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米ニューメキシコ州などの公共放送テレビやラジオのプロデューサーとして14年働き、
2018年から現職。公共放送時代から、人口減少が深刻な地方の市町村のローカルメディア
と協力し、若者の流出、雇用の創出、インターネットアクセスの遅れ解消など、共通の課題
とその解決策をテーマに取材、報道する連携に取り組んできた。現在は米西部山岳地方各地
のジャーナリストの研修や、課題解決型ジャーナリズムを実践するメディアを支援したり、
連携を仲介したりする役割を担っている。
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ニュースの見出しには事件事故や災害、テロなどネガティブな内容が目立つ。
社会の問題を取り上げ、責任を問うことはジャーナリズムの役割だが・・・



問題を伝えるニュースばかりが続けば
人々は無力感を募らせることになる



2008 AP Study

NEGATIVE NEWS MAKE PEOPLE 
TUNE OUT

ネガティブなニュースが続けば
人々は耳を傾けなくなる

2008年AP調査



When people think 
something can be done to 
solve a problem, they are 
more receptive and attentive

問題を解決するために

できることがあると思えば

人々は耳を傾ける

NEGATIVE NEWS MAKE PEOPLE 
TUNE OUT

ネガティブなニュースが続けば
人々は耳を傾けなくなる



Solutions journalism is

rigorous, evidence-based 
reporting on responses to 
social problems

課題解決型ジャーナリズムとは

社会の問題への対策について
厳密に検証した
客観的な情報に基づく報道



Covering the problem without addressing 
associated responses 

omits critical information 
necessary for society to 
create change

対策にふれずに問題だけを報道することは

社会を変えてゆくために欠かせない
重要な情報の提供を怠ること



• Self-guided courses to 
hone your craft

• Learn how to do solutions 
reporting with our Basic 
Toolkit

• Available in Spanish, French, 
Bahasa Indonesian, Chinese, 
Arabic, and Russian

• Issue Guides for beat 
reporters covering education, 
violence, or health in the U.S.

LEARNING LAB

SJNでは
課題解決型ジャーナリズムの
分野ごとのマニュアルを作成



OUR GROWING NETWORK

課題解決型ジャーナリズムを取り入れるメディアは
規模や媒体、国境を超えて増えている



SOLUTIONS
JOURNALISM 
IMPACTS

課題解決型ジャーナリズム
インパクト



More time on page.

A/B  S tudy w/ Engaging News  P roject

10-25%

テキサス大学の研究調査から

読者は
解決策を示す記事には
より多くの時間をかける



Page views

+102%
Time on page

滞在時間の増加

+80%

(E ngagement data for solutions- focused S eattle Times education stories relative to 
regular education coverage. S ource: American Press Institute)

Seattle Times: Education Lab

ページビューの増加

シアトルタイムズ紙の実績から



SOLUTIONS 
JOURNALISM 
PRACTICES

課題解決型ジャーナリズムは・・



-

NOT HERO WORSHIP

英雄の物語ではない

INSTEAD, use characters to examine 
systemic change

人の物語を通して
普遍性ある改善や改革の

可能性を伝える



NOT A CAMPAIGN FOR 
PHILANTHROPY

慈善活動の広報ではない

INSTEAD, 
show downsidestoo

良い取り組みを伝え
その問題点も指摘する



NOT A SILVER BULLET

魔法の弾ではない
INSTEAD, tone down the rhetoric

誇張はしない



COLLABORATION
in the Mountain West
アメリカ西部山岳地方の

メディア連携



Map services and data available from U.S. Geological Survey, National Geospatial Program

アメリカ西部山岳地方のメディア連携



シリーズ「State of Change」では
（変わる州／現状）

人口流出が進む地域の経済活性化をテーマに
テレビ、ラジオ、新聞を含む

ニューメキシコ州の１３の報道機関が取材で協力
動画、音声、活字媒体にまたがる18の記事を発信



State of Change 
Problems were known 

長く続いてきた問題

Past reporting only focused on problems  

以前は問題を伝えることに焦点

Solutions reporting focused on efforts to 
improve communities 

連携では対策の報道に重点

Collaboration lets us collect more examples to 
share across the region

多様な取り組みの例を取材

希望を抱くことができるような情報を

広い範囲の地域社会に伝え、共有

Pueblos Build Their Own Internet Access

例：インターネットへのアクセス向上策について
テレビ、ラジオ、活字媒体のジャーナリストが
狙いや切り口を話し合った上で一緒に取材
それぞれの媒体で発信した記事を共有



課題解決型ジャーナリズムは
多メディアの連携でより大きな力を発揮

長く解決されてこなかった社会の問題で
スクープを争うことは少ない

競争するよりも協力することで
報道のインパクトは高まる

市民との対話でも
連携することで輪が広がる



INTANGIBLE IMPACTS: 連携のメリット

• Journalists learned from peers with different backgrounds and experience 

異なる経験やスキルを持つパートナーから学ぶ

• Shared content partners would not have been able to produce on their own

１社だけでは取材制作はできなかったコンテンツを共有

• Expanded potential to produce strong multimedia stories 

多様な媒体にまたがった発信の可能性を広げる

• Create trust among media for continued collaboration

次の連携にもつながる信頼関係を築く



Who’s doing it better?

What’s an issue we can cover 
together?

対策がより良い成果をあげているのはどこ？

連携することで、より良い取材ができる課題はない？

取材にあたって自らに問いかけてほしいこと



solutionsjournalism.org/hub課題解決型ジャーナリズムの
トレーニング・ウェブサイト



THANK YOU 

Sarah Gustavus
sarah@solutionsjournalism.org

www.solutionsjournalism.org


