，価値観の多

様化や情報アクセスの多様化・細分化など，
新たなメディア環境の出現により，大きな変
革の渦中にある。これまで激しい首位争いを
くりひろげてきた3大ネットワーク（ABC，
CBS，NBC）のイブニングニュースは，いま
や2,600万人の視聴者を奪い合う存在でしか
ない。「カネのなる木」ともいわれてきた全
米各地のローカルニュースは，ニュースの均
一化・希薄化の危機にある。

広告の媒体として，いわゆるエンターテ
インメントを中心に発展してきたアメリカの
商業放送システムにおいて，ニュースやド
キュメンタリーなどの報道番組は，教育・教
養番組などと並んで「公共の利益」（public 
interest）に奉仕するものとして位置づけられ
てきた。大気は公共のものであり，電波とい
う有限の資源を使う者は「公共の利益」に奉仕
しなければならないというのが，アメリカの
放送を律する根本原理である。しかし，その

「公共の利益」とは何か，誰がそれを判断する
のか ─といった問題は，当の放送事業者は
もちろん，歴代の政府やFCC（連邦通信委員
会），連邦最高裁，学界，言論界などを巻き
込んだ一大論争であり続けてきた。そしてい

ま，「公共の利益」の概念そのものが，まさに
価値観の多様化や放送と通信の融合などによ
るメディア革命の直中で問い直されている。

本稿では，この大きな変革期にあって，い
まアメリカのテレビ報道はどのような状況
にあるのか，「公共の利益」はどう受け止め
られているのかなどについて，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，厳しい時代を迎
えたテレビ報道を展望する。

 Ⅰ  変革期の米テレビ報道
ワシントンDCに本部を置くジャーナリズ

ム研究機関「The Project for Excellence in 
Journalism/PEJ」（すぐれたジャーナリズム
のためのプロジェクト）は，この3月に発表
した『The State of the News Media 2007』（米
ニュースメディア2007年現況/以降『現況』）
のなかで，いまアメリカの既存のニュース
メディアは，活字・放送とも軒並み「浸食」

（erosion）の危機にあり，多くの読者・視聴
者を失いつつあると書いた1）。

同じくワシントンDC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）は，2006年7月に発表し
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た隔年のメディア動向調査のなかで，アメリ
カ社会のニュース接触は急速に多様化・細分
化しつつあり，既存メディアの生き残りはそ
の対応いかんにかかっていると総括した2）。

アメリカのテレビ報道，とりわけネットワー
クニュースとローカルニュースは，いまどの
ような状況に直面しているのであろうか。上
記PEJとPRCの調査報告を中心に概観する。

1. ネットワークニュース
3大ネットワーク（ABC，CBS，NBC）の

イブニングニュースといえば，それぞれの
ネットワークが誇る「旗艦（flagship）番組」
であり，それを伝えるニュースキャスター（ア
ンカー）は，そのネットワークの顔である。
1980年代の初頭から20年あまりにわたって
続いたダン・ラザー（CBS），トム・ブロコー

（NBC），ピーター・ジェニングズ（ABC）の「3
大アンカー」の時代も2005年には幕を閉じ，
2006年9月には3人の新しいアンカーが出そ
ろった。

NBC『ナイトリーニュース』（Nightly 
News）には，かねてからブロコーの後任
を託されていたブライアン・ウィリアムズ

（Brian Williams, 1959─）が2004年12月から
アンカーをつとめている。ABC『ワールド
ニュース』（World News）では，ジェニング
ズの降板そして死去の後，しばらく試行錯誤
が続いたが，2006年5月，チャールズ・ギブ
ソン（Charles Gibson, 1943─）が“満を持して”
アンカー席についた。そしてCBS『イブニ
ングニュース』（Evening News）には2006年
9月，推定年俸1,500万ドルの「史上初の女性
単独アンカー」として，NBCから移籍したケ
イティー・クーリック（Katie Couric, 1957─）

が華々しく登場した。

視聴者の減少と高齢化

3人の“そろい踏み”から半年を経て，アメ
リカのメディア批評は概して“鳴り物入り”で
登場したクーリックの“苦戦”を大きく伝えが
ちである。しかし，ABCのギブソンやNBC
のウィリアムズが“安泰”というわけではな
い。これまで激しい首位争いをくりひろげて
きた3大ネットワークのイブニングニュース
は，いまや合わせて2,600万人の視聴者を奪
い合う存在でしかない（表1）。

視聴率や占有率も年々下がり続けている。
2006年のアメリカの人口がおよそ3億である
ことを考慮に入れるまでもなく，パイは確実
に小さくなっているのである。

視聴者の高齢化も進んでいる。『現況』
によると，3大ネットワークのイブニング
ニュースの視聴者の平均年齢は，2006年12
月現在でABC60.2歳，CBS60歳，NBC60.4
歳である。広告を出すスポンサーが重視する
青・壮年層のイブニングニュース離れをどう
食い止めるか。CBSのケイティー・クーリッ

視聴者数 視聴率 占有率
1969 年 ─ 50 % 85 %
1980 5,210 万人 37 75
1995 3,570 26.4 51
2000 3,190 23.5 44
2001 3,290 23.4 44
2002 3,010 21.5 41
2003 2,930 20.6 40
2004 2,880 20.2 38
2005 2,700 18.9 37
2006 2,600 18.2 34

表1　3大ネットワークのイブニングニュースの
視聴者数・視聴率・占有率

（The Project for Excellence in Journalism，3.12, 07/Nielsen 
Media Research）
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ク起用の背景には，こうした若い年齢層を呼
び戻すネライもあったといわれている。

巨大企業の経営戦略

3大ネットワークは，それを傘下に従える
巨大複合企業のなかのひとつの事業体であ
る。ABCは，テーマパークや映画などの娯
楽・情報産業の大手，ウォルト・ディズニー
社（Walt Disney Co.）の子会社である。CBS
は，大手メディア企業バイアコム社（Viacom 
Inc.）系列のCBSコーポレーション傘下の放
送事業体である。そしてNBCは，世界に32
万人の従業員を擁するジェネラル・エレク
トリック社（General Electric Co./GE）傘下
のNBCユニバーサルの放送部門である。3大
ネッワークの報道部門は，さらにその一角を
占める存在にすぎないが，アメリカのテレビ
報道はこれまで，あとで触れる「公共の利益」
を体現する社会的公器として，企業の採算
ベースから大目に見られてきた経緯がある。
しかし，そのいわば特別扱いも，今日のマル
チメディア革命のなかで，生き残りを賭けた
経営戦略にさらされている。

NBCは2006年10月，ニュース部門の人員
削減を盛り込んだ合理化案を発表し，メディ
ア戦略の重点を放送からデジタル分野に移す
方針を示した。合理化の規模は7億5,000万
ドル，人員削減は700人にのぼるとされてい
るが，実施の詳細は明らかにされていない。
しかし，これによるNBCニュースへの影響，
例えば，海外支局の統廃合はもちろん，国内
支局のローカル局への移設，技術・事務部門
の整理などによるニュースや報道番組へのし
わ寄せが懸念されている3）。

状況はABCやCBSでも大同小異と見てよ

いであろう。『現況』は，「ジャーナリズムに
はビジネス以上の責務，公共の利益への責務
があることが忘れられようとしている」と書
いている。

2. ローカルニュース
ABC『ワールドニュース』のアンカー，チャー

ルズ・ギブソンは，アンカー就任直前の2006
年4月24日，ラスベガスで開催された「ラジ
オ・テレビ報道担当者協会」（Radio-Television 
News Directors Association/RTNDA）の年
次総会で概略次のように述べた。

「各地のローカル局で日夜報道に携わって
おられるみなさんにとくに申し上げたいこと
があります。地域に根を下ろしてください。
そしてぜひ地域の問題に取り組んでくださ
い。いま，ローカルニュースこそがニュース
のすべてといっても過言ではありません。地
域の学校はどうなっているのか。ゴミの収集，
道路の補修，水道水の安全，町の医療─。
犯罪や事故ばかりでなく，自分たちが住んで
いる所でいま何が起きているのか，まず人々
に知ってもらい，公共の問題（public agenda）
を設定しなければなりません。それが民主主
義の基本なのですから。」

ローカルニュースでいま，何が起きている
のであろうか。

「カネのなる木」の陰で

アメリカの放送はそれぞれの地域のローカ
ル放送が主体である。視聴者は全米の210の
放送マーケットにひしめくおよそ1,700もの
ローカルテレビ局と生活に直結する情報を共
有している。『現況』が引用している調査結果
によると，「主な情報源」としてローカル（テレ
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ビ）ニュースを挙げた人が圧倒的に多い（表2）。
また，「ピュー・リサーチセンター」の同様
の調査でも，よく見るテレビニュースとして
ローカルニュースがネットワークニュースを
大きく上回っている（表3）。広告を財源とす
るアメリカの商業放送システムにおいて，高
視聴率はすなわち高収益に直結する。アメリ
カのローカルニュースが「カネのなる木」と
呼ばれてきたゆえんである。

しかし，そのローカルニュースでも，視聴
者の「浸食」すなわち減少が始まっていると

『現況』は述べている。そしてその背景の問
題点として挙げているのが，ローカルニュー
スの均一化と希薄化である。

均一化と希薄化

均一化というのは，どこのローカルニュー
スも似たり寄ったりで，事件事故ばかり─

というものである。PEJが2005年5月に実施
したローカルニュースの内容分析調査による
と，対象とした3都市8ローカル局のすべて
のローカルニュースのうち，事件事故の放送
時間量が合わせて50%を占めている（表4）4）。

また，希薄化というのは，合理化や効率化
と裏腹に，ニュースの質が薄められ，“水増
し”されている─ということである。PEJの
同じ調査によると，ニュースの伝え方による
放送時間量は表5となっている。パッケージ
もの（映像つきの記者リポート）の35%をど
う見るかはさて置き，顔出しと読み（映像つ
き）を合わせたアンカーによるプレゼンテー
ションが全体の60%を占めていることにPEJ
は注目し，概略こう述べている。

「多くのローカルニュースは，アンカーた
ちの楽しげな話（“happy talk”）と地域住民の

“ひと声”反応を含んだ，コマ切れの浅くて短

(The Project for Excellence in Journalism / RTNDF Survey, 
October 2006)

ローカル TV ニュース 65.5 %

ローカル紙 28.4

ネットワーク TV ニュース 28.3

ローカルラジオニュース 14.7

インターネット 11.2

全国紙 3.8

その他 1.3

表 2　主な情報源（複数回答）

 

2002 年 2004 年 2006 年

ローカルニュース 57 % 59 54

ケーブルニュース 33 38 34

ネットワークニュース 32 34 28

表 3　よく見るテレビニュース（複数回答）

(The Pew Research Center for the People and the Press, 
7.30, 2006)

行政・選挙 11 %
犯罪 42
事故 8
経済 5
社会 14
科学 2
外交 4
国防 2
セレブ / 娯楽 4
その他 8

アンカー（顔出し） 47 %
アンカー（読み） 15
パッケージ 35
中継リポート 1
インタビュー 1
その他 1

表 5　ローカルニュースの伝え方と放送時間の割合

(The Project for Excellence in Journalism, 3.13, 2006)

表 4　ローカルニュースの項目と放送時間の割合

(The Project for Excellence in Journalism, 3.13, 2006)
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ために連邦議会が制定したのが「1927年無線
通信法」である。同法により電波行政を一元
的に担う独立行政機関として「連邦無線通信
委員会」（Federal Radio Commission/FRC）
が設置された。そして，このFRCが放送事業
者に公共財たる電波の使用を認可する条件と
して，そのころすでに電気・水道・交通など
の公益事業（public utility）を規制する概念と
して用いられていた「公共の利益，便宜，必要」
という文言が盛り込まれたのである5）。

「公共の利益，便宜，必要」（以降「公共
の利益」）はその後，電信電話事業も加えた
通信事業全般を規制する「1934年通信法」

（Communications Act of 1934）にそのまま
受け継がれ，FRCの規制監督権限も，同法
によって新たに設置された「連邦通信委員
会」（Federal Communications Commission/
FCC）が継承し，今日にいたっている。そし
て，放送にとって「公共の利益」とは何かと
いう問題もまた，その時々の議論を展開しな
がら今日まで続いているのである。

誰がそれを判断するのか

「公共の利益」とは何かについて，「1927
年無線通信法」にも「1934年通信法」にも用語
の定義はない。また，歴代の政府，議会，裁
判所も，「公共の利益」が具体的に何を意味
するかについて明快な解釈を示してこなかっ
た。しかし，何が「公共の利益」にかない，
何がそうでないかは，それを条件に免許を受
ける放送事業者にとってはまさに死活問題で
ある。

「1927年無線通信法」によって設置された
FRCは当初，その判断基準として，受信状
況が良好であること，放送番組が多様である

いニュースになりつつある。」
その陰で犠牲になっているのが，チャール

ズ・ギブソンが指摘した公共の問題である。
『現況』は，いまのローカルニュースの問題
点を「メディア不信を増幅させるおそれがあ
る」と総括している。

 Ⅱ  テレビ報道と「公共の利益」       

1.「公共の利益」とは何か
アメリカの放送を律する基本理念は，大気

は公共のものであり，電波という有限の資源を
使う者は公共の利益に奉仕しなければならな
い，というものである。しかし，その「公共の
利益」とは何か，誰がそれを判断するのか─
といった問題は，当の放送事業者はもちろん，
歴代の政府や放送行政に携わる連邦通信委員
会（FCC），連邦最高裁判所，学界，言論界な
どを巻き込んだ一大論争であり続けてきた。

「公共の利益」とは何か─ 。この問題こ
そが，今日にいたるアメリカの放送の根本命
題といっても過言ではない。

すべては混信から始まった

「公共の利益，便宜，必要」（public interest, 
convenience and necessity）という言葉が，
アメリカの放送を律する概念として初めて
登場したのは，「1927年無線通信法」（Radio 
Act of 1927）においてである。アメリカのラ
ジオ放送は，すでに1920年に始まっていた
が，自由主義市場における自由競争そのまま
に，3年後には大小さまざまの500を超える放
送局が好みの時間に好みの出力で放送したた
め，各地で混信が発生した。この無秩序を解
消し，電波（周波数）を秩序立てて割り当てる
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こと，放送事業者が品行方正であること，な
どの大枠を設け，放送事業の規制・監督にあ
たった6）。

「1934年通信法」でも，「公共の利益」を判
断する権限を明確にFCCに委ねた。しかし，
放送の内容にまで踏み込んで，どの番組が「公
共の利益」にかなうのか，あるいはかなわな
いのかをFCCが判断することの是非につい
ては放送事業者の間で不満や疑念が絶えず，
この問題はしばしば司法の場で争われること
になる。問題の所在は詰まるところ，政府機
関（FCC）が放送内容をチェックすることは，
合衆国憲法修正第1条が保証する「言論・出
版（報道）の自由」（表現の自由）に反するの
ではないか─ということになる。

この問題について，連邦最高裁は1943年
5月，FCCのネットワーク規制について争わ
れた「NBC対合衆国事件」の判決において，
FCCの放送内容に対する規制監督権限を明
確に認定し，「公共の利益」の“番人”として
のFCCの立場を支持した。この時の判決主
文を書いたフェリックス・フランクファー
ター判事は後に，「1934年通信法」のなかの

「公共の利益」という言葉はあいまいなまま
でもよく，「FCCが個別・具体的に判断すれ
ば自ずと明らかになる」と述べたという7）。
以降，FCCの規制監督権限は憲法が保証す
る「表現の自由」と抵触するものではないこ
とが確定した。

FCCはその後，1946年3月に「放送事業
者の公共サービスの責務」（Public Service 
Responsibility of Broadcast Licensees/い わ
ゆる“Blue Book”）を発表し，放送免許の申
請・認可・更新に際し，「公共の利益」の判
断基準をより具体的に示した。主な柱は，公

共問題の重視，地域コミュニティーとの結び
つき，マイノリティーや非営利団体への配慮，
過剰広告の抑制─などである。しかし，番
組の内容面で具体的に何が公共問題であり，
広告の量はどこまでが適正なのかといった評
価となると，放送事業者とFCCの間で議論
が絶えず，この基準は5年後に撤廃された。
ある放送事業者は，「免許の更新に備えて番
組内容を細かく分類し，どれが娯楽番組でど
れが教育番組かなどとリストアップするのは
大変な作業だった」と述懐している8）。

FCCはその後，「1960年番組政策声明」
（1960 Programming Policy Statement）を発
表し，本格的なテレビ時代においても「公共
の利益」が放送の基本理念であることを再度
強調した。この声明の中でFCCは，個々の
番組を制作し放送する責任は放送事業者にあ
るとしつつも，とくに地域コミュニティーの
住民（視聴者）が何に関心をもっているかを
調査・確認し，その要望に応えることが「公
共の利益」になるとした。ここにおいて初め
て視聴者が「公共の利益」が何であるかを判
断する主役とされることになったが，その計
測や確認をめぐり，さらに論議が渦巻くこと
になった。
   
規制緩和の意味するもの

政治的専制からの自由，宗教的迫害からの
自由，貧困からの自由を建国の国是とするア
メリカにとって，よろず「規制」すなわち公
権力からの介入は何かと警戒の対象とされて
きた。アメリカ経済の根本原理も伝統的に自
由市場における自由競争が建て前である。

1920年代のラジオの混信から始まった放
送に対する規制は，「公共の利益」に資する

ブルーブック
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ことを条件に展開されたが，1980年代に入
ると，自由主義経済の市場の原理を党是とす
る共和党のレーガン政権（1981─89）のもと
で，放送メディアへの規制緩和が急速に進
められた。この時期のFCC委員長，マーク・
ファウラーは，「テレビも他の電気製品と何
ら変わることはない。絵つきトースターだ」
と言ってはばからなかった。放送メディアも
他の産業と同様，自由競争のなかでこそ「公
共の利益」に奉仕できるとされたのである。
こうした規制緩和の流れのなかで，かつて「公
共の利益」のひとつの具体策としてFCCが定
めた「公平の原則」や「フィン・シン規則」も，
それぞれ1987年と95年に撤廃された9）。ま
た，あとで触れるように，「1996年電気通信
法」の制定とともに，メディア所有について
の制限も大幅に緩和もしくは撤廃された。

このようにして，「公共の利益」とは何で
あるかの判断は，結局，第一義的には放送事
業者と視聴者の反応に委ねられることになっ
た。まさに，「公共の利益」（public interest）
は公共の関心事（what interests the public）
となり，もっとも大衆受けするメディアが
もっとも公共の利益に奉仕することを意味す
ることにもなっていったのである。視聴率調
査会社ニールセンの社長，アーサー・ニール
センは，「視聴率こそ公共の利益の指標であ
る」として，概略こう述べている。

「アメリカの放送は，広告と連動した自由
市場の枠組みの中で，公共の利益に奉仕する
ことを義務づけられている。視聴率は，その
公共の嗜好を把握するひとつの指標である。
選択の自由は民主主義の原則である。これ以
上民主的な方法があるだろうか。」10）

視聴率（ratings）は，氏の父，アーサー・

ニ ー ル セ ン（Arthur C. Nielsen, Sr., 1897─
1980）が1936年に任意の家庭のラジオに計測
器（“Audimeter”）を取りつけて始めたもの
である。以来，視聴率は今日にいたるまで，
放送事業者と広告主にとってなくてはならな
いマーケットリサーチのひとつの指標である
ことはいうまでもない。

以上見てきたように，「公共の利益」はつ
ねに私益，つまりビジネスとの関連でとらえ
られてきた。ビジネスとしての放送との確執
のなかで，「公共の利益」は一層鮮明にその
使命の重要性を表してきたのである。

2. ビジネスとしての放送と広告の登場

ビジネス立国アメリカ

勤勉実直で，ピューリタン的勤労を美徳と
したカルビン・クーリッジ大統領（在任1923─
29）が，「アメリカはビジネスの国である」（The 
business of America is business）と語ったよ
うに，アメリカは基本的に自由市場における
自由競争を建て前とするビジネス立国の国で
ある。新聞・雑誌から電信・電話，そしてラ
ジオ・テレビへと続くアメリカのメディア産
業も，利益追求のビジネスとして発展してき
た。アメリカのメディア・ジャーナリズムの
生成・発達を克明に辿ったプリンストン大学
教授のポール・スター（Paul Starr）氏は，著
書『The Creation of the Media』（メディアの
創造）の中で，アメリカ型メディア産業を育
んできたアメリカの歴史的風土の特徴として
次の3点を挙げている11）。

ひとつは，1765年の印紙法（Stamp Act）
に対する抵抗運動の遺産として，アメリカに



63MAY 2007

は伝統的に公権力からの徴税に対する抵抗感
があること。

2つ目は，自由競争は多様性を生み，結局，
大衆に奉仕するという自由主義経済への信奉
が根強いこと。

そして3つ目は，その自由主義を損なうよ
うな独占状態が生起すれば，それを排除する
法規制が働くことへの信頼感があること─
である。

1920年のラジオ放送の開始以降，アメリ
カの放送はビジネスとしての放送を中心に発
展してきた。そして，その放送ビジネスの消
長を左右する中核的存在として登場してきた
のが，広告である。

広告の登場

アメリカでラジオ放送が始まった1920年
代の初頭，ビジネスとしてのラジオ産業はい
まだ手探りの状態だった。大手電気機器メー
カーのRCAやウェスティングハウス社所有
のラジオ局は，ラジオ受信機の販売促進のた
めに放送を利用した。デパートや新聞社所有
のラジオ局は，自社の製品や記事の宣伝・紹
介のために放送を利用した。大学や教会運営
のラジオ局は，教育や布教活動のために放送
を利用した。このように，当時のラジオ局は，
放送それ自体を宣伝・広報活動の一環として
活用していたのであり，利益の源泉と考えて
いたわけではなかった。

そうした中で，電信電話会社のAT&Tが
所有するニューヨークのラジオ局（WEAF）
が1922年に「有料放送」（toll broadcasting）
を始めた。これは，長距離電話（toll call）の
ように，使用した時間によって料金を支払え
ば，誰でも放送を利用してメッセージを伝え

られるというものだった。ある不動産会社
が10分間の放送に50ドルを支払い，自社の
宅地開発事業（庭つきアパート）を紹介した。
これが，アメリカにおける広告放送の嚆矢と
されている。

広告の放送は当初，好ましくないものとさ
れていた。「1927年無線通信法」の実質的な
推進者であり，ニューメディアとしてのラジ
オのよき理解者でもあったハーバート・フー
バー（当時は商務長官，のち第31代大統領）は，

「報道，娯楽，教育のためのかくも有益なメ
ディアを，広告の駄弁の渦におぼれさせては
ならない」と述べていた。また，企業の側も，
放送の公共的責任を重んじて，「招かれても
いないのに，（広告が）家庭のなかにズカズカ
と入るわけにはいかない」と業界紙の中で書
いていた12）。こうした空気のなかで，1920年
代のラジオは，スポンサーによるあからさま
な宣伝は避け，商品の値段や割り引きセール
などについての広告も“遠慮”気味だった。

しかし，1930年代に入ると，ラジオの絶
大な宣伝効果は，放送事業者にとっても広告
主にとっても，そして一般大衆・消費者に
とってももはや自明のものとなり，広告はス
ポンサーや消費者のための商品情報にとどま
らず，放送事業を支える財源として不可欠な
存在となった。以降，広

コマーシャル

告放送は，まさにア
メリカの商

コマーシャル

業放送の命綱となったのである。

3.システムとしてのネットワークと系列局

ネットワークの形成
アメリカの放送局は，基本的にそれぞれの

地域で放送事業を行うローカル局が主体であ
る。ラジオ放送の開始から3年後の1923年に
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は500を超える放送局が全米各地に林立し，
その競合・切磋琢磨から放送番組の相互乗り
入れや共同利用が始まった。放送網としての
ネットワークと加盟系列（affiliation）の始ま
りである。

あるラジオ局の人気番組を別のラジオ局で
も同時に放送するためには，局と局とをつな
ぐ電話回線を使用しなければならない。「有料
放送」が長距離電話の延長として始められた
ように，電話回線を接続して放送局と放送局
を技術的に結びつけたのは，当初AT&Tやベ
ル・システムなどの電信電話会社だった。こ
の方式は当時，「チェーン店」ならぬ「チェーン
放送」（chain broadcasting）と呼ばれた。その
後のネットワークの先駆けである。1924年10
月，AT&Tはこの方式で東海岸から西海岸ま
での26のラジオ局を結んで，クーリッジ大統
領のスピーチを放送した。このころAT&Tは
全国的なラジオネットワークの構築に着手し
ていたが，独占禁止法に抵触するおそれが出
てきたため，その後，放送事業から撤退した。

ネットワークと加盟系列

全国各地の放送局をネットワーク化し，加
盟系列化するにあたって最終的に力を発揮
したのは，ニューヨークに本拠を置くNBC
とCBSのすぐれた番組制作力と供給力，そ
してそれを可能ならしめる広告の資金力だっ
た。NBCとCBSは，それぞれの加盟局を傘
下に置く全国放送網の中核として位置づけら
れ，「ネットワーク」といえばそれぞれ単独
にNBCとCBSを指すようになった。

このような意味でのネットワークをシステ
ムとして構築し開拓していったパイオニア
は誰か。先に紹介したプリンストン大学教

授のポール・スター氏は，その先駆者として
NBCの実質的創設者，デービッド・サーノ
フ（David Sarnoff，1891─1971）を挙げ，「当時，
RCAの副社長だったサーノフは，早くも
1922年に全国各地の放送局を結ぶ全国規模
の放送網の設立を考えていた。これが今日の
ネットワークの萌芽である」と書いている13）。
NBCは1926年9月，GE（General Electric）
とRCA，それにウェスティングハウスの3
社が合資して設立。同年11月，ニューヨー
クを拠点にネットワーク放送を開始した。

スター氏は次に，そのネットワークをアメ
リカの放送システムとして確立した立て役者
としてCBSの創設者，ウィリアム・ペイリー

（William S. Paley, 1901─90）を挙げ，その功
績を「革新的なものだった」と評している14）。

ペイリーの新機軸のひとつは，ネットワー
クと加盟局の関係を，財源の源泉である
広告を中核にして抜本的に変えたことだっ
た。ネットワークが加盟局に供給する番組
は，スポンサーが経費を負担して制作される

「スポンサー番組」（sponsored/commercial 
program）と，ネットワークが自ら経費を受
けもって制作する「自主番組」（sustaining 
program）に大別される。スポンサー番組は，
できるだけ多くの聴取者を獲得し，したがっ
て可能な限り広くコマーシャルが行き届くよ
う，大衆受けする娯楽番組が中心となった。
自主番組は，放送局が果たすべき「公共の
利益」の証として，ニュースやドキュメンタ
リーなどの「公共問題」（public issues/ public 
affairs）を扱ったものが中心である。

NBCの場合，どちらの供給番組を選ぶか
は加盟局にまかされていた。つまり，加盟局
がスポンサー番組を放送する場合は，NBC
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がその時間を借りたと考えて加盟局に補償費
（compensation）を支払い，自主番組を放送
する場合は，NBCが番組使用料を受け取る
というものである。しかし，加盟局にしてみ
れば，番組使用料を払ってまで公共問題を中
心とする自主番組を放送するよりも，お金を
もらってスポンサー番組を放送する方が魅力
的であろう。当然のことながら自主番組は不
人気であり，収入も不安定だった。

CBSのペイリーは，このシステムを大き
く変えた。ペイリーは，自主番組を無料とし，
その代わりに，加盟局がスポンサー番組を放
送する際は，CBSが指定する一定の時間帯
に放送することとしたのである。これにより
CBSは，スポンサーに対し加盟局の放送マー
ケットでの広告を保証するとともに，全国
ベースの広告料収入を確保できることになっ
た。また，加盟各局は，CBSの系列に入れば，
少なくともネットワークから届けられる放送
は無償で確保できることになった。この結果，
CBSの加盟局は飛躍的に伸び，30年代の大
恐慌時も不況知らずで伸び続けた。1928年
に16の加盟局で出発したCBSは，9年後の
1937年には114もの加盟局を擁する大ネット
ワークに躍り出たのである15）。

ネットワークの確立

システムとしてのネットワークと加盟局と
の関係は，第二次世界大戦後に始まったテレ
ビ時代にも継承され，その後のめざましい
テレビの普及とともに確立した。しかし，そ
の確立の過程の中で，ネットワークはしばし
ばアメリカの自由主義経済を損なう“独占”の
嫌疑をかけられるにいたっている。ネット
ワークが加盟局と結ぶ「加盟協定」（Affiliation 

Agreement），とりわけネットワークによる
スポンサー番組の優先的放送権は加盟局に対
する“しばり”であり，“独占”ではないか，と
いう嫌疑である。

この問題について，ペイリー会長のもとで
長年CBS社長をつとめたフランク・スタン
ト ン（Frank Stanton, 1908─2006）は，1956
年6月，連邦議会の上院商務委員会公聴会で
概略次のように陳述している16）。

「ネットワークと加盟局の関係は，互恵に
基づくものです。ネットワークが提供するス
ポンサー番組を，ネットワークが指定する

『選択時間』（option time）17）に放送するとい
う取り決めは，任意のものです。加盟局が独
自の判断でスポンサー番組を『ふさわしくな
い』（unsatisfactory or unsuitable），あるい
は公共の利益に反していると判断した場合は
いつでも拒否できます。『選択時間』は，一
方でスポンサー番組の放送枠を確保するとと
もに，加盟局にも選択の権利を保証するもの
で，“独占”ではありません。」

スタントンは，CBSの立場をこのように
説明し，陳述の最後をこう締めくくっている。

「番組の供給方法や加盟協定のあり方など
も含め，ネットワークのあり方そのものを規
制しようとする考えは，自由競争の原理に反
しています。ビジネスの領域に政府が介入す
ることは，アメリカの基本理念からの逸脱で
あり，きわめて危険であると言わねばなりま
せん。」18）

しかし，当然のことながら，ビジネスの論
理がすべてに優先するわけではない。ことに

「公共の利益」は，ビジネスの論理に立ちは
だかる“正義の味方”として人口に膾

かいしゃ

炙される
ことになる。
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4. 企業の論理と「公共の利益」
広告を中核に，できるだけ多くの視聴者を

獲得する娯楽番組を中心としたアメリカのテ
レビ放送は，1950年代には早くも爛熟期を
迎えた。しかし，50年代末から60年代に入
るころになると，そのエンターテインメント
主体のテレビの“爛熟”に対して，社会の公器
としてのテレビの使命を喚起する発言が相次
いだ。主な発言とその時代背景を概観する。

エド・マローの「配線と真空管の箱」

第二次世界大戦下のヨーロッパ戦線からの
実況ラジオリポートで勇名を馳せたCBSのエ
ド・マロー（Edward R. Murrow, 1908─1965）
は，戦後間もなく始まったテレビ放送でも「報
道のCBS」のカリスマ的存在であり続けた。

それだけに，そのエド・マローが1958年
10月15日，シカゴで開催された「ラジオ・テ
レビ報道担当者協会」（RTNDA）の年次総会
で行ったスピーチは衝撃的だった。その“衝
撃のスピーチ”の山場として今日なお引用さ
れることの多い言葉は，スピーチを締めくく
る最後の部分に登場する次のくだりである。

「テレビは人間を教育し，啓発し，奮起さ
せる可能性を秘めています。しかしそれは，
人間がテレビをそのように利用したいと思っ
てはじめて可能になるのです。そうでなけれ
ば，テレビは配線と真空管が詰まったただの
箱にすぎません。無知や不寛容，無関心には
断固として立ち向かわねばなりません。テレ
ビという武器は，そのための役に立つのです。」 

この結語にいたるまでにマローは，アメリ
カのテレビ放送は「世界の現実から逃避・隔
絶」しており，「耽溺と退廃」の危機にあると
して，アメリカのテレビの現状を指弾した。

そして，その背景として，そもそもテレビに
ビジネス（私益）と報道（公益）が同居してい
るのが問題なのだとして，続けて概略次のよ
うに述べている。

「企業の側も石鹸やタバコや自動車の宣伝
ばかりでなく19），たまにはお金と時間をやり
くりして，公共の問題に役立ててくださいと
言ってみてはどうでしょうか。それで企業イ
メージは損なわれるでしょうか。株主たちは
反対するでしょうか。そうではないでしょう。
視聴者には結局，感謝されるのです。」

このスピーチから1年後の1959年11月，
「クイズショー・スキャンダル」が発覚した。
これは，当時，多額の懸賞金を懸けた人気番
組として高視聴率を誇っていたNBCのクイ
ズ番組が八百長だったことが明るみに出た事
件である。マローの「耽溺と退廃」が白日の
下にさらされたのである。

エド・マローはその後，CBS経営陣との
軋轢と失意のうちにCBSを退社。ケネディ
大統領に請われて一時期，合衆国広報文化交
流庁（USIA）の長官に就いた後，1965年4月，
肺ガンのため57歳で亡くなった。RTNDA
でのスピーチは，アメリカの放送史に残る記
念碑的「遺言」となった。

ニュートン・ミノーの「一望の荒野」

「一望の荒野」（a vast wasteland）という
言葉ほど，1960年代のアメリカの放送界を
席巻した言葉は少ないであろう。これは，ケ
ネディ政権下の1961年から63年までFCC委
員長をつとめたニュートン・ミノー（Newton 
N. Minow, 1926─）が，当時のアメリカのテ
レビ放送の現状を表現した言葉である。
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ミノーは，就任早々の1961年5月9日，ワ
シントンDCで開催された「全米放送事業者連
盟」（National Association of Broadcasters/
NAB）の年次総会に招かれ，全国から集まっ
たラジオ・テレビ局の経営者たちおよそ3,000
人の聴衆を前に演説した。この演説の中でミ
ノーは，いまアメリカのテレビで目にするもの
は，ゲームにコメディー，暴力に殺人，サディ
ズムにギャング，際限のないコマーシャル……
などと羅列して，その風景を「一望の荒野」と
呼んだのである。

ミノーは，イリノイ州のノース・ウェスタ
ン大学卒業後，弁護士修業のかたわら，イリ
ノイ州知事で後に民主党の大統領候補になる
アドライ・スティーブンソンのスタッフとし
て頭角を現わした。1960年の大統領選では
ケネディ陣営につき，テレビの影響力を重視
したメディア戦略のスタッフとしてその人脈
に連なった。1961年のケネディ政権の誕生
とともに34歳でFCCの委員長に就任。前述
のNABの会場には，ケネディ大統領ととも
に入場するという華々しいスタートだった。

すでに触れたように，50年代末のアメリ
カでは，テレビの“退廃”ぶりを指弾する発言
や事件が社会の耳目を引き始めていたが，こ
ともあろうに放送行政の元締めであるFCC
の委員長がアメリカのテレビの現状を「一望
の荒野」と断じたことに，放送事業者はもち
ろん，世間は驚かされた。しかし，この“爆
弾発言”の効果はテキメンだった。この年，
ネットワークはニュースやドキュメンタリー
などの報道番組の拡充に着手した。1963年9
月には，CBSがイブニングニュースを15分
から30分に拡大，NBCも直ちにこれに続い
た。広告主の大企業の間からも社会的責任を

尊重する気運が一層高まり，ネットワークの
報道番組に名を連ねる企業が目だって多く
なった。放送の技術革新もこの動きを後押し
した。VTRが普及し，生放送と組み合わせ
た録画・再生が可能になった。通信衛星によ
る世界規模の中継生放送も可能になった。時
代は確実に新しいテレビ時代への道を開きつ
つあったのである。

こうした時代の流れを，「一望の荒野」が
巻き起こしたいわゆる“ミノー効果”の結果
とすることはできない。しかし，「公共の利
益」に奉仕すべき放送の社会的使命を喚起し
たこのミノー演説の精神は，その後，各界で
長年待ち望まれていたアメリカにおける公
共放送の金字塔「1967年公共放送法」（Public 
Broadcasting Act of 1967）に受け継がれて
いったとしてもよいであろう。

ミノーは今日のアメリカのテレビについ
て，「放送事業者が公共の利益に奉仕すると
いう高い志を忘れることのない限り，テレビ
の未来は明るい」と語っている20）。

フレッド・フレンドリーの「やむを得ぬ事情」

全米の放送ジャーナリストの交流団体とし
て1946年に設立された「ラジオ・テレビ報道
担当者協会」（RTNDA）は，先に触れたエド・
マローの歴史的スピーチとともに記憶され，
今日RTNDAといえば，“功なり名を遂げた”
放送ジャーナリストが一世一代のスピーチを
披露する場として定着した観がある。

CBSのペイリー会長とスタントン社長のも
とで一時期CBSニュースの社長をつとめた
フレッド・フレンドリー（Fred W. Friendly, 
1915─1998）は，1986年8月29日，ソルトレイ
クシティーで開催されたRTNDAの年次総会
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でのスピーチで，まずエド・マローのスピー
チの一節から始め，概略次のように述べた。

「冒頭で28年前のRTNDAでのマローの
言葉を紹介したのは，過去をたたえ現在をな
じるためではありません。報道の仕事は昔も
今ももっとも挑戦的でやりがいのあるもので
す。私はもし今，人生をもう一度やり直せる
のなら，ネットワークのプロデューサーや社
長ではなく，地方のテレビ局の報道ディレク
ターになりたいと思っています。」

フレンドリーは続けて，アメリカのテレビ
報道の活力は地域にあること，ニュースやド
キュメンタリーなどの報道の時間がまだまだ
少ないこと，ネットワークのアンカーたちの
年俸が法外にすぎることなどを挙げて，こう
述べている。

「私が20年前にCBSニュースを去ったの
は，テレビの過大な利益追求の姿勢を糾弾し
たかったからです。テレビは貴重な国民の財
産です。それをいたずらに欲しいままにされ
るのを黙って見ていてはなりません。エド・マ
ローたちの原点にもどろうではありませんか。」

フレッド・フレンドリーは，ロードアイ
ランド州プロビデンスのラジオ局や合衆国
陸軍新聞報道班などを経て，1950年に報道
番組のプロデューサーとしてCBSに入社し
た。エド・マローと組んだ報道番組『See It 
Now』は，赤狩り旋風が吹き荒れていたさな
かに放送された，いわゆる「マッカーシー放
送」でも知られる。マローがCBSを去った後
も，「CBSリポート」などで数々のドキュメ
ンタリー番組を手がけ，1964年から2年間，
CBSニュースの社長をつとめた。

フレンドリーの名がいっそう知れ渡ったの
は，1966年2月の突然の「CBSニュース社長

辞任」の時だった。その後間もなく出版され
た自著『Due to Circumstances Beyond Our 
Control』（邦訳『やむを得ぬ事情により─ 』）
は，そのいきさつや思いのたけを綴ったも
のである。『やむを得ぬ事情』とは，1966年2
月10日，CBSが生中継を予定していた連邦
議会の上院外交委員会ベトナム問題公聴会が
フレンドリーの上司であるCBS放送グルー
プ担当副社長の指示により中止になったこと
による。CBSは当日，中継放送に替えて「I 
Love Lucy」などを再放送した。フレンドリー
は著書の中でこう書いている。

「その時私は，『やむを得ぬ事情により，
この時間に予定していた番組は中止します』
という断わりを画面に出せたらと思った。」21）

書名の『やむを得ぬ事情により─ 』は，こ
れからとられたものであるが，それはそのま
まフレンドリーの辞任の理由でもあった。フ
レンドリーは，この放送中止の直後，すぐさ
まペイリー会長とスタントン社長あてに辞表
をしたためている。

フレンドリー自身は著書の中で，採算重視
のネットワークのあり方や経営ヒエラルキー
のなかでの決定のあり方に絶えず不満があっ
たと述べている。しかし，ペイリー会長とス
タントン社長への不満や批判がましい記述は
ほとんど見当たらない。著書の中で随所に見
られるのはむしろ，報道のCBSを育て上げ
てきた両者への尊敬と信頼の眼差しである。

「社長在任中に私は2度，ペイリーが怒る
のを間近で見た」とフレンドリーは書いてい
る。役員会の席上，ある役員が報道の無駄遣
いがエンターテインメントによる収益の足を
引っ張っていることをるる説明している時
だった。最後まで聞いていたペイリー会長は，
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部屋中の全員に向かってこう言ったという。
「ニュースと報道番組が今日のCBSのすべて
を造りあげてきた功績を忘れてはならない。
それなしでは，われわれの存続は不可能かも
しれない。─ 」

フレンドリーは感激し，ペイリーに感謝の
手紙を書いた，と記している22）。

その後のペイリーとCBS

CBSニュースが「ネットワークの王冠に埋
め込まれた宝石」（the jewel in the network's 
crown）と呼ばれたように，CBSがニューヨー
クの高級宝飾店ティファニーを冠して「Tiffany 
Network」と呼ばれることをペイリーは好ん
だ。ペイリーは自伝の『As It Happenned』（起
きたままに）に，CBSの成功は，つねに最高の
品質，最高の人材，最高の組織を追求してき
た成果である，と書いている23）。

自伝はとかく自分の業績を誇りがちであ
る。ペイリーについての評伝『Empire』（帝国）
の著者ルイス・ペイパーは，とくにペイリー
の自伝（前掲）は，「すべてを自分に都合よく
解釈し，自省するところがほとんどない」と
評した24）。

『The Powers That Be』（邦訳『メディア
の権力』）のなかで著者のデービッド・ハル
バースタムは，CBSがばく大な利潤を生む
巨大企業になるにつれ，ペイリーは“我利我
利亡者”になり「人が変わっていった」と書い
た25）。

ウィリアム・ペイリーは，1990年，CBS
の名誉会長として89歳で死去した。同年に
刊行された評伝『In All His Glory』（輝いて
なお）の終章で，著者のサリー・スミスは，「ペ
イリーは結局最後までCBSを離れては生き

てゆけなかった」と書いている26）。
シカゴの放送博物館発行の『The Encyclo-

pedia of Television』（テレビ百科事典）所
収のペイリーの項には，アメリカの放送シス
テムをつくり，CBSを“Tiffany Network”に
した大立て者と紹介したあとで，「多くの創
業者同様，長居しすぎて社運の衰退を招いた」
と記されている27）。

CBSは，1980年代の規制緩和の流れのな
かでメディア統合の嵐にさらされ，1986年
に投資会社ロウズ（Loes Corporation）と合
併。1995年にはウェスティングハウスに，
次いで2000年にはバイアコムに買収された。
ネットワークとしてのCBSは現在，バイア
コム系列のCBSコーポレーションに属して
いる。

 Ⅲ  誰のための，何のための放送か
アメリカの放送を律する基本理念として

「公共の利益」をうたった「1927年無線通信
法」が制定されてから80年が経過した。この
間，「公共の利益」を取り巻く社会環境も大
きく様変わりした。「公共の利益」の根拠と
されてきた大気中の電波の「希少性」も，マ
ルチメディア，マルチチャンネルの洪水のな
かで意味を喪失しているかに見える。誰のた
めの，何のための放送かという問題も，新し
い時代環境のなかで問い直されている。

本稿を終えるにあたり，アメリカのテレビ
報道における「公共の利益」の今日的課題を
若干提起しておきたい。
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1.「1996 年電気通信法」の意味するもの
「1927年無線通信法」がラジオの混信から

生まれたように，法律は往々にして現実の後
追いになりがちであるが，「1996年電気通信
法」（Telecommunications Act of 1996）は，
今日の放送と通信の融合という新しい時代の
流れを先取りする形で制定された。

この法律は，ラジオ，テレビ，ケーブルテ
レビ，電話，インターネットなどの通信事
業全体に相互参入と競争を促し，技術革新の
進展に即した良質の電気通信サービスを確保
することを目的としたものである。この法律
によって放送メディアと通信産業の統合が進
み，放送分野の規制緩和がさらに加速した。
ラジオ局の所有規制が撤廃され，テレビ局の
所有規制も大幅に緩和された。免許更新の条
件も現保有者に有利になった。これらの規制
緩和の影響は広範囲にわたるが，ここでは

「公共の利益」との関連で，2点を挙げておき
たい。ひとつは「公共の利益」の概念の問題。
もうひとつはFCCの役割の問題である。

「公共の利益」のゆくえ

すでに見てきたように，放送における「公
共の利益」は，大気という公共空間のなかで
の電波の「希少性」（scarcity）から導かれて
きた。FCCの判断も，司法の判断も，基本
的にはこれに依拠してきた。

しかし今日，放送以外にもケーブルテレビ，
インターネット，携帯電話，DVDなど，ほ
とんど無限にも見える情報アクセスがあるな
かで，「希少性」を根拠とする「公共の利益」
はいまだ有効か─ということになる。この
場合，有限・無限が問題なのではない。問題
はむしろ，資源の有限・無限にかかわらず，

あるいはメディアの“混在”のなかで，共同体
が「公共の利益」に託す共通の信頼感や認識
を放送がいかに醸成していくかにかかってい
るように思われる。

問われる FCCの役割

「公共の利益」の番人としてのFCCの役割
と権能は「1996年電気通信法」でも変わらな
い。しかし，自由競争と規制緩和の空気のな
かで，「公共の利益」についてのFCCの判断
も“緩和”あるいは“放任”されているかに見え
る。FCC不要論までささやかれる時代の雰
囲気のなかで，放送や通信の公序良俗をどう
保つかは，「公共の利益」の根幹に触れる問
題である。暴力やポルノ，誹謗中傷の氾濫を
前に，自由競争の論理に対して節度ある「規
制」を求める声や，「公平の原則」をあらため
て求める市民活動も目だっている。合衆国
憲法で保証された放送の自由と自律を尊重
しながら「公共の利益」をどう守っていくか。
FCCの真価が問われるのは，まさにこれか
らであろう。

2. 新しい「公共の利益」のために
第1章でしばしば引用したPEJの『現況』

は，2007年のアメリカのテレビ報道を展
望して，テレビ視聴に「問題提起型文化」

（Argument Culture）から「問題解決型文化」
（Answer Culture）への転換が起きつつある
と述べている。問題を提起して意見の対立を
あおるメディアではなく，視聴者とともに解
決の手だてを模索するメディアへの期待感が
その底流にあるという指摘である。そして，
時代はいま，各種メディアが「いかに（how）
伝えるか」から「何を（what）伝えるか」に移っ
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てきている─と『現況』は統括している。
テレビにいま何が求められているのであろ

うか。

9.11 以降の問題点

3大ネットワークのイブニングニュースの
報道内容を比較分析している『ティンドール・
リポート』によると，2001年9月11日の同時
多発テロ以降，3大ネットワークのテレビ報
道には，対テロ戦争とその関連が重点的に扱
われ，それに比して国内の問題が大幅に減っ
ているという（Tyndall Report, 9.11, 2006）。
十分に予想される結果であるが，事件事故ば
かりで公共問題についての報道が少ないとさ
れるローカルニュースと同じく，問題は深刻
である。

アメリカのテレビ報道はいま，イラク問題
を最大の争点に，早くも2008年米大統領選
に照準を合わせつつある。その選択の帰趨も
さることながら，移民や雇用，環境やエネル
ギー，教育や医療など，国内のさまざまな公
共問題をアメリカのメディアがどう伝えるか
も今後の大きな課題であろう。

多様な放送こそ「公共の利益」

ジャーナリズムの目的は，民主主義の維持・
発展のために，正確で多様な情報を社会に伝
え，市民の自主的な判断に資することである。
すでに見てきたように，アメリカの放送の歴
史において，その使命を果たすために「公共
の利益」がうたわれ，主としてニュースやド
キュメンタリー，教育・教養番組などが扱う
公共問題が「公共の利益」に奉仕するものと
されてきた。

しかし，今日の価値観の多様化のなかで，

ドラマやコメディー，バラエティーなどのい
わゆるエンターテインメントやスポーツが

「公共の利益」に果たす役割もひとしく重要
である。情報娯楽番組（infortainment）とし
てユーモアや政治風刺を競う3大ネットワー
クの深夜のトークショーは，いまや人気の「公
共問題」の場でもある。人々は娯楽も含めた
さまざまな情報のうちに自分の人生を重ね合
わせ，社会との対話に参加することができる。
人はニュースのみにて生きるにあらずといわ
ねばならない。

新しい「公共の利益」は，さまざな人々の
豊かな人生のために，可能な限り多様な放送
を提供することに帰するように思われる。

（ながしま けいいち）
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