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インターネットの台頭がメディアをめぐる風景
を急変させている。日本では，マスコミ四媒
体（新聞，雑誌，ラジオ，テレビ）の広告費が
5年連続の前年割れとなったのを尻目に，イン
ターネット広告だけが着実に成長を続け，2009
年にはインターネットは新聞を抜いてテレビに次
ぐ第二の広告媒体となった。

こうした中，マス・メディアのあり方や将来像
が様 な々レベルで議論の対象になっている。書
店の店頭でもここ数年，新聞やテレビの時代の

「終焉」や，放送と通信の「融合」，そしてメディ
アの世界におけるインターネットの「主役化」な
どを扱う書籍が目立つようになっている。

だが奇妙なことに，日本におけるこれらの議
論の多くが重要な問題を看過しているように見
える。それはインターネットの急成長に伴う既
存マス・メディアの影響力や社会的位置の相対
的縮小という事態が，ジャーナリズムのあり方
にどのような影響を与えるのか，またその結果，
ジャーナリズムと密接な関係にあると考えられ
てきた民主主義社会のあり方にどのような変化
が生じ得るのか，という問題である。少数の例
外を除けば多くの議論が，こうした問題を正面
から取り上げることのないまま，新しいメディア
環境の中でマス・メディアが生き残るためのサー

ビス戦略や新しいビジネスモデルの構築，マー
ケティングやブランディング戦略などについて
云々することに終始しているのである。

こうして，日本における議論が往々にしてメ
ディア業界内の「内輪話」的なものになりがち
であるのに対し，欧米諸国ではインターネットと
ジャーナリズムや民主主義社会との関係をテー
マにした興味深い調査や研究が少なからず存
在する。例えば，アメリカの非営利社会調査機
関Pew Research Centerは，インターネットが
ジャーナリズムや社会のあり方に及ぼす影響に
ついて，10年以上にわたって調査を続けており

（＝Pew Internet & American Life Project），
結果として多くのデータが蓄積され，それを用
いた広範な議論や研究が展開されている。

ここで紹介する文献，A. カラー著『ニュー
スに何が起きているのか？』（英オックスフォー
ド大学ロイタージャーナリズム研究所，2009，
未邦訳，全166ページ）も，インターネット
が台頭する時代におけるジャーナリズムのあ
り方を考えるうえでは貴重な，そして極めて
示唆的な論点を多く含むものである。原典
は，A. Currah, Challenges: What's happening 
to Our News（Reuters Institute for the 
study of Journalism, University of Oxford, 

インターネット時代のジャーナリズムの行方は
  文献紹介　A. Currah,   “ What's happening to Our News” 

（英オックスフォード大学ロイタージャーナリズム研究所，2009，未邦訳）

メディア研究部（メディア史） 米倉　律 / 経営企画局  井田美恵子



115AUGUST 2010

2009）で，同研究所のウェブサイト（http://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/）からダウン
ロードできる。

ロイタージャーナリズム研究所は，2006年に
オックスフォード大学内に設立されたジャーナリ
ズム専門の研究機関である。研究所は「幅広
い学問分野の研究者とジャーナリストとのあい
だに生産的な議論のフォーラムを作り出す」こと
を設立目的としており，ロイター財団による支援
のもとで，ジャーナリズムに関連する様々な研
究，各種の国際比較調査などが行われている。

本書は，同研究所刊行の「Challenges（＝課
題）」という叢書シリーズの一冊である。シリー
ズではほかに，ニュースの「信頼性」をめぐる
問題や，アルジャジーラに代表される国際的な
ニュースネットワークの現状と課題，情報社会
の展望，ウェブと社会変革の可能性など，いず
れもジャーナリズムに関連する今日的な諸テー
マが取り上げられている。

本書が刊行された2009年の上半期，イギ
リスでは主要国で初めてインターネットがテレ
ビ，新聞を抜いて最大の広告媒体となった。本
書は，デジタル化，ブロードバンド化の動き
が加速し先鋭化する中で，ニュース，ジャーナ
リズムの現場がどのような変化を経験している
か，その変化がメディア業界のみならず，社会
のあり方や民主主義のあり方にもたらす影響と
はどのようなものかについて，関係者，専門家
らへの詳細なヒアリングをもとに分析を行って
いる。そこではメディア企業の深刻な経営状
況，ニュースの編集局内で起きている物理的・
心理的変化，ジャーナリストの活動内容の変
化，オーディエンスの側で起きている変化など，
ジャーナリズムの各水準が分析の俎上に載せら
れ，問題点や課題が浮き彫りにされていく。

本書は，以下のような8つの章から構成され
ている。

1. Introduction（イントロダクション）

2. The news consumer（ニュースの消費者）

3. The economics of news（ニュースの経済学）

4. The source of news（ニュースの情報源）

5. The digital vision（デジタルビジョン）

6. The news value chain（ニュースの価値連鎖）

7. A democracy deficit（民主主義の後退）

8. Digital possibilities（デジタルの可能性）

いずれの章も興味深い内容であるが，ここで
は特に，日本における今後の状況を考えるうえ
でも参考になると思われる3つの論点を取り上
げ，その概要を紹介したい。

①「クリックの流れ」（第３章）
第一の論点は，「クリックの流れ（digital 

clickstream）」に関わるものである。ウェブの世
界では，ユーザーがどのページにどのような順
番でアクセスしたのか，その流れを詳細に記録
したログデータが様々な形で利用されるように
なっているが，著者は，これがジャーナリズムに
も大きな変化を引き起こしつつあると指摘する。

テレビ局や新聞社のようなニュース提供企業
（news publisher）は，これまでも視聴者・読
者に関する情報を様々な形で収集してきたが，
ウェブが可能にしたフィードバックの速さと網羅
性は，これまでに経験したことのない種類のも
のである。特に注目すべきなのは，「クリックの
流れ」がニュースルーム（編集局）における編
集方針や記事の内容に大きな影響を与え始め
ている点である。ニュースルームでも利用者の
ログデータが頻繁に参照されるようになった結
果，クリックに親和性のあるトピックが優先的
に選択され，報道内容がより大衆迎合的になっ
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ているのではないかというのである。
一方，多くのニュース提供企業は，広告主

を満足させるための新しい広告手法にも，「ク
リックの流れ」を利用し始めている。例えば，
Financial Timesは広告主に対して，基本料金
に10％の割り増しで行動広告ツールを提供して
いる。これによって企業は，よりターゲットを絞っ
た形で広告を展開することができる。行動ター
ゲティングと呼ばれるこうした手法の広がりは，
マス・メディアからデジタルプラットフォームへの
広告費の移動を加速させるとともに，大規模で
新しいシステム構築の必要も生じさせている。

多くのニュース提供企業は，ウェブ時代にお
いては地理的条件に束縛されないため，デジタ
ル化を通じたグローバリゼーションによって世界
中から広告主と視聴者を獲得し，やり方次第で
は経営基盤を強化することも可能だと考えてい
る。実際，例えば BBCのウェブサイトは，世界
中のユーザーから毎月3億6,000万ページビュー
を獲得し，デイリーミラーとガーディアン等も
ネット上で多くの読者を獲得している。しかし，
そうした読者・視聴者たちを収益に結び付けら
れるかどうかは未だ不明であり，少なくともデジ
タル部門での収入の伸びは，元々のビジネスの
縮小を補えるほどの水準には至っていない。

②「ニュースルームの統合」（５章）
第二は，著者が「ニュースルームの統合（＝

integration of newsroom）」と呼ぶ現象である。
今，ニュース提供企業では，ニュースを合理的・
効率的に加工し，様 な々メディアチャンネルを通
じて視聴者に届けるデジタルハブとして機能する
マルチメディアニュースルームが生まれている。著
者のみるところ，こうした「ニュースルームの統合」
の動きは企業の組織形態だけでなく，ジャーナリ

ズムの原理・原則も変化させる可能性がある。
変化の1つ目は，新しいタイプのジャーナリス

トの誕生である。ニュースルームにおける編集
工程の変化によって，ジャーナリストはコンテン
ツを様々なメディアのプラットフォームに流し込
んでいく技能や表現方法を新たに身につける必
要に迫られている。そこではジャーナリストとし
ての幅広い経験・知識・洞察力よりもデジタル
動向や技術に関するエンジニア／エディター的な
能力のほうが重要視される。

変 化 の2つ 目 は，DAM（dig ita l asset 
management）と呼ばれるデジタル化した素
材の管理システムの登場である。DAMは，情
報の収集，編集，加工を単純化すると同時に，
コンテンツのアーカイブ化も促進する。DAM
のプラットフォームでは，専門職は必要なくな
り，ジャーナリスト自身がデスクトップ上で編
集することが可能となる。

変化の3つ目は，ウェブ中心の経営である。
今，ニュース提供企業は，経営をウェブ中心に
シフトしようとしている。その結果，ニュース
ルームは24時間のコンテンツ提供体制をとる
必要が生じ，同時にデジタル消費の動向をモニ
ターし，各利用者に特化（＝個人化）した情報
提供をする必要に迫られている。

こうした「ニュースルームの統合」の動きは巨額
のデジタル投資を伴うものであり，経営の全面的
転換を必要とする。そして多くの新聞社，放送局
が手に負えないような高価で複雑なマルチメディ
アハブが出現し，その結果，資金不足と技術の
陳腐化という悪循環に陥る可能性も出ている。

③「民主主義の後退と再生」（８章）
第三の論点は，デジタル革命によるニュース

提供企業の変化がプロフェッショナル・ジャー
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ナリズムを蝕み，「クリックの流れ」を重視した
「ニュースルームの統合」が民主主義に悪影響を
もたらすということである。ニュース提供企業が

「クリックの流れ」を追いかける「デジタル風見鶏
（digital windsocks）」に姿を変えていくならば，
短期的な利益が社会での公共的な責務という
長期的課題より優先されることになりかねない。

これは財政難から生じる「民主主義の危機」
であり，こうした事態を回避するためにはニュー
ス提供企業に対する税制上の措置や交付金や
助成金などの公的支援が必要だと著者は提案
する。もちろん，政府のサポートとニュースの
内容の直接的関係を断ち切るための担保が必
要であるが，デジタル革命によってニュースメ
ディアが貧窮することで民主主義の損失が拡大
していくことが予想される以上，特に調査報道
や地域報道などの分野においては，何らかの
公的対策が不可欠だとされる。

また，「検索エンジンによる市民の関心領域
の縮小」も危惧される。検索エンジンは，人々
の視野を広げるのではなく興味を集中させ狭
めさせる。その結果，人気の検索エンジンが

「ニュースと市民の間の交通整理」をしてしま
う。これは言論の自由や多様性を大前提とする
民主主義に対する重大な脅威である。

こうした状況に対処するため，著者は2つの
提案をしている。1つは，メディア自身がニュー
スの制作・編集に関わる明確な基準を作ること
である。ウェブ上に溢れる情報から，プロフェッ
ショナルなジャーナリズムを区別するための基準
である。もう1つは，この基準を満たす情報に
品質保証ラベル（デジタル・カイトマーク）を付
けることである。制作は誰か，編集は誰か，発
行はいつか，などについての透明性を持たせる
ためである。その道のプロのジャーナリストが執

筆したものであることが一目で識別でき，他の
ウェブやブログなどと差別化することができる。

本書の結論部分では，デジタルの特性を活
かした「開かれた政府」と「市民教育の再構築」
の必要性が強調されている。

第一に，公共的なデータを公開し，利便性
を向上させる必要がある。イギリスではほとん
どの公的組織がインターネット上で情報提供を
行っているが，その多くはあまり活用されてい
ない。非営利目的での利用を認めるなどして，
市民による公共的情報の活用を促進していく必
要がある。第二は，デジタル技術の活用によっ
て政策決定プロセスを透明化することである。
政府，議会は，市民との間に新しい回路を作
るべきである。第三に，市民の情報読解能力
や判断力を高める必要もある。デジタル革命に
よって，選択可能なメディアや情報が膨大にな
る一方，人々は自分たちの関心や時間をニュー
スではなく個人的な趣味・嗜好に向けるように
なっている。デジタル時代に対応した新しいメ
ディアリテラシー教育が必要である。
―以上のように本書は，インターネットの
登場・普及がジャーナリズムのあり方，民主主
義社会のあり方にもたらす様々な影響について
様 な々角度から分析・検討している。特にニュー
ス提供企業内部における諸変化，ジャーナリス
トの業務の変化についての認識やその背景説
明などは，関係者への詳細なヒアリングに基づ
いたもので極めて具体的かつ説得的である。

インターネットとジャーナリズムの関係をめぐっ
ては，今後日本においても狭隘な「ビジネス論」
や「生き残り論」の枠を超えた，広範で活発な
議論が必要である。そうした議論にとって本書
は非常に示唆的な参照対象となるであろう。

（よねくら りつ / いだ みえこ）


