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米東部フィラデルフィア最大の報道機関で創業190年の伝統を持つ新聞Philadelphia Inquirer紙の編集長を2010
年から2015年にかけてつとめ、この間、ピューリッツアー賞受賞の報道も指揮。親会社であるPMNが2016年、
非営利財団のもとに入ったあと、統括編集長として、同じPMN傘下の新聞Daily News, オンラインニュース
Philly.comとのニューズルームの統合刷新を主導、商業新聞からデジタルファーストメディア、そして、公共サー
ビスジャーナリズムを柱とするメディアへの転換をはかっている。

メディア連携にも積極的に取り組み、2016年からは大きな注目を集めているフィラデルフィアの課題解決型の連
携ネットワークに参加、2019年には州内の主要新聞社とともに州政府・議会の税金の使途や政策立案実施などの
動きを監視する調査報道のメディア連携「Spotlight PA（ペンシルベニアに光をあてる）」を立ち上げようとして
いる。



THE POWER OF 
MEDIA COLLABORATIONS

メディア連携のインパクト

The Vision and Strategy 
of Philadelphia Media Network

フィラデルフィア・メディア・ネットワークのビジョンと戦略

NHK Broadcasting Culture Research Institute Forum, March 6, 2019, Tokyo



📰 The Philadelphia Inquirer
📰 The Philadelphia Daily News

💻 Philly.com
新聞２紙とオンラインの３つのブランド

フィラデルフィア・メディア・ネットワーク



Established 1829
1829年創業

3rd oldest U.S. paper
全米で3番目に古い新聞

23  Pulitzer Prizes

23のピューリッツァー賞



2006 - 2015
Years of Disruption

苦難の時代

7 Owners in 10 years
10年で7回オーナーが変わる

2016 
Established under Lenfest Institute
非営利の地元レンフェスト財団傘下に



TODAY

For-Profit Public Benefit Corporation 

owned by Non-Profit Organization

非営利組織傘下の独立採算の公益企業に

Our mission
ミッション

Local Journalism in the Public Interest
公共の利益に資する地域ジャーナリズム

Engaging, In Depth, and Useful
市民とつながり、より深く、役に立つ報道を



From Commercial Newspaper 
To Public Interest Digital First Media
商業新聞からデジタルファーストの公益メディアに

2017
● Newsroom 

restructures: 
● 36 reporting beats 

created

取材態勢の見直し
36の新しい担当

2018
● +45 journalists, 

investigations, visuals, 
data 
& audience

45人新規採用
調査報道、映像・
音声ジャーナリスト、
オーディエンス担当

2019 onwards
● Uniting under one brand 

(inquirer.com), 
● more beats.
● 100,000 subscribers

for USD1/day

デジタルブランドの統合
取材態勢の見直し継続
1日1ドル読者10万人目標





WHY COLLABORATE? なぜ連携？

2000
620 journalists 
20 bureaus

2000年
記者620人
米と世界に20支局.

PHILADELPHIA



2019
250 journalists 
in Philadelphia
focus on 8-counties

2019年
記者250人
拠点フィラデルフィアのみ

支局なし

WHY COLLABORATE? なぜ連携？

PHILADELPHIA



Partnerships expand coverage 
locally, regionally, nationally

PHILADELPHIA

連携によって
取材報道の範囲が
さまざまなレベルで

拡大

WHY COLLABORATE? なぜ連携？



● Expand audiences 読者層を拡大

● Improve depth of coverage 取材を深化

● Fill coverage gaps, maximize efficiency 相互に補完

● Journalists acquire new skill-sets 参加でスキルアップ

● Pave way for other meaningful collaborations
さらに多様な 意味ある取材協力に道を拓く

WHY COLLABORATE?
なぜ連携？



NATIONAL 

全米レベルの連携

BOSTON GLOBE
ボストングローブと
Joint, comprehensive, 
multistate coverage of 
clergy sex-abuse scandal 
started with a phone call 
from editor to editor. 

編集長どうしの会話から
カトリック教会性虐待問題
の調査報道で取材連携



NATIONAL 

全米レベルの連携

PROPUBLICA
プロ・パブリカと

(非営利調査報道メディア先駆者）

Investigative series 
on immigration 

移民摘発の

実態と影響を調査報道



NATIONAL 全米レベルの連携

New York Times ニューヨーク・タイムズと

Co-host live-journalism events on election

中間選挙をテーマにした市民対話イベント共催

Table Stakes Collaboration
Editors of major newsrooms create 
blueprint for journalism’s future

Participants include:

▫ Dallas Morning News
▫ Miami Herald
▫ Minneapolis Star Tribune
▫ Houston Chronicle
▫ Seattle Times and more

地方の主要新聞 編集長が集まり
ジャーナリズムの将来の青写真
を話し合う



“Focus on the Good Stuff”

「前向きなニュース」に絞った特集

Philadelphia Inquirer 

Launching a Sunday print section

トリビューン紙の土曜版の特集を参考に

4月から日曜版に見開き４ページの特集

相互に記事を交換する計画

REGIONAL
地方レベルの連携

The Minneapolis Star Tribune
ミネソタ州のスター･トリビューンと



STATE 州レベルの連携

Pennsylvania 
investigative team with
Pittsburgh Post-Gazette, 
Lancaster Newspapers & 
Temple University.

調査報道の取材連携
ペンシルベニアの主要3紙
テンプル大学が参加

Digital-focused 
Public-policy journalism
led by WITF Public Media of 
Harrisburg – state capital      
State wide distribution 

市民の目線で公共政策取材
州全体にデジタル配信
公共放送WITFが主導

Legal Defense 
Pool resources 
with newsrooms 
to fight for open 
records and 
protect journalists

法廷闘争で連携
情報公開請求や
ジャーナリスト擁
護 州内の報道機
関が参加



Place your screenshot 
here

STATE:  州レベルの連携

｢ペンシルベニア州に光をあてる」
調査報道チーム

Dedicated, independent editor

独立した専従の編集長

12-person reporting team 

to serve as state watchdog 

12人の取材班で州政府議会や財界を監視

2019年4月に発足予定



Place your screenshot 
here

● Coverage beyond the statehouse 
to issues affecting Pennsylvania.

政治行政以外の州内の問題も連携取材

● Stories will be distributed across the state
to other news organizations

州内の広範囲のメディアに記事提供

● Be a replicable model for other states
他州のモデルとなる連携をめざす



Diminished State House Press Corps 
州政府議会を取材する記者が減り

Special interest groups seek friendly legislation
利益誘導による州の制度や法案策定の恐れ

Corruption, excess spending could go undetected
汚職や予算の無駄遣いなどが見過ごされる恐れ

Broader and deeper coverage made possible through  
collaboration rather than competition

競争するよりも 協力することで、取材を広げ、深める

WHY SPOTLIGHT PA?
なぜ連携調査報道チーム？



LOCAL フィラデルフィア市中心の連携

Reentry Project (2016-2017)

Prisoner reentry to society

受刑囚の社会復帰 促進を探る

Broke in Philly (2018-)

Economic hardship

経済困難の実態と対策を検証

Solutions Journalism

課題解決型ジャーナリズム



Broke in Philly
経済困難の

実態と対策を検証

19 diverse news rooms

(TV, radio, ethnic + 
hyperlocal news outlets)

19のニュースメディア

2 universities

2つの大学

1 school network

公立学校のネットワーク



あ

Project Website with links to articles
共通ウェブサイトに記事のリンクを掲載



Illustrations: Steve Teare / For Broke in Philly 

Series ’The High Cost of Being Broke’
「お金がないほど、お金がかかる」シリーズ
イラストで各社記事のイメージを統一



Broke’s Social Impact 
社会的なインパクト

● Worked to lift up community voices
● 幅広い当事者の声を伝える

● Examined the complex causes of economic hardship
● 経済困難の背景にある複雑な要因を探る

● Highlights effective approaches to its alleviation
● 困難の緩和に有効な取り組みをハイライト

● Promote engagement & awareness among citizens
● 経済困難の実状への市民の理解を深める
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Broke’s Social Impact
社会的なインパクト

State court stopped keeping 
bail deposits after case resolved
保釈金 全額返還へ

裁判所が方針変更

City funds Public Libraries to expand 
hours in economically tough areas
経済困難者が多い地区で

公共図書館の開館時間延長



RESOLVE PHILADELPHIA
フィラデルフィアの課題解決型メディア連携ネットワーク

● The largest, most sustained collaborative reporting 
project within a local news ecosystem

● 全米で最大規模、最長期間にわたるローカルメディア連携

● Replicated in more than 12 cities across America 
● 全米12の都市で同じような課題解決型連携始まる



PMN’S KEY TAKEAWAYS
まとめに

No one media organization has the answer
どのメディアも1社だけで将来への道を見つけることはできない

Sustainable solution - needs effort from diverse sources
ジャーナリズムを存続させるには多様な組織や個人の貢献が必要

Change needs to be constant
常に新たな試みに挑戦を

Democracy depends on us
民主主義を維持するためにジャーナリズムが必要



THANK YOU!

PLEASE REACH ME AT: 

swischnowski@phillynews.com

@swischnowski
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関連サイト

フィラデルフィア･メディア･ネットワーク
https://www.philly.com/
Resolve (フィラデルフィアを中心にした課題解決型の連携ネットワーク）
https://resolvephilly.org/
Reentry Project （Resolveの最初のプロジェクト、受刑囚の社会復帰）
https://thereentryproject.org/
Broke in Philly （Resolveの2つ目のプロジェクト、経済困難の実態と対策）
https://brokeinphilly.org/
No Sanctuary（ProPublicaとの取材連携～移民摘発の実態と影響）
https://www.propublica.org/series/no-sanctuary
The Minneapolis Star Tribune ‘Inspired’ (前向きなニュースの特集サイト）
http://www.startribune.com/variety/inspired/
PA POST（ペンシルベニア州都ハリスバーグを拠点にした州政府議会を市民目線で見る連携）
https://papost.org/

https://www.philly.com/
https://resolvephilly.org/
https://thereentryproject.org/
https://brokeinphilly.org/
https://www.propublica.org/series/no-sanctuary
http://www.startribune.com/variety/inspired/
https://papost.org/

