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グーテンベルグとムーアの法則

水野　雅夫

◆はじめに

　5年目前、デジタル・メディア論と名付けて名古屋大学国際言語文化研究科で講義

を持たせて頂いた時、講義の目標として考えたのが、「ムーアの法則」（Moore’s Law）

との競争だ。ムーアの法則は米半導体メーカー、インテル社の創業者の一人ゴードン・

ムーア（Gordon E. Moore）が、唱えた「集積回路におけるトランジスタの集積密度

は、18～ 24カ月ごとに倍になる」という経験則である。

　単に半導体の性能が上がるだけでなく、その技術的波及効果は、あらゆる情報・通

信機器に及んで、メディアの世界を急速に変化させている。

【ムーアの法則がもたらすパフォーマンスの向上：トランジスター数の増加に伴い、プ

ロセッサーのパフォーマンス （MIPS: Millions of Instructions Per Second） は一貫し

て向上してきた】

ムーアの法則
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　筆者が 30年以上にわたって従事してきた新聞報道の世界もムーアの法則と無縁

ではない。紙の上に情報を印刷するという 15世紀のグーテンベルグ（Johannes 

Gutenberg）以来の基本形態は変わっていない。しかし、記事の取材から、取材した

情報を印刷するまで、ムーアの法則の影響を受けない作業は見あたらないと言ってよ

いほどだ。

　講義を始めるに当たってまず、学生に伝えるべきは、ムーアの法則によって日々変

化する新聞報道の姿と、その意味するところに焦点を絞るべきだと思い定めた次第で

ある。

　メディアの本質を正面から語ることについては、他に適任の先生方も多くいらっしゃ

るはずなので、私は自身の職業経験の中で切り開いてきた技術論を入り口に、メディ

アの本質に切り込んでみることにした。報道の本質というものが、存在するとして、

技術進歩が本質に与える要素もまた、いくばくかはあるに違いない。

◆教材との苦闘

　講義の道具立てとして私が考えたのが、インターネットの活用だ。教室にパソコン

を持ち込み、インターネットと接続し、プロジェクターを介してネットの情報をホワ

イトボードに投影する方法を選んだ。

　教材は、主に新聞記事や自身が書いた社説などで、基本的には講義前にパワーポイ

ントに書き込んでおいたが、目玉は講義の直前、数日間に起きた世界の出来事を知ら

せるネット上のニュースを教室でオンラインの状態で映し出すことだった。これによ

り、事前に用意した教材だけでなく、ネット上に存在する世界中の生きた情報を素材

として、学生諸君に、ジャーナリストがニュースとどう取り組むかを示すことができ

たのでは、ないかと思われる。

　「アカデミズム」と「ジャーナリズム」が対置して語られる事が多い。ともに真実の

探求を目的とするが、違いは、判断のために許される時間的要素だろう。新聞でいえ

ば、朝夕刊を発行する間の半日の勝負だ。ある出来事に対して、それが読者にとって

どのような意味を持つのかジャーナリストとしての解釈や判断をしなければ、ならな

い。ニュースの発生が締め切り間際なら、ほんの数分の余裕さえないこともある。

　特派員をしていると国際会議の取材がよくある。会議終了後発表されるコミュニケ

を文字通りの報道をするだけでなく、その裏に含まれた意味をも判断して伝えなけれ

ばならない。政治的テーマの会議ならば、記者としての解釈がどのようであれ、記者

個人の判断として尊重されるが、通貨などをテーマにした蔵相・中央銀行総裁会議

（G7）など経済を議題にした会議だと、いくら記者が「この会議の結論はこうである」

と力んでみても、翌朝の国際通貨・金融市場が独自の判断をして上下どちらかに、大
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きく動いてしまう。市場と異なる判断をした記者は、たとえ記者が正しくても、市場

と異なる判断をした理由を明確にできなければ、大恥をかくことになる。辛いことだ

が、大方の場合、記者に弁明の機会が与えられる事はない。私が、教室でインターネッ

トを使おうとしたのも、学生諸氏に刻々と起きる世界のニュースにどう立ち向かって

ほしいか、その生きた教材を提供したかったからにほかならない。

◆電子新聞の亡霊

　ここ数十年来、新聞業界は電子新聞の亡霊につきまとわれてきたといえるのでは、

ないだろうか。30余年前、私が新聞社に入った頃、すでに「10年後には電子新聞の時

代が来る」と言われていた。

　電子新聞を巡る当時の議論のベースにあったのは、1970年に開かれた大阪万博で有

力各紙が行った電子新聞のデモンストレーションだった。基本はファクシミリの原理

を応用している。

　いま私の手元に大阪の万博会場で配布された某紙の電子新聞の実物（1970年 8月

24日付）がある。歳月をへてすっかり黄味を帯びてはいるが、見開きでＡ版より一回

り大きなサイズの一枚限りの編集で表面は日本語、裏面は英文の記事が印刷されてい

る。某紙の大阪本社で編集したものをファクシミリ方式で当時の電電公社の高速回線

を経由して万博会場に電送し、通常紙に印刷したものだ。日本語のトップ記事は、「恐

喝タクシー　万博客から３倍の料金」、英文の方はソビエト製の SST（Super Sonic 

Transport)旅客機の話題となっている。

　万博後、長い間、電子新聞といえば、各家庭に置いたファクシミリ端末に新聞社か

ら情報を送信して印刷するという形態を念頭に語られる時代が続いていた。しかし、

ファクシミリ方式の電子新聞は、家庭での用紙補給の煩雑さなどがネックとされ、現

在、新聞社が期待しているのは紙のように薄くて折り曲げられる電子表示装置（ディ

スプレイ）に通信機能を持たせ、ネット経由で記事を表示する電子ペーパー方式だ。

新聞社は大手通信機メーカーや印刷会社と協力してこの電子ペーパーに新聞記事を無

線（衛星通信、家庭内無線 LAN）もしくは有線で送り込み、記事を表示させようとも

くろんでいる。

　この電子ペーパーを新聞販売店が、各家庭にレンタルする形を取れば、宅配を中心

にした現在の新聞社の経営形態が維持できるメリットがある。だが、現実にはインター

ネットのヤフーやグーグル等の検索サイトを通じて無料の新聞記事が、ふんだんに閲

覧できるようになってしまっている。本当は、紙に情報を載せて販売する形態を捨て

て、新聞社は情報のみを販売し、情報の伝達手段はインターネットなど多様な手段を

利用することにすれば、ビジネスモデルとしては、よほどすっきりする。しかし、イ
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ンターネットで送信した記事に対して、新聞社の経営を成り立たせるに十分な金額の

料金を回収する試みは、これまで概ね失敗している。新聞社がなかなか紙離れできな

い所以である。

◆富者の新聞

　インターネットの家庭用高速回線の月決め料金が光ファイバーでも 5千円前後とい

う水準と比較すると、朝夕刊セットで一カ月 3千円台という現在の新聞価格は、今後

のインフレを考慮しない限りこれ以上の値上げは難しいのではないか。もちろん、紙

の新聞には一覧性など優れた点がある。将来とも新聞を選好する読者は、なくならな

いと思うが、仮に今後、新聞がコストアップを理由に値上げを続けるようなことがあ

れば、余裕のある家庭でなければ、新聞購読をあきらめざるを得ないことも起こりえ

る。

　筆者の持論だが「富者の新聞、貧者のネット」という二分化が生じる可能性は十分

あろう。富める者はたとえ新聞が高額化しても、贅沢な嗜好品として新聞を購読する

ことができるが、貧しい者はネットでニュースを読むしかないという意味だ。新聞社

が生き残りを図るためには、インターネットの利用料金に対して新聞購読料が高すぎ

る事態とならないよう今後とも製作コストの圧縮に努めることが必要だ。

◆取材現場のデジタル化

　昔の新聞記者の持ち物といえば、小さなメモ帳と鉛筆一本があれば十分というイメー

ジだった。しかし、いまは、メモ帳とボールペンは持つとしても、携帯電話、携帯型

ノートパソコン、ICレコーダーが加わっている。小型のデジタルカメラを持つことも

多い。これらの装備によって、現場から新聞社に記事と写真を送る機能は飛躍的に高

まった。携帯電話やインターネットの無線 LAN（域内通信網）を通じてどこからでも

一瞬にして記事も写真も送ることができる。

　こうしたデジタル機材は海外など遠隔地での取材に大きな力を発揮している。特に

写真送稿には劇的な効果がある。砂漠やジャングルなど通信回線のない場所からでも

ノート型の衛星通信端末を使い、タイムラグもなく本社に写真を送ることが可能になっ

た。以前なら新聞に使用する写真を撮るためには、カメラマンの同行も必要だったが、

いまなら、記者一人でも十分、新聞に掲載可能な高品質の写真を送ることができる。

　写真撮影の専門家であるカメラマンの作業自身にも、大きな変化が起きている。そ

の典型がスポーツ写真だ。スポーツ写真は、瞬間の撮影が命だ。サッカーのゴールの

瞬間、野球の打者がバットでボールを弾き返した瞬間、その瞬間をレンズで捕らえる

ことにカメラマンは、全霊を込めてきた。かつて先輩カメラマンに、野球の打撃の瞬
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間を捕らえるため、5円硬貨を釣り糸でつるして振り子とし、レンズの正面に５円玉

が来る瞬間にシャッターを押す練習をしたと聞いたこともある。

　しかし、いま野球場でシャッターチャンスを待つカメラマンのカメラにメモリーカー

ドはあるが、フィルムは入っていない。何千分の一秒というシャッター速度の連続撮

影で写された写真は、半イニングごとに報道席にあるノートパソコンとインターネッ

トを経由して新聞社の写真部デスクのパソコンに送られているのだ。もはやフィルム

切れを心配する必要もない。野球 1ゲームの全イニングを通じて両チーム全打者の打

撃をすべて連続撮影しているので、どの打撃の瞬間であろうと必ず撮影されている。

シャッターチャンスに全霊を打ち込む必要もない代わりに、カメラマンのヒューマン

な要素が入り込む余地も、また大きく失われてしまった。

　昔、カメラマンは新聞の締め切りを気にしながら撮影をしたものだ。締め切りの早

い版に試合写真を間に合わせるために、イニングの途中で早版用の写真をカメラから

抜き出し、本社に送る時間的配慮が必要だった。しかし、いまは、撮影したほぼ次の

瞬間、本社デスクに送られているのだから、締め切りを気にするということも、ほと

んど必要がなくなった。シャッターチャンスにカメラマンが込めるヒューマンな要素

の有無はともかくとして、ムーアの法則がジャーナリズムに与えた分かりやすい一例

では、ないだろうか。

◆プロ不要の時代？

　デジタル化は取材におけるプロとアマの垣根を低くするという効果をもたらしてい

る。

　2005年に北京、上海など中国各地で反日デモが続発し、暴徒化して日本大使館の窓

ガラスを割ったりした時のことだ。日本のマスメディアは、大使館前での投石などデ

モ隊の過激な行動は、報道したがデモ隊がどのような交通手段で帰ったかまでは、報

道しなかった。

　大使館から少し離れた裏通りに多数の大型バスが待機しており、デモ参加者らは、

それに分乗して整然と引き上げていったのだ。市民の自然発生的なデモではなく官製

デモの要素があったことをうかがわせるできごとだった。それを北京在住の日本人学

生がデジタルカメラで連続撮影し、インターネットのブログで世界に “報道” した。日

本のマスコミは、ブログの “報道” を無視したが、ブログ閲覧者の間では評判となっ

た。

　インターネットとパソコン、それにデジカメがあれば、アマチュアでもプロをしの

ぐ独自の報道が可能になっている。これまで、ジャーナリズムといえばほぼ、プロに

よるものを指していた。しかし、これからはアマチュアによるジャーナリズムも存在
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しえる状況になりつつあるといえよう。プロとしてのジャーナリストは、アマに対し

てどのように存在意義を見出してゆけばよいのか、プロにとって深刻な問題が提起さ

れている。

◆教室での取り組み

　私が講義で目標としたのは、こうした既存メディアと電子メディアが、どのように

競争し影響しあっているかを可能な限り、リアルタイムで教材として再現して見せる

ことだった。教室にインターネットをオンラインでつないだことで、この試みはほぼ

成功したようだ。ネットの速報性のおかげで、新聞の朝夕刊にとらわれず刻々のニュー

スを見ることが来る。テレビ各社の主要なニュース映像は、ネット上の動画としても

視聴できるし、直接、地上デジタル放送を教室のノートパソコンで受信して、プロジェ

クターで壁のスクリーンに映し出すこともできる。

　他方、スキャナーでデジタル化した新聞記事をスクリーンに映写して、ネット情報

との比較検討することも頻繁に行った。スピード感のあるデジタル時代のニュース感

覚をネットと活字の新聞との比較で立体的に理解してもらえたのでは、ないかと思う。

◆多様化するネットの情報空間

　主要紙の記事は膨大な数のブログや掲示板によって批評の対象になっている。新聞

の社説や解説もまたネットで、批評されている。世論への影響という点で、ネットは

既存メディアに及ばないが、10年単位で見れば、現在は地下水脈のように目立たない

ネットの力が、地表の言論空間にも影響を及ぼす時が来るのではないだろうか。

　また、評論の質という点でも、何万というブログの中には既存メディアにはない、

独自の視点を提供し続けているものも多い。「野に遺賢あり」というが、それぞれの職

業分野に専門家が従事しており、限られた数の職業ジャーナリストによる評論活動よ

りも、多彩でより深い知識にもとづく評論がネットに見られることは、むしろ当然な

状況となっている。

　時事分野で私よりはるかに水準の高い内容をつづる主婦や自営業者、サラリーマン

のブログ筆者が、いくらでも存在するのだ。この主婦の場合、大手金融機関での勤務

経験を持ち、主婦となった後もネットを通じて金融分野で日々研鑽を重ねている。有

能な自営業者やサラリーマンであれば、それぞれの職域では、凡庸なジャーナリスト

ならば、足元にも寄れない専門知識と経験を有しているのは当然だ。

　“野の遺賢” によるキラリと光る評論をネットの海の中からすくい上げる仕組みも

ネット上で、ふんだんに用意されている。各ネット閲覧者が気に入った情報を投票に

よって順位付けする各種のブログ・ランキングや「はてなブックマーク」などの「ソー
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シャル・ブックマーク」などの仕組みだ。

　私個人としては、RSS（Rich Site Summary）リーダーを活用している。RSSリー

ダーは、登録したサイトが、更新されると、そのつど更新の有無と最小限の更新内容

を連絡してくれる仕組みだ。私は二つのリーダーを使用し、日頃注目しているそれぞ

れ約 300のサイトを登録している。合計約 600のサイトが更新されるつど、その内容

をチェックできる体制になっている。知的なネット利用者の間で、RSSリーダーの利

用は、すでに一般化しており、互いのブログの内容を相互に知り得る仕組みともなっ

ている。ブログによるネット上の言論空間を創出するのに大きく貢献していることは、

間違いない。一種、マスコミに対抗できるブログの世論形成機能の萌芽ではないだろ

うか。

◆既存メディアの生きる道

　ネットに対して既存メディアが優位に立つ要素はないのだろうか。「いつ、どこで、

誰が、何をどのようにしたか」のいわゆる 5W1Hの一次情報の報道では既存メディア

がネットを圧倒しているといってよい。批判はあるが、主要官庁のクラブに記者を常

駐させ、さまざまな会議や行事に記者を派遣できる体制を持った既存メディアが一次

情報の報道という点では将来とも優位を保てるのではないか。

　既存メディアがネットと競合するのは、起きたことに対する解説、評論、分析など

の 2次情報の分野だ。すでに産経新聞など大手メディアや個人のジャーナリストが、

実名でブログを開設して解説や分析を公表し、読者のコメントも受け付けるなど、双

方向の情報空間を作り上げるケースが増えている。

　既存メディアは、ネットとの融合に対して手探りを始めているが、依然として及び

腰であることは、否めない。最近、朝日、日経、読売の 3紙が頭文字を取って「ANY

連合」の発足を発表した。インターネットと販売分野での協力を目指している。有力

紙によるネット時代の新しい試みとして注目したい。

◆新聞のネット親和度

　新聞とテレビをネットへの融合しやすさという点で比較すると、テレビのネット親

和度は新聞よりはるかに高いのではないだろうか。当初から、テレビが家庭に送って

きているのは、電波に乗せた情報なのだが、電波という情報の搬送手段がネットに置

き換わっても、情報を見る手段はブラウン管であれ、液晶であれスクリーンに映し出

す点では変わらない。

　これに対し、新聞は、紙という媒体を利用している性質上、ネットにはなじみにく

い。記事を一本ずつ小分けしてしまえば、単なる文字列として、ネットには乗るが、
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それでは現在でもネットで見られるテレビニュースの文字原稿や通信社の文字ニュー

スと区別はつかず、多くの記事を総合的に編集して読者に提供する新聞の優位性は、

失われてしまう。

　紙の持つ一覧性をスクリーンに再現することは、容易ではない。講義でも、スキャ

ナーでコピーした新聞原稿をパワーポイントで映すことをしたが、新聞の文字が読み

とれる大きさでは、スクリーンの一画面では、段組された記事のわずかな部分しか映

すことができない。

　テレビは、電波からネットに媒体を乗り換えてもローカル局の経営問題は別にして、

キー局を中心に情報産業として生き残ることは可能だろう。だが、新聞が、媒体を紙

からネットに乗り換えた瞬間、新聞ではなくなってしまう。

　ここで新聞の弁護をするとすれば、紙に情報を印刷した新聞という情報形態は捨て

がたい利点が、あるのではないか。記事の一覧性はもとより、朝、新聞を開く時のイ

ンクの香りやページを開く時の感触などだ。ただ、忙しい現代、それらはノスタル

ジー、もしくは趣味の世界でのみ許される価値観だと切って捨てられるのかもしれな

い。新聞が紙を使った情報媒体にこだわるのであれば、ムーアの法則との競争は、必

然的に険しい道のりにならざるを得ない。

　通信と放送など各業界の垣根が低くなる現代では、企業買収等をへて新聞と放送の

経営統合なども、あり得ない話ではない。幸い、電子ペーパーの開発に加え、薄型テ

レビの大画面化も進んでいる。高精細の大画面ディスプレイが普及すれば、そこに新

聞記事を紙と同じデザイン、レイアウトで映し出すことも可能だろう。その時こそ、

文字通りの電子新聞の誕生になるに違いない。

◆紙を離れた新聞

　新聞が紙から切り離された時、そこに何が起こるのだろうか。新聞は「ニュースの

デパート」と新聞社自ら言い習わしてきた。要するに政治・経済からスポーツ・芸能

ニュースまで、あらゆる分野の記事をパッケージにして読者に送り届けてきたのが新

聞の情報媒体としての特徴だ。ところが、新聞記事が紙を離れて電子情報化した瞬間、

パッケージ情報からマイクロコンテンツとして、記事一本一本が、ばらばらに流通す

る運命を抱えてしまう。

　読者の立場からすると、これまで新聞記事は、読みたい記事も読みたくない記事も

幕内弁当のように紙の上に印刷されて一まとめにして送られてきた。記事が電子化さ

れれば、自分の関心がある記事だけばら売りにしてくれという要望も可能だ。すでに

ポータルサイト、ヤフーニュースなどでは、新聞各紙の記事が一本ずつ別個に配信さ

れている。
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　現在、各ポータルサイトで記事が無料提供されているように、マイクロコンテンツ

化した記事は、限りなく無料化もしくは、低価格化してゆく可能性がある。読者が記

事をパッケージではなく、個別に販売してほしいと望んだ時、新聞社はそれに応じて

経営を成り立たせることができるのか。

　いまのところ、出来事の発生を知らせる一次情報の送り手としては、アマチュアよ

りも、企業としてのマスコミが圧倒的な役割を果たしており、将来も一次情報の発信

はプロの役割が引き続き大きいと思われる。

　しかし、パッケージ情報からマイクロコンテンツ化への流れの中でマスコミは企業

としての収益構造は変わってゆかざるを得ないのではないか。それと同時に、個人と

してのジャーナリストの役割も、さらにはプロとアマの役割分担も、今後、大きく変

化してゆく可能性をはらんでいるといえよう。
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