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アメリカからの報道を見ているとピュー・リ
サーチ・センター（Pew Research Center，以
下Pewと表記）からの引用をしばしば目にす
る。Pew は，2004年に設立された非営利の独
立系調査研究機関で，研究員は約120人。財
源は，石油会社を興したPew一族が設立した
非営利財団のPew Charitable Trustsが提供
している。Pewでは，自らをシンクタンクならぬ

“ファクトタンク（fact tank）”と称している。こ
れは，特定の主義・主張に偏ることなく，客観
的事実に基づいた分析を行うという意思表明で
ある。Pewは，世論調査やインターネット，宗教，
メディア，ヒスパニックなどを主要テーマとする
7つのプロジェクトで構成されている。

そのうちのひとつ，「卓越したジャーナリズム
のためのプロジェクト（Project for Excellence 
in Journalism，以下PEJ）」では，23人の研
究員やジャーナリストがアメリカのメディア動
向とニュース内容の分析を行っている。ホーム
ページで毎日，全米で報じられたメディア関係
のニュースを集めて紹介している他，一週間ご
とやテーマごとにニュースをせき止め，“実証的

（empirical）”な分析・解説を行っている。そし
て，PEJの一年間の総決算といえるものが『米

国ニュースメディアの現状（The State of the 
News Media）』である。2004年からウェブ上で
発行が始まり，今年3月14日に発表されたもの
で8号となる。   

同報告書の大きな特徴としてあげられるのは，
アメリカのメディア全体をカバーしているという点
である。最新号では，総論に始まり，特集リポー
ト，新聞，オンライン，ネットワークテレビ，ケー
ブル，ローカルテレビ，雑誌，ラジオ，エスニッ
クなど，ほとんど全てのメディアを網羅している。
それぞれの項目は，本文，データ，用語解説に
分かれ，昨年一年間のそのメディアの動きや特
徴がわかりやすい英語で記述されている。

もうひとつの特徴は，オンラインの特性を生
かした作りになっている点である。2004年の最
初の号の前文には「私たちはオリジナルのデー
タを可能な限り集め（中略）それをユーザーが
自分で使いやすく加工（customize）できるよう
にした」と述べられている。膨大な原資料をリ
ンクさせることは紙の媒体では不可能であり，
それらを使って自分専用の資料を作れるのはデ
ジタルならではの強みと言える。この稿では，
2011年版の概要とPEJ所長のインタビューで，
米メディアの現状を概観する。

ネットへの対応を迫られる米ニュースメディア
～ Pew Research Center の現状分析から～

メディア研究部（海外メディア研究）柴田　厚
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１．2011 年版 PEJ 報告の概要
最新の2011年版では，昨年（2010年）のア

メリカ・ジャーナリズム動向の特徴を，冒頭の
総論の中で次のように指摘している。
“デジタル化の著しい進展により，ニュースメ

ディアの将来を決定するのは，実際にニュース

を取材し，記事やリポートを制作するメディア

企業そのものではなく，コンテンツを集め，対

象に合わせて発信するGoogleやFacebookなどの

アグリゲーター，ソーシャルネットワークであり，

高機能の情報端末を提供するAppleなどのメー

カーである。”

周知のように，アメリカのメディア界では，新
聞や雑誌，地上放送などの既存メディアの地盤
沈下が著しい。収入の7 ～ 8割を広告に頼るア
メリカの新聞では，インターネットに広告を奪
われて多くの新聞社が廃刊に追い込まれたり，
人員や紙面の削減を余儀なくされている。かつ
ては大きな影響力を持ったNewsweekやU.S. 
News & World Reportなどのニュース週刊誌
も昔の勢いはない。放送でも地方局のみならず，
ネットワークでの人員削減がたびたびニュースと
なっている。去年は，最悪だったその前の2年
間に比べて回復の兆しが見えるが，唯一，新聞
だけは依然として業績の悪化が止まらない。

そうした中，同報告書によると，インターネッ
トの伸長を示す値として，2010年はニュース情
報源としてネットをあげた人が46％でテレビに次
いで2位となり，初めて新聞（40％）を上回った。
また，スマートフォンやiPadなどのタブレット型
PCの急速な普及で，全体の半数近く（47％）の
人がモバイル携帯端末でローカルニュースを取
得するようになった点もあげられている。さらに
新しい動きとして，これまではポータルサイトと
しての機能が主だったYahooなどの企業が，自

前の記者の雇用に乗り出し，独自にニュース取
材を始めた。2010年にネット企業などに新しく
雇われた記者の総数は，新聞社などを解雇され
た記者の数にほぼ等しく，ニュースに携わる人
員のシフトが起こっていることを指摘している。

メディア別では，ケーブルテレビ視聴者の減
少が目立っている。CNNが最も減って対前年
比-37％で，これまで比較的順調だったFOXや
MSNBCも減り，ケーブルテレビ全体では-14％
となった。一方で，既存メディアの中ではラジ
オが全体に堅調で，特に公共ラジオNPRは，
自社の調べで前年より3％増えて，週間の聴取
者数は2,700万人に上っている。

PEJでは，さらに，昨年のメディアの潮流
（Major Trends）として，6つの点をあげている。
ひとつは，ニュース企業のトップがニュース以外か
ら招かれている点である。これまでのビジネスモ
デルが立ち行かなくなり，外部に活路を求めた結
果，現在では25の新聞社のうち7社のトップが
ヘッジファンド出身だという。第2にネットの課金
への動きは進まないが，ユーザー側には支払いを
受け入れる動きが出ている点がある。New York 
Timesは今年3月から有料化に踏み切っており，
その成否が注目されている。3点目として，ネット
利用者の正確な数を把握する方法の確立が早急
に必要であるとしている。4点目に，ネット時代の
ローカルでのニュース内容，並びにマーケット開
拓はこれからであると指摘している。このほか，
仲介のネット企業が収益の多くをとる構造を是正
するため，NBCやCBSなどが独自の取り組みを
始めたことや，自動車産業への政府救済策が結
果として広告増加につながり，メディア業界にも
好材料となった点などもあげられている。このよう
にPEJの報告書は，アメリカメディアの最新状況
を知るのに最適な情報源のひとつと言える。
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Tom Rosenstiel 氏

２．PEJ の基本的考え方
筆者は，2011年版が発行される直前に，ワ

シントンにあるPew Research CenterでPEJ
の責任者，トム・ローゼンスティール（Tom 
Rosenstiel）所長にインタビューする機会を得
た。ローゼンスティール氏は，Los Angeles 
TimesやNewsweekなどに務めた30年以上の
経歴を持つベテラン・ジャーナリストで，PEJの
運営や研究内容など全体を統括している。以下
は，発言の主な内容である。

―PEJ の調査や分析は多くのメディアや研究で

引用されていますが，何故ですか？

ローゼンスティール氏（以下，ロ氏）：理由のひと
つは，アメリカにはメディアをまたぐ調査や分析
がなかったからではないでしょうか。放送は放
送だけ，新聞は新聞だけ，といった具合にです。
そうした中で，我々は最初にメディア全体を俯
瞰する分析をしたのです。もう一点は，「ジャー
ナリズムを研究するシンクタンク」が存在してい
なかったという点です。アメリカではジャーナリ
ズムを実学（practitioners' school）として教え
てきた歴史があります。つまり，どうしたらジャー
ナリストになれるのかといったことは教えます
が，ジャーナリズムそのものを研究対象とするこ
とはあまり行われてこなかったのです。

―Pew/PEJ は，常に中立的な立場を目指して

いるのですか？

ロ氏：我々の基本は「調査」そのものです。特
定の主義や主張を補強するために行っているわ
けではありません。多くのシンクタンクは，ある
分野に影響を行使しようと，財団などから資金
を受けて調査を行い，特定の政策の実現を目
指します。しかし，我々は政策に影響を与える
ことに興味はありません。この点は，非常にユ
ニークではないかと思います。

私たちの研究結果は，左派・右派どちらにも
引用されていますし，同時に，どちらからも批
判を受けます。
―中立的立場を維持するのは難しいことでは

ないですか？

ロ氏：ジャーナリストと同じです。つまり，物事
を見る“冷徹な目（cold eye）”を持つというこ
とです。重要なのは，先入観や予断を持つこと
なく，何故そうなのかという疑問を追究する姿
勢です。ジャーナリズムの世界でも，これをキ
チンと行っている人は実はそう多くありません。
個人的な共感に基づいて報道したり，深く考え
ることなく誰かの発言を引用して良しとしてしま
うことが多いのです。しかし，私は真の客観性
はもっと深い所にあると思います。それを導き
出すことは簡単ではありませんが，厳密な調査
や取材，手法の検証などを通して，客観的な
事実に辿りつくことができます。それは，報道
でも調査でも同じです。私たちは，科学的に導
き出された客観性というものを重視しています。
―近年，メディアの在り方が大きく変わってき

ていますね？

ロ氏：その通りです。メディアと利用者をつなぐ
テクノロジーが，メディア以外の企業によってコ
ントロールされているのです。記事やリポートを
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ウェブ上やスマートフォンに効果的にアップしよう
とすると，ノウハウを持たないメディア企業は，
作業をアウトソーシングしなくてはなりません。
最近では記者も原稿を書くだけでなく，撮影や
編集までこなさなくてはなりません。それをネッ
トで展開し，広告をとったり利用料を集めるとな
ると小さなメディア企業の手には負えなくなり，
そこにインターネット企業が入ってくるのです。
―ジャーナリストにとっては難しい時代ですね…

ロ氏：若いジャーナリストにとってはエキサイティ
ングな環境と言えるでしょう。多くのツールがあ
り，豊かな内容の記事や番組を作れるだけで
なく，これまで誰も試したことがないような挑
戦もできます。“日刊”という発想自体も古いの
かもしれません。今日の新聞，今日の放送，あ
したはまた別の新聞，別の放送を作る，という
考え方です。これに対して，オンラインのコンテ
ンツは消えません。記事や番組を積み重ねてい
くことができるのです。そうすれば，昨日まで
のものを捨て，今日はまた一から始めるという
やり方をする必要がなくなるのです。新しい形
の「オンライン・パブリッシング」の発想です。
―調査報道の面では，ひとつのテーマを掘り

下げるのが難しい時代ではないでしょうか？

ロ氏：確かに新聞の広告モデルが破たんし，
ニュースルームは小さくなっています。ひとつの
記事にかけられる人員や時間は減っています。
しかし，例えば AP 通信では，10 年前に比べ
て調査報道の量は増えています。重要なのはメ
リハリ，取材すべきネタの選択の問題とも言え
ます。何に時間をかけ，何を省略するかです。
かつての新聞社は，ニュースで働くもののプラ
イドと使命感から，何でも自分たちで記事を書
かなければならないと考えていました。今では，
通信社の記事で足りるところはそれを使えばよ

いという考え方です。限られた時間やエネルギー
は独自ネタの取材にあてればよいのです。また，
最近では，ProPublica のように，特定のテー
マの取材を専門に行う非営利（non-profit）の
ネットメディアが大きな役割を果たしています。

〔筆者注・ProPublica は調査報道を専門に行い，
ネット上を主要な発表の場とするメディアで，2
年連続ピュリツアー賞を受賞した。〕
―PEJ もネット上のみの発行ですね？

ロ氏：8 年前に始めた時は，奇異に見られまし
た。しかし，印刷費用がかからないこと，早く
公表できることは大きなメリットです。その他に
も，いくつか良い点があります。フロントページ
の目次から読みたいパートにすぐに行けることも
そのひとつです。私たちは広範なメディアをカ
バーしていますので，興味のあるメディアから読
み始めてください。参照用に多くの資料にリンク
を張っているほか，データ類は別にまとめてあり
ます。本文だけを読みたい人はそのまま読み進
めばいいですし，データを参照したい人にも使
いやすい構造になっています。オンラインでは，
多様なプレゼンテーションが可能なのです。紙
の報告書にした場合，多くの人は最初から読み
始め，分量の多さに途中で投げ出してしまうか
もしれません。しかし，デジタルでは，私たちは

『（好きな所から読み，行きつ戻りつする）横読
み（read it sideways）』することをお勧めします。

中立であることに留意しつつ，デジタル技術
を活用して，ネット上で多様なデータや分析を
提供するPewの取り組みは，今後のジャーナリ
ズムの在り方にひとつの方向性を示していると
言える。　　　　　　　　     （しばた あつし）

〔2011 年 2 月28日にインタビュー〕
URL は，http://stateofthemedia.org/


