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連載開始にあたって

未知の部分が多い新型コロナウイルスの感
染拡大で，信頼できる情報が社会に共有され
ることがこれまで以上に重要になっている。錯
綜する大量の複雑な情報を検証・整理し，意
味づけ，説明する役割を果たせるか，メディア
はその力量と姿勢を試されている。そのために
大事なことの1つは，発信する情報が届き，理
解され，響いているのかを知る努力と，足りな
いところがあれば報道のありようを見直す柔軟
性である。市民の疑問に応えることができてい
るか，理解しやすい内容になっているか，入手
しやすい方法で発信されているか。市民の情
報ニーズを把握するには，発信するばかりの一
方向ではない，双方向に学びがある対話，と
もに情報をかたちづくる関係，エンゲージメン
トが必要になってくる。

筆者は本誌2020年3月号でアメリカを中心
に広がるEngaged Journalismについて，その
背景や概念，多様な試みを報告した。現在の
危機に直ちに応用できるものではないかもしれ
ないが，今求められているジャーナリズムのあ
りようについて考える材料となることを願ってい
る。ただ，Engaged Journalismは明確な定
義が定まっておらず，その柱となるエンゲージメ
ントの内容もさまざまで，何が従来の取材や報

なぜエンゲージメントが必要なのか
Engaged Journalismの実践者たちの話を聞く 第1回
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道と違うのかがわかりにくいところもある。そ
こで，本シリーズでは3回に分け，2019年10月
に筆者が取材したジャーナリストたちのインタ
ビュー内容を紹介する。それぞれが語る動機
や考え方，試行錯誤の軌跡や手応えの実感な
どを通し，エンゲージメントとは何か，より身
近に引き寄せて考えるための手がかりとしてい
ただきたい。

第1回は伝統メディアである公共ラジオ2
つを取り上げる。ともにシアトルにあるNPR

（全米公共ラジオ）加盟局で，1つは初めて
Engaged Journalismのプロジェクトに挑戦し
ている最中，もう1つはエンゲージメント担当の
チームが5年前から活動してきた実績がある。
いずれのジャーナリストも取材相手や市民との
新たな関係を模索している様子がうかがえる。
第2回は公共ラジオから出発してエンゲージメ
ントの支援ビジネスを起業した女性プロデュー
サーと，より実験的なエンゲージメントを試み
る新しいメディアのジャーナリストたちの思い
と，それぞれの軌跡を紹介する。第3回は変
わるジャーナリズムのありようを考えるシンクタ
ンクの代表による，より広い視野に立ったエン
ゲージメントの位置づけ，意味づけを伝える。

なおインタビューは紙幅とわかりやすさのた
め，話を要約・整理して紹介する。
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1. 初めてのエンゲージメントに
 挑戦するシアトルの公共ラジオ
 knkx

カナダ国境に近い米北西部ワシントン州の
最大都市シアトルと近郊の人口は約400万人。
Amazonが 本 社を置き， 近 隣にMicrosoft，
Boeingが大規模な拠点を構える，豊かでリベ
ラルな街である。地域には報道部門を持つ公
共ラジオNPRの加盟局が2つある。

このうちknkxは報道とジャズやブルースの
音楽番組で知られる。1966年に地域のキリス
ト教系大学のラジオ局として発足し，2016年
に売却・吸収合併の話が持ち上がった際に地
元のリスナーが中心になって寄付を募り，住民
グループ「Friends of 88.5 FM」が運営する独
立局に生まれ変わった。“connects”（つながる，
つなげる）という意味を込めてknkxと名づけ
られている。

リスナー数は放送が週約40万人，オンライ
ンが月約8万人で，年間予算は約700万ドル（約
7億5,000万円），スタッフ約50人のうち報道
部門の要員は16人と小規模である。

knkxは2019年から2020年にかけて初めて
Engaged Journalismのプロジェクトに踏み出
した。近年，経済成長に伴う住宅価格の高騰

などを背景に，シアトルをはじめ西海岸の都市
部で深刻化しているホームレスの問題を取り上
げる特集で，州都オリンピアにおいて，急増し
た路上生活者の暮らしと自治体の対策，住民
の反応，問題の複雑さと解決の難しさを，当
事者に重点を置いて取材し，2020年1月から

「アウトサイダーズ」（Outsiders）というポッド
キャストのシリーズとして配信している1）。

取材では地元紙The Seattle Timesと連携し，
資金面では南カリフォルニア大学のAnnenberg 
School for Communication and Journalism

（以後，アネンバーグ校）から助成を得た。ま
た，アネンバーグ校が選んだメンターとして，
Southern California Public Radio（KPCC）
のコミュニティー・エンゲージメント・エディター
のアッシュリー・アルバラード氏のアドバイスを
受けている。

1年にわたる取材では，ホームレスの人たち
が集まる「キャンプ」などに通い，出会った人
たちを追いかけ，彼らの話に時間をかけて耳を
傾けた。問題行動が指摘されて「キャンプ」に
もいられなくなった女性は子どものときに性的
虐待を受けていたことや，薬物依存症がホーム
レスの原因ではなく結果であることも多いこと，

経済成長著しいシアトル

（Adrian Florez/knkx)

knkxのウェブサイトから
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もともと家族のセーフティーネットがない人は社
会のセーフティーネットからも漏れてしまいやす
いことなどをひもといていく内容である。2020
年3月までに9本を放送したところで，新型コ
ロナウイルスの感染拡大の影響で中断している
が，9本目の放送では，ウイルス対策で支援施
設が閉鎖されたことなどにとまどうホームレスの
人に寄り添いながら，支援が滞ることの影響
や，手洗いなどの予防策をとることがいかに難
しいかなどを描いている。また，このシリーズ
の関連で，路上で生活する当事者が会話に参
加するイベントも計画した。以下，プロジェクト
の編集責任者と，取材にあたった担当記者の
話を紹介する。

エリン・へネッシー氏はknkxで23年間，報
道の責任者として取材を指揮したあと，2019
年に報道部長を退いて地域活動と教育活動担
当のディレクターになった。報道を率いる立場
にあったマネージャーの視点からプロジェクト
について語ってもらった。

大学による支援がきっかけになった
Engaged Journalism への挑戦

エンゲージメントを試みようと考えたきっかけ
は，ポッドキャストのシリーズに資金援助をして
くれたアネンバーグ校からのメールでした。応
募をすれば追加でエンゲージメントにも助成が
受けられるという情報で，特に魅力を感じたの
は，アドバイスをしてくれるメンターをつけてく
れるという点でした。アネンバーグ校は，いつ
も資金だけでなく，経験豊かな実践者が月1回
の電話会議といったかたちで相談に乗ってくれ
るプログラムを用意する点で非常に優れていま
す。そこで私たちはこの機会を生かそうと思っ
たわけです。

エンゲージメントを試みることは時代の要請
でもあると考えました。ジャーナリズムの役割
は大きく変化しています。朝は新聞を読み，ラ
ジオを聞き，夜はテレビのニュースを見るとい
う人が減り，情報源が多様化している時代に，
人々が何を求めているかを理解して応えるとと
もに，人々がより深く考え，建設的な議論をす
るきっかけを作りたかったのです。

伝統的なジャーナリズムとの違いは，
いつもの思考と枠組みから脱すること
でもあった

伝統的なジャーナリズムとの違いの1つはス
ピードでしょうか。報道部長の職を退いてから，
自分がそれまでいかに締め切りに追われて生き
ていたかを痛感しました。時間が限られている
ときにはどうしても一定の処方箋に基づいて行
動するようになります。例えば特集を組むとき
には「この時期だからニュースになるのはこの
テーマ，シリーズで放送するなら1週間通しで5
本，州議会の議題になるので本会議初日に合
わせてシリーズを開始，記者は5人でそれぞれ
違う視点から取材してもらう，放送後は専門家
や政策責任者を招いたイベントでまとめる。さ
て次は？」といった具合でした。それももちろん

エリン・ヘネッシー氏
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悪いわけではありません。しかし，エンゲージ
メントを取り入れた今回のプロジェクトでは，取
材にあたってより多くの触手を伸ばし，より重
層的な現実を探ることができました。

ねらいはより深いコミュニケーション

エンゲージメントのめざすところは市民とのよ
り深い意思の疎通です。今回のプロジェクトの
場合は，まず路上で生活をする人たちと対話す
ることでした。

報道部長時代，記者たちにはいつも何が問
題の核心なのか，影響を受ける人たちは誰なの
か，ハッとさせるような発見はあるかと，繰り返
し問うことを求めてきました。事実を記録する
だけでなく，意味を見いだし，意味が響くよう
に伝えられなければ，よい取材ができても耳を
傾けてはもらえません。

ホームレスの問題をめぐっては数多くの報道
がなされていますが，内容はある程度予測がつ
き，もうこれ以上は聞きたくないと思わせるもの
になりがちです。時間に制約されず，物語に適
しているポッドキャストなら複雑な現実の機微
に触れる描写をすることができます。それをエ
ンゲージメントでさらに掘り下げることは，自然
な一歩とも考えたのです。

エンゲージメントを取り入れたイベントとは

これまでにも地域での対話の機会は設けて
きましたが，今回のプロジェクトでは参加を呼
びかけるだけではない関わりを計画しました。
メンターのアッシュリーは，「革新的ホスピタリ
ティー」とも表現しています。路上生活をしてい
る人たちが参加しやすいように「キャンプ」との
無料の往復バスなどの交通手段，弁当，育児
サービスなどを提供することを計画したのです。

これまでには考えてもみなかったことでした。
また，ホームレスの問題は意見が対立し，感

情的になりやすいテーマなので，どのように話
を進めるかについてもアッシュリーに相談しまし
た。アッシュリーからは，参加者の居心地を悪
くさせるような質問を制限する「安全な場」にす
るのではなく，人の話をさえぎらず，お互いに
敬意を持って接するといったルールを設けたう
えで，居心地が悪い質問も受け止める「歓迎す
る場」にすることが大事だ，というアドバイスを
受けました。多様な意見を持った人が参加で
き，互いに耳を傾ける場にするということです。
そうした対話が考える材料を提供し，新たなア
イデアを生み，解決策をもたらす可能性を持つ
という考え方で，我 も々それをめざしました。

3月に行われた最初のイベントは，州都オリ
ンピアから車で1時間かかるシアトルで行われ
たこともあって，路上で生活する人たちは事前
収録した「声」だけの参加になったが，knkx
では次のイベントはオリンピアで開催して当事
者にも参加してもらい，ポッドキャストのシリー
ズを収録したオーディオプレーヤーを配ること
も計画している。

エンゲージメントは学びの旅でもある

エンゲージメントを考えるうえで，学ばなくて
はいけないことはたくさんあるということに気づ
かされました。ジャーナリストというよりは一市
民として物事を見るようになったところがありま
す。地域社会をよりよく理解しなくてはいけない
という点では，市民活動に似ているところもあ
るでしょうか。私はテントに住んでいるわけでも
なく，食べ物に不自由しているわけでもありま
せん。健康保険もあり，仕事もあり，貯蓄もあ
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ります。何も持っていない人たちが置かれてい
る状況は想像することさえ難しい。プロジェク
トは，謙虚な気持ちになる学びの旅でもありま
した。

この社会では特定の層の人々が「問題」とし
て位置づけられてしまい，対策の話し合いに加
われず，声を上げることもできないという現実
があります。しかし，“上から目線”の解決策は
うまくいっていません。先入観に疑問を投げか
け，これまでとは異なる性質の対話を促す必要
があります。とても繊細な問題で，時間をかけ
る必要があります。それがエンゲージメントだと
私は今，考えています。なんでも受け入れるわ
けではないけれども，学ぶ姿勢を持ち，お互
いに敬意を払いながら率直な話ができる関係
を作ることです。

日常の取材に取り込むためには，
組織として時間と機会を作ることが必要

プロジェクトで得たものを，将来的に日常の
報道に取り込めるかというと，直ちに案がある
わけではありません。しかし，プロジェクトを
終えたところで全体を振り返り，何を次に反映
できるかを話し合う際に，エンゲージメントは
重要な要素になります。特に今後，市民との対
話の機会を持つ際には，より積極的に当事者を
招き入れる手段や，話し合いの中でどう目に見
えない壁を取り除くかなど，プロジェクトで学ん
だことを念頭に考えるでしょう。その意味では，
今後私たちがすることのすべてに影響すると思
います。

締め切りに追われている毎日の中で，記者一
人一人がエンゲージメントを継続的に行うのは
大変なことです。だからこそ組織が，そのため
の時間や機会を作っていかなければならないと

考えています。knkxにとって地域社会とのつな
がりは極めて重要なことで，エンゲージメントは
その1つの重要な手段になると考えています。

knkxは支持会員の会費を含めた個人からの
寄付が運営費の約70％を占める。エンゲージ
メントはそうした資金集めの面でもプラスにな
ると考えているのかを聞いてみたところ，knkx
にとっての付加価値は違うところにあるとの回
答だった。

エンゲージメントは人手や時間など，通常の
取材より多くのリソースを必要とするため，財政
面でのプラスとは異なる付加価値を持っている
と考えています。ほかのメディアとの連携に意
味があるのもそのためです。今回も地元紙と連
携することで予算や人材を持ち寄り，より幅広
く深い取材ができました。

今回のプロジェクトのエンゲージメントの対象
は，我々のknkxのいつものリスナーの層ではあ
りませんでした。路上で生活する人たちにも放送
を聞いてもらえれば嬉しいですが，それを期待し
てのプロジェクトではありません。ラジオ局を支
えてくれるリスナーたちは，私たちがこうした報
道に力を入れることを評価していると思います。
現実を伝えるだけでなく，その意味を掘り下げ
て伝えることに期待してくれています。エンゲー
ジメントは，市民に考える材料を提供し，学ぶ
機会を設け，市民と地域社会をつなげるという
knkxの使命とも重なるものだと考えています。

（2019年10月29日 シアトルにて）

knkxの記者ウィル・ジェームズ氏は今回の
プロジェクトを提案し，プロデューサー役も務
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める。2016年にニューヨークの新聞からknkx
に移ってから3年余り，移民 ，住まい，ホームレ
スの問題などの取材を担当し，路上で生活する
人たちは，市民にとって毎日目のあたりにする
身近な存在でありながら理解が及ばない遠い
存在でもあると感じてきた。今回のプロジェク
トは，その距離と情報の空白を埋めるための試
みでもあったという。ジェームズ氏にはそうし
た取材者としての思いや実感を聞いた。

当事者を中心にした報道のために
エンゲージメントを入れたポッドキャストを提案

路上で生活する人たちはこの地域の日常の一
部になっています。私は取材しながら，この問
題に対する社会の見方が硬直化してきたことを
感じていました。最貧層を支えてこなかった政
府の経済政策が原因だと考える人たちと，責任
は個人と家族にあり，解決は警察による摘発だ
と考える人たちの両極に分かれ，それぞれが石
のように頑なになってしまいました。しかし，実
際に取材していると現実はそう単純ではなく，
両極の間のグレーゾーンにあることがわかりま
す。私は人々の固定観念を揺るがし，より複雑
な現実に目を開いてほしいと思ったのです。驚
かせ，気持ちを揺さぶることで頑なな姿勢を変
えることができるのではないかと。そこで，思
いついたのがポッドキャストでした。この現実の
複雑さを伝えることができる表現形態であり，
十分な時間をとることができると考えました。

さらにエンゲージメントをと考えたのは，多く
のメディアがホームレスの問題を伝えているの
に，当事者は取材できていないという矛盾を感
じていたためです。路上生活の拠点となってい
る「キャンプ」は大きく，マイクを持って入るに
は覚悟が入ります。心を病む人も多く，すぐに

は何を言っているかがわからないこともありま
す。このため，代わりに支援者や行政関係者な
どの声を取材することが多いのです。今回はそ
のように周囲の人に話を聞くのではなく，当事
者を主人公にしたかったのです。そのためには
相当の時間を一緒に過ごすなど，意味のあるエ
ンゲージメントが必要だと考えました。

「搾取的」ではない取材を意識するように

正直に言うと，最初はいつもの取材とどう違
うかがわからず，混乱もしました。人 と々話をし，
その内容を記録し，伝えるというジャーナリズ
ムの仕事は，エンゲージメントそのものではな
いかと考えたためです。

メンターのアッシュリーは，発展途上にある
というEngaged Journalismについて具体例を
挙げて説明してくれました。その1つは，カリ
フォルニア州の学校と教育の問題について，黒
人の母親たちが記者たちと話をする一連の会
合を開いたという話です。母親たちが率直な意
見を述べる機会になったと聞き，ハッとするも
のがありました。私たちは特定のテーマの取材
のために関係者のグループと会うことはありま
すが，目的なしに定期的に話をする機会があ

ウィル・ジェームズ氏
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るのは，大抵，何らかの力を持つ人たちです。
エンゲージメントとは何かということを学ぶう

ちに，私たちは自分たちと異なる社会の層を取
材する際に，鉱物資源を掘り起こすように「搾
取」しがち（extractive）であることに気づきま
した。記者は，よそから来て，探していた光る
ものが見つかると，それを持って去っていくよう
な行為を繰り返しているのではないかと。これ
は，時には行き違いも起き，取材された側には
不満や怒りが残り，利用されたようにも感じる，
という結果につながってきました。払うべき敬
意が欠けていました。Engaged Journalismは，
そうした問題を防ぐための実践であると理解
しています。取材をされる対象が意見を述べ，
報道する内容に関わることができる関係であり，
報道がどう影響するかを意識した取材を心がけ
るということだと思います。

取材姿勢の見直しに加え，プロジェクトでは
当事者と市民の「会話」を試みた

どのようなエンゲージメントを試みるか，悩
んだ末，路上で生活する人たちとほかの市民が

「会話」する機会を設けることを考えました。ま
ずリスナーからの質問を電話のホットラインや
音声ファイルなどで受けつけます。そして「キャ
ンプ」で暮らす当事者たちに，これらの質問の
音声を再生して聞いてもらい，回答を収録する
ことにしたのです。逆に，家がある人たちに聞
きたいことがないかも尋ね，質問があれば収録
し，その音声を市民に聞かせて答えてもらいま
す。こうしてお互いの質問に答える「会話」を編
集して1つのエピソードにする計画です。解決
策を考えるためには，柔軟な発想と対話が必
要です。対話するためには，人々が少し頭を柔
らかくし，自分たちも問われているということを

意識する必要があります。

取材相手に自分をさらけ出すように求める
以上は，取材者も自分をさらけ出す覚悟を

Engaged Journalismについて学び，エンゲー
ジメントについて考えることで，自分と取材相手
との関係や質問の仕方が変わったように思いま
す。自分の報道が人に影響を及ぼすということ
をより強く意識するようになりました。報道する
内容を評価してもらおうと思っているわけでは
ありませんが，配慮を欠いた取材にならないよ
う心がけています。メディアの力を背景にしてい
ることや，より恵まれた生い立ちや学歴といった
個人的な背景によって，自分が取材相手よりも
強い立場にいることをわきまえ，「搾取的な」取
材をしないためにはどうしたらよいか，試行錯
誤しています。

一方で，特定の立場や主張に肩入れする活
動家になってしまわないよう注意もしています。
報道を受けてどう行動するか，あるいは行動し
ないかは市民が決めることで，記者としての一
線を越えて特定の方向性や政策の実施を主張
することはしないということです。

伝統的なジャーナリズムでは，取材相手の立
場はあまり考えるな，公平に耳を傾けることは
必要だが，結果として報道が取材相手にどう
影響するかを考えるべきではない，距離を置か
なくてはいけない，と教えられてきました。真
実を伝えるためには時に人を怒らせることもあ
るからです。記者と取材対象の間には壁があり
ました。

やや微妙な感覚ですが，以前に比べてそうし
た取材相手との間の壁を低くするようになった
と感じています。自分をよりさらけ出していると
いうことです。それはよいことではないかと思っ
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ています。取材というのは結局，人間関係です。
人と人が関わるということは，相互の作用・反
作用があり，複雑で割り切れないものです。そ
のやりとりの中で自分だけ守っているのは不公
平ですよね。相手に自分をさらけ出すように求
める以上，自分も鎧

よろい

を解く覚悟が必要だと思う
のです。

（2019年10月29日 シアトルにて）

2. 5年前からエンゲージメント担当
 のチームを置く公共ラジオKUOW

KUOWは1951年に地元の州立大学が免許
を取得して発足。その後，運営を非営利の
組織KUOW Puget Sound Public Radioに委
託し，1995年にニュースと情報専門のラジオ
局になった。リスナー数は放送が週40万人余
り，オンラインが月約25万人で，年間予算は約
1,900万ドル（約20 億円），職員は約110人いる。

KUOWは2015年にコミュニティー・エンゲー
ジメント・チームを発足させ，現在3人の専従
スタッフがいる。2016年から異なる文化や価
値観を持つ人などに市民が直接質問し，対話
することで理解を深める機会を作る「Ask A」

（聞いてみよう）プロジェクトを始め，2019年
からは記者が自分の仕事について市民に語る

「Meet the Newsmakers」（取材者に会おう）
というイベントを開催している。ただし，より
広い意味での先駆的なエンゲージメントとして，
1990年代に10 代の若者のラジオ番組制作研
修を始め，2013年にはRadioActiveという年
間を通した研修プログラムに拡大。5年余りで
約3,500人の中・高生に取材制作のスキル習得
と発信の機会を設けてきた。

KUOWが考えるエンゲージメントの特徴は，
市民と顔を合わせる直接の対話を優先し，そ
のうえでその内容をできるだけ放送やオンライ
ンのコンテンツに反映していることである。そ
れも広い意味でのジャーナリズムのエンゲージ
メントであり，メディアの役割であるという考え
方に立っている。

話を聞いたロス・レイノルズ氏はラジオ記者
歴40年を超えるベテラン・ジャーナリストであ
る。KUOWでは報道部長やニュース番組の 
キャスターを務め，2015年にコミュニティー・
エンゲージメントのエグゼクティブ・プロデュー
サーになった。

エンゲージメントは KUOWの 3 本柱の1つ

KUOWの使命は知識を備えた市民を育むこ
とで，めざすところは社会の対話を広げ，理解
を深めることです。これを達成するために，コ
ミュニティー・エンゲージメントを放送，オンラ
イン発信と並ぶ3本の柱の1つに位置づけてい
ます。エンゲージメントとは信頼を構築すること
です。傲慢な思い込みに陥らないよう，謙虚に
耳を傾けることで人 と々つながる必要があると
考えています。その方法はさまざまで，新しいア

KUOWのモットー「対話を広げ，理解を深める」
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イデアを常に試しています。

コミュニティー・エンゲージメント・チームの
仕事は記者たちの背中を押すこと

チームのディレクターは定期的に報道部長や
番組部長と打ち合わせをし，記者たちとも話を
します。目標を実行に移すうえで，一定の権限
を持ったリーダーがいるのは大切です。チーム
のメンバーもおのおの何人かの記者を受け持
ち，支援できることはないか，イベントを企画
しないかといった声かけを常にしています。た
だ，「エンゲージメントをちっともしないじゃな
いか」とか，「どうしたらいいかを教えてあげる」
といった姿勢は避けるようにしています。記者は

「教えられる」のが嫌いですからね。

記者にもエンゲージメントの責任を課す

KUOWでは記者自身にもエンゲージメントの
活動をする責任を持たせています。半年に一度
は必ず地域の住民と何らかの対話をすることに
なっています。好きな人はもっと高い頻度で行っ
ていますが，腰が重い人もノルマはこなしてい
ます。

活動を始めたころは記者から抵抗も受けまし
た。「何言っているんだ。私は1年中，地域の人

とエンゲージメントをしている。毎日のように誰
かと話をしているよ」と反発する人もいました。
その主張には一理ありますが，記者は1つの
テーマで取材しているときには，その他の情報
には耳を傾けないことが多い。コミュニティー・
エンゲージメントはニュースルームを外に向かっ
て開き，より幅広い情報に耳を傾けることです。
これと決めたことだけを追い求めるのではなく，
もっとゆったり構えて受け止めるということで
しょうか。

私が2015年にこの担当になったときには，
記者や編集デスクとシアトル市の郊外など，い
ろいろな地域を訪れて，住民に集まってもらい，
あなたたちの話を聞きに来たと語りかけました。
当時も問題になっていた経済成長の影響につ
いて思うことや何が起きているかを聞かせてほ
しいと，それだけお願いして，あとは市民の話
に耳を傾けました。終わりに，ほかにも言いた
いことがあるかを尋ね，より幅広い関心事に
ついても語ってもらいました。訪ねた地域につ
いて理解を深めることができたと思っています。
2019年からは，これをより公式なイベント「Meet 
The Newsmakers」2）として開催しています。

記者が市民と顔を合わせて対話する必要を
感じたのは，ある調査 3）でシアトル地域では
80％以上の人がジャーナリストと話したことが
ないと回答していたためです。別の調査 4）では，
党派にかかわらず，回答者の過半数がジャーナ
リストはときどき，あるいは頻繁に「情報源か
らお金をもらっている」とも答えていました。深
刻な誤解があることを知り，私たちの仕事を理
解してもらうために，かなりの努力が必要だと
考えました。そこで，記者が地域の図書館や書
店で人 と々話をすることにしたのです。

例えば環境担当の記者は，自分の取材がど

ロス・レイノルズ氏
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ういう検証を受けて発信に至るかを説明してい
ます。市民はニュースが出るまでの過程を知ら
ないので，情報を入手したらすぐに記事を書き
始めると思っている人もいます。記事を書くまで
に事実関係を何度も確認し，またデスクから内
容が偏っていないかなどのチェックを受けてい
ることは知らないのです。別の記者はもう一歩
進めて，デスクに取材の内容を問われる際の
会話の音声を収録して参加者に聞かせていま
す。具体的にどんなやりとりをするのか，仕事
の内容を知らない人たちでも想像ができるよう
に，と考えてのことです。デスクはリスナーの立
場に立って，記者が取材で得た情報を点検して
いることを知ってほしいのです。こうして取材か
ら発信までの過程を明らかにすることで，信頼
は増すと考えています。

取材者が市民と対話し，その質問に答える
ことは重要なことです。定期的にそうした場に
参加することで，報道する際により慎重に考え
るところも出てくるでしょう。記者の最大の役割
は真実を伝えることですが，報道がどう受け止
められるかを常に考慮し，批判があれば受け止
めて説明もしなくてはなりません。

コミュニティー・エンゲージメントのプログラ
ムを始めて5年になりますが，記者たちも徐々

にエンゲージメントに価値を見いだすようになっ
ていると感じています。

地域で暮らす幅広い層の住民に歩み寄る
こともエンゲージメントの役割

エンゲージメントは地域社会における公平性
に資するという側面もあります。公共ラジオの
リスナーの多くは中高年の白人ですが，地域に
は移民などマイノリティーの人たちが増えていま
す。そうした人たちにも役に立つよう，どんなエ
ンゲージメントができるかということをいつも考
えています。

1つの例ですが，先週の金曜日にはソマリア
出身の住民グループを訪ねました。人の話を聞
く方法について教えてほしいという要望があっ
たので，インタビューの手法について研修する
ワークショップを行いました。彼らはソマリア難
民の住宅問題を解決しようとしているため，難
民やその家族がどのような環境で暮らしている
のか，聞き取り調査を計画していたのですが，
そのために話を聞く方法を身につけたかったの
です。

こうした訪問活動をすることで，スキルを共
有して力になり，将来的には，KUOWの放送
を聞き，イベントに参加する人も出てくるかもし
れないと考えています。

市民どうしの対話と理解を促す
エンゲージメント

「Ask A」（聞いてみよう）というプロジェクト5）

を始めたのはトランプ氏の発言がきっかけでし
た。彼は候補者としての選挙戦中に，イスラム
教徒をアメリカに入国させるべきではないという
驚くべき主張をしました。そのとき，彼はイスラ
ム教徒と話をしたことがあるのだろうか？ とい

KUOWのウェブサイトから
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う疑問を抱きました。イスラム教徒の人たちは非
常に多様で，少しでも知識があれば，そのよう
な決めつけはしないはずだからです。そのとき
私は，こうも考えました。私たち自身，どのくら
い理解しているのだろうかと。イスラム教徒の人
と社会的に接点があっても，宗教的な信念や政
治的な価値観などについて深く話をしたことが
ある人は少ないはずです。そこで “スピードデー
ト”のようなことをしてみようと思いついたのです。

スピードデートというのは，複数の相手と短
時間に会って話を聞くものです。最初のAsk A
のイベントは「Ask A Muslim」。イスラム教徒
の市民と，彼らに聞きたいことがある人を8人
ずつ招きました。イスラム教徒の人たちが内側，
聞き手の人が外側になって二重の輪を作り，1
人あたり8分ずつ話を聞いて隣に移動し，全
員から話を聞く機会を作りました。さらに会話
で浮かんだ疑問や発見を題材にグループディス
カッションを行い，そのあと一緒に食事をして
気楽な雑談の機会も持ちました。決まったかた
ちの質疑応答からより緩やかな対話まで，時間
をかけて経験してもらうわけです。
「他者」についてもっと知りたいという関心が

ある人は多いけれども，実際に自分と違う世界
の人と会うと，間違ったことを言ってしまわない

か，こんなことを聞いてもいいのか，とためらう
ものです。その知りたいことを聞いてもいいよ，
というのがこのプロジェクトです。直接参加する
人の数は限られていますが，多くの人が関心を
抱いてくれました。社会の分断を懸念する人が
たくさんいるので，このアイデアにピンとくる人
もいたのでしょう。

Ask Aはシリーズとなり，その後は報道や政
治によって「よそ者」扱いされている人たちを招
きました。例えば銃撃事件があったときには銃
の所持者，シアトルでは少数派のトランプ支持
者，トランスジェンダーの人たちなどです。みな
誤解されていると感じているだけに，話をする
ことには積極的でした。

こうして話をすることが人々の意識を変えるの
かどうか，2017年にワシントン大学の研究者の
協力を得て，事前，直後，3か月後の意識調査
を行い，分析してもらったところ，Ask Aのプ
ロセスが共感を養い，それが3か月経ったあと
も続くという結果が出ました 6）。

メディアの最も重要な役割の1つは，知識と
理解を深め，他者への関心と共感を育むこと
です。この国が政治的にも，社会的にも，経
済的にも分断される中で，異なる価値観を持つ
人たちが対話する機会を作ることは，間違いな
く私たちの使命の1つであり，その意味でAsk 
Aは大きな実績を上げてきたと考えています。

プロジェクトでは2年目以降，質問される側
の選び方を少し広げました。裁判の仕組みや
判事の役割を知ってほしいと希望した裁判官
や，大人になった自閉症の人たち，親が育てら
れない子どもたちの養い親となった人などの話
を聞くAsk Aを企画しました。自閉症の大人
たちの場合は，自閉症の子どもを持つ親が話
を聞きました。自分の子どもたちにはどのよう

“スピードデート”Ask A Muslim

KUOWのウェブサイトから
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な将来があるのか，成人した人たちの話を聞く
ことが参考になると考えた支援組織の提案で
した。

Ask Aの核となっているのは人と人の直接の
対話ですが，会話の一部を収録してラジオで放
送し，オンラインで動画や音声，記事を配信し
ています。また，関心を持った人たちに自分た
ちでも試してもらえるよう，プログラムの実施マ
ニュアルを作ってオンラインで公開しています。

存続をかけたエンゲージメント

シアトル地域ではかつて日刊紙が2紙ありま
したが，このうち1紙は8年ほど前に廃刊とな
りました。オンラインの広告サイトCraigslistに
広告収入を奪われ，経営が破綻したのです。
テレビもNetflixやAmazonの攻勢に押されて
います。

ラジオは2020年にアメリカでの放送開始か
ら100周年を迎えますが，ここ10年，20年の
間に市民の情報源としての存在感は薄れていま
す。ポッドキャストがあり，オンラインのニュー
スがあり，ほかに情報を得る手段がいくらでも
あるからです。

KUOWは2週間前に支援を募り，およそ200
万ドル（約2億1,000万円）を集めました。公共
ラジオは放送もコンテンツも無料で発信してい
るので，あえて支援しようと思ってくれる人た
ちに支えられているわけです。KUOWの場合，
リスナーのおよそ10％が何らかの支援をしてくれ
ています。

エンゲージメントに力を入れるのは，報道機
関としての使命であると同時に，ラジオ局の存
続のためでもあります。変化に対応してラジオ
波を越えてリスナーと接点を持つことは，将来
に向けたサバイバル戦略の一環と考えていま

す。デジタルメディアが席巻する時代にどう生
き残るか，道を模索しているのです。

（2019年10月29日 シアトルにて）

2つのラジオ局のエンゲージメントの考え方
や実践内容は異なるものだったが，▶新たな
時代の要請に応えていくこと，▶ニュースルー
ムを外に向かって開くこと，▶取材者が取材相
手や市民との間に壁を作らずにできるだけ同じ
土俵に立って接すること，▶地域社会の人と人
をつなぎ，対話の機会を設けること，などをめ
ざしているところには共通点もうかがえた。い
ずれも試行錯誤を重ねる学びの途上にあるが，
報道部長も務めたベテラン・ジャーナリストも
加わって新しいことに挑戦していくところに，
アメリカの公共ラジオとジャーナリズムのしな
やかさも感じた。

（あおき きみこ）
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