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英米メディア 新たな地域サービスをめざして（1）

アメリカで広がる
地域ジャーナリズムの連携とその可能性

メディア研究部  青木紀美子

本稿は，メディアが競争するのではなく協力することによって，取材力と発信力を高めようという連携の取り組み 
“Collaborative Journalism” が持つ可能性について，アメリカで広がる連携の実績をもとに考察する。

デジタルプラットフォームの台頭によって，テレビ，ラジオ，新聞など伝統的なマスメディアは情報のゲートキーパー
としての役割を失い，これがアメリカでは発信力の低下のみならず，信頼の落ち込み，さらに地方では取材力の後
退にもつながっている。一方で，デジタル空間には一次情報によらない引用やまとめ記事が氾濫し，これに乗じて
社会の分断と混乱をねらって偽情報を意図的に拡散する勢力も現れ，人々は「ニュースのジャングル」に迷い，何を
信じたらよいかがわからない，あるいは信じたいものだけを信じるようになり，また，社会は問題を解決するための
議論の出発点となる事実を共有できない，という事態に陥りつつある。

このような状況を背景にしたアメリカの地域ジャーナリズムの連携は，メディアばかりでなく，民主主義そのもの
が直面する危機を克服するための試行錯誤の一つにもなっている。本稿では，アメリカ各地で価値観とスタンダー
ドを共有する多様なニュースメディアが，地方政治の監視，地域社会の課題解決，市民との対話や社会の分断の
克服など，公共の利益に重点を置いた連携を試みる動きについて，その内容や特徴を俯瞰する。

続く8月号では，文研フォーラム2019において，英米メディアの新たな地域サービスとして，あわせて報告したイギリ
スの公共放送BBCの取り組み，そして地域ジャーナリズム連携の実践者のパネルディスカッションの要旨を採録する。

はじめに

アメリカでジャーナリズム連携の取り組みが
目立つようになってきたのは2000年代で，デジ
タル技術の急速な進歩と普及で新聞の広告依
存型ビジネスモデルが揺らぎはじめたのがきっ
かけだった。伝統メディアを離れたベテランの
ジャーナリストたちが調査報道に重点を置く非
営利ニュースメディアを立ち上げ，逆に人手と資
金不足で調査報道を縮小しはじめた新聞やテレ
ビと手を組むようになった 1）。

こうした連携が持つ可能性を世界に印象づ
けたのは2016年，80か国のジャーナリストが
参加し，政治家や資産家，企業などによる租

税回避の手口や実態を明らかにしたパナマ文
書の調査報道だった 2）。異なる背景を持つ多数
のメディアが一定の価値観とスタンダード，そし
て目的を共有すれば，一つの組織では達成で
きない大きな成果をあげられることを示した。

筆者は2015 ～ 18年のバンコク駐在中に番
組の取材で協力関係にあったインドネシアのメ
ディアTEMPOで，編集長がこのパナマ文書
取材への参加をきっかけに，それまで想像もで
きなかったというアジアでの国境を越えた調査
報道の連携に踏み出し，さらに国内で大統領
選挙に向けたファクトチェック連携を呼びかけ
て実現したことを知り，メディアの連携とその
参加経験が持つインパクトに関心を抱いた。
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この連携は日本のメディアにも参考になる点
はないだろうか? その可能性も念頭に実践例
を探りたいと考え，2018年11月末～ 12月，連
携の世界的な発信地ともいえるアメリカにおけ
る取り組みを現地調査した。折しもアメリカで
は，ローカルニュースの危機が一段と深刻さを
増し，ジャーナリズムの連携は，地方で新たな
広がりを見せていた。そこで，本稿では地域
ジャーナリズムの連携を中心に，文研フォーラ
ム2019の報告もふまえ，以下の流れでまとめ
る。

1．アメリカの伝統メディアが直面する危機

（1）拡大する「ニュースの砂漠」

（2）監視機能の低下

（3）ゲートキーパー機能の喪失

（4）社会の分断と信頼の低下

（5）危機をチャンスに変える連携

2．多様な「連携ジャーナリズム」

（1）非営利メディアがハブとなる連携

（2）アカウンタビリティー監視の連携

（3）課題解決型の連携

（4）市民の声を反映する連携

（5）分断を超える対話を促す連携

3．連携成功の鍵と参加メディアの戦略

4．連携を支える幅広いプレーヤー

5．求められるジャーナリズムとは

6．連携の成果と課題

1.  アメリカの伝統メディアが
    直面する危機

アメリカの伝統メディアの危機は，急速なデ
ジタル化，2008年の金融危機後の景気後退，
通信環境の変化と携帯端末の普及に伴う情報

取得方法の変化といった要因が重なり，拍車が
かかってきた。ここではニュースメディアの連携
が広がる背景として，危機の特徴を整理する。

（1）拡大する「ニュースの砂漠」
アメリカ南部にあるノースカロライナ大学

メディアジャーナリズム学部 のCenter for 
Innovation and Sustainability in Local 
Mediaが2018年にまとめた報告『拡大する
ニュースの砂漠』3）によると，2004年からの15
年間でアメリカの日刊・週刊の地方新聞は約
20％減り，残る約7,000紙のうち1,000紙以上
は合併や経営悪化による合理化で取材要員が
半数以下に減り，かつての新聞の抜け殻のよう
な「幽霊新聞」になっている。

非営利の研究所Pew Research Center（以
下，Pew）のまとめによると，新聞の報道要員
は2006年に7万4,410人だったのが，2017年
には約半数の3万9,210人に減った4）。この要
員減の大半は地方で起きており，その取材力
の後退を埋めるメディアはない。地方の商業テ
レビ局は，選挙広告の収入やケーブル・衛星テ
レビからの再送信料の増加で経営が安定し，
報道要員数はほぼ横ばいとなっている。しか
し，自前のローカルニュースの放送枠が増え続
け，1日あたりの時間数で2003年から2017年
に約1.5倍に増えており，時間あたりでみた報
道要員は減っていることになる 5）。新たなオン
ラインのニュースメディアは地方にも増えている
が，新聞記者の激減を補う規模ではない。

Pewが2018年に実施したローカルニュース
についての意識調査では，回答者の47％が

「ローカルニュースでも自分の地域のニュースは
ほとんど伝えられない」答えている 6）。
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（2）監視機能の低下
地方の新聞の後退で空白

が大きくなっている分野の一
つが，地方政治や公的機関
など公的な権力を監視するメ
ディアの役割である。

2014 年 のPew調 査 では，
州政府議会を担当する記者

「Statehouse Reporters」の
数が大幅に減少し，担当記
者を置いている割合は新聞
では約30%，テレビ局では
14％にとどまった 7）。その後も新聞記者の数は
減り続けていることを考慮すれば，州の政治
の動きを監視する機能がさらに弱まっているの
は間違いない。

その影響として指摘されているのは議会活
動の低下，汚職や背任，税金の無駄遣いの増
加などである 8）。また，有権者の関心が薄れ，
複数候補が立つ選挙区は減り，投票率も落ち
込むといった問題を指摘する調査もある9）。

（3）ゲートキーパー機能の喪失
ローカルニュースの情報源として好まれる媒

体は，2018年のPew調査では1位のテレビ
41％に対し，オンラインが37％と近づき，活字
媒体は13％にとどまった 10）。年層別にみた別の
Pew調査（図1）では，頻繁に利用するニュー
スの情報源の首位が50歳以上ではテレビだが，
30 ～ 49歳ではニュースサイト，18 ～ 29歳では
ソーシャルメディアと，デジタルへの移行傾向
が明確になっている11）。

テレビ，ラジオ，新聞は情報のゲートキー
パー機能を失い，その記事はデジタル空間で番
組や紙面といった枠組みから切り離されて消費

されるようになっている。人手と時間をかけて
取材した一次情報と客観的な事実に基づく記
事が，引用でつくられたまとめ記事や捏造され
た偽情報と見分けがつきにくい状態に置かれて
いる。このため，送り手の側からみれば「ニュー
スの砂漠」が，受け手の側からみると情報の質
を見分けるのが難しい「ニュースのジャングル」

（図2）になっているという指摘もある12）。

（4）社会の分断と信頼の低下
デジタル化の進展と情報の氾濫に比例す

るように，メディアへの信頼は低下している。
Gallup社の世論調査（図3）によると，マスメ
ディアを信頼するとした人の割合は，1976年に
72％だったのが2016年に32％まで落ち込み，
2018年も45％にとどまっている。年層別にみ
ると，65歳以上が53％であるのに対して18 ～
29歳では33％と低く，民主党支持者が76％と
高いのに対して共和党支持者では21％と，分
断も広がっている13）。

支持政党や世代以外にも，人種，宗教，貧
富の格差などによる社会観や価値観の細分
化・多層化は進んでおり，メディアにとっては

図 1　アメリカ「ニュースを知るためによく利用する媒体」

出典：Pew Research Center　※囲みは筆者

（%）

16 13
2

27
36 36

29 28 28 28 30
39

81

14 18
8

22

65

8

42

0

20

40

60

80

100
新聞

ソーシャルメディア

ラジオ

ニュースサイト

テレビ

テレビ ニュース
サイト

ラジオ 新聞ソーシャル
メディア

18～29 歳 30～49 歳 50～64 歳 65 歳以上



5JULY 2019

取材の対象という側面からみても，情報の発
信対象（受け手）という側面からみても，つか
みきれない層が確実に増えている。

2016年の大統領選挙で伝統マスメディアは
トランプ氏の勝利に愕然とし，その可能性を想
像もできなかったのはなぜかという自己点検を

迫られた。ニュースルームの要員構成を見直し，
社会を反映したジェンダーや人種の構成に変え
る努力も始まっているが，どんなに大きなメディ
アでも単独で社会のすべての層を対象にでき
る時代ではなくなっているという認識も生まれ
つつある。

図 2　「ニュースのジャングル」

図 3　アメリカ「マスメディアは正確な報道をすると信頼」

出典：GALLUP  ※吹き出しは筆者
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（5）危機をチャンスに変える連携
こうした危機を背景に広がる地域ジャーナリ

ズムの連携は，取材力を持ち寄り，取材の手
が届く範囲を広げ，「ニュースのジャングル」に
氾濫する情報の中に埋もれてしまわないよう発
信力を増幅させ，受け手の側には信頼できる
情報を指し示す一つの指標となる試みといえる

（図4）。
地域ジャーナリズムの支援に力を入れる非

営利財団Knight Foundationは，2019年が
「ローカル連携の年（A Year of Local Collabo-
ration）」になると予想した 14）。代表のアルバー
ト・イバーグエン氏は「信頼の再構築はローカ
ルニュースから始まる」とも述べている。地方
の危機が深刻な現実の反映であると同時に，
希望を込めた表明でもある。失われた信頼関
係を築き直すことができるのは，身近で目に見
える課題を取り上げ，同じ地域の住民として解
決策を考えることで政治的分断を超える可能
性がある，地域に根ざしたローカルメディアで
あり，その可能性を最大限に引き出すために
連携が必要ということだろう。

2.  多様な
    「連携ジャーナリズム」

メディアの連携は，Collaborative 
Journalism，あるいはCooperative 
Journalismといった表現で，調査
報道（Investigative Journalism）な
どと並んで，ジャーナリズムのあり方
の一つと位置づけられるようになっ
ている。ニュージャージー州立モン
トクレア大学は2012年にCenter for 
Cooperative Mediaを発足させ，各
地のメディア連携の情報を集めたデー

タベースを作成し，特徴やメリットなどを分析・
発表した 15）。2017年からは毎年Collaborative 
Journalism Summitも開催している。

センター長のステファニー・マレイ氏は，連
携の意義について「複数のニュースメディアが，
公共の利益を念頭に連携して取材し，一貫性
のある報道に貢献することは，メディアの一つ
の将来像だ。連携は，情報が氾濫する社会で
市民がニュースの全体像を読み解く一助となり，
報道機関がおのおのの強みを発揮する機会に
もなる。もはや『1社で全部できる』時代では
ない」と述べている。

図 4　地域メディアの連携

ステファニー・マレイ氏（右）

メディアは取材力
と発信力を強化

情報の受け手にとっては信頼の指標に
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アメリカのメディアの間では，異なる地域の
メディアが相互に取材を支援したり，記事を交
換したり，ニュース解説で専門知識を持つ新聞
記者がテレビに出演したりする協力は長く行わ
れてきた。これに対して近年の連携は，取材
テーマを考えるところから出発し，要員やスキ
ル，経験や知恵を持ち寄り，資金やデータを
共有することで，従来の「足し算」的な協力よ
りも，相乗効果を出せる「掛け算」的な成果を
ねらっている。

また，テレビ，ラジオ，新聞，雑誌，オン
ラインなど媒体が異なり，人種や言語，所得，
世代，価値観など視聴者・読者層も異なる大

小のメディアが連携し，それによって取材の対
象を広げ，発信力を拡大することをめざしてお
り，これも掛け算的な効果をねらっているよう
にうかがえる。

本稿では，複数のメディアが特定の目的を共
有し，ジャーナリズムの力を公共の利益に生か
すためにチームを組み，協力しているプロジェ
クトに焦点を絞り，前章であげた危機に対応す
る「掛け算」的な連携について，筆者が直接
話を聞いたか，もしくはウェブサイトや記事な
どから概要を把握できた例をあげる。表1のリ
ストも参照されたい。

表 1　アメリカの地域メディアが参加する多様な連携の例

プロジェクト名 目的・テーマ 地域 期間 主体・呼びかけ 参加メディア（参加数）

非営利メディアが情報のハブとなる連携
Electionland 投票妨害や障害の監視 全米 2016，2018 非営利メディア ナショナル，ローカルメディア（約250）
Documenting Hate 全米のヘイトクライムを記録 全米 2017 ～継続中 非営利メディア ナショナル，ローカルメディア（約160）
Next to Die 死刑の執行を監視・記録 14州 2015 ～継続中 非営利メディア 新聞，ラジオ（9）
Since Parkland 銃で殺された子どもたちの記録 全米 2018 ～ 19 非営利メディア 新聞，全米各地の学生記者
Seeking Conviction 性犯罪有罪率の低さを検証 ノースカロライナ州 2018 ～ 19 非営利メディア テレビ，ラジオ，新聞（11）
アカウンタビリティー監視の連携
PA Post 州政治の動きを市民目線で ペンシルベニア州 2018 ～継続中 公共ラジオ ラジオ，新聞，オンライン
Spotlight PA 州政治アカウンタビリティー監視 ペンシルベニア州 2019　発足予定 地方新聞 地方新聞（3）
Oregon Capital Bureau 州政治の動きを監視 オレゴン州 2014 ～継続中 地方新聞 地方新聞2紙＋オンライン1
Local Reporting 
Network 地方ジャーナリズム支援 全米各地 2018 ～ 非営利メディア 州政治監視は新聞6＋ラジオ1（1年間）

California Reporting
Project

警察不正などの情報請求と
検証 カリフォルニア州 2019 ～継続中 公共ラジオ ラジオ，新聞，オンラインなど（33）

課題解決型の連携
The Reentry Project 受刑者社会復帰と再犯防止 フィラデルフィア市 2016 ～ 18 非営利J組織 ラジオ，新聞，オンライン，大学（13）

Broke in Philly 経済困難の実態と対策検証 フィラデルフィア市 2018 ～継続中 連携メンバー テレビ，ラジオ，新聞，オンライン，
大学（22）

SF Homeless Project ホームレスの実態と対策検証 サンフランシスコ市 2016，2018 地方新聞 2016 年：テレビ，ラジオ，新聞など
80 社

Charlotte Journalism
 Collaborative 住宅不足の問題 シャーロット市 2019 ～継続中 非営利J組織 テレビ，ラジオ，新聞，大学，図書館（9）

Small Towns, 
Big Change 遠隔地共通の課題と対策 2州の遠隔市町村 2016（6か月間） 非営利J組織 ラジオ，ハイパーローカルメディア（7）

Mountain West News 
Partnership 西部山岳地方の課題と対策 5州の市町村 2019 ～継続中 非営利J組織 ハイパーローカルメディア中心（約50）

市民の声を反映・分断を克服する連携
Your Vote Ohio 選挙報道に住民の声を反映 オハイオ州 2016 非営利組織 テレビ，ラジオ，新聞，オンライン（9）

Your Voice Ohio 薬物中毒対策，地域の将来像 オハイオ州 2017 ～継続中 連携メンバー テレビ，ラジオ，新聞，オンラインなど
（52）

Voting Block （NJ） 住民対話促し，投票促進 ニュージャージー州 2017，
2019（計画中） 大学Jスクール ラジオ，ハイパーローカル，大学など（28）

「主体・呼びかけ」欄のJ＝ジャーナリズム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2019年5月時点で確認
できた情報による
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（1）非営利メディアがハブとなる連携
オンラインが中心の非営利ニュースメディア

は，ほかのメディアと組むことで発信力が高ま
るため，発足当初から連携に力を入れてきた
が，近年は地方メディアと連携する動きが目立
つようになっている。特徴はデータの収集や解
析，効率的な情報共有にデジタル技術を活用
したネットワークの構築だ。各地の情報の網の
目の中心となり，点と点をつなげて俯瞰し，グ
ラフィックなどを使ってわかりやすく説明する。
大きな事件を受けて中央から記者が行くパラ
シュート型取材ではなく，地元記者が地域の人
脈や知識，現場ならではの瞬発力を生かすこ
とができる連携でもある。

ここでは，非営利調査報道の先駆的なオン
ラインメディアProPublicaが情報のハブとなっ
て主導する，2つの連携を詳しくみる。

Electionland

2016年大統領選挙の際に実施した「Elec-
tionland」16）は，選挙というイベントにあわせた
期間限定の連携で，地方のジャーナリストを
含め全米で1,000人以上が参加した。投票日
にはProPublicaとパートナーのGoogle Lab 
NewsやFirst Draftの担当者が，ソーシャル
メディアの代表，全米各地の大学のジャーナリ
ズム校の教員や学生，選挙制度の専門家の応
援も得て，ニューヨーク市立大学を拠点に各地
の投票所で起きる問題をモニタリングした。集
めた情報の中から取材すべきと判断した案件
は該当する地域のパートナーになった約250の
地方メディアの記者に送り，現地での取材と一
報に結びつけた。

このプロジェクトの背景には，2010年前後
から多くの州で不正投票防止を理由に有権者

登録や投票の条件が厳しくなり17），住所が頻
繁に変わったり，免許証を持っていなかったり
する低所得層の有権者が不利な立場に置かれ
ているという懸念があった。Electionlandは有
権者が誰でも投票する権利を行使できるように
見張り，投票所で発生する障害を取材・報道
することで速やかな対応を促し，重大な問題
や，各地で類似した問題が起きればナショナル
メディアが取り上げることで全体像を伝えた。

地方のジャーナリストにとっては，事前研修
で有権者の権利に関する法律や投票制度につ
いて学び，ProPublicaがつくったシステムや
データベースを活用して専門家や過去のデータ
にアクセスする手段を持つことで，問題が起き
た際にその背景や文脈まで含め，速やかに記
事を書くことにもつながった。

Electionlandの連携は，2018年の中間選挙
でも実施されている。

Documenting Hate

ヘイトクライムを記録する「Documenting 
Hate」18）は2017年に始まった継続的なプロジェ
クトで，3年目に入り，参加メディアは，ナショ
ナルメディアも含め，テレビ，ラジオ，新聞など
160以上に増えている。ProPublicaが当事者や
関係者から直接または人権団体などを通して通
報を受け，パートナーになっている地方メディア
のジャーナリストに情報を送り，取材につなが
れば，その記事を共通のサイトに掲載する。

アメリカではFBI（連邦捜査局）が全米のヘ
イトクライムについて記録することになってい
るが，被害者が訴え出るのを恐れたり，警察
が受け付けなかったり，捜査をしても報告しな
かったりと，記録に残らない事件が多い。この
プロジェクトでもすべての事件を網羅すること
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はできないが，捜査当局が漏らした事案も含め
て情報を集めることで，全体像や傾向を把握
する一助となる可能性を持っている。

このほかにも，司法を専門とするMarshall 
Projectによる死刑執行の追跡連携「Next to 
Die」など，非営利メディアが情報のハブとな
り，地方メディアを支援する連携がさまざまな
かたちで増えている。

（2）アカウンタビリティー監視の連携
地方の政治など，公的な権力の行使を監視

する取材の分野でも，非営利ニュースメディア
であるテキサス州のTexas Tribune，ミネソタ
州のMinnPostなどが実績をあげてきたが，最
近ではメディアの連携によって空白を埋めよう
という動きも出てきている。

PA Post

「ペンシルベニア・ポスト」を意味するPA 
Post（画像1）19）は，2018年に東部ペンシル
ベニア州の州都ハリスバーグの公共ラジオ
WITFが立ち上げた。WITFの記者やプロ
デューサーが核となり，同じ州内の公共ラジオ

WHYY，公共テレビPBS39，そして後述する
州内の主要新聞3紙が参加する調査報道チー
ム「Spotlight PA」などを連携のパートナーと
している。
「Statehouse Reporters」の役割を拡大し，

予算や法案，政策発表といった政治の動きに
沿っていた従来の報道から，市民
目線を意識し，同じ情報を伝える
にしても暮らしや社会にどう影響す
るか，産業にどう影響するか，と
いった受益者の観点に立った報道
に転換しようとしている。オンライ
ンツールを使って市民の声を受け
止め，現在，この質問に答える取
材をしているといった，経過の情
報も出しているほか，市民の声を
聞くイベントも開いている。WITF

画像 1　PA Post のウェブサイトから

PA Post の編集会議

ハリスバーグの公共ラジオ WITF 外観

市民の質問を受けつけている

▲
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にとってはデジタルファーストメディアへの転
換の取り組みでもあり，州の予算の配分や選
挙結果の投票分析など，データの活用やグラ
フィックの作成と共有にも力を入れている。

発足当時のWITFのCEO，キャスリーン・
パヴェルコ氏はPA Post設立の背景について

「州政府の機関が繰り返しスキャンダルを起こ
し，公共サービスの履行を怠るのは，法や倫理
に反する行為を監視する記者の目が少なくなっ
ているからだ。税金がどう使われているか，何
が起きているか，情報が減れば行動を起こす人
は減り，投票に行く人も減る」と，ジャーナリズ
ムの空白が生むリスクを指摘している。

Spotlight PA

PA PostのパートナーとなるSpotlight PA（画

像2）は，ペンシルベニア州最大の都市フィ
ラデルフィアのメディアPhiladelphia Media 
Network20）の呼びかけで，州内のほかの2つ
の 新 聞 社Pittsburgh Post-GazetteとLNP 
Media Groupが参加を決めている。専従の編

集長を含め12人のチームを2019年秋に発足さ
せる計画である。PA Postが毎日の州政府や
州議会の動きを定点観測する連携だとすれば，
Spotlight PAは，より時間をかけた取材が必
要な汚職事件や税の無駄遣い，政策の欠陥
といった問題の調査報道をめざす連携で，PA 
Postを通して記事を配信することになっている。

PA PostとSpotlight PAは，いずれも非営
利の財団からの支援で数年間，プロジェクトを
続ける予算は確保しており，参加メディアは継
続的な連携に発展させたい考えだ。

こうした州の政治を監視する連携としては，
このほかに2つの新聞チェーンとオンラインメ
ディアが参加するオレゴン州のOregon Capital 
Bureauなどがある。また，公的機関の監視と
しては，カリフォルニア州の警察の不正などの
記録を情報公開請求して内容を検証する連携

「California Reporting Project」が2019年に始
まっている。

（3）課題解決型の連携
もう一つ，地域社会にとってインパクトが大

きいのが，重要だが常態化しているために取
り上げられる機会が少ない問題に光をあてる，
課題解決型の連携だ。

The Reentry Project　

「The Reentry Project」（画像3）21）は，2016
年11月から2018年3月にかけて受刑者の社会
復帰と再犯防止の問題を取り上げた。フィラ
デルフィアの新聞，公共ラジオ，オンラインメ
ディアなど13の報道機関と大学のジャーナリ
ズム校 2校が参加して約200本の記事を発信
し，2017年には伝統あるAPME（Associated 
Press Media Editors）の賞も受賞した。

画像 2　Spotlight PA のイメージ

提供：Philadelphia Media Network
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受刑者に焦点をあてたのは，フィラデルフィ
アが全米の大都市で刑務所に服役する人口の
割合が最も高く，社会復帰の道を開くことが重
要な課題であるにもかかわらず，当事者が低所
得層，有色人種に集中するために見過ごされが
ちなテーマだったためである。プロジェクトは，
受刑者と家族の声を伝え，偏見を取り除くこと
から始まり，社会復帰には何が必要か，どうす
れば元受刑者の雇用機会を増やせるのかなど
について，他の地域での先進的な取り組みを取
り上げ，政治家，行政担当者，財界も巻き込ん
で対策を話し合い，その内容を伝え，実施を
促した。

1年半にわたる連携を経て，メンバーのメディ
アはプロジェクトをさらに継続させることを決
め，「Resolve（解決）Philadelphia」というネッ
トワークを結成した 22）。

Broke in Philly　

Resolve Philadelphiaのメンバ ー は，The 
Reentry Projectの終盤で次は何を取り上げる
べきかについて市民の意見を聞き取り，受刑者

の社会復帰の問題とも連続性のあるテーマとし
て，経済的困難というテーマを選んだ。これが，
2018年4月から始まり現在も継続中の「Broke 
in Philly」（画像4）23）と名づけられたプロジェ
クトになった。新たに商業テレビNBC10 ／
Telemundo62も参加して，大学などを入れる
と，メンバーは22組織に増えた。数人規模の
コミュニティーメディアや黒人向けのラジオ，中
南米からの移民向けのスペイン語メディアも参
加している（画像5）。2018年末までに発信し
た記事は約185本にのぼる。

フィラデルフィアは貧困率も全米の大都市で
最も高く，人口の1/4を超える。貧困の問題は
犯罪や薬物依存症，ホームレスといった問題と
あわせてネガティブな切り口で取り上げられるこ
とが多かったが，Broke in Phillyでは病気や解
雇などによって誰でも経済困難に陥りかねない
ことや，貧しい中でも地域に貢献する人々の建

画像 3　The Reentry Project のウェブサイトから

画像 4　Broke in Philly のウェブサイトから
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設的な取り組みなどを伝え，貧困に伴う問題の
解決策やその実現に必要な政策を取り上げるな
ど，幅広い取材を続けている。

ほとんどの記事は各社が個別に取材し，それ
をプロジェクト共通のウェブサイトに掲載し，そ
こから各社のサイトにリンクを張るというかたち
をとっている（画像6）。一方，各社サイトの記
事にもプロジェクトのロゴを入れ，共通サイトへ
のリンクを張っている。プロジェクトの一環とし
て発信された記事は，メンバー各社とも掲載で
きることになっているが，実際にするかしないか
は自由にしている。

「お金がないほどお金がかかる（High Cost 
of Being Broke）」というシリーズでは，オムツ
や食料など日常の必需品も，お金がないと少し
ずつ買うために結果的に高くつき，歯医者に行
くのを我慢していると最後に高額の治療をする
ことになる，といった貧困の現実と対策をシリー
ズで伝え，各社の記事に同じイラストレーター
の挿絵を使うことで統一感を出した（画像7）。

メンバーは定期的に編集会議を開き，各社
が取材している関連のネタについての情報を共
有し，新たなシリーズの提案，共同で開催す
るイベントなどについて話し合っている。地元
での取材費用は原則として各社が負担してい
るが，非営利財団の支援を受けた共通の資金
プールがあり，州外への出張取材，外部イラス
トレーターやカメラマンなどの契約費用，イベ
ント開催といったプロジェクトのための費用につ
いては，メンバーの提案を受けて全社の合意で
支出の可否を決めている。

この連携の要となるコーディネーターを務
めてきたのは，連携発足から携わってきたフ
リーのジャーナリスト，ジーン・フリードマン・

画像 5　Resolve Philadelphia の
ウェブサイトから

ジーン・フリードマン・ルドフスキー氏
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ルドフスキー氏で，共通ウェブサ
イトの編集長役も務め，現在は
Resolve Philadelphiaの共同代
表になっている。フリードマン・ル
ドフスキー氏はメンバー各社の力
量にあわせて提案や出稿を促し，
その情報をまとめ，メンバーとの
会話などから浮かんだ新たなアイ
デアも盛り込んだニュースレター
を毎週メールで送っている。また，
日常のノルマがあり，忙しい各社
の記者や編集者たちのために電
話，メール，ソーシャルメディア，
情報共有ソフトなど，それぞれに
合わせた伝達手段を使うといった
配慮もしている。

連携の潤滑油となり，牽引役と
もなってきた彼女の存在について，
メンバー各社の編集者は異口同音
に「成功の鍵だった」と評価して
いた。

（4）市民の声を
      反映する連携

連携の取り組みでしばしば重視
されているのは，市民とのつなが
りを深めることだが，市民の意見
を報道に反映させることそのもの
を目的にした例もある。

Your Vote Ohio

オハイオ州で2016年に始まった 
連携「Your Vote Ohio」24）は，市
民の社会参加を促す非営利組織 
Jefferson Centerの呼びかけで，

画像 6　Broke in Philly のウェブサイトから

画像 7　シリーズ「お金がないほどお金がかかる」の各社記事

Resolve Philadelphia の編集会議
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テレビ，ラジオ，新聞など9社が参加。2016年
の大統領選挙に向け，有権者が投票の判断材
料として候補者や政策についてどのような情報
を求めているか，報道機関から得られないと感
じている情報は何か，調査や集会を通して市民
の声を聞きとり，取材報道に反映させた。その
結果，選挙戦の情勢を伝える報道よりも，暮ら
しに身近な課題に関する候補者たちの実績や
公約などに重点を置く選挙報道となった。

Your Voice Ohio

Your Vote Ohioのメンバーは選挙後，引き
続き地域の課題について市民の意見を反映し
た取材をすることをめざし，新たなプロジェクト

「Your Voice Ohio」25）を開始し，連携を継続し
た。オハイオ州で深刻な薬物中毒の現実と対
策，それに住民が思い描く活力ある地域社会
とはどのようなものなのかについて，対話集会
で市民の声を聞き取り，そのプロセスも含めて
報道している。パートナーのメディアは，商業
テレビ局も加わって50以上に増えた。

ジャーナリストも地域に暮らす住民の一員と
して話し合いに参加し，耳を傾けることで，記
者が「伝えるべきだ」と考えることと，住民
が「知りたい」と思うことの間にあるギャップを
埋める。これは，前述したフィラデルフィアの
課題解決型連携でも試みられているが，Your 
Voice Ohioでは，そのプロセスそのものが目
的になっているのが特徴といえる。

（5）分断を超える対話を促す連携
市民対話を柱とするメディア連携の中には，

メディアが受け手との関係を変えるために市民
の声を聞くことではなく，市民同士の対話を促
すことを重点にしたプロジェクトもある。

Voting Block

ニュージャージー州立モントクレア大学の
Center for Cooperative Mediaが企画した連
携「Voting Block」26）は，2016年の大 統領選
挙後，分断が深まる中で，異なる政治的な立
場の地域住民による対話を促そうという目的で
始まった。2017年11月に行われる州知事選挙
の投票率が低くなることも予想されていたため，
選挙への関心を高めることもねらった。非営利
メディアCenter for Investigative Reporting 

（Reveal）を調整役とし，地元の公共ラジオ，
ハイパーローカルやマイノリティーの小規模メ
ディア，大学新聞も加え，合わせて30近いメ
ディアが参加した。

メインのプロジェクトは，参加メディアの
ジャーナリストが近隣の住民に声をかけ，参
加者が持ち寄った料理を食べながら話し合い，
その内容を記事にするというものだった。話し
合いは，州の課題や州知事に求めることをテー
マに，互いの意見を尊重し，全員が意見を述
べる機会を設けるなど，あらかじめ決めたガイ
ドラインに沿って行われた。地域社会の幅広
い関係者を巻き込むことにも力を入れ，図書館
やアートギャラリーでも対話を主催してもらい，
コメディアンの協力を得て候補者の発言を使っ
たクイズイベントも開催した。選挙後は話し合
いから浮かび上がった政策課題をまとめた文
書を新知事に送った。

取材はメンバーの各社それぞれが行い，共
通のウェブサイトに記事を掲載した。メディア
同士の接点は少なかったが，目的を共有し，1
社だけではできない発信をしたという点では，
連携といってもいいだろう。Voting Blockは
2019年後半にも計画されている。
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3.  連携成功の鍵と参加メディアの戦略

規模や媒体の違いを超えた多様なメディア
が参加し，長続きしている地方の連携には，
共通点がうかがえる。聞き取りをしたCenter 
for Cooperative Mediaの関係者やその報告，
フィラデルフィアの課題解決型連携のメンバー
の話などをふまえ，以下，要素を列記する。

継続性ある連携成功の鍵

・目的を明確にして確実に共有する
・枠組みを明確にして合意文書を交わす
・規模の大小を問わず，すべてのメンバーが対

等なパートナーとして参加する
・定期的な顔合わせ，意思疎通を怠らない
・情報共有の負担が少ないシステムがある
・専従のコーディネーターや編集長がいる
・共通の資金プールがある
・すべてのメンバーに得るものがある
・相互の学びや報道のインパクトなど，実感で

きるメリットがある
・取材や編集，他のメンバー

の記事の掲載は各社の判断
に任された，ゆるやかな連携

・スクープ争いに不向きなテー
マ選び

・課題解決型のアプローチ
なお，調査報道型の連携の

場合には，末尾3 項目はあて
はまらない。

では，参加するメディアはど
のような動機や戦略を持ってい
るのだろうか。全米で3番目に
古い伝統紙The Philadelphia 

Inqu irerと大衆紙Daily News，オンライン
のPhilly.comを 擁 するPhiladelphia Media 
Network（以下，PMN）の統括編集長スタン・
ウィッシュナウスキー氏の文研フォーラム2019
での報告をもとに以下にまとめる。

PMNは，ピュリツァー賞23回受賞の実績が
あるが，2006年以来10年で7回オーナーが替
わるという苦難の時代もあった。現在は非営
利の財団Lenfest Instituteの傘下に入り，公
共の利益に資するデジタルファーストメディアへ
の転換をめざしている。

参加メディアの戦略

・取材力と発信力を強化する
・他のメディアと接することで異なる着想や視

点を学ぶ
・異なる媒体とともに仕事をすることでマルチ

発信のスキルを学ぶ
・異なる社会層とのつながりを持つメディアを通

し，1社ではつかみきれなかった層とつながる

Philadelphia Media Network 編集部

提供：PMN
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・リソースと専門知識が必要なデータの分析や
グラフィック作成を行う

・新たな知識やスキル習得のための研修などを
連携の枠組みで実施する

・大きなリスクをとらずに実験的な取材や報道
を試みる

・新たな個別の連携に道を開く

連携に参加する最初の動機は，限られた要
員ではできない取材をするために協力すること
だが，参加経験を通した発見で連携の付加価
値を見いだし，新たな将来戦略の中に位置づ
けていることがうかがえる。

表 2にPMNが参加する連携の例を示す。

4.  連携を支える幅広いプレーヤー

こうした連携に関わるプレーヤーをみると，メ
ディア以外の組織にも重要な役割を果たしてい
るところがある（図5）。以下，地域における連携
に貢献するメディア以外のプレーヤーをあげる。

ジャーナリズム･ネットワーク

課題解決型のジャーナリズムを提唱する
Solution Journalism Network（SJN）27）や調査
報道の知見を共有するInvestigative Reporters  
& Editors（IRE）28）など，ジャーナリストがつ
くったネットワークの多くが地方メディアの連携
を支援している。このうちSJNはフィラデルフィ
アのThe Reentry Project開始のきっかけをつ
くり，その資金も提供したほか，遠隔地の町や
村をつなぎ，課題解決の知恵を共有する連携
を仲介し，支援している。

大学とジャーナリズム校

Electionlandでは，投票日の情報収集精査
のチームに複数の大学の教員や学生が加わり，
フィラデルフィアのThe Reentry Projectでは，
テンプル大学ジャーナリズム校の学生が中心
になってウェブサイトを制作した。大学はデー
タの処理や分析といった専門知識が必要な分
野で貢献でき，ジャーナリズム校は学生たちが
ジャーナリストの卵として縁の下の力持ちにもな

プロジェクト名 パートナー 内容 テーマ

The Catholic Church Crisis
（2018） ボストングローブ紙 調査報道（単発） カトリック教会児童性的虐待の問題を共同取

材，共同執筆

No Sanctuary（2018） 非営利調査報道 ProPublica 調査報道（連載） 移民摘発の実態と影響を検証したシリーズ連載

Spotlight PA
（2019秋発足予定） ペンシルベニア州主要新聞 調査報道（継続） 州の政治家や行政府，企業などを監視，予算

執行や政策実施を検証

The Reentry Project 
（2016 ～ 2018）

フィラデルフィア市内の
メディア 課題解決（継続）　 受刑者の社会復帰と再犯防止対策を検証

Broke in Philly（2018 ～） フィラデルフィア市内の
メディア 課題解決（継続） 経済的困難の実態と対策を検証

The Polling Project（2018） ニューヨークタイムズ紙 購読者イベント
（単発） 中間選挙総括をテーマに購読者と対話

Legal Defense ペンシルベニア州内メディア 資金拠出（都度） 情報公開裁判など司法費用拠出

Knight-Lenfest 
Newsroom Initiative

（2015 ～）
12の地方主要紙 将来像検討（継続） 地方主要紙の編集長が情報を共有し

デジタルメディアとしての将来像を模索

表 2　Philadelphia Media Network が参加する連携の例
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る。学生側にとってはジャーナリズムの実地体
験を積むというメリットがある。

専門NPO

受刑者の社会復帰や薬物中毒対策などさま
ざまな分野の専門NPOがメディアと当事者を
つなぎ，支援経験をもふまえた専門知識を提
供している。市民イベントの開催では，参加者
の声をくみ取る，対立する立場の人々の対話を
うまく運ぶ，といったノウハウを持つNPOが参
加することも多い。

図書館

市民が安心して話をする空間を提供し，イベ
ントを開催したり，資料を探したりする，地域
のハブとなる役割を担っている。

アーティスト

取材内容を演劇やコメディー，クイズやゲー
ムを通して伝える，データをわかりやすく魅

力的にみせる，といった表現力で貢献し，理
屈ではなく感性に訴えることでニュースに関心
が薄い層への発信にも力を発揮する可能性を
持っている。

地域住民

メディア連携では，テーマの選択から取材
の切り口，報道の内容や表現，課題解決策の
実践と検証など，さまざまな場面で市民がプロ
セスに関わることが増えている。また，調査報
道の分野で情報提供や情報収集に関わる例も
あり，地域住民は連携の影の主役ともいえる。

非営利財団

連 携を資金面で支えているのがKnight 
Foundation，Lenfest Instituteなど，地域の
ジャーナリズムの存続に重点を置く非営利の財
団である。多種多様なメディアが存続できる新
たなメディアの生態系（エコシステム）の構築を
重要な課題と位置づけた支援が増えている。

図 5　メディア連携のプレーヤー

地域住民

ノウハウ・
ネットワーキング

知識・技術・
マンパワー

専門 NPO非営利財団

図書館
ジャーナリズムの

ネットワーク

アーティスト大学，
ジャーナリズム校

地域の
連携メディア

情報・意見･
質問・要望

資金・知見

発信力

当事者とのつながり
・専門知識

公共空間・資料
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5.  求められるジャーナリズムとは

文研フォーラム2019での報告で，前述した
SJNの西部山岳地方マネージャー，セアラ・ガ
スタヴァス氏は，「ネガティブなニュースが続け
ば人々は無力感を覚え，関心も失うが，問題を
解決するためにできることがあると思えば耳を
傾ける」と指摘した。従来の報道が，しばしば
問題のありかを明らかにするところでとどまって
いることに疑問を投げかけ，それは市民が求
めるものに答えていないのではないか，という
問題提起である。

SJNが提唱する課題解決型ジャーナリズム
は，「対策に触れずに問題だけを報じることは，
市民が社会を変えていくために欠かせない重
要な情報の提供を怠ることだ」という考え方に
立っている。問題の解決まで踏み込んで伝える
ことは，特定の取り組みや人物・組織などを後
押しするキャンペーンにならないかという批判も

あるが，SJNは，人の物語を通して普遍性の
ある対策に光をあて，良い取り組みを取り上げ
ればその問題点も指摘することで，客観的な
ジャーナリズムは成立すると強調している。

限定的な調査ながら，課題解決型ジャーナ
リズムの記事は読者の滞在時間が長いという結
果も出ている29）。また，課題解決型の連携に
参加したメディアからは，課題解決まで踏み込
んだ記事は，経験的に掲載から時間が経って
からも読まれ，シェアされることが多い，とい
う証言が複数あった。

情報が氾濫する中で市民がその価値を見極
めるためには，情報を整理し，問題を掘り下げ，
背景を説明し，意味づける報道が必要なのは
間違いない。地域のニュースにおいては，さら
に情報の受け手が問題の解決に関与する方法
や可能性を示す課題解決型のアプローチが，
今後のジャーナリズムのあり方に一つの有用な
方向性を示しているのかもしれない。

セアラ・ガスタヴァス氏（文研フォーラム 2019）
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6.  連携の成果と課題

最後に，メディア連携の成果と課題について
考察する。

わかりやすい成果としては，連携報道の結
果，新たな法制度が導入されたり，具体策が
講じられたりしていることがあげられる。例え
ばフィラデルフィアではBroke in Phillyの報道
を受けて，サービス産業などで働く非正規労
働者が不規則な勤務時間によって不利益を受
けることがないよう，少なくとも2週間前に勤
務時間を通告することを雇用者側に義務づけ
る市の条例が成立した。このほか，低所得層
が多い地域で需要が高い公立図書館の開館時
間の延長といった政策の見直しも実施されてい
る。

報道による圧力で政策や制度が変わること
は連携によらない場合でもあることで，それに
比べてどれだけインパクトが大きいかを比較し
た調査はない。しかし，長く改善がみられな
い社会の課題を，多数のメディアが連携して取
り上げ，これに関わる多様な問題を多角的に
検証し，同時あるいは継続的に報道すること
が，より大きなインパクトを持つ可能性は十分
ある。

社会が話し合いの出発点として共有できる事
実をメディアが提供する役割を果たすことがで
きていないというより根源的な問題については
どうか。その役割を果たせるだけの信頼を取り
戻すために連携が成果をあげているのかについ
ては答えは出ていない。現段階では連携プロ
ジェクトに伴う市民対話の参加者が地域メディ
アの役割に前向きな姿勢に転じる変化がみら
れたといった，個別の証言にとどまっている。

また，連携によってデジタル空間の「ニュー

スのジャングル」に埋没しない発信力が獲得で
きるかという点も未知数だ。デジタルプラット
フォームに比べると，地方のメディアは連携し
ても情報の拡散力やアクセス量では競いようが
ない小さな存在である。住民が必要とする地
域の情報や問題に重点を置いて量よりも質で
勝負し，その効果を高めることを視野に連携す
る試みは今後も続く実験といえよう。

さらに，連携に参加することがメディアの経
営状況改善に貢献するのか，という点もまだ検
証できていない。連携参加に伴う意思疎通や
追加取材は，メディアにとって繁忙な日常業務
に上乗せされる業務であることを考えると，長
続きさせるためには経済的なメリットも必要に
なる。現在は財団などからの支援が取材費の
上乗せにもなっているが，支援が途切れたとき
に継続できる見通しは立っていない。

連携によって可能となった付加価値の高い
報道内容や対話イベントなどを通し，市民が地
域メディアの必要性を認め，お金を出してもい
いと考える可能性はある。しかし，一過性のも
のではなく，購読契約や継続的な寄付による
支援に結びつくのか，また，連携に参加したメ
ディアがどう個々の存在価値をアピールできる
のか，時間をかけた検証が必要になるだろう。

Lenfest Instituteの専務理事ジム・フリード
リック氏は，連携によって質の高い報道が増え
れば，量的な面だけでなく，質的にも情報の
受け手とのつながりが深まるはずだとしており，

「潮が満ちてくればすべての船が浮かび上がる
ように，ニュースの市場が拡大すればメディア
全体の利益になる」と述べ，連携は，強者だ
けが生き残るのではなく，多様なメディアの生
態系を支えるためのものだ，という考えを示し
ている。
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ここで日本に引きつけて考えてみると，アメ
リカの状況は，急速にして深刻なメディアの危
機や非営利ニュースメディアの発達，連携を可
能にする資金力を持つ非営利財団の存在，な
ど異なる要素や条件が多い。

しかし，日本でも九州朝日放送や南日本放
送が災害時の情報発信などを念頭に自治体と
連携する動き30）や，西日本新聞が全国各地の
新聞やテレビ，ラジオなど地方メディアとパー
トナーシップを組んでいる例もある。西日本新
聞が2018 年1月に始めた「あなたの特命取材
班」31）は，読者からの情報提供や要望に応え，
地域の問題や解決策を探る調査報道のプロ
ジェクトで，寄せられる声をパートナーのメディ
アと共有し，各社が取材した記事を交換して
掲載するなどして，大きな反響を呼んでいる。
防災や災害時の情報発信など，競争を超えた
公共サービスともいえる分野での自治体や公
共機関を交えた連携や，取材力を増幅させる
地方メディア同士の横の連携が付加価値を持
つ可能性を示唆している。格差が広がり，多
国籍化が進み，社会が多層化する中で，どん
な大きなメディアもつかみきれない層が出てく
ることも予想される。その意味でも，多様なメ
ディアの連携は，取材と発信の両方に有用な
手段になる可能性は日本でもあるだろう。

アメリカに話を戻すと，民主主義とメディア
の危機への対応を検討した2019年2月発表の
報告書「Trust, Media and Democracy」32）は，
メディアが信頼を回復するために必要な取り組
みとして，取材から発信までのプロセスについ
ての透明性の確保，地域社会とのつながりの
深化などと合わせ，あらゆるレベルでのジャー
ナリズム連携の促進をあげている。アメリカの
メディアにとって，地域での連携の試みに参加

しないという選択肢はもはやないのかもしれな
い。

フィラデルフィアの課題解決型連携に参加
したメディア各社の代表への聞き取りで最も印
象に残ったのは，連携参加の体験がニュース
ルームのメンタリティーを変えるという言葉だっ
た。Broke in Phillyなどに参加しているPMN
のスタン・ウィッシュナウスキー統括編集長や
NBC10のウェンディ･ウォレン部長は，いずれ
も連携参加の経験を通し，「どんな大きな組織
でも単独ではできないことがあるという謙虚な
姿勢を持つようになった」と話していた。また，
公共ラジオWHYYのサンドラ･クラーク副社長
は，「報道の仕事は，目の前のことに集中し，
視野が狭くなりがちだが，連携に参加すること
は，そうした縦割りの視点から抜け出し，より
広い視野に立ち，視聴者が何を求めているの
かを考える機会を与えてくれる。より良い公共
サービスとしてのジャーナリズムに必要なこと
だ」と語った。

メディアは確実に革新していかなければなら
ない時代を迎えている。新たな挑戦や試みに
対して開かれたメンタリティーを持つことが不
可欠であり，連携に参加することは，それだけ
でも重要な意味を持つことを示唆している。

（あおき きみこ）
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