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ナリズム・スクール（以後Jスクールと略す）と
の連携なしには，米国の放送局の社員教育は
成立しえないという印象を持った。この点は自
らの社員を教育するために社内に“College of 
Journalism”を設立した英BBCとは非常に対
照的である1）。

そのため，米国の放送局における社員教育
の実態を知るうえで，大学のジャーナリズム・
スクールへのインタビュー調査も不可欠と考え，
ニューヨークの有力大学であるコロンビア大学
とニューヨーク大学へも出向いた。本稿の後半
は，大学関係者が放送関係の人材育成をどの
ように考えているかを記述していく。

  １. メディア側の対応
      ―ABC News における社員教育

新研究領域創成のための共同研究「ジャー
ナリスト再教育」に関連して，2010年2月16日
から18日までニューヨークでインタビュー調査
を行った。中心になる調査目的は，米4大ネッ
トワークの一つであるABCを事例として，アメ
リカ合衆国の放送局が社員教育をどのように
行っているのかを知ることにあった。

ただ，今回のインタビュー調査を通じて明ら
かになったのは，米国の放送局の社員教育は
放送局内部で完結したものではないという点
である。外部の組織，とりわけ大学のジャー

米ABCにおける社員教育と
ジャーナリズム・スクールの連携

　（法政大学社会学部） 藤田真文

放送文化研究所では，平成21年度の新研究領域創成のための共同研究として，「ジャーナリスト再教育」
に関する調査を行った。一般に，ジャーナリスト教育という言葉は，ジャーナリズム教育と厳密に区別され
ずに用いられ，広く，ジャーナリズムに就職するための予備的な教育から，現役ジャーナリストの技能や知
識の向上を図るもの，時には，ジャーナリズムを批判的に見るためのものまでを包含している。このプロジェ
クトでは，それらのうち，現役ジャーナリストに対する教育を「ジャーナリスト再教育」と呼ぶことにした。
また新聞の方が歴史が長いため，ジャーナリストという言葉もしばしば新聞人を指して使われているが，私
たちとしては放送を中心に考えることにした。手始めに中国，アメリカ，ドイツ，イギリスで調査を行い，2
月号・3月号で中国・復旦大学のケースを紹介したが，ここでは，共同研究者の藤田真文教授（法政大学
社会学部）による，アメリカのジャーナリスト再教育についての報告をお届けする（なお，ドイツとイギリス
については，2011年1月発行予定の『NHK放送文化研究所年報2011』で報告する予定である）。

（メディア研究部　横山　滋）
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（1）ABC News における社員採用
今回インタビュー調査を行ったABC Newsは，

Walt Disney Company 傘下のテレビ・ネットワー
ク部門であるthe ABC Television Networkに
属している。ABC Television Networkには，
その他にABC Daytime，ABC Entertainment 
Group，ABC Kidsなどがある。ABC News以
外はほとんどエンターテインメント関係のグルー
プ会社である。

ニュースとエンターテインメントを別組織とし
て明確に分け，基本的に社員の採用も別とい
うのは米国放送界に共通した考え方のように
思う。新卒者を一括採用して，適性に応じて
各部門に振り分ける日本の放送局（特に民放
局）とは異なる。この点は，メディア教育を担
う大学組織のあり方にも反映している。Jスクー
ルは，あくまでニュース報道番組を制作する人
材を育成する教育機関であって，同じ大学内
でもエンターテインメント人材は芸術系に近い
別の教育組織（学部，大学院）で育成される
場合が多い。

ABC Newsの社員採用は，「ニュース番組
のプロデューサー募集」「ニュース部門のアシ
スタント募集」など具体的なポジションの公募

（job opening）によって行われる。大学新卒者
も他のジャーナリズム組織からの転職希望者
も区別なく，一つのポジションを争う。今回イ
ンタビューしたABC Newsの法務部門（News 
Practices）のディレクターであるDick Wilde氏
によれば，採用に際しては，大学でのジャーナ
リスト経験＝Jスクールのニュース制作・映像制
作の授業を履修しているか，または，同種の
課外活動に参加しているかを重視する。実践
の経験がなければ，ABCに入る資格はない。
大学の専攻はジャーナリズム以外でもいいが，

ジャーナリズムの授業をとっていることが大事
だという。

実際ABCグループの採用サイトを見てみる
と，履歴書の他に制作に参加した番組のDVD
を送るように求めているケースが多い。すでに
他の局で番組を制作している転職希望者はい
いが，新卒者は大変だ。大学のニュース制作
の実習で作った学内ニュース番組や課外活動
で参加した地域メディアのニュースなど，最低
限の実績をアピールしなければ転職希望者と一
つのポジションを争うことはできない。同じく今
回インタビューしたABC Newsでインターンシッ
プ受け入れなどの人材採用・開発部門（Talent 
Recruitment and Development）のディレク
ターをしているMichelle Hord-White氏は，「大
学で何を専攻していようが，採用時にインター
ンシップで実践的な経験をしていない人はほと
んどいない。入社時にデスクのアシスタントが
できるなど入門レベルの技能を持っていること
が望ましい」という。

米国の放送局の社員教育を考察する前提とし
て，制作に従事する社員は入社時に制作実務
の技能をすでに保持していることを見ておかな
ければならない。日本のようにジャーナリスト
経験，ニュースの制作経験を持たない状態で入
社する社員はいない（日本ではしばしば新入社
員はジャーナリスト経験を持たない「白紙状態」
である方がいいとされる）。

 

（2）社員教育の主眼はガイドラインの周知
さて，ABC Newsの社員教育を見てみよう。

ABC Newsの社員教育は，ニュース報道基
準の周知が中心である。法務部門ディレクター
のWilde氏によれば，社員はABC Newsに入
社した最初の週に，ABCのニュース報道・番
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組制作のガイドラインである「the ABC News 
Policy and Procedures Manual」を渡され，退
社するまで遵守が義務づけられる（内容につい
ては表１参照）。すべての番組の関係者が，校
閲（Editorial Quality）担当の上級副社長によ
る年1回のセミナーを受講する。ABCのガイド
ラインは，新しい方針を入れて順次改訂されて
いる。例えば近年では，ツイッターやフェイス
ブックなどのソーシャルネットワークをニュース
取材で使う場合，どのような点に留意すべきか
などが改訂の焦点になっている。

ABC Newsの法 務 部門に属するWilde氏
は，ABCニュースの校閲に責任を持つ5人の
ディレクターのうちの1人であり，同局のWorld 
News，Nightlineなどの番組やオンラインによ
るニュース配信で，ABCのニュース・ガイドラ
インが守られているかを監督している。Wilde
氏は，ABC系列の地方局やNightlineのスタッ
フ，ドキュメンタリーのプロデューサーなどを
歴任するなどニュース制作者であったが，一時
ABCを退社してロースクールに進学，弁護士資
格を得る。そして再びABCに入社し，法務部
門担当となった。

法務部門ではニュース基準について，社員
から電話やメールでの相談を受けつける。例え
ば，隠しカメラでの撮影やアポなしでの待ち伏
せインタビューは，どういう場合に許容される
か根拠は何かなど，報道の具体的課題に即し
た事例の相談である。また，ニュース源や他
の企業，個人から「不当に扱われた」との苦情
があった場合の対応窓口となる。Wilde氏自身
は，ロースクールでの弁護士としてのトレーニン
グが役立っているという。

これから強化したいニュース・ガイドライン
の研修としてWilde氏があげたのは，新しい
IT技術の倫理問題であった。ツイッターやフェ
イスブックなどで個人としての自由な表現に慣
れた学生が入社してきた時に，報道対象に対
してどうやって中立性・客観性を保てるか。あ
くまでも個人である学生とプロのジャーナリスト
の違いを6カ月くらいでどう教えるかが課題だ
そうだ。これを学生インターンへの教育にも拡
げたい意向だ。

また，Wilde氏は，記事における剽窃問題
への対応も重要だと考えている。インターネッ
ト時代で情報検索が非常に早くなった。情報
を他からどのように引用し引用先を明示する
か基準を示さなければならない。ABCのオン

Ⅰ． PERSONNEL POLICIES（ 社 外で の 労 働，
メディアへの露出，政治活動の制限など職員が
遵守すべき方針）

Ⅱ． PRODUC TION STA N DA R DS A N D 
POLICIES（取材・番組制作の基準と方針）

Ⅲ． LAW AND RELATED POLICIES（関連法規）

Ⅳ． APPENDIX - SELECTED CORPORATE 
POLICIES AND FORMS（付録：社内法規と
様式抜粋）

表１　the ABC News Policy and　　　　　 
　　　　　　Procedures Manual の大項目

ABC News 法務部門 Dick Wilde 氏
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ライン部門ABC news.comには，テレビでの
ニュース制作経験がなく入社した社員が多いの
で，彼らに対する研修をどのようにするかを考
えなければならないという。

（3）デジタル時代への制作技術の研修
上のようなオーソドクッスなガイドラインの研

修にもまして，ABC newsにおいて近年重視さ
れるようになったのは，デジタルに関する制作
技能を高める社員研修である。前出の Hord-
White氏によれば，ABC Newsの人材採用・
開発部門では，「the digital bull pen training」
と題する最新技術に関する社員向けセミナーを
毎月開催する。トレーニングは週5日続き，コー
スは，「撮影入門」「撮影上級」「編集基礎」「編
集上級」「現場制作」などに分かれている。シ
ニアレベルや入門レベルなどあらゆる社員を対
象に研修を設定して，職場全体に拡げるように
している。

実際の研修は，特別のテキストはなく直接
機材の使い方などを教える。研修内容は，ツ
イッターの利用，番組評価や編成などに関する
調査にグーグルをどのように利用するか，インタ
ビューの仕方，インタビューの照明・撮影など，
多岐にわたっている。Hord-White氏は，「この
研修は，ユニオンのメンバーではない人が対象
となっている。デジタル時代のプロデューサー
は，以前はカメラクルーでやっていた撮影・照
明・編集のスキルを身につけなければいけない。
取材・撮影ばかりではなく取材した画像を本社
にアップロードするまで，1人ですべての業務を
こなす」と述べている。

Hord-White氏の言葉には，深い含意があ
る。私のインタビュー調査が終了した直後，
ABC　Newsは，今年末までにニュース取材

スタッフの300人から400人の大幅な人員削減
を発表。これはニュース部門の社員数の25％
にあたる。同社のDavid Westin社長は，就
任直後からニュース部門の「根本的な変化

（fundamental transformation）」を提唱してい
た 2）。 

Westin社長は，今回の人員削減に際して，
概略次のような内容のメモを社員に配った 3）。 
① ニュース取材において，私たちはデジタル・

ジャーナリストの利用を劇的に拡大する。
② 番組制作において，素材の撮影，編集そし

て番組制作にまで関与する Nightline の編集
スタッフを見本とする。

③ 制 作 体 制としては， 平日と週 末の Good 
Morning America とWorld News の業務を
一体化する。

④ 突発的な出来事では各番組のスタッフに頼る
が，予定が決まっている出来事の取材には
様 な々部署の社員を組み合わせて対処する。

⑤ ニュース・マガジンと長尺番組では，社員と
フリーランスをより柔軟に組み合わせるように
する。

⑥全体的に，あらゆるところで無駄を削減する。

ABC Newsの社員は，このような会社の
体制変化に適応するため，社内研修の「the 
digital bull pen training」で自らのデジタル・
スキルを必死に磨いているというのが実情であ
る。

以上，インタビュー調査をベースにABC 
Newsの採用と社員教育を見てきたが，これ
はABCや放送業界の特殊要因によるもので
はなく，アメリカ企業の雇用や人事管理の一
般的な特性を色濃く反映しているものといえよ
う。伊藤健市は，『現代アメリカ企業の人的資
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源管理』の中で，1990 年代半ばから業績低
迷ではなく「業績は良いものの将来の競争あ
るいは構造変換を見越して行う」レイオフ（＝
解雇）が増えてきたことを指摘する。それ以前
のアメリカ企業では，管理職や上級ホワイトカ
ラーはレイオフにさらされることなく「入社した
企業で勤続を重ねることによって昇進し，企業
はかなりの程度の雇用保障を提供」する「キャ
リアの内部化」が通常の雇用形態であった。
そのため優良企業は，従業員を訓練する体制
を社内に整えている必要があった。ところが，
1990 年代半ば以降の企業競争の激化，テクノ
ロジーの変化，株主重視の資本市場の変化な
どで，ホワイトカラーのレイオフをためらわな
い人事管理へと転換した 4）。 

ABC Newsを調査した印象でも，“College 
of Journalism”を設 立し社員を教育する英
BBCとは対照的に，社員教育は最小限度に留
まっている。むしろ，アメリカの放送業界では
社員教育の「外部化」が進行していると言って
いい。その「外部化」を請け負うのが大学のJ
スクールである。

 
  ２. 大学のジャーナリスト教育

（1）メディア企業の幹部教育の「外部化」
　  ＝コロンビア大学ザルツバーガー講座

社員教育の「外部化」の典型的な事例は，
コロンビア大学Jスクールが開設しているザル
ツバーガー講座＝「ニュース・メディアの幹部
社員のためのリーダーシップ・プログラム（The 
Punch Sulzberger Executive News Media 
Leadership Program）」であろう。同講座の
サイトによれば，同講座の教育目標は，「21

世紀のニュース・メディアとは何かを再考する
最善のアプローチを探求し実行するために，
ニュース・メディアの経営者が自らのリーダー
シップ能力を高めることを援助する」ことであ
る 5）。同講座のサイトで毎年の受講生のプロ
フィールを見てみると，ニューヨークタイムス，
AP，NBC，タイムなどの幹部社員が名を連ね
ている。

ザルツバーガー講座の専任教員は4名で，い
ずれもMcKinsey and Companyなどビジネス・
コンサルタントの経験者である。今回インタ
ビューしたコロンビア大学JスクールのRichard 
Wald教授は，ザルツバーガー講座の運営のた
めに「ジャーナリズム・スクールだけではなく，
コロンビア大学のビジネス・スクールの教員や，
工学，インターネット技術の教授が受講生を援
助する」と述べている。コロンビア大学の人的
資源をフルに活用した柔軟な教育体制がとられ
ているようである。

今回の調査で，今年度ザルツバーガー講座
を受講するABC News Radioの副社長Steve 
Jones氏にインタビューすることが できた。
Jones氏によれば，同講座の学費は2万3,000
ドルですべて会社負担である。年200万円以上
の学費は高額のように思えるが，プランニング
をコンサルタント会社に発注することを考えれ
ば10分の１の費用で済むと考えているようであ
る。講座は1年で，すべての受講生は，その期
間内に「チャレンジ（＝自ら取組む経営課題）」
という論文を書くことになる。授業の開始時，
受講生は互いのチャレンジについて話す。クラ
スにはライバル会社の幹部社員もいるが，その
クラスで知った情報は他に漏らしてはならない
ことになっている。他の社の幹部社員の話を聞
いても，広告の崩壊による収入減という共通の
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課題があることがわかったという。
Jones氏 の チャレンジ は，18カ月でABC 

News Radioのデジタル収入を3倍にすることで
ある。携帯電話，ipod，インターネットラジオ
への番組提供や，すべてのラジオ記者が映像
取材を行いラジオ局でも映像つきのニュースを
流すなどのアイデアがあるそうだ。以前に受講
したABC幹部社員は，the quick fixという低
コストのドラマ制作システムを作り上げた。別の
幹部社員は，デジタル・ジャーナリストを立ち
上げた。

実際の授業は，四半学期（quarter）に一度
大学のキャンパスでミーティングがある他は，
毎週電話で1時間コーチ（専任教員）にコンサ
ルティングを受ける。最初のプレゼンテーショ
ンのあと，1人のコーチに対し5人の受講生チー
ムに分けられる。そして同じチームの受講生と
フェイスブック（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を作ってノートを比較する。

受講生は1人でチャレンジの内容を考えるわ
けではなく，コーチとのコンサルティングの結果
を，職場で毎週プレゼンテーションをすること
になっている。職場の同僚は，受講生を媒介に
してチャレンジについてのコンサルティングを受
けていることになる。Jones氏は，この講座を

受講する意義を，「自分のようにいままでジャー
ナリストとして育ってきた人が，ビジネス・スクー
ル式の違った仕方で考えるようになる」ことだと
する。

 （2）大学とメディアの連携
社員教育の「外部化」が進行しているアメリ

カの放送業界であるが，それを請け負う大学の
Jスクール側はどう考えているのか。大学人のイ
ンタビューからは，放送業界の意向に呼応する
答えが返ってきた。

コロンビア大学のJスクールのRichard Wald
教授は，次のように語っている。
「かつては，会社が社員にどう業務をすれば

いいかを教えていた。何も知らないで入社して，
仕事をしながら技能を高めていった。しかし，
私たちはもはやそのような世界にはいない。広
告が減少し多くの組織が人員を減らしている現
在，教える人材が企業にはいない」「ジャーナ
リストがどのように仕事をすればいいか，何が
正しいかを教える人がいなければならない。ま
た，私たちは現在常に技術に関心を向けてい
なければならない。したがって大学以外に教育
の機関はない」

ニューヨーク大学JスクールのMarcia Rock
教授も，「学生が大学でジャーナリズム教育を
受けず，現場に出たとしても，実際にいいもの
を作るには3−4年かかってしまう。自分1人で
何もできなかったら，現場に出てもいつも人の
真似をすることになり，自分自身のオリジナルの
ものを作ることはできなくなってしまう。大学院
プログラムの修了生は，就職して現場に出た際
に，トレーニングなどの監督はほぼ必要ないレ
ベルである」という。

筆者は，2008年にやはり放送文化研究所と

ABC News Radio 　Steve Jones 副社長
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の共同研究でアメリカ・オハイオ大学のJスクー
ルを調査した。そこで実習科目と施設の充実ぶ
りなどを目の当たりにした 6）。その際も，オハイ
オ大学が都市から離れて立地していることから

（州都コロンバスからでも自動車で2時間），立
地の不利をカバーするために実習科目や施設を
充実させているのではないか，と考えていた。
ところが今回，大都市部にあるコロンビア大学
やニューヨーク大学の調査でも，オハイオ大学
との共通点が多いことに驚いた。いわば，ア
メリカのJスクール教育の標準化を強く感じた。
標準化されていると思われるのは，以下のよう
な点である。

① 実習科目と施設の充実

卒業後現場で活かせるスキルを身につけさ
せるためにニュースやドキュメンタリーの制作
実習を多数設置している。コロンビア大学や
ニューヨーク大学でも，Jスクールの専用棟の
中にニュース・スタジオや編集設備を完備して
いる。制作実習の成果は，PBSの地上波，ケー
ブルテレビ，ウェブなどで学外にも公表されて
いる。

② 現場出身の教員が中心

かつて放送業界などでキャリアを積んできた
大学教員が多い。例えば，今回インタビュー
したコロンビア大学のRichard Wald教授は
ABC, NBCなどの記者をへて現職についてい
る。ニューヨーク大学のMarcia Rock教授は
多数の受賞歴があるフリーランスのドキュメンタ
リストである。若い層では，現場経験を有する
と同時にJスクールで修士号さらには博士号を
取得した教員も多い。

③ インターンシップのバックアップ体制の整備

メディア企業の採用でインターンシップ経験
が重視されていることはすでに述べたが，イン
ターンシップのバックアップ体制がいかに整備
されているか，どのような企業と提携して学生
を送り出しているかが大学のステータスとなる。
インターンシップの専門職員を置き，大学HP
で豊富なインターンシップ情報を提供している。

このように，アメリカのジャーナリスト教育
は，社員教育の「外部化」が進行する放送業
界の動向に適切に対応している。ただし，そ
れは「大学が専門学校のようになってしまう」
と日本で揶揄されるような単純なものではな

ニューヨーク大学のニュース・スタジオ

ニューヨーク大学の副調整室
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い。そもそもJスクールの認証基準で学部レベ
ルでは卒業単位の3分の2はリベラルアーツを
取得させなければならないことになっている。
ニューヨーク大学Jスクールの学部課程は，リ
ベラルアーツの一専攻であり，学生は全員他に
政治学，歴史学，言語学などのダブル・ディ
グリー（複数学位）を取得するようになってい
る。幅広い教養を身につけさせるカリキュラム
上の工夫がある。また，ジャーナリスト倫理や
関係法規などは，講義に実際の報道現場に近
い事例を交えるなどして実践的に教えられてい
る7）。

一方において，既存の大メディアが経営難か
ら報道スタッフの人員を削減するのに対し，大
学のJスクールが母体となって調査報道を行う
NGOを立ち上げるケースが増えている。学生の
メディア起業を促す科目を設置するなど，放送
業界の現状を批判し先取りすることで大学の独
自性を保持しようとするのもジャーナリスト教育
を担うアメリカの大学の特徴である8）9）。 

（ふじた まふみ）
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