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シリーズ公共放送インタビュー

アメリカではこれまで，4大ネットワークのテレ
ビ，New York Timesといった新聞，雑誌など
の商業メディアや，公共テレビPBSや公共ラジオ
NPRなどの公共放送が，メディアの主流であっ
た。ところが今，これらと性格を異にする“第3
のメディア”とでも呼べる非営利（non-profit）の
ニュースメディアが増え，影響力を増している。
代表的なものとして，2008 年にニューヨークで設
立され，2010 年，11年と連続してピュリツァー賞
を受賞したProPublicaがある。全米から実力派
の記者を集め，支援する財団からの豊富な資金を
使って，本格的な調査報道を行っている。

新たに注目を集めている非営利メディアには，
いくつかの特徴がある。第一に，主たる発表の
場がインターネット上であるということである。ネッ
トでコンテンツを発信することが第一で，活字や
放送で付随的に記事やリポートを出すこともある。
第二に，収入の多くを一般からの寄付や，企業・
財団からの協賛金に依拠している。この点は，ア
メリカの公共放送と似ている。non-profitの名前
の通り，利潤を上げることを目的とはしていない。
第三に，既存のニュースメディアのように，政治・
経済から文化，スポーツまでの事象を網羅的にカ
バーするのではなく，報道する対象を特定の分野
に絞っている点があげられる。調査報道のほか，
地域に特化したニュース，議会専門ニュースなど，
それぞれ自分達が得意とする分野に力点を置いて
ニュースを発信している。

非営利メディアの草分け的存在としては，1977
年にカリフォルニアで設 立されたCIR（Center 
for Investigative Reporting） や，1989年 に
ワシントンDCで始まったCPI（Center for Public 
Integrity）などがある。最近になって，特にこうし

た非営利メディアが注目を集め，新たな団体が作
られている背景には，2008年秋のリーマン・ショッ
ク以降，不況で収入が減った放送局や新聞社が
ニュース番組や紙面を減らしていることがあげられ
る。また，急速なインターネットの普及に伴い，デ
ジタル要員を多く雇う一方で，ベテランのニュース
要員を解雇する動きも理由の1つになっている。非
営利メディアは，“ジャーナリズムの危機”を憂える
人達の期待と，職を失った記者や編集者の受け皿
として，一定の役割を果たしつつある。特に，予
算も人手もかかるとして多くの既存メディアが手を
引いてしまった調査報道の分野で，非営利メディア
にかかる期待は大きい。

その一方で，非営利メディアが大きな存在意義
を示すことができる分野には，地域に根差した
ニュースもある。その先駆けとも言えるのが，カ
リフォルニア州南部のサンディエゴを拠点とする
Voice of San Diego（VOSD）で あ る。VOSDは
2005年2月，地元の実業家と地元有力紙Union 
Tribuneの元コラムニストが，既存メディアへの不
満から作った。その後，「我々が伝えなければ埋
もれてしまう地域の課題を掘り起こす」（HPより）こ
とに力を注いできた。VOSDのウェブサイトには，
国や州政府，スポーツ，エンターテインメント系の
ニュースは載っていない。代わりに，地元に密着し
た政治や経済，暮らし，教育，環境などの記事が
満載されている。

良質なコンテンツを出し続け，利用者の支持も
受けているVOSDは，非営利メディアの成功モデ
ルの1つとして，組織のあり方や運営方法が注目さ
れている。VOSDのCEO，スコット・ルイス（Scott 
Lewis）氏に話を聞いた。

【 第 13 回・アメリカ 】

非営利（non-profit）メディア「Voice of San Diego」CEO 
スコット・ルイス氏に聞く

～増える非営利メディア，その理由と役割，公共放送との関係～
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ルイス氏：専門領域を持つことだと思います。
私達の場合は，サンディエゴ地域の調査報道
に力点を置いています。その際に設けた基準は
2 つです。1 つは「ほかがやらないことをやる」，
もう1 つは「ほかより上手くやれることをやる」
です。例えば，近くで飛行機の墜落事故が起
きた時，私達は現場に急行して事故現場を取
材するということはしません。ほかの大手メディ
アがそれを行うからです。それよりも，サンディ
エゴ地域への経済的影響や社会的影響などの
取材を行います。我々は，そのニュースで一番
大きなインパクトを与えられる視点は何かを常
に考えています。

―ほかのメディアとのパートナーシップも重要

視しているそうですね？

ルイス氏：人員や予算が限られているので，ほか
のメディアの力も借ります。例えば，地元の NBC
系列のテレビ局に私達の取材したものを提供し
ていますし，彼らの力を借りることもあります。よ
り多くの人に知ってもらうためには，自分達のホー
ムページだけでなく，テレビやラジオ，活字媒体
と提携して発信することは重要です。今は，商
業局の NBC，地元の総合情報誌 San Diego 
Magazine，商業ラジオ KOGO，そして公共ラ
ジオKPBS の 4 つのメディアと提携しています。

―ほかのメディアと提携するメリットは何ですか？

ルイス氏：3 つあると思います。1つめは，協力す
ることで時間や手間，人手がかけられ，質の高
いものができるということです。我々は調査報道
を通して社会の問題点を指摘し，よりよい社会
になってほしいと考えています。そのミッションが

―お若いようですが，おいくつですか？

ルイス氏：34 歳です。コロラド生まれのソルトレ
イクシティー育ちです。Voice of San Diego には
2005 年の設立当初から関わっています。VOSD
には今，14 人のスタッフがいますが，私より年上
は 2 人だけです。平均年齢は 20 代後半です。

―設立から 6 年が経ちましたが，活動は順調

ですか？

ルイス氏：これまで色々なことをやってきました
が，もっと多くの人に私達の活動を知ってもら
う必要があります。財源を増やす必要もありま
す。まだまだやることは多いのです。その 1 つ
として，これから我々のような非営利メディアを
立ち上げたいという人達を支援するサイトを開
設しました。URL は http://www.npjhub.org/
です。non-profit journalismのhub（ハブ＝拠点）
になるという意味を込めています。非営利メディ
アの現状はどうか，始めるにはどんな準備が必
要かなどについて情報を提供しています。

―非営利メディアとして成功するために必要な

ものは何ですか？

スコット・ルイス氏
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達成されやすくなるのです。2 つめは，より多く
の人に伝えられるということです。ほかのメディア
を通して VOSD のことを知り，活動内容を知っ
てもらうことができます。3 つめは収入に結びつ
くことです。NBC と San Diego Magazine は
パートナーシップに対してお金を払ってくれます。
NBC は月単位で，Magazine の方はリポート一
本につき幾ら，という風にです。これらは，年間
で全収入の 7％を占めています。

―なぜ今，これほど非営利メディアが注目され

ているのでしょうか？

ルイス氏：それは，アメリカのジャーナリズムが
危機に瀕していることのあらわれだと思います。
商業メディアでも公共放送でもジャーナリズム
は機能していますが，それを補完する，あるい
は支える存在として，非営利メディアへの期待
と関心が高まっているのだと思います。

今日，NPR（公共ラジオ）の会長が辞任した
というニュースは聞きましたか？ 彼女は友人な
ので，非常に残念です。〔筆者注・インタビュー
当日，NPRのビビアン・シラー会長兼CEOの
辞任が発表された〕

―2 ～ 3 週間前に副会長が辞任したのは聞き

ましたが，まさか会長までとは。何故ですか？

ルイス氏：NPR や PBS などへの政府交付金が
理由です。共和党は，もともと公共放送に政府
から助成金を出すことにずっと反対していまし
た。最近では，NPR が保守的なコメンテーター
を解雇したり，NPR の基金担当役員が保守派
に批判的なコメントをした映像が暴露されたり
して，共和党が多数派を占める議会下院を中

心に公共放送への風当たりが非常に強くなって
いました。NPR 会長の辞任は，その責任をとっ
たものだと思います。

―NPR の番組は日本でもウェブ上で聞くことが

できます。ニュース番組の内容もバランスがと

れ，言われるように“リベラル過ぎる”という

ことはないように私には思えますが？

ルイス氏：そこが，今のアメリカの問題なのです。
ものごとを理性的，合理的に考えたり，議論し
たりすると，すぐに“リベラル”というレッテル
を貼られてしまう傾向があります。NPR の報道
は非常に高い評価を得ています。それを，自分
達の価値観に合わないからと攻撃する極端に
保守的な考えを持った人達がいます。彼らは影
響力があり，そうした人達と議論するのは非常
にやっかいです。

アメリカの公共放送は，全国に放送局があり
ます。普通のアメリカ人の声を反映する，いわ
ば草の根のジャーナリズムです。それは，私達
の活動と共通するものがあります。

―しかし，寄付などの面で，VOSD の活動は公

共ラジオの KPBS と競合しませんか？ つまり，

寄付をしようとした人が，今回は KPBS ではな

くVOSD にしよう，という風にです。

ルイス氏：確かにそういう面はあると思います。
しかし，我 は々競争相手をたくさん作ることより，
パートナーをたくさん作ることを目指しています。
そして，注目すべき点は，我々の活動に刺激を
受けて，ほかのメディアも調査報道に力を入れ
始めているという点です。一時期，紙面を縮小
していた地元紙の Union Tribuneも新たに調査
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報道の要員を増やしていて，喜ばしいことです。
私達は非営利の組織です。大事なことは取

材した内容をより多くの人に伝えることで，ライ
バルを打ち負かすことではありません。彼らもよ
い内容を出すようになれば，それは私達のミッ
ションにもかなったことなのです。

―VOSD の収入源は，おおまかにどのように

なっているのですか？

ルイス氏：大きく5 つに分けられます。1 番目が
大口の寄付です。年に 5,000ドル（約 40 万円）
以上を寄せてくれる個人などです。2 番目が比較
的少額のお金を寄せてくれる小口の寄付，3 番
目が様 な々財団や基金からの支援です。4 番目
が地元企業からの協賛金，アンダーライティング

（under-writing）と呼ばれているものです。そし
て，5 番目がシンジケーション，つまり番組配信
に対する対価です。

―5 つの中で大きな比重を占めるものは何です

か？

ルイス氏：現在のところは，財団や基金からの
支援金が多く，全体の約 3 分の 2 を占めてい
ます。今後は，大口，小口の寄付の割合を大
きくしていきたいと思っています。彼ら，VOSD
を支援してくれるサポーターを増やしていくこと
がとても重要なのです。

―年間の総予算はどの位ですか？

ルイス氏：去年（2010 年）は 110 万ドル（約 8,800
万円）を集めました。今年は，120 万ドルを目
標にしています。しかし，これでも公共ラジオ

KPBS の約 20 分の 1ですし，博物館などほか
の非営利の公共施設は，もっと多額の寄付を
集めています。

―多くのメディアが新しいビジネスモデルを模

索している中で非営利はユニークな存在です

が，Wall Street Journal（WSJ）や New York 

Times（NYT）が始めたネット課金については

どう思いますか？

ルイス氏：オンライン・ジャーナリズムを導入した
人達の間では「全購読者の約 10％がオンライン
でもお金を払ってくれる」という見方があります。
その割合は公共ラジオ NPR でも同じですし，
VOSD でもほぼ同じ，という実感を持っていま
す。つまり，全ユーザーの約 1 割が寄付を寄せ
てくれます。しかし，WSJ のような商業メディア
と，NPR や VOSDとの違いは，WSJ では有料
購読契約者の10％以上の収入が入ってくること
はありませんが，善意や自主性に基づくNPR や
VOSD への寄付は 10％以上のものが寄せられ
ることが多いということです。100ドルの寄付を
お願いした場合，経済的に余裕がある人や，我々
の番組や報道に多くの価値を見出した人は 100
ドル以上の寄付をしてくれることがあるのです。

非営利メディアのメリットは，寄付や企業協賛
金，財団からの支援金，番組配信にともなう対
価など，多様な収入源があるということです。入っ
てくるものが一定でない，安定しないという見方
もできますが，努力によっては多くのものを得るこ
とができる，という風に見ることもできます。

いずれにしろ，WSJやNYTは大丈夫でしょ
う。彼らは多くの購読者を持っています。しか
し，小規模のメディアは収入源の多様性を確保
しておく必要があると思います。
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―ProPublica は私も訪問してみて人員や設備

の充実ぶりに感心しましたが，同じ非営利メディ

アとして彼らをどう見ていますか？

ルイス氏：NYのウォールストリートのオフィスは
立派だったでしょう？ ProPublica には最初から
1,000 万ドル（約 8 億円）という潤沢な資金が
ありました。そして，全米から優秀な記者を集
め，多くの記事を書いています。これはこれで
素晴らしいと思います。しかし，彼らは例外的な
存在です。我 ，々VOSD はほとんどゼロから始
め，今のような形になりました。サンフランシスコ
の Bay Citizen や Texas Tribune，ミネソタの
Minnpost.comも私達のやり方をモデルとして大
きくなっていきました。ProPublica は活動を自分
達で完結できるため，外部にパートナーシップを
求める必要がありません。しかし，我 は々パート
ナーの存在は非常に重要だと考えています。もし，
私達に最初からもっと資金があったら，多分，自
分達でビデオ撮影をしてネットにアップすること
ができ，地元の NBC 系列局に協力を求めること
はしなかったと思います。しかし，資金がなかっ
た私達は地元局に協力を求め，そのパートナー
シップやネットワークがその後にも様 な々局面で
役に立ちました。そのことは誇りに思っています。

―VOSD は，成功モデルと言えますね？

ルイス氏：まだその途上です。例えば，財団か
らの支援金などは，これからも永遠に受けられ
るわけではありません。再び審査があったり，
期限が限られているものも多いのです。ですか
ら，新たな財源を探さなくてはなりません。こう
した努力はこれからも不断に続けていかなくて
はならないのです。

―今後，VOSD のような非営利のメディアは

増えていくと思いますか？

ルイス氏：そう思います。大学や博物館，美術館，
そのほかの社会的に重要な施設が非営利であ
るのと同様に，メディアも営利を目的としないも
のが各地にあってもいいと思います。それは，“エ
コなニュースシステム”と呼べるかもしれません。

―多くのメディアが同じことを取材する必要は

ない，という意味ですか？

ルイス氏：そうです。発表もののように，誰が書
いても同じ内容であるのならば，それはどこか
一社が取材して配信すれば済みます。ほかのメ
ディアは，余った人手やリソースを独自のニュー
スや番組取材にあてればよいのです。そのため
の「ハブ」や「センター」になる調整機関が各地
に作られるようになるのが理想です。それには，
非営利の組織が適していると思います。

―ルイスさんにとって一番の情報源は何ですか？ 

ネットですか？ テレビですか？ 新聞ですか？

ルイス氏：ツィッターですね。（パソコンのモニ
ターを示しながら）例えば，これは地元記者の
ツィッター，こちらは NYT のメディア担当記者
のツィッターです。彼が，NPR のシラー会長辞
任の件をつぶやいたことから，それをクリック
して彼の書いた NYT の記事にたどり着いたわ
けです。このようにしてニュースにアクセスする
機会が多いです。NYT のサイトそのものから
ニュースを知るというより，誰かのツィートに導
かれてニュースを知るという形です。ただ，難
点は興味をそそられるつぶやきが多くて，時間
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をとられすぎてしまうことです（笑）。

―送り手も受け手も年齢が若いというのはネッ

ト・メディアの特徴の 1つですが，今後 VOSD

をどんな風にしていきたいですか？

ルイス氏：私達は常に，新しいことに挑戦する
人材を求めています。ここで短期間働いてもっ
と大きなメディアに移る人もいますが，我々は
VOSDというメディアの可能性を広げてくれる人
を探しています。今でも募集をすると，たくさん
の履歴書が送られてきます。希望者が多いのは
うれしいことですが，それは全米でいかに多く
のジャーナリストが働く場所を必要としているか
ということの裏返しで，複雑な気持ちです。彼
らの期待に応えるために，生活の安定を保障す
る必要もあり，そうした面での努力もしています。

―スタッフの待遇はどうですか？

ルイス氏：給与に関しても，他社とそん色のない
程度（competitively）には支払っています。健
康診断を行ったり，最近では退職金のための積
み立ても始めました。報道の内容を充実させる
ことと同時に，環境面・待遇面の充実も図って
います。まだ道のりは長いですが，VOSD 全体
の歳入も改善され，ものごとが着実に前進して
いることは確かです。

 インタビューを終えて

あえて「お金」のこと（組織の予算やスタッフ
の収入も）を細かく聞いた。“資本主義の牙城”
アメリカでは，メディアといえども，企業として
成り立つための「ビジネスモデル」の構築が常

に最初に来るからだ。ルイス氏は，財源を確保
するために様 な々努力をし，スタッフに対しても
良い条件で働いてもらうために心を砕いていた。

一方で，非営利メディアのVOSDは「市場の
論理」から一歩離れた所にいる。寄付の文化
があり，利潤追求を目的としない様々な財団が
社会基盤の一角をなしているアメリカでは“non-
profit”の考え方は市民権を得ているが，それが
メディアの世界にも深く浸透していることに，筆
者は目が開かれる思いだった。

インタビューの間，ルイス氏は度 「々パートナー」
という言葉を使った。メディア間の関係というと，
筆者などには「ライバル」という言葉がまず浮か
ぶ。しかし，彼らが目指しているのは，「協力，
あるいは役割分担」することで，良質なコンテン
ツを多くの人に届けることだった。“テレビか新聞
かネットか”という択一の考え方ではなく，利用
者のためには“テレビも新聞もネットも”可能なも
のは全て使うという発想である。メディア間の協
調を目指す考え方は新鮮に響いた。

Voice of San Diegoのオフィスは明るく，ス
タッフは若く，活気にあふれている。“アメリカ
の価値観の押しつけ”など，賛否両論あるアメ
リカのメディアだが，VOSDには新しい世代が
担うアメリカ・ジャーナリズムのダイナミズムとフェ
アネス（公平さ）を感じた。  

 （しばた あつし）

〔インタビューは 2011 年 3 月 9 日，サンディエゴで実施〕
URL は，http://www.voiceofsandiego.org/

次回は，フランス・トゥールーズ大学 セルジュ・ルグー
ル教授


