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以上の新聞が発行されており1），Wall Street 
JournalやUSA Todayなどの一部を除き，そ
のほとんどが地方紙である。有名なNew York 
TimesやWashington Post，Los Angeles 
Timesなどもその名が示すとおり，それぞれの
地域向けの新聞として始まった。

放送についても同じことが言える。アメリカ
の公共放送を例にとれば，ラジオは1920年
代に，テレビは1940年代に，まず各州に小さ
な放送局が次 と々作られた。その後，全米に
広がったそれぞれ独立した放送局をネットワー
ク化するため，テレビについてはPBS（Public 
Broadcasting Service，公共放送サービス）
が1969年に創設され，ラジオについてはNPR

（National Public Radio，全米公共ラジオ）が
1970年に作られた。地方局が先発で，とりま
とめ役となるPBS，NPRは後発の組織であ
る。同じ公共放送でも日本のNHKやイギリス
のBBCでは，強力な権限を持つ本部機能がま
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アメリカにおいて，メディアの基本は地方（ローカル）にあると言われる。しかし，デジタル化や多メディア化に
ついて伝えられるのは都市部の動向が中心で，地方の動きはなかなかわからないことから，今回，北西部にある
モンタナ州のボーズマンで現地調査を行った。モンタナ州を選んだ理由は，調査会社ニールセンが発表する210の
DMA（Designated Market Area，テレビ市場）でモンタナが下位に集中しているためである。州内7主要都市の
ひとつボーズマンで，公共テレビ局，商業テレビ局，地方新聞社，ラジオについて取材し，さらにモンタナ州立大
学の学生へのアンケートを行った。その結果，公共テレビは番組で地域の移り変わりを見つめ記録すること，商業
テレビは地上放送を通じ日々のニュースや出来事を細かく伝えること，地方紙はニュースの意味や背景を掘り下げ，
地域の記録者として機能すること，ラジオは身近なメディアとして娯楽や地域情報を提供することなど，それぞれ
が独自の役割を果たしていることが見えてきた。地元への強い愛着を持ちながらメディアで働くモンタナの人たち
の姿が印象に残った。

 1. はじめに

アメリカの基本は地方にあると言われる。か
つてレーガン大統領時代に下院議長を務め
たティップ・オニール氏の有名な言葉に「All 
politics is local.（全ての政治は地方から）」が
ある。連邦議員といえども，選出された地元の
声を聞き，地元に貢献することが政治の基本だ
という格言である。これを怠ったとして，今年

（2014年）6月，次の下院議長が確実視されて
いた共和党の有力議員，エリック・カンター氏が，
地元バージニア州の共和党予備選挙で敗れた。
下院議長は，副大統領に次いで大統領継承
順位2位の超実力者である。その有力候補が，
地元を顧みなかったことを理由に無名の新人に
敗れたことに，米政界は大きな衝撃を受けた。
「地方が基本」は新聞や放送などのメディア

も同様である。不況やインターネットの影響で
数は減っているものの，アメリカ国内では1,300
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ず首都に作られ，その後，地方の放送局が順
次作られていった。日本のNHKでは本部から
各地方局に対して，いわば“トップダウン”の形
で意思決定がなされるのに対して，アメリカで
は番組編成や組織運営に関して，地方局の自
律性を尊重した“ボトムアップ”の意思決定が
行われている。

しかし，重要な存在であるにもかかわらず，ア
メリカの地域メディアの実態は日本ではあまり知
られていない。最近のデジタル化やメディア多様
化の動きにしても，都市部にあるメディア企業が
中心で，地方メディアの動静が取り上げられるこ
とはあまりない。

私ごとになるが，筆者はNHKに入局して
20年間，数か所の地域放送局で勤務した。
NHKの典型的な地域局は，放送，技術，営
業，総務など，放送局のいわば最も基幹的な
部分で構成され，人員も100人程度とそれほ
ど多くない。そのスタッフで全県をカバーする。
地元の民放局もそうであるが，職員たちは「自
分がこの地域の放送を支えている」という自負
を持ちながら働いている。

そうしたことから，数年前に現在の職場でア
メリカのメディアを担当するようになってからも，
都市部での取材を行う一方で，アメリカの基幹
をなすと言われる地方のメディア状況を見てみ
たいという思いがずっとあった。それも中規模
の都市ではなく，本当に小さなローカル都市に
ついてである。デジタル化が急速に進み，メ
ディアが大きく変わる今の時期に見ておくことは
意味があると考えた。

ただアメリカは広大で，いくつもの地域を回
ることはできない。このため今回の取材では的
をしぼり，日本人にあまり知られておらず，かつ，
アメリカで最も“ローカル”とも言える場所とし

て，北西部のモンタナ州に着目した。その地で，
メディアに働く人たちはどんな思いで放送や新
聞を出し，近年大きく変わるメディア状況をどう
見て，それにどう対応しようとしているのか。ま
た，ユーザー（視聴者，読者）は，メディアを
どのように使っているのか。そうしたことを知る
ことは，日本の地域メディアを考える上でも有
効なことではないかと考えた。限られた取材で
はあるが，この報告がアメリカの“超ローカル
地域”のメディア事情の一端を伝えるものにな
ればと思っている。

構成は，以下のとおりである。

1．はじめに
2．モンタナ州ボーズマン
3．公共テレビ MontanaPBS

～「地域を記録する」

4．商業テレビ KBZK
～「地上放送が地域の情報インフラ」

5．地方新聞 Bozeman Daily Chronicle
～「地方紙はコミュニティーを反映する」

6．ラジオ
～「愛と情熱がローカルラジオの命」

7．モンタナ州立大学（MSU）
～学生のメディア利用

8．おわりに

 2．モンタナ州ボーズマン

なぜモンタナ州を選んだのか，その理由を述
べる。アメリカのテレビ市場を見る際にひとつ
の指標となるものに，調査会社のニールセンが
発表するDMA （Designated Market Area） 
がある2）。全米を210の地域（テレビ市場）に分
けたもので，同じ地域内では同じテレビチャン
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ネルが視聴されている。世帯数（人口ではない）
が多い順に，1位ニューヨーク（746万），2位
ロサンゼルス（566万），3位シカゴ（353万），4
位フィラデルフィア（296万），5位ダラス‐フォー
トワース（265万），6位サンフランシスコ‐オー
クランド‐サンノゼ（251万）などと続く。その地
域（マーケット）内の中心都市の名前がつけら
れているが，5位や6位のように2つ以上の都市
にまたがっている場合もある。放送局のマーケ
ティング戦略にはもちろんのこと，放送の規制
監督官庁FCC（連邦通信委員会）が実施する
様 な々調査の基本データにも使われている。

このDMAで常に最下位の210位が，モンタ
ナ州のグレンダイブ（Glendive）であった。世帯
数は4,000余りである。モンタナ州のほかの5
つのDMAも170位から200位あたりに位置し，
最も大きなミズーラ （Missoula）を中心とする
DMAでも世帯数は11万余りである。モンタナ
は面積が日本とほぼ同じの広大な州で，人口
は約100万人。「広い土地に，住む人はまばら」
という，われわれ日本人がイメージするアメリカ
西部の“典型”のような場所とも言える。

当初は，DMA最下位のグレンダイブの取材
を考えた。しかし，最も近い空港からでも車で
数時間かかることなどから日程的に難しく，ほか
の候補地を探した。そして最終的に，州内7つ
の主要都市のひとつで，DMAで187位のボーズ
マン（Bozeman）に決定した。理由は，公共放
送のMontanaPBSがあること，商業局で州内
最大で最も古いKBZK（CBS系列）があること，
モンタナ州立大学（Montana State University，
以下「MSU」）の所在地であること，などである。

モンタナ州について少しふれる。モンタナ州
は，アメリカ本土の北西部に位置している。イ
チロー選手が在籍した大リーグ，マリナーズの
本拠地シアトルがある西海岸最北端のワシント
ン州からは，アイダホ州をはさんで東にあり，
北辺はカナダ国境に接している。東はノースダ
コタ州とサウスダコタ州，南はワイオミング州に
接し，州内の西側をロッキー山脈が南北に走っ
ている。州の面積は，アラスカ，テキサス，カ
リフォルニアに次いで全米4位の広さである。
主な産業は農業や畜産業で，イエローストーン
国立公園の北の入り口にあたることから観光も

重要な産業となっている。
ニューヨークのある東部で

もなく，カリフォルニアの西海
岸でもなく，南部でもない「北
西部のモンタナ」は日本人に
はイメージしにくいが，ロバー
ト・レッドフォード主演・監
督の映画『モンタナの風に抱
かれて』（原題『The Horse 
Whisperer』＝馬にささやく
人，1998年）や，若きブラッ
ド・ピットの出世作『リバー・
ランズ・スルー・イット』（同『A 
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River Runs Through It』，1992年）などの舞
台になった州で，雄大な自然とカウボーイの文
化が残る地でもある。人種的には白人が9割
を占めるが，先住民族のネイティブ・アメリカ
ンも多く，州内には7つの居留地がある。　

日本との関係では，駐日大使を10年以上務
めた知日派のマイク・マンスフィールド氏の出身
州という縁で，モンタナ州と熊本県が姉妹都市
提携を結んでいる。

今回滞在したボーズマンは主要7都市のひと
つで（ほかはヘレナ，ビリングス，ビュート，ミ
ズーラ，グレートフォールズ，カリスペル），州
内では4番目に大きく，人口は約4万である（最
も大きいビリングスは約10万）。イエローストー
ン国立公園を訪れる人が多く利用する国際空港
と，モンタナ州立大学（MSU）がある。空港は
きれいに整備され，建物から出ると，州のニッ
クネームでもある「ビッグスカイ（カントリー）＝
広い空」が出迎えてくれる。そこから，最初の
訪問先である公共テレビ局MontanaPBSに向
かった。

 3．公共テレビ MontanaPBS
       ～「地域を記録する」

モンタナ州を取材先に選んだ理由には，全
米で最後にPBS局が作られた州だという点も
あった。最後発のPBS局がどのように運営され
ているかを見ることが目的である。

戦後アメリカでは，商業局の流れとは別に，
各州で大学などの教育機関や自治体などが母
体となって，非営利の教育放送を行うテレビ
局が次々に作られた。東海岸や西海岸の都市
部では開局が早かったが，人口が少ない西部
では遅れがちだった。そうした中でモンタナで

は，MSUが設立母体となり，1984年に大学
のキャンパス内に「MontanaPBS」（コールサイ
ンKUSM）が作られた。全米の州で最も遅い
PBS局誕生で，今年（2014年）開局30年を迎
えた。1997年には州西部ミズーラにあるモンタ
ナ大学（University of Montana，UM ～同じ
く州立大）にも放送局が作られ（コールサイン
KUFM），現在2局体制で放送を行っている。

MontanaPBSは，MSUの視聴覚教育用の
建物の1階と2階の一角を占めている。そこに
オフィスやスタジオ，番組送出施設などがコン
パクトにまとめられている。アメリカでは2009
年6月の地上デジタル放送への移行以後，マル
チチャンネル放送が可能になり，MontanaPBS
では現在5つのチャンネルで放送を出してい
る。メインのMontanaPBS HD（総合編成），
同Kids（教育，子供向けなど），同Create（生
活，生涯教育など），同World（ニュース，ド
キュメンタリーなど），モンタナ議会中継である。
Create，WorldはワシントンDCのPBSからの
配信をそのまま放送（パススルー）しており，議
会中継は専門業者による配信を購入している。

MontanaPBSの代表，ゼネラルマネージャー
（GM）のエリック・ヒッパ（Eric Hyyppa）氏に
話を聞いた 3）。ヒッパ氏は41歳，イリノイ生ま
れのモンタナ育ちで，MSUを卒業した後，そ

大学施設内にある MontanaPBS
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のままPBSで働き始め
た。 父 親 が30年 前の
MontanaPBS設立の中
心となった人物で，父の
後を継いで放送の充実
に力を入れ，5年前から
GMを務めている。

ヒッパ氏は，Montana-
PBSの使命は，PBS 本

部から配信される全国番組を放送する一方で，
地元の歴史や文化，芸術などに関する特集番
組やドキュメンタリーを作り，地域の移り変わ
りを見つめ記録することだと述べた。

日本の感覚では，PBSのローカル局でも毎日，
「地域向けの生放送」を行っていると考えがちだ
が，少し事情が違う。アメリカの地方局は，公
共局と商業局による番組の“棲み分け”が行わ
れている。商業テレビはデイリーのニュース（フ
ロー系番組）で地域の動きを細かく伝える一方
で，公共テレビは定期的に制作する長尺の特集

（ストック系番組）が中心になっていて，一種の
補完関係と言える。

MontanaPBSでは毎月，翌月分の番組ガイ
ドを，寄付をする支援者（メンバーと呼ばれる）
に送る。それを見ると，PBSの全国番組に加
え，月2本程度のローカルの新作番組，それ
に好評だった過去のローカル番組を組み合わ
せて，地域向け放送を編成していることがわ
かる。ローカルのPBS局はニュースを出してい
ないため，突発事項などで番組編成が大きく
変わることはない。こうしたことから，モンタナ
を含めPBSのチャンネルには「静」のイメージ
がある。落ち着いて番組を見られるが，その反
面，商業テレビに見られるダイナミックさや華
やかさには欠ける。

MontanaPBSが最近制作した番組をいくつ
か見せてもらった。『Butte, America（ビュート，
アメリカ）』は，1900年代初頭に銅の採掘で栄
え，一時は“西部最大の街”と言われたビュー
トの過去と現在を描いたもの。また，『Fort 
Peck Dam（フォートペック・ダム）』は，ニュー
ディール政策のひとつとして，多くの犠牲者を
出しながらも，ルーズベルト大統領が“暴れ川”
のミズーリ川で行った大規模なダム工事を描
いたもの。さらに，『Indian Relay（インディア
ン・リレー）』は，ネイティブ・アメリカンが部族
の誇りをかけて今でも行っている，裸馬に乗る
レースに出場する3組の若者チームの様子を描
いたドキュメンタリー，などである。「今」放送
する必然性にはやや欠けるが，いずれもモンタ
ナの地域に根ざした題材を取り上げ，繰り返し
の視聴にも耐える力作である。こうした番組は
職員のプロデューサーが制作することもあれば，
フリーランスの制作者と共同で作ることもある。

MontanaPBSの予算や組織はどうなってい
るのか。年次報告書によると，2013年度の年
間予算は590万ドル（約5億9,000万円）。内訳
は，2つの大学からの助成金（40%）と，市民
の寄付や地元企業からの協賛金（35%）が2本
柱で，そのほか連邦政府や州政府からの補助
金などとなっている。ここ数年，額に大きな変
化はないという。

職員数はボーズマンのKUSMが25人で，こ
のうちプロデューサーなどの制作系が7人，技
術系7人，寄付や協賛金を扱う歳入担当者が5
人，さらに総務や広報，経理の担当者などが
いる。ほかにパートタイムのスタッフも20人ほど
働いている。一方，ミズーラのKUFMの方は，
制作系スタッフの8人のみで，職員は両方合わ
せて30人余りとなる。これまで取材したニュー

MontanaPBS
E. ヒッパ GM
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ヨークやワシントンDCなどの大規模なPBS局
は200人以上の要員を抱えており，中規模局の
デンバーでは60人程度だった。日本のローカル

（県域）局に比べると30人は少ないという印象
を持つが，ストック系番組の制作と番組のプロ
グラミング／送出が主要業務で，人手のかかる
デイリーのニュース番組は制作していないため，
それほど多くの要員は必要ないのかもしれない。

そんなMontanaPBSが，久しぶりの生放送
をするというので見学した。全米のPBSでも
行っている「Pledge Drive」と呼ばれるもので，
一言で言えば，“寄付のお願い”である。年に
2回，1週間ずつ実施されている。人気の高い
ローカル番組を放送しながら，途中何度かのイ
ンターミッションでGMのヒッパ氏自らが生出演
し，地元ゲストとの対談でPBSの意義やメリッ
トを強調しながら，モンタナの視聴者に支援

（寄付）をお願いするものである。スタジオ内に
は受付用の電話が並び，PBSの支持者である
市民ボランティアが電話を受ける。

アメリカの視聴者には見慣れた風景で，度重
なる寄付のお願いに「PBSはいつもお金を請う
ている」と批判的に見る人もいる。しかし日本
の公共放送に働く者には，個人の寄付（善意）
で成り立つアメリカの公共放送の原点を見る思
いがした。決してあかぬけた演出やスタジオで

はないが，地元の人が出演し，地元の人に向
かってPBSの役割をていねいに説明して支援
を訴える。小さな寄付の積み重ねが放送を作っ
ていることを実感する。

ヒッパ氏の目下の最大の懸案は，来年（2015
年）行われる予定の周波数オークションの影響
だという4）。土地が広大なモンタナでは，放送
局が出す電波をつないでいく電波塔・中継所

（translator）の施設が数多くあり，重要な役割
を果たしている。しかし，来年のオークション
の結果次第では，使用する周波数帯域の変更

（repackingと呼ばれる）に伴い，多くの電波塔
の改修を余儀なくされる可能性があり，予算の
厳しいローカル局では放送継続を断念する地域
が出ることもありうるという。公共放送のPBS
は，ケーブルや衛星などの有料放送に加入して
いないマイノリティーや貧困層など社会的弱者
にも，あまねく無料の地上放送を届けることを
旨としている。ヒッパ氏たちは，ワシントンDC
の関係機関に予算措置を働きかけているが，中
央には地方の実情をなかなか理解してもらえな
いと，洋の東西を問わず，地方局に共通する苦
労を訴えていた。

総体として，MontanaPBSは小規模ながら
も，精力的なヒッパ氏に率いられ，堅実に運営
されているという印象を持った。

 4．商業テレビ KBZK
       ～「地上放送が地域の情報インフラ」

続いて訪れたのはCBS系の商業テレビ局
KBZKである。モンタナにはCBS系列，NBC
系列，ABC/FOX合同の系列のローカル商業
局があるが，KBZKの放送開始は1953年と州
内の放送局で最も早い。また放送局の規模も

Pledge Drive のスタジオ風景
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一番大きい。
KBZKの局舎はボーズマンのダウンタウンか

ら車で10分ほど離れたところにあり，広い敷地
をふんだんに使った平屋の建物である。ここで
ゼネラルマネージャー（GM）のジョン・サウンダー
ス（Jon Saunders）氏，報道部長のジョン・シェ
アラー（John Sherer）氏，営業部長のグレッグ・
メッツガー（Greg Metzger）氏に話を聞いた 5）。

地元出身のサウンダースGMは，地上ローカ
ル放送こそが地域住民に貢献していると，強
い自負を見せた。インターネットの普及や情報
通信機器の発達で，相対的に地上テレビ放送
の役割が小さくなっていると言われるが，同氏
は「モンタナのような田舎は，ブロードバンドの
普及が都市部より数年遅れている。自然災害
が起きた時などに，安定して重要な情報を地
域に向けて届けることができるのは，地上ロー
カル放送だ」と強調した。

そのため彼らは，ローカル向けのニュースや
地域の公共的な課題（public affairs）について
の番組に力を入れている。平日は5:30 ～ 7:00
の朝，17:30 ～ 18:30の夕方，22:00 ～ 22:30の
夜の3つの時間帯にローカルニュースを放送し
ている。また毎週日曜日には，CBS制作の全
国版の朝の政治討論番組『Face the Nation』
に続いて，ローカル向けの『Face the State』

（30分）を放送している。演出はインタビューや
VTR構成などテーマに合わせて様々だが，最
近では新しい中国大使に任命された地元選出
のベテラン上院議員，マックス・ボーカス氏の
特集などを放送した。

ローカルニュースについては滞在期間中に数
回見ただけだが，スポーツに力を入れているの
が印象に残った。大学だけでなく高校のバス
ケットボールなどを映像つきでかなり長時間取
り上げる。それほどニュースが多くない地域で
放送時間を埋めるという現実的な理由もあるだ
ろうが，地域の出来事を細かく取り上げること
が地元へのサービスにつながるということへの
徹底ぶりがうかがえた。

サウンダース氏によると，KBZKのスタッフは
全州で約250人，放送・技術・営業がおおよそ
3分の1ずつである。本部があるボーズマン以
外の3つの都市（ビリングス，グレートフォール
ズ，ミズーラ）にもスタジオを備えた支局があ
る。ニュース取材要員約80人は，この4つの局
に配置され全州を細かくフォローしている。

報道担当のシェアラー氏の話で興味深かっ
たのは，隣どうしであるボーズマンとビュートは
同じDMA（テレビ市場）に属するが，前者はこ
の20年で栄えた新興の「cowboy town（カウ
ボーイの町）」であるのに対して，後者は80年
前にピークを迎え今は衰退する「mining town

商業テレビ局 KBZK

KBZK 幹部
（左からメッツガー氏，シェアラー氏，サウンダース氏）
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ンツを提供し続けることが，デジタル時代に生
き残る手段だと言う。

テレビの将来については未知数の部分が多
いが，広大な大地が広がるモンタナでは，都
市部で行われているデジタル化の議論がそのま
ま当てはまらないことも多い。今後，ブロード
バンドの整備は必然だとしても，モンタナの地
ではまだしばらく地上ローカル放送の重要性は
変わらないだろうという答えだった。

 5．地方新聞 Bozeman Daily Chronicle
     ～「地方紙はコミュニティーを反映する」

今回の取材でぜひ訪れたいと思っていたの
が地方新聞である。これまで放送局は大小
様々なところを訪問しておおよその見当はつい
ているが，地方の活字メディアは初めての取材
だった。

モンタナ州には主要都市にそれぞれ地方
紙がある。Billings Gazette（ビリングス），
Bozeman Daily Chronicle（ボーズマン），
Missoulian（ミズーラ），Helena Independent

（ヘレナ），Great Falls Tribune（グレートフォー
ルズ）などである。地方紙というと，日本では
一般に県域紙を指すが，アメリカでは市や町，
コミュニティーの単位で発行するものが多い。
発行部数は多くて数万，少ないものでは数百と
いうものもあり，日本に比べて小規模である。
それだけ地域に根ざしているとも言える。今回
取材したBozeman Daily Chronicle（ボーズマ
ン・デイリー・クロニクル，以下「Chronicle」）
も発行部数は1万6,000と少ないが，創刊100
年以上の伝統を持つ地方新聞である。

訪れて，まずその建物の大きさに驚いた。小
さなオフィスを想像していたが，日本の高校の

（鉱山の町）」であるため，住民の気質が全く
異なり，仲もあまり良くない。そのため両方の
町のニュースを取材し，どちらかに片寄りすぎ
ないよう配慮しているとのことだった。「ローカ
ル」と一口に言っても，異なる歴史や地形，イ
デオロギー，アイデンティティーがそれぞれの
土地を作っており，それを理解した上で取材
し，きめ細かい情報を提供できるのがローカ
ルメディアの強みだということだった。

KBZKの年間予算の具体額は教えてもらえ
なかったが，当然のことながらPBSよりはかな
り多いとのことである。営業担当のメッツガー
氏によると，収入の94％は広告収入で，その3
分の2は小さなカーディーラーや歯医者などを
含めた地元モンタナの企業や商店が占め，残り
3分の1が全国規模の企業である。オンライン
広告は増えつつあるが全体の5％程度で，90％
以上は従来からのテレビ広告が占めている。こ
こ数年の不況で，ローカルの広告は他社との競
争が激しくなっているとのことである。

最後に，デジタルの取り組みとローカルテレ
ビの将来について聞いてみた。KBZKでも自
局のウェブサイトを重要なプラットフォームとと
らえており，ウェブ専門のプロデューサー 2人
を置いている。最近のメディア企業は一般的に
みて，高給取りのベテランジャーナリストを減
らして，デジタル技術に秀でた若いジャーナリ
ストを雇うという傾向があるが，KBZKではむ
しろ逆に，40 代の働き盛りの新聞出身の記者
3人を最近雇い入れた。サウンダース氏たちが
重視しているのは，地域のネタを魅力的な記
事（story）にできる能力を持った人材だという。
デジタル技術を扱う人はたくさんいるが，十分
に取材できる力を持ったジャーナリストはそれ
ほど多くない。人材を確保し，魅力的なコンテ
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体育館2つ分くらいの広さがあるゆったりとした
平屋の社屋だった。あとで，その3分の1が印
刷工場だとわかった。

出迎えてくれたのは，社長兼発行人のステ
ファニー・プレスリー（Stephanie Pressly）
氏。現状はどうですか，という最初の質問に，
同氏は「地域の新聞は，そのコミュニティー
の“健全度”を反映しています（Community 
newspaper tends to reflect the health of 
community.）」と答えた 6）。

プレスリー氏はカリ
フォルニア出身。これま
で西部各州の新聞社で
主にマネージメントを担
当し，7年前に新聞記
者の夫の出身地モンタ
ナのChronicleに発行
人として迎えられた。当
時，女性のトップは珍
しく，キャリアは通算

25年にのぼる。現在，夫は主夫（stay-home 
dad）をしているという。

同氏がChronicleに来た2007年頃までボー
ズマンの経済は好調だったが，直後にリーマ
ン・ショックが襲い，さらにインターネットの
波が押し寄せ，新聞業界は厳しい時代に入る。
購読者や広告は減少し，経費や給与の削減を

強いられた。今は落ち着きつつあるが，デジタ
ルへの対応を進めながら，無駄のない経営を
心がけた7年間だったという。

現在のスタッフは約100人，4分の3の75人
がフルタイム，残りがパートタイムである。75
人のうち，取材・編集，営業，印刷がそれぞ
れ3分の1ずつで，配達業務は外部に委託し
ている。25人のニュース要員の内訳は，記者

（reporter）8人，編集者（editor）15人，カメ
ラマンが2人。多くの新聞社でカメラマンが減
らされる中，2人を専属で抱える地方紙は珍し
いという。8人の記者は，市政，警察，経済，
スポーツ，教育などそれぞれの担当（beat）を
持っている。記者は20代の若手が多く，2 ～
3年で新聞社を移りながらキャリアアップしてい
くため，人の入れ替わりが激しい。一方，紙面
を作る編集担当者は30 ～ 40代の中堅層が多
く，在籍年数も長いという。

発行部数1万6,000は，カバーエリアの半数
の家庭が購読していることになる。料金は月15
ドル。紙面の約7割が自前の記事で，3割が通
信社などからの配信記事である。独自記事をさ
らに増やす努力を続けている。

大小を問わず新聞社の目下の最大の関心事
は，「デジタル化」である。メディアが多様化
し新聞の読者が減る中，どのように紙からデジ
タルにシフトし，一方で収入を確保していくか，
各新聞で様々な模索が行われている。その一
環としてChronicleでは，2年前にウェブ版に
課金制度を導入した。大手紙ではNew York 
Timesなどがその先駆けだが，Chronicleでは
月5ドルで全ての記事を見ることができる。現
在の契約者数は約2,000。さらに昨年（2013
年）10月には経費を削減するため，月曜の紙
版を廃止した（デジタル版は月曜も更新する）。

Chronicle 社
S. プレスリー
社長兼発行人

Bozeman Daily Chronicle の社屋
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読者の反応は非常に厳しいものだったそうだ
が，プレスリー氏は記者を減らさず，現在の取
材体制を維持するための決断だったと述べた。

ホームページについては，専従のウェブ担当
エディターが毎時，更新している。紙との顕著
な違いは，アクセスの45％が州外からで，これ
はイエローストーン国立公園を訪れる人が情報
を得るためではないかと見ている。

取材手法について，プレスリー氏は現在，モ
ンタナ州内にある大小90の新聞で“モンタナ・
ニュース・ワイヤー”のような取材ネットワーク
作りに取り組み始めている。各社が取材した
ニュースをお互いに配信・共有することで，経
費削減と記事の充実をめざすものである。デジ
タル化の大きなうねりの中で，Chronicleも様々
な試みを行っている。

話を聞いた後，印刷工場を案内してもらっ
た。ここでは20人余りのスタッフが働いている。
300万ドル（約3億円）を投資したという大型
の機械が，大きな音をたてながら16の工程で
新聞作りを行い，最大で1時間に4万5,000部
を印刷できるという。新聞社の2大経費は「印
刷」と「配達」ということだが，確かに機械の
メンテナンスや操作をする多くの専門職が必要
で，印刷はお金と人手がかかることを実感した。
最近では新聞を刷るためのロール紙の調達も

難しくなり，カナダから輸入しているとのことで
ある。将来的にウェブに移行し紙を廃止するの
は大きな流れだが，印刷オペレーターの雇用の
問題に加え，ここがMSUなどの学校や地元企
業，商店などにとっての“地域の印刷所”の役
割も果たしていることから，印刷工場の扱いは
難しいようである。

最後に，デジタル時代に新聞の守るべきもの
を聞いた。プレスリー氏は「habit（新聞でニュー
スを知るという習慣），in-depth reporting（掘
り下げた報道），chronicler（地域の記録者）」
という3つのキーワードをあげた。新聞で地
域のニュースを知るという，人々の習慣に応え
ること。起きたことを知らせるだけでなく，そ
の意味や背景を深く取材して伝えること。そし
て，地域のニュースを記録し，保存すること。
Chronicle内にはこれまでの新聞が全て保管し
てあり，地元の人が昔の出来事を調べるため
に，たびたび訪れるそうである。

プレスリー氏は「インターネットで読まれる
ニュースの8割は新聞から来ている。ネットで
世界の出来事を知ることはできても，地域のこ
とはローカルメディアでしか知ることができな
い。その役割を果たしていくのがわれわれの仕
事だ」と語った。

Chronicleの取材は，知らないことが多かっ

Chronicle 社の印刷工場

刷りあがった新聞
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たということもあるが，楽しいものだった。そ
れは厳しい新聞経営の中でも，プレスリー氏た
ちの前向きにものごとを進めようとする意思と明
るさが感じられたからではないかと思う。余談
になるが，Chronicleは『We Don't Make This 
Stuff Up（作り話ではない本当の話）』というベ
ストセラー本を出している。いわゆる“警察こぼ
れ話”を集めたもので，全国紙にも紹介され10
万部以上が売れている。地元の警察に寄せら
れる通報の中には事件・事故ばかりでなく，笑
いや涙を誘う話，驚くような話，ちょっと風変
わりな話がたくさんつまっており，ボーズマンと
いう地に暮らす人たちの素顔が垣間見える。そ
れが多くの人の共感を呼ぶようである。

最初の質問に戻れば，ボーズマンを映す鏡と
してのChronicleの“健全度”は高いと，筆者
には感じられた。

 6．ラジオ
       ～「愛と情熱がローカルラジオの命」

一言で言えば，アメリカ人はラジオをとても
よく聞く。ニールセンの最新の全米統計では，
12歳以上のアメリカ人の92％が1週間に1度以
上はラジオを聞いており，ラジオ離れが言われ
る日本とは大きく事情が異なる。

ラジオについては実際に放送局を訪問した
のでなく，モンタナの放送事業者で作るMBA

（Montana Broadcasters Association）会長
兼CEOのデューイ・ブルース（Dewey Bruce）
氏に話を聞いた 7）。MBAはワシントンDCに
本部があるNAB（National Association of 
Broadcasters，全米放送事業者連盟）のモン
タナ支部にあたる。同氏は57歳，州北東部の
Glasgowという小さな町の出身で，これまでモ

ンタナを中心に35年間
ラジオ局の経営一筋に
たずさわってきた。

ブルース氏によると，
モンタナ州には155の
ラジオ局がある。多く
はFM局で，放送内容
は音楽，スポーツ，ニュー
スが多く，最近では寄

付などで収入が安定していることから，キリス
ト教系の宗教局が増えているという。西海岸
を中心に急速に増加しているヒスパニック系住
民向けのスペイン語放送局は，モンタナにはま
だない。一方で，ネイティブ・アメリカンの居
留地内の放送局は，雇用や職業訓練の場にも
なっているそうである。

アメリカのメディアを見ていて驚くのは，その
数の多さである。国土が広いという理由もある
が，前述したように新聞は1,300以上あり，テ
レビは1,700局余り，ラジオは1万5,000局余り
ある。単純に50州で割れば，ラジオはひとつ
の州に300局以上あることになる。多くの市や
町に複数のラジオ局があり，大きな局もあるが，
その多くは日本で言えばコミュニティーラジオに
近い感覚ではないかと思う。過去に取材した
公共ラジオ局は十数人で運営され，多くのボラ
ンティアが重要な役割を担っているのが印象的
だった。テレビのようにたくさんの機材と要員を
必要としないため，制作者もリスナーも身近なメ
ディアとして関われるのがラジオの良さである。

ブルース氏もMBA会長を引き受けるまで
は，複数のラジオ局を運営していた。地元で
人気があるのは，大学のスポーツ中継だそうで
ある。MSUやUMのフットボールやバスケット
ボール，野球の中継は，少ない制作費で多く

MBA
D. ブルース会長兼 CEO
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のリスナーを引きつけることができるため欠か
すことができない重要コンテンツである。

また農業州であるモンタナでは，ローカルの
ラジオ局がひんぱんに流す気象情報や自然災
害に関するニュースは，生活や命に直結する重
要な情報であり，ラジオ局は「情報ライフライン」
の役割を果たしている。

ブルース氏が，十数年前に起きた人命救助
に関する興味深いエピソードを紹介してくれた。
ある冬の日，カナダ国境沿いの，当時人口800
人ほどのスコービィ（Scobey）という小さな町で，
父親と少年の親子が乗る車が猛烈な吹雪で立
ち往生し，2人は車内に閉じ込められてしまっ
た。助けを求めに行くため，父親はラジオをつ
け，幼い息子に決してラジオのチャンネルを変
えたり消したりしないよう言い聞かせた。猛吹
雪の中，やっと一軒の農家にたどり着いた父親
は電話を借り，息子が聞いている地元のラジオ
局KCGMに電話をかけて事情を説明した。番
組担当者はすぐに放送を通じて「君のお父さん
は無事で，すぐに皆で助けに行くから，このま
まラジオを消さないように」と少年を励まし続け
たという。これこそローカルラジオが地域の役
に立った良い例だとブルース氏は話した。

ニールセンのテレビ市場DMAで最下位210
位のグレンダイブを訪れたことのある同氏は，
現地の放送局KGLEを“old garage（古いガ
レージ）”のような放送局だと表現した。しか
し，そこで働く人たちは「地域へのlove（愛）」
と，「放送に対するpassion（情熱）」を持って
いると語った。自身もラジオで長く働き，限り
ない愛情を注いでいるブルース氏の話を聞いて
いると，愛と情熱が地域のラジオを支えるとい
う言葉もあながち理想論だけではないという思
いを持った。

 7．モンタナ州立大学（MSU）
       ～学生のメディア利用

ここまで，主に伝え手側について紹介してき
たが，今回のモンタナ取材では受け手側の様子
を知るために，MSUで人類学を教える山口智美

（やまぐちともみ）准教授に協力いただき，学生
にアンケートを行った。山口氏が教えるクラス
の2，3年生約50人に，テレビやラジオ，パソ
コン，スマートフォンなどメディアの所有と利用
の状況について聞いた。数や対象が限られてい
ることから，あくまでMSUの若者のメディア利
用のおおまかな傾向を知るためのものである。

50人は男女ほぼ半々で，出身も州内と州外が
ほぼ半分ずつだった。テレビは1人を除いて全
員が所有し，最も多い学生は（自宅に）5台だっ
た。ラジオについては，受信機の所有は半分
以下だが，4分の3の学生が聞くと答え，一番
多いのは「車（カーラジオ）で」という答えだっ
た。音楽番組が人気で，NPR（全米公共ラジ
オ）のニュース番組を聞く学生も多かった。パ
ソコンは全員が持っている。携帯電話も全員が
所有し，ほとんどがスマートフォンである。タ
ブレット端末は3分の2が持っていて，半数は
電子書籍リーダーだった。新聞を定期購読して
いる学生は，オンラインを含めても数人しかい
なかった。最もよく使うデバイスを聞いたとこ
ろ，パソコンとスマートフォンで，パソコンは授
業や動画視聴などに，スマートフォンはSNSな
どのコミュニケーションツールとしてという答え
が多かった。最も人気のあるSNSはFacebook
で，Twitter，写真共有サイトのInstagram，
Tumblrなどが続いた。

どのようにしてニュースを取得するか，という
問いに対しては，パソコンやスマートフォンなど
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のインターネット経由が8割，テレビやラジオを
通じては2割だった。ニュースにアクセスするた
めのサイトで多かったのは，New York Times，
CNN，BBC，NPR，地元のChronicleなど
の既存のメディアに加え，Google，Yahoo!，
Huffington Postなどの新興ニュースサイトが
目立った。

おおむね予想どおりの回答だったが，学生と
のディスカッションでは，人気の番組配信サー
ビスNetflixやHuluをほとんどの学生が利用す
る一方で，様 な々雑誌を購読する学生も多かっ
た。全体として，若者のデジタルの利用の度合
いは非常に大きく，メディア側としては良質なコ
ンテンツをいかにして彼らに届けるかが知恵の
しぼり所だと感じた。

 8．おわりに

日本とほぼ同じ面積の州を1週間足らずの駆
け足で巡り，報告を書くということの無謀さは
最初からわかっていた。ただ，インターネット
で毎日，かなりの量のアメリカのメディア情報に
接して「わかったつもりになっている」からこそ，
モンタナの地元メディアで働く人たちの顔を直
接見ること，話を聞くこと，その“熱量”のよう
なものを感じることが大切ではないかと考えた。

また，これまでアメリカの公共放送，地デジ
移行，独立規制機関，周波数行政，非営利メ
ディアなど，“テーマ”の縦割りでの報告は書い
てきたが，“地域”で区切った横割りの取材は初
めてで，チャレンジのしがいがあった。デジタ
ル化への対応はここでも喫緊の課題で，どの
メディアも試行錯誤を繰り返していた。

内容が十分でないことは承知の上で，今回，
モンタナの現地取材をして良かったと思うの

は，メディアで働くことは損得勘定だけではな
いということを思い起こさせてくれたという点で
ある。資本主義の“牙城”アメリカではいま「ビ
ジネス・モデル」という言葉がひんぱんに語ら
れ，多くの関係者にとって最大関心事のひとつ
になっている。しかし，これまでの取材からア
メリカには，利潤追求を最も重要と考える人と
同じくらい，公共の利益や民主主義の実現を
大切だと考えるメディア関係者が多いというこ
とも実感している。

日本からはるばる地域メディアを取材しに来
たことへの共鳴もあったのかもしれないが，今
回出会ったモンタナの人たちの多くは，地域や
仕事への強い愛着を語った。大きく変わるメ
ディアの先行きに不安も大きいとは思うが，総
体的に彼らの話には健全なものを感じた。こう
した人たちが地方のメディアを支えており，それ
がアメリカ社会の底力ではないかということを
強く実感した取材だった。     （しばた あつし）

〔今回の取材では，モンタナ州立大学の山口智美准教
授に多大なご協力をいただきました。感謝いたします。〕

注：
 1） アメリカ新聞協会（NAA）2011 年のデータ

http://www.naa.org/Trends-and-Numbers/
Circulation-Volume/Newspaper-Circulation-
Volume.aspx

 2） ニールセンの DMA　http://www.nielsen.com/
content/dam/corporate/us/en/docs/solutions/
measurement/television/2013-2014-DMA-
Ranks.pdf

 3） ヒッパ氏にインタビュー（2014/03/04）
 4） アメリカの周波数オークションの動きについて

は拙稿「報告 2014 年アメリカ・周波数オーク
ションの行方～ブロードバンド時代の電波利用
は」『放送研究と調査』（2013 年 11 月号）を参
照されたい

 5） KBZK で 3 氏にインタビュー（2014/03/05）
 6） プレスリー氏にインタビュー（2014/03/05）
 7） ブルース氏にインタビュー（2014/03/07）




