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デジタル時代の
アメリカ公共放送ニュースの行方
～“PBS NewsHour”刷新の取り組みを中心に～
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アメリカではメディアのデジタル化，多様化が急速に進み，新興のデジタル企業のニュース参入に伴い，新聞や
放送などの既存メディアの影響力低下が言われている。そのうちのひとつで，知識層などに視聴されてきた公共放
送 PBS の看板ニュース番組『NewsHour』も視聴率が大きく落ちている。その要因として，デジタル対応の遅れ，
長尺のリポートやインタビューが多いこと，番組の“エリート臭さ”などが指摘されている。そこで NewsHourを制
作するマクニール・レーラー・プロダクションでは，昨年（2013 年）9月に番組の刷新を行った。その柱は 3 つある。
全米初の女性 2 人アンカー制の導入，月～金の平日版に加えて週末版の番組新設，そして，さらなるデジタル発
信の充実である。
刷新の具体的内容はどんなものか，そして番組はどのように変わりつつあるのか。現地で行った関係者へのイン
タビューなどから，コンテンツの高い品質を保ちながら，積極的にデジタル展開を図ることの重要性がみえてきた。
この報告では，デジタル時代のニュースのあり方，特に営利を目的としない公共放送のニュースはどうあるべきか
について考える。

る。
「ニュース業界に活力が戻ってきたようだ。

1. はじめに
～大きく変わるアメリカのニュース・メディア
ここ数年，アメリカのニュース現場は，
“新

ニュースを変えようというここ数年来の動きは，
アメリカ・ジャーナリズムの将来に，一種の“楽
観”と“期待”をもたらしつつある1）
」。

聞 / 放送の人員削減”
，
“部数 / 視聴率の落ち

それはどんなものなのか。SotNMは，
「デジ

込み”
，
“ビジネスモデルの崩壊・模索”といっ

タル企業（digital players）のニュースへの本

たトピックスで語られがちだった。 しかし最

格参入と，それがもたらす様々な影響」をあげ

近，新たに生じる変化を前向きにとらえる動き

ている。これまで，ニュース業界のアウトサイ

が出てきている。アメリカの調査機関，Pew

ダーとみられていた新興のデジタル企業が，
“技

Research Center が発行するアメリカ・ニュー

術的ノウハウ”と“潤沢な資金”を伴ってニュー

スの現状に関する年次報告書『State of the

ス業界のメインプレーヤーの一角を占めるよ

News Media』の 最 新 版（2014 年 3月発 行，

うになっているのである。Google やYahoo ! ，

以下「SotNM」
）冒 頭には， こう書 かれて い

Huffington Postなどメジャー企業の活動はよく
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知られている。さらに最近では，GIFと呼ばれ

ニュースの送り手だけでなく，受け手側にも変

る短い動画やニュースをリストにして提供し人

化をもたらしている。そのひとつが，ニュース

気上昇中のBuzzFeed，ITやソーシャルメディ

への「参加」である。Twitterなどの SNS に代

ア関連の情報を多数網羅しアクセスを飛躍的に

表されるように，今や事件・事故の一報は一般

伸ばしているMashableなどの新興メディアが，

ユーザーからもたらされることも多い。さらにモ

ピュリツァー賞受賞記者や大手新聞出身のス

バイル端末カメラの進歩で，ユーザーが撮った

ター記者などを含む100人規模の本格ジャーナ

ニュースバリューの高い動画や写真が，瞬時に

リスト集団を抱えるまでになっている。彼らは，

して世界を駆け巡りシェアされる。これまで受

得意のテクノロジーを駆使した「情報収集能力

け手オンリーだったユーザー
（視聴者，読者）が，

とプレゼンテーション能力」で多くのユーザー

新たな送り手としてニュースの世界で機能し始

を惹きつけてきたことに加え，最近では自前の

めている。

記者が取材した「独自コンテンツ」でも勝負する
ようになっているのである。
ニュースに参入するデジタル企業の特徴に，

もちろん，情報の信頼性や権利保護などの
面で問題が生じることはある。しかし，誤解を
恐れずに言えば，ニュースの伝え方，あるいは

豊富な資金力がある。本業のデジタル部門で

送り手と受け手の関係が固定されていたかつて

稼いだ収入を，ニュースに投入する動きである。

の時代に比べて，デジタルの力を使い，様々な

自社内にニュースセクションを新設するケースも

メディアとユーザーが相入り乱れて百花繚乱，

あれば，新たに別会社を作る場合もある。さ

試行錯誤を繰り返す“激変するニュース時代”

らには，既存のニュース企業に資金を投入し

の今ほど，刺激的な時代はないのではないだろ

たり，買収したりするケースもある。最近よく

うか。

知られているものとして，名門紙 Washington
Postを，個人の資金を使って 2 億 5,000 万ドル

そうした中で，新聞や放送など“オールドメ

（約 250 億円）で買い取った Amazonのジェフ・

ディア”，
“レガシーメディア”とも呼ばれる既存

ベゾスCEO の例がある。そこにはフィランソロ

のニュースメディアはどうしているか。もちろん

ピー（社会貢献）的な意味合いもあるが，ベゾ

彼らも，生き残りをかけて，記事・番組の充実

ス氏や新興デジタル企業には，
「ニュースの需

と様々なデジタル展開の試みを行っている。そ

要は永遠になくならない」というビジネス面で

の中に，アメリカ公共放送 PBS の看板番組で，

の確信もあったはずである。ニュースコンテン

アメリカを代表するニュース番組のひとつでもあ

ツに対する再評価，データ・ジャーナリズムな

る『PBS NewsHour』がある。

どデジタル技術による新たな付加価値づけ，さ

NewsHourは40 年の歴史を持ち，ひとつひ

らに，デジタル企業が職を失った多くのジャー

とつのニュース項目に時間をかけた作りで，ワ

ナリストたちの受け皿にもなっていることなど

シントンDCを中心とした知 識 層に影 響力を

が総合されて，近年のニュース業界の明るい見

保ってきた。しかし，ニュース番組の多様化，

通しにつながっている。

デジタル化の流れの中でここ数年は視聴率が

一方，新たなデジタル・プレーヤーの参入は，

大きく低下している。2005 年には一日の視聴
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者が 250 万だったものが，2013 年には半分の
130 万以下にまで減ったとする数 字もある 2）。
そこで PBSと， 番 組を実 際に制 作 するマク

2. PBS NewsHour
2-1. NewsHour とは

ニール・レーラー・プロダクション（MacNeil/

NewsHourは，ウォーターゲート事件 報 道

Lehrer Productions，以下「MLP」）では昨年

をきっかけに，前身となる30 分番組が 1975 年

（2013 年）9月，番組を刷新した。その取り組

に始まった。中心となったのは，ロバート・マ

みは，デジタル時代のニュースのあり方，視聴

クニール（Robert MacNeil，1931年 生まれ ）

者が要求するものと取材者が提供するものと

氏とジム・レーラー（Jim Lehrer，1934 年 生

の折り合いをどうつけるかという問題，さらに，

まれ）氏の2人のジャーナリストである。83 年

メディアが多様化する中で営利を目的としない

にはより広範なニュースをカバーするため，全

公共放送のニュースはどうあるべきかなど，い

米初の1 時間のニュース番組に拡大された。2

くつかの重要な論点を含んでいる。この報告

人がアンカーを務める番組は長く『MacNeil/

では，NewsHour の番 組 刷 新の内 容を紹 介

Lehrer NewsHour』の名称で放送されてきた

するとともに，現地で行った関係者へのインタ

が，95 年にマクニール氏が引退し，2011年に

ビューを交えながら，デジタル時代のニュース

レーラー氏も一線を退いてからは，現在のPBS

のあり方，特に公共放送ニュースの進むべき方

NewsHourとなっている。

向性について考える。
構成は，以下のとおりである。

1．はじめに
～大きく変わるアメリカのニュース・メディア

2．PBS NewsHour
2-1. NewsHour とは
2-2. マクニール・レーラー・プロダクション
3．刷新の背景～なぜ視聴者が離れるのか
4．刷新の内容～何を変えたのか
4-1. 初の女性 2 人アンカー制
4-2. 週末版の新設
4-3. デジタル展開の充実

マクニール氏（左）とレーラー氏〈番組 HP より〉

放送は月曜から金曜までの平日のみで，PBS
はコマーシャルがないため実質的には約 55 分
の長尺番組である。基本的なフォーマットは，
最初に 5 分程度のフラッシュニュースがあり，
そのあといくつかの重要項目をVTRリポート
やゲストへのインタビューで掘り下げて伝える。
平均すると，1項目に 5 ～ 7分をかけ，長いも

5．おわりに
～アメリカの公共放送ニュースが守るもの

のでは10 分に及ぶこともある
（ネタによってはも
ちろん短いものもある）。3 大ネットワークのイブ
ニングニュースは 30 分（実質は約 23 分）の中で
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多くを伝えなくてはならないためVTRリ
ポートも1分半～ 2 分とコンパクトなのに
比べると，NewsHourは問題を多角的
に伝えようとしている。
取材対象は政治や経済，国際，社会，

表1

2013 年 9 月 9 日（月曜）の番組内容
内容

演出

1． オープニング（項目紹介ほか）

時間
2 分／ 2 分

2． 緊迫するシリア情勢・各国の動きまとめ

【VTR】

4 分／ 6 分

3． オバマ大統領 独占インタビュー

【VTR】

10 分／ 16 分

4． シリア・アサド大統領 独占インタビュー抜粋 【VTR】
【中継出演】

6 分／ 22 分

【中継出演】

8 分／ 30 分

【スタジオ】

7 分／ 37 分

イトハウスを中心とした政治ニュースや

8． プリンストン大 入試改革の試み

【VTRリポ】

9 分／ 49 分

9． コロラド州の銃規制論議インタビュー

【中継出演】

5 分／ 54 分

国際ニュースに手厚い。

10． 予告・エンディング

科学，環境，医療，教育，文化，芸術
など多岐にわたるが，芸能情報やゴシッ
プは扱わない。特に，連邦議会やホワ

特徴的なのがゲストインタビューで，
ワシントンDC 発という地の利を生かして

インタビューしたジャーナリスト解説 ※
5． 駐米ロシア大使インタビュー
6． シリアへの軍事介入に対する世論は？
専門家インタビュー（2 人）
7． そのほかのニュース

3 分／ 40 分

1 分／ 55 分

（この日はシリアにアメリカなどが軍事介入するかどうかの緊張が高まり，シリア関
連ニュースだけで 35 分を費やした。※ は，アサド大統領の独占インタビューに成
功した PBS の別番組のアンカー，チャーリー・ローズ氏が，その一部を紹介する
とともにインタビュー時の状況を語ったもの）

ニュースの「時の人」をスタジオに招い
たり，あるいは中継でつないで，ニュースの核

2-2. マクニール・レーラー・プロダクション

心や背景を問う長尺のインタビューを行う。意

NewsHourを放 送しているPBSと，番 組を

見が対立する問題では，両サイドの当事者を招

制作しているMLP（マクニール・レーラー・プ

いて話を聞く。事件・事故などの報道を中継を

ロダクション）について触れる。

多用して伝える
「ライブ重視」の商業局のニュー

ワシントンDC に隣接したバージニア州にあ

ス作りに対して，NewsHourは「解説・討論重

るPBS（Public Broadcasting Service）は全

視」のニュースと言えるかもしれない。

米各州に 350 余りある公共テレビ局をまとめる

その一例として，2011年 3月の東日本大震災

組織で，1969 年に設立された。公共テレビは

とそれに伴う原発事故の報道では，商業局の

非営利の教育放送がその母体で，主な番組に

ABC ニュースなどは最大時 50人のスタッフを日

は，子供向け番組や自然，科学，芸術を扱っ

本に派遣し，各地の被災や原発の状況を中継を

たもの，ドキュメンタリーなどがある。PBS は

含めてつぶさに伝えることに力を入れた。これ

番組の調達・配信を行うが，実際の番組制作

に対して PBS は，現地からのVTRリポートを放

は行わない。

送する一方で，地震や津波，原発，エネルギー，

一方，全米各地にある公共テレビ局は，PBS

環境，経済などの専門家をスタジオに招き，震

から番 組の配信を受け， 自局でも地 域 向け

災と原発事故の影響について多角的な解説を

番 組を作る。また，ニューヨークやボストン

試みた。震災後 5日間で行った関連インタビュー

など大都市部にある公共テレビ局では，全国

（解説）はのべ15にのぼった 。NewsHourで

向け番組も制作している。代表的なものとし

は客観的で公正な報道を重視しており，番組は

て， ボストンのWGBH が 作る硬 派の 社会 派

総体として落ち着いたトーンで進行する。

ドキュメンタリー『FRONTLINE』や，ニュー

3）

表 1 は，実際の番組フォーマットの一例であ
る。

ヨークのWNET 制 作 の 科 学 番 組『NOVA』，
自然番組の『NATURE』などがある。そして
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『NewsHour』は，ワシントンDC の公共テレビ
局WETAとMLP が共同で制作するPBS 唯一
のデイリー・ニュース番組である。
MLPは1981年に，前述のマクニール氏とレー
ラー氏が中心になって設立した独立プロダク
ションである。共同制作と言ってもWETA側に
はニューススタッフはおらず，技術スタッフやス
タジオを提供し，MLP 側が実際の取材・制作
を担当する。編集権と著作権は両者にあるが，
実質的な番組内容は MLP が決めている。
MLP のオフィスは，川をはさんで WETAの

MLP のニュースルーム

また，若いスタッフを中心に10人ほどがコンテ
ンツのデジタル展開に専門に携わっている。

ビルの反対側にある。予算の厳しい公共放送

NewsHour の年間予算は約 2,800 万ドル（約

の常か，2 階建ての地味な建物で，築 30 年以

28 億 円，2012 年 度 ）4）。 個 人や 企 業 からの

上は経っているとのことだった。ここにニュー

寄 付 金 や 協 賛 金と，CPB（Corporation for

スルームや各種スタジオ，番組送出のための

Public Broadcasting， 公 共 放 送 協 会）を通

副調整室などがそろっている。案内してくれた

じて政府から交付される助成金が主な収入だ

広報の女性は，
「番組に出演した歴代大統領

が，近年は大口の企業協賛金が減り，厳しい

や各国の要人も，みんなこの古びた玄関を通っ

財政事情が続いている。2013 年 6月には，サ

てスタジオに入ったんですよ」と言って笑った。

ンフランシスコとデンバーに残っていた事務所
を閉鎖するとともに，この 20 年で最も多い10
人余りのスタッフを解雇した。NewsHourを含
め，PBS は常に予算の獲得に悩まされてきた
が，2008 年のリーマン・ショックやデジタルの
普及などを経て，公共放送を取り巻く様々な課
題が急速に顕在化している面もある。

MLP が入る建物

現在のスタッフは 108人，エグゼクティブ・

3. 刷新の背景

～なぜ視聴者が離れるのか

プロデューサーを筆 頭に，ディレクターやリ

NewsHourはその独自性で高い評価を受け

サーチャーなどの制作スタッフのほか，コレス

てきたが，90 年代以降，ケーブルテレビや衛

ポンデントと呼ばれる記者や番組に出演するア

星放送が普及し，さらにデジタルの登場でメ

ンカー陣など，放送に直接関わる人員が約 3 分

ディアの選択肢が増えるにつれて，番組のあり

の 2を占めている。そのほか，予算獲得のた

方に対して批判が集まり，視聴者離れを招くよ

めの渉外や広報，経理などの管理部門がある。

うになった。メディアの報道や現地取材 5）で指

72

JULY 2014

摘された要因をいくつかあげるが，これらの中

い面もある。

にはほかの既存のテレビニュースに当てはまる
ものも多い。メディア多様化の中で，オールド

○エリート臭さ・堅苦しさ

メディアとも言われる“地上テレビ放送のニュー

NewsHourについて語られる時に聞く言葉

ス番 組”に対する不満や批判が，NewsHour

に“Washington-centric”がある。ワシントン中

に象徴的に表れているとみることもできる。

心主義，といったような意味だが，連邦議会で
の議論やホワイトハウス関連のニュースを手厚

○デジタル対応の遅れ

く扱ったり，ゲストに政治家やシンクタンクの識

2012 年 5月に，NewsHour の有力な支援者

者，ジャーナリストなどが招かれることが多い

であるゲイツ財団（元マイクロソフトCEO のビ

ことから，ワシントンのインサイダー（内輪）で

ル・ゲイツ夫妻が設立）が MLPに番組の改善

ニュースを作っているという批判である。また，

を提案する報告書を提出した。内容は非公開

番組全体が堅苦しく，
“遊び”や“笑い”の要素

だが，New York Timesなどによると，番組の

が少ないという指摘もある。

“近代化
（modernizing）”を強く求めたものだっ
た 6）。NewsHour の番組作りの“保守性・古さ”

○賛否が分かれる問題の扱い

はかねてから指摘されていたが，ニュース項目

ニュースの公正さを保とうとするNewsHour

の選定はともかく，取材手法やニュースをより

の姿勢は，左右どちらの陣営からも攻撃され

魅力的に見せるための演出，視聴者への提供

やすい。アメリカの公共放送（テレビのPBSと

の仕方に，デジタルの導入を積極的に行うべき

ラ ジ オ のNPR＝National Public Radio）は，

だとしている。

政府から助成金を受け取っているため，特に
共和党議員やその支持者から，放送局として

○長いリポート
平均でも5 分を超えるリポートやインタビュー
は，ネット上で細かくセグメント化された情報や

の独立性を保つのであれば政府からのお金は
受け取るべきではないと，常に攻撃の対象と
なっている。

コンテンツが簡単に入手できる時代に合ってい

また，最近ではイデオロギー色を鮮明にす

ないという批判もある。特に若者には，長すぎ

るメディア（保守のFOXニュース，リベラルの

るものは最初からアクセスを拒否されてしまう。

MSNBC ニュース～ともにケーブルテレビ局～

しかし，一概に短くすればよいというものでは

など）が 高視聴率をとる中で，それをしない

なく，テーマに合わせた適切な長さのリポート

NewsHour の姿勢に“物足りなさ”を感じる視

やインタビューが行われ，全体としてメリハリの

聴者がいることも確かである。

ある番組になるというのが理想だが，これは日
米を問わず，ニュース制作者共通の悩みと言え

○夕方 6 時からのオンエア

る。特に，
“in-depth reporting（深く掘り下げ

PBS から配信されるNewsHourは各州の放

た取材報告）”を売りものにするNewsHourに

送局の判断で放送時間が決められるが，お膝

とっては，リポートが長くなるのは避けられな

元のワシントンDC では，WETAで夕方 6 時か
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らオンエアされている。現地で話を聞いた人の

番 組が“過渡 期”に

多くが「仕事中か帰宅途中で，見たくても見ら

あり，それに不況が

れない」と答えた。いかに内容が優れていても，

重 な って NewsHour

生活習慣に合わず，決まった時間にしか放送さ

にとって特に厳しい

れないテレビニュースは，タイムシフト視聴する

時期だったと明らかに

人が増えているデジタル時代にあってハンディ

した。番組制作に携

を抱えている。

EP の L. ウィンズロウ氏

4. 刷新の内容

～何を変えたのか

こうした様々な指摘がある中で，MLPは昨

わる枢要な人材の入
れ 替わり，変化する

ニュース需要とニュースの作り方，さらに急速な
デジタル化などである。
95 年にマクニール氏が引退してから，番組名

年 9月にどのような刷新を行ったのであろうか。

は『NewsHour with Jim Lehrer』となり，レー

現地で行ったインタビューをもとにみていく。

ラー氏がアンカー兼エグゼクティブ・エディター

4-1. 初の女性 2 人アンカー制

を務め，NewsHour の顔として番組を引っ張っ
た。しかし，高齢になったためレーラー氏が

NewsHourは 2013 年 9月9日， 月曜 の 放 送

2011年にアンカーを降りた時，新たな番組の顔

から，ジュディ・ウッドラフ（Judy Woodruff）

となる人がいなかった。このため，NewsHour

氏と，グウェン・アイフィル（Gwen Ifill）氏の

のベテランジャーナリスト5人がローテーション

女性 2人による固定アンカー制となった
（68 ペー

で，毎日2人ずつアンカーを担当するという方

ジ冒頭写真〈番組 HPより〉。なお，当日の放送

法がとられた。5人は，ウッドラフ氏，アイフィ

内容は 71ページの表 1を参照）
。それまでは数

ル氏に加えて，ジェフリー・ブラウン（Jeffrey

人の男女アンカーによるローテーション制だっ

Brown）氏，マーガレット・ウォーナー（Margaret

た。PBS の謳い文句は“全米初の女性 2人によ

Warner）氏，レイ・シュワレツ（Ray Suarez）

るニュース番組”だが，NewsHour の最高責任

氏である。

者，エグゼクティブ・プロデューサー（EP）のリ

4 大ネットワークなど商業放送のニュース番

ンダ・ウィンズロウ（Linda Winslow）氏は，
「最

組はアンカーの強い個性を前面に打ち出すが，

善の選択をした結果が女性 2人になったのであ

PBS は放送内容そのものを重視する。しかし，

り，最初からそれが目的だったわけではない」

このローテーション制はうまくいかず，視聴者
の混乱を招いて，視聴率低下の一因となった。

7）

と語った 。
ウィンズロウ氏は 69 歳，1975 年の番組開始

ウィンズロウEP は，
「いくらリポートの内容が

時からの生え抜きで，途中の数年を除いて，マ

良くても，やはり番 組を引っ張る強力なパー

クニール，レーラー両氏とともに NewsHour 制

ソナリティが必要だと分かったのです」と話し

作の中核を担ってきた。2005 年からは EPを務

た。そして，2012 年の大統領選挙特番で，息

めている。

の合った番組の仕切りを見せたウッドラフ氏と

ウィンズロウ氏は，ここ数年は様々な局面で
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アイフィル氏の 2 人が，固定アンカーに選ばれ

た。2 人には，編集責任を担うマネージング・

材したリポートや分析（intelligent, balanced

エディターの肩書も与えられた。

and in-depth reporting and analysis）を視聴

ウッドラフ氏は 67 歳，NBC のホワイトハウス
担当や CNNのアンカーを経て MLPに入った。

者に届ける 8）”という点で，3人の意見は一致し
ている。

女性テレビ記者のパイオニアの一人で，これま

昨 年 9月以降，NewsHourを定 期的に見て

で 30 年以上にわたって国内政治を専門に取材

きたが，
“過渡期”の揺れは安定しつつあると

してきた。繊 細さを保ちながらも，一本筋の

いう印象を受ける。タイプの違う2 人のアンカー

通ったインタビューやリポートに定評がある。一

はそれぞれの役割を果たしつつ，お互いを尊重

方のアイフィル氏は 58 歳，Washington Post，

し，息も合っている。ウィンズロウEPは，番

New York Times，NBCなどで議会やホワイ

組になれなれしさやお愛想笑いは不要だが，

トハウスを担当した後，1999 年にMLPに入っ

視聴者に親しみを持たれることは重要だと述

た。NewsHour のほかにも，毎週金曜放送の

べ，9月以降，視聴率は徐々に回復していると

『Washington Week』の司会を担当している。

している。長いジャーナリスト経験に裏打ちさ

物おじしない堂々としたインタビューは安定感が

れた女性 2人のこのコンビは長続きするのでは

ある。

ないかと，画面からは感じられる。

番組刷新に伴いスタジオのレイアウトも変更
された。これまでは 2人アンカー制でも画面に

4-2. 週末版の新設

登場するのは1人のショットのみで，2人が会話

番組刷新のもうひとつの大きな柱は，土日版

をかわしたりすることはなかった。しかし，新

『NewsHour Weekend』の新設である。女性 2

しいセットでは 2人横並びのデスクに変わり，

人アンカーのデビューに合わせて，2013 年 9月

短いかけ合いも行い，番組の雰囲気が柔らかく

7日の土曜から放送が始まった（表 2）。

なった。
取り上げるニュースの項目など，重要事項は

これまで土日のニュースがなかったこと自
体 が 不思 議 だと思 わ れ るかもしれ ない が，

常にウィンズロウ，ウッドラフ，アイフィルの「ト

NewsHour の本質的役割が breaking news（突

ライアングル体制」で決定される。これまでは

発の事件・事故のニュース）に対応するもので

番組創始者のマクニール，レーラー両氏の発言

ないことや，制作に手間暇がかかるリポートや

力が強く，マクニール氏引退後は，エグゼクティ

インタビューが中心という番組の性格上，週末

ブ・エディターのレーラー氏の意向を無視しては

の放送はそれほど重視されていなかった。しか

物事が進みにくかった。しかし，今は違うよう

し，CNNの登場に代表されるように，世界の

である。現在の女性トップ 3人による意思決定

どこで起きたニュースも24 時間体制で伝えられ

過程をウィンズロウEPは「個性が強い 3人の価

るようになると，商業テレビ局が毎日のニュー

値観がぶつかり合い，
“創造的緊張感（creative

スにしのぎを削る中，NewsHourだけがその外

tension）”を生む。それが，番組に活力を与え

にいるわけにいかなくなった。現に，金曜の夜

ている」と話す。そして，NewsHour の本質的

や土日に大きなニュースが発生すると，それを

な役割については，
“知的で，公平で，深く取

月曜に初めて伝えるNewsHourはやや間が抜
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けて見えることもあった。金曜に発生した東日
本大震災や，2011年 5月の週末に明らかになっ
た，米軍によるオサマ・ビンラディン殺害の
ニュースなどがそうである。
また，メディア各社のホームページでニュー
スや情報にアクセスする人が飛躍的に増える中
で，NewsHour のウェブサイトが金曜の内容の
まま更新されずに月曜を迎えるということも避

EP の M. ローゼンワッサー氏（右）と
アンカーの H. スリーニヴァサン氏

けなくてはならなかった。
ウィンズロウEPによると，週末版を新しく作

間は平日の半分の30 分（実質約 26 分）。オー

る話は PBS で長い間検討が続けられ，当初は

プニング部分は平日と同じだが，初めての試み

MLPに制作の打診があったそうである。しか

として，2 分間の各局ローカルニュースを入れら

し，MLPは人員的にも予算的にも週末版を担

れる枠を設けている。また，30 分という時間を

う余裕はなかった。そこで白羽の矢が立ったの

考慮して，多くの項目に均等に時間を割くので

がニューヨークの公共テレビ局，WNET だった。

はなく，今日のイチオシとも言える「Signature

WNETは PBS の中で有数の大きな局で多くの

Segment（ 署名入りリポート）」のコーナーに 6

スタッフを抱え，様々な番組を制作している。

～ 7分を充てている。

WNETはマンハッタン島のミッドタウンの高

Weekendの制作スタッフは約 25人。それま

層ビルの中にある。14 階のオフィスで，エグゼ

で PBS で放 送していたWNET 制作の『Need

クティブ・プロデューサーのマーク・ローゼンワッ

to Know』という週 1回のマガジン形式の報

サー（Marc Rosenwasser）氏とアンカーのハ

道番 組が打ち切られ，番 組 EP だったローゼ

リー・スリーニヴァサン（Hari Sreenivasan）氏

ンワッサー氏を含め，スタッフの多くが週末版

に話を聞いた。

に移った。さらに新規のスタッフも採用した。

ローゼンワッサー EPは，ニューヨーク発の

MLPに比べて番組スタッフは若く，平均年齢

週末版を（ワシントンDC 制作の）平日版とは違

は40 歳以下とのことである。

う切り口で作る“実験の場”にしたいと語った。

ローゼンワッサー EPは，週末版スタッフの

同時に，これまで信頼を築いてきた
NewsHour の冠を使うため，番組と

表2

2013 年 9 月 7 日（土曜）の番組内容

しての継続性と変化のバランスをと
ることも重要だと述べた 。同氏は，
9）

NBC など 3 大ネットワークのニュー
スで EPを務めるなど 25 年余りの商
業局での報 道番 組の経 験を経て，
公共放送のWNETに移った。
NewsHour Weekendの放 送 時
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内容

演出

時間

1． オープニング

1 分半／ 1 分半

2． シリア最新情勢まとめ

【VTR】

2 分／ 3 分半

3． シリア難民の困窮

【VTR リポ】

4 分半／ 8 分

4． アラブ諸国の反応

現地から記者解説

【中継】

5． そのほかのニュース

5 分／ 13 分
2 分半／ 15 分半

6． 『Signature Segment』
イスラエルで大規模天然ガス田発見〜期待と余波 【VTR リポ】 7 分半／ 23 分
7． マリファナ合法化をめぐる議論
8． 予告・エンディング

【VTR】

2 分／ 25 分
1 分／ 26 分

特徴を，
“versatile
（多目的，多才）”と表現した。
一人で撮影，取材，編集などいくつもの役割を

オに移動する。放送は夕方 5 時からである。
スリーニヴァサン氏は40 歳。インド出身で，

こなし，デジタルにも詳しい人材が多い。ワシ

少年時代をムンバイで過ごした後アメリカに来

ントンDC のMLP がいわばニュースの“専門職

て，ジャーナリズムの道に進む。ABCや CBS

集団”で，
「このテーマならあのゲスト」などと

で 経 歴を積んだのちPBS に入った。 両 者の

いう風に長年培ってきた人脈でニュース作りを

違いについて，
「商業局は視聴 者向けビジネ

できるベテランの集まりだとすれば，WNETは

ス（audience business）で，PBS は公共サービ

デジタルテクノロジーを駆使して，少ない人員と

ス（public service）。両方とも大事だが，CBS

コストで番組を作ることのできる陣容と言える。

では長くても2 分のリポートしかできなかった。

リポートやインタビューは4 分程度とコンパク

PBS では重要なテーマを7分かけて伝えられ，

トにまとめられている。また“政治の町”ワシ

やりがいがある」と語った。

ントンDC で作られる平日版に対して，ニュー

NewsHour Weekendは，ニュース番組なが

ヨーク発の週末版は，ビジネス，文化，IT な

ら生放送ではなく，基本的には収録番組であ

どの話題に力を入れている。特に若者の視聴

る（ワシントンDC 発の平日版は生放送）。日

者を意識して，番組の情報を SNS で積極的に

本のニュースでもいわゆる“リポートもの”は事

発信したり，視聴者のコメントにアンカーのス

前に音声や字幕を入れてパッケージ化するが，

リーニヴァサン氏自らが返信したりしている。

Weekendは導入部あいさつ，フラッシュニュー

同氏は，週末版開始前はワシントンDC で平日

ス，インタビュー，エンディングなども含めて，

版のリポーターやウェブ版の編集を担当してお

可能なものは全てセグメントごとに事前に収録

り，デジタル技術やその動向に詳しい。

し，放送時間に収まるようにWNET で編集し

特徴的なのが，実際に放送を出すスタジオ

た後，オンエアはVTRを送出する。もちろん，

が WNET 内ではなく
（もちろん放送用スタジオ

ニュースの内容が変わった時のために，放送

はある）
，地下鉄で 2 駅離れた文化・芸術の総

時間中はアンカーを含めスタッフはスタジオで

合施設，リンカーン・センターにあることである。

スタンバイしている。

週末版は，
「視聴者に近く，より開かれた場所」
から放送を出すことも重視した。実際のオンエ

筆者が取材に訪れた日（2014/03/01）は，ウ
クライナ情勢が緊迫しており，ロシア軍の介入

アを見るため，翌日の土曜にそちらを訪ねた。
リンカーン・センターは，世界有数の劇場や
コンサートホール，ジュリアード音楽院などを擁
するニューヨークの一大文化拠点で，その一角
にWNETのスタジオもある。
アンカーのスリーニヴァサン氏は，土日は午
前中にWNETのオフィスで打ち合わせを済ま
せた後，昼過ぎには地下鉄かタクシーでスタジ

スタジオで待機するスリーニヴァサン氏
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が現実のものになる可能性があった。このた

善なのかもしれないとも思った。さらに，国土

め，全てのパートの収録は終えたものの，放送

が広いアメリカには東から西まで4つの時間帯

時間中にも事態が動くことが予想され，スタッ

があり，番組の配信（feed）を受けた各地の放

フはそれに備えた。

送局の中には，すぐではなく数時間後に放送

5 時に放送開始。アンカーのスリーニヴァサン

する局もあるため，厳密な意味での“生放送”

氏はモニター画面のオンエアを横目でチェックし

へのこだわりは少ないのかもしれない。それを

ながら，手元のパソコンでウクライナ情勢の最

求める人はむしろ，24 時間ニュースを放送して

新情報を集めている。スタジオには，ステージ・

いるCNNなどを見るであろう。
“生”が主戦場

マネージャー（SM）を含めスタッフは 3 ～ 4人

でないNewsHour が，それでも生に参入して一

しかいない。モニター画面には，先ほど収録し

定の成果を出さざるを得ない難しさを感じた。

たウクライナ専門家へのインタビューが流れてい

しかし，それとは別に週末版は，NewsHour

る。スタジオとWNETは数ブロック離れている

の質の高さを保ちつつも，スタッフのフットワー

がファイバーケーブルでつながれ，ローゼンワッ

クは軽く，コンパクトなリポート，デジタル発信

サー EP からの指示や映像，コメントなどは全

や視聴者，特に若者へのアクセスなど，ワシン

て，アンカーや SM が着けているイヤホンとパソ

トンDC発では取り組みにくい様々な“実験”を

コン，数台のモニターに届き，情報を共有する。

行っている。

5 時 20 分過ぎ。番組最後の1分で最新のウク
ライナ情勢を，アンカーの立ちで生コメントに差

4-3. デジタル展開の充実

し替えるという連絡がイヤホンに入った。スタ

話をワシントンDCに戻すが，MLP でウィン

ジオ内の動きがあわただしくなり，SM がカメラ

ズロウEPに，若い人に番組を見てもらうために

の位置を変え，スリーニヴァサン氏が立ち位置

はどうしたらよいかと尋ねた時の答えが印象的

を決める。カメラに取り付けられたプロンプター

だった。
「放送は，いま視聴している中高年層

（原稿が表 示される機械）に，WNETのライ

のために続けなければならない。しかし，若者

ターがいま書いたばかりの原稿が表示され，ス

をテレビに呼び込もうとは思わないし，それは

リーニヴァサン氏が 1 ～ 2 度それを読み，1分に

現実的ではない。番組の将来は，
“オンラインと

収まるかチェックする。コメント手直しのやり取

モバイル”にある」というものだった。

りをEPと何度か行うと，すでにオンエア直前。

番組刷新の最後の項目としてデジタルの取り

SMのキューサインにスリーニヴァサン氏は何事

組みを取り上げるが，昨年 9月をもって突然大

もなかったように滑らかにコメントを読み上げ，

きな変化が生じたわけではなく，それ以前から

「では，おやすみなさい」と番組を締めくくった。

続くNewsHour のデジタル展開全般について触
れる。

スタジオ内で収録から放送までを見ていて，

実は NewsHourを含め，PBS はアメリカの

ニュースが生でないことに釈然としない思いを

放送界の中でもデジタルへの取り組みが最も

抱きながらも，限られた予算とスタッフで番組

早かった組 織のひとつである。NewsHourは

の完成度を高めるためには，こうした方法が最

1996 年に番組のウェブサイトを開設している。
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それ以来，資金難などで途中で挫折したプロ

トでアクセスしたユーザーを落胆させないため

ジェクトもあったが，NewsHourではインター

に，スピードを重視している。また自社サイト

ネットの可能性に早くから注目し，様々な試み

に 加 え，Twitter，YouTube，Facebookなど

を行ってきた。特にここ2 年ほどで NewsHour

のNewsHour のページにもアップする。可能な

のサイトは大きく進化し，評価が高まっている。

限りのデバイス，アプリでのアクセスに応える

その動きの中心となり，現在，MLP でデジタ

ようにしている。NewsHour の番組サイトでは，

ル部門を統括しているクリエイティブ・ディレク

過去の番組やリポートのアーカイブを，全て無

ターのトラヴィス・ダ
ウブ（Travis Daub）
10）

氏に話を聞いた 。
ダウブ氏は 38 歳。

料で見ることができる11）。
彼らのもうひとつの重要な仕事は，
「オンライ
ン独自のコンテンツ開発」である。ダウブ氏は
NewsHour の放送コンテンツを“jewel（ 宝石）
”

地 方 新 聞 で 記 者と

と呼ぶが，それらはオンライン上で必ずしも十分

して短 期 間 働 いた

輝いていない場合もあると言う。そのため，デ

後， 外 交 問 題を扱

ジタルのスタッフが提案した独自テーマを，放

うForeig n Pol icy

送とは別に取材し，ウェブ上でなるべく多く提供

誌で10 年余りウェブ開発を担当し，5 年前に

しようとしている。成功例のひとつが，急速に

MLPに加わった。デジタル展開を始めとして

広まっている「合成麻薬（synthetic drugs）
」の

NewsHour 内の多くのプロジェクトに携わる

リポートだった。スタッフ会議では放送で取り上

キーパーソンで，真摯な好青年である。

げることには消極的だったため，オンラインの

クリエイティブ・ディレクター
T. ダウブ氏

ダウブ氏たちの仕事は大きく分けて 2 つあ

独自ネタとして取材・リポートし，結果的に賞を

る。ひとつは，
「放送とオンラインの融合」であ

とり，最後は放送でも取り上げられることになっ

る。具体的には，放送コンテンツを可能な限り

たケースである。近頃はほぼ毎日，オンライン

早く，多様な形でデジタルに展開する。今の

の独自コンテンツを出すようになっている。

ユーザーは放送後すぐに，見逃したコンテンツ

ダウブ氏は，MLPのスタッフは取材や制作

や SNS で話題になったコンテンツにネット上で

の過程で常に“オンライン展開を考える意識”が

アクセスを試みる。それに応えるために，デジ

強くなっていると語る。放送に出るものはいわ

タル専従 7人，デジタルと放送兼任 8人の体制

ばエッセンスで，オンラインでは「放送プラスα」

であたっている。100人余りのMLPスタッフの

を提供するという考え方が根づき始めている。

中で，10人を超えるデジタル要員はかなりの規

その好 例が，米軍の地上攻撃機 A-10 の削

模である。彼らは，番組を丸ごとウェブ上にアッ

減計画をめぐるリポートである。国防総省が

プロードするとともに，セグメントごとにもアク

経費削減のため，旧式になった近 接支 援 用

セスできるようにする。それらひとつひとつに

のA-10 を引退させようとしたところ， イラク

魅力的な写真やタイトルをつけ，さらにテキスト

戦争に従事した軍人から大きな反対の声が上

版（インタビューやコメントの書き起こし），オー

がった。削減すべきは 1機数十億円もする最

ディオ版
（ポッドキャスティング）も載せる。ネッ

新鋭の戦闘機で，イラクで多くの地上部隊の
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兵士を救った安くて頑丈で働きものの旧型機

現地取材や現地の報道を通じて最も強く感じ

をスクラップすべきではないというものだった。

たことは，NewsHour の放 送 スタイルや演出

NewsHourでは，この動きを追ったリポート本

方法などへの批判はあったものの，取り上げ

編に加えて，放送に出なかったインタビューも

るニュース項目や内容そのものへの批判はほ

オンラインで提供した。これらは SNS 上で広く

とんどなかったという点である。特に同業の

話題となり，最近のNewsHourで最も多くアク

ニュース関係者からは，NewsHour の報道内

12）

セスされたコンテンツのひとつとなった 。

容は高い評 価と信頼を得ている。NBC 幹部

筆 者 は 現 地 取 材を行う前，NewsHour の

を経て現在ではコロンビア大学のジャーナリ

サイトにもうひとつ物足りなさを感じていた。

ズム大学院で教えているビル・ウィートリー氏

ニュースの更 新 が それ ほどひんぱんではな

は，NewsHourはアメリカのテレビニュースでは

く，項目も網羅的ではないと感じていた。しか

“他に類を見ない良質なリポート”を提供してい

し，ダウブ氏などの話を聞いて，NewsHour

る，と述べている13）。このほか，
「好き嫌いは

のサイトの 役 割を改めて認 識した。 速 報 が

別にして，NewsHour の報道はほかをもって代

必 要であれ ば CNNやAP などに行けばよく，

え難い」とする声を多く聞いた。言葉を換えれ

NewsHour のサイトはニュースをより深く理解

ば，NewsHourは「コンテンツの質」において

したい人のための解説と関連情報を，映像と

際立っており，それが最大の強みだということ

テキストとオーディオで提供するのが役割であ

ではないだろうか。

る。そうした視点で見ると，ニュースを深掘り

そして，もうひとつの強みが「無料」であると

したサイトはかなり見ごたえがある。それに加

いう点である。最近のアメリカのメディア動向を

えて，膨大な量の過去の放送アーカイブの存在

みていて，ひんぱんに目にする言葉が“pay-wall

は，ほかでは得られないものである。

（有料，課金）”である。ビジネスモデルが変わ

最近ではトップページを大々的にリニューアル

る中で，いかにコンテンツからお金をとるかが

し，表示する項目を絞り込んでビジュアルを重

多くのメディアの大きな関心事になっている。し

視するなど，世の中のトレンドにならったものに

かし，NewsHourには無縁の言葉である。公

なっている。スマートフォン用アプリなどにはま

共放送の財源について諸々の課題はあるが，

だ改善の余地があるが，総体として NewsHour

PBS のコンテンツ提供は全て無料である。

のデジタル展開は着実に進化している。

様々な形の有料サービスが次々に現れる中，
基本的には“寄付の文化”で成り立つPBS は，
アメリカの放送の中で特異な位置に立ってい

5. おわりに

～アメリカの公共放送ニュースが守るもの

る。NewsHourは，良質なコンテンツ制作とい

PBS NewsHourをめぐる，新しいニュース

ジタルの衣をまとわせることで，今後，多くの

時代に向けた刷新の動きをみてきたが，様々な

視聴者・ユーザーにとって不可欠なメディアで

指摘に対して，改善していることもあれば，あ

あり続けることができるのではないだろうか。

まり変わっていないところもあった。しかし，
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う従来の価値観を守りつつ，それに最新のデ

最後に，今後のデジタル時代のニュースの

どうニュース報道に取り入れるかが，個々の企

あり方を示唆しているものとして，最近印象に

業の存続のみならず，ニュース業界そのものの

残った 3 本の記事を短く紹介したい。

盛衰につながる。そこではデジタルを
“好機”と

一つめは，New York TimesがABC 放送の
女性アンカー，バーバラ・ウォルターズ氏の引
退を報じたもの。84 歳のウォルターズ氏は，こ
れまで歴代大統領，各国元首から殺人犯まで
数千人に取材し，
“インタビューの名手”と呼ば
れている。記事では，印象的なエピソードを紹
介し，いくつかの動画がリンクされている14）。
二つめは，Washington Post が報じたもので，
地元の大リーグ球団ワシントン・ナショナルズの
監督が，車を運転しながら携帯電話でラジオ
番組に出演中，追突事故に巻き込まれたという
ニュースである（大事には至らなかった）
。記事
には，その時のラジオ番組の一部がリンクされ
ている15）。
三つめは公共ラジオNPRのリポートで，ド
ローン（drone，無人航空機）を使ってこれまで
は不可能だった空撮を可能にする新しいジャー
ナリズムの可能性が期待されているが，航空当
局の許可がおりるまで時間がかかりそうだとい
うニュース。実際にドローンで撮影した映像が
リンクされている16）。
これらに共通しているのは，言葉のみの説明
にとどまらず，ユーザー（視聴者，読者）の「実
際に見たい，聞きたい」という欲求に，デジタ
ル技術を使って応えているという点である。そ
こではメディアの違いは問題にならない。新聞
がテレビを，新聞がラジオを，ラジオが動画を
リンクすることで，ニュースを分かりやすく臨場
感をもって伝えるというメディアの機能が，より
効果的に発揮されている。
少し前までは，既存メディアにとって，デジタ
ル技術は“脅威”であった。しかし今やそれを

とらえたものが残っていくと，アメリカのメディ
アをみていて強く感じる。

（しばた あつし）

注：

1）State of the News Media の URL
http://www.journalism.org/2014/03/26/stateof-the-news-media-2014-overview/
2）Baltimore Sun 2013/10/29 の記事より
http://www.baltimoresun.com/entertainment/
tv/z-on-tv-blog/bal-pbs-newshour-hugeaudience-loss-20131018,0,7349879.story
3）NHK 放送文化研究所 海外メディア研究グルー
プ「海外のテレビニュース番組は，東日本大震
災をどう伝えたのか」
『放送研究と調査』2012
年 3 月号
4）New York Times 2013/06/13 の記事より
（PBS
は個別の番組ごとの予算を公表していない）
http://www.nytimes.com/2013/06/14/
business/media/venerable-format-ofnewshour-struggles-with-new-era-of-media.
html?_r=0
5）公 共 放 送 を 専 門 に 取 材 す る 米 Current 誌 で
Karen Everhart，Dru Sefton，Andrew Lapin
の 3 記者にインタビュー（2014/02/25）
6）注 4 に同じ
7）ウィンズロウ氏にインタビュー（2014/02/26）
8）注 2 の Baltimore Sun 記 事 の NewsHour へ の
批判に対する PBS の回答
http://www.pbs.org/newshour/rundown/isthe-newshour-worth-saving/
9）ローゼンワッサー氏，スリーニヴァサン氏にイ
ンタビュー（2014/02/28）
10）ダウブ氏にインタビュー（2014/02/26）
11）http://www.pbs.org/newshour/
12）リポートとインタビューは以下の URL
h t t p : / / w w w . p b s. o r g / n e w s h o u r/ v i d e o s /
page/19/#64163
h t t p : / / w w w . p b s. o r g / n e w s h o u r/ v i d e o s /
page/19/#64136
13）Columbia Journal Review 2013/08/22 の記事より
http://www.cjr.org/behind_the_news/
newshour_at_a_crossroads.php?page=all
14）New York Times 2014/05/07 の記事より
http://www.nytimes.com/2014/05/11/arts/
television/the-11th-most-fascinating-personever.html
15）Washington Post 2014/05/07 の記事より
http://www.washingtonpost.com/blogs/dcsports-bog/wp/2014/05/07/matt-williams-rearended-in-car-accident-during-radio-interview/
16）NPR 2014/05/05 のリポートより
http://www.npr.org/blogs/alltechconsider
ed/2014/05/05/309742245/drone-journalismcant-fully-take-flight-until-regulators-act
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