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市 民との エンゲージメントを柱とする
Engaged Journalismの実践者たちへのインタ
ビューを連載するシリーズの2回目は，独自の
試みで新たな道を切り開いてきたアメリカのエ
ンゲージメントの先駆者ともいえるジャーナリス
ト3人の話を紹介する。公共ラジオでの実績を
出発点にエンゲージメントの支援ビジネスを始
めた起業家，町の停電取材をきっかけに人々
の力を取り入れることに目覚めたエンゲージメン
ト・ディレクター，そして記者のスキルを市民と
共有することをめざす実験的な「市民ジャーナ
リズム・ラボ」の創始者である。それぞれの軌
跡や発想は異なるが，従来のジャーナリズムの
ありように対する疑問や，ジャーナリズムの役
割を見直そうとする姿勢には重なるところも少
なくない。なお，インタビューの内容は紙幅の
関係で要約・編集している。

1.─「質問の力」を信じたプロデューサー

ジェニファー・ブランデル氏はメディアのエ
ンゲージメントを支援する企業として2015年に
設立されたHearken1）の創始者でありCEOで
ある。エンゲージメントの分野で，多くのメディ
アに影響を与えてきた推進者の1人として知ら
れる。大学で美術史を学び，公共ラジオNPR
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でのインターンなどを経て2006年から9年間，
中西部シカゴのNPR加盟局WBEZで記者兼
プロデューサーとして働いた。その際に市民
から質問を募ることを取材の出発点とした企画

「Curious City」（好奇心の街）2）が大きな反響
を呼び，今もWBEZのラジオとポッドキャスト
の企画として継続されている。当時としては斬
新な発想はどのようにして生まれたのか，その
背景や成果などについて語ってもらった。

異なる視点が生んだ発想

私は大学でジャーナリズムを専攻しなかった
ためか，WBEZのほかの記者たちとは少し違
う視点を持っていました。大勢の視聴者のもと
に届ける情報をラジオ局の報道部門のメンバー
だけで取捨選択するのが当たり前だとは思えな
かったのです。実は，報道の仕事を始めたとき
に，自分の提案が採択され，それで行こうと言
われたときにはショックでした。笑ってしまいま
すよね。でも当時私は，自分はいったい何者な
のだろう？ この話が重要だと人々に言う権利を
持っているのだろうか？ 私がそのような力を持
つことができるのなら，ラジオ局の外にいる人
たちはなぜ提案ができないんだろう？ などと考
えてしまったのです。市民が知るべきことを私
たちだけで決めるのはあまりにも大きな責任だ
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と感じました。ついこの間までそのような力は
私も持っていなかった。それが報道機関で仕
事を始めた途端に突然に力を与えられたことに
居心地の悪さを感じ，その力をもっとほかの人
と分かち合えないかと思うようになりました。当
時のラジオ局のスタッフの資質や力量に不足が
あると思ったということではありません。ニュー
スルームには多様で優秀なメンバーが集まって
いると思いました。しかし，それでも社会のあ
らゆる層や背景の人々を代表しているとはいえ
ません。インプットが限られていればアウトプッ
トも限られると思ったのです。

そこで，より広い層の人たちが持つ，より多
様な視点やアイデアを取り込むことはできない
かと考え，そのためには，市民の声に耳を傾け
るエンゲージメントが必要だと気づいたのです。
幅広い知見を集める方法はいろいろ考えられま
す。人工知能を使って人々がネット上で何を話
題にしているかを見つける方法もあるでしょう。
しかし，私はデータを分析するよりも，人々から

「私はこれを知りたい」と生の声を寄せてもらい
たいと思いました。

反発もあった，市民から質問を募る試み

WBEZで新しいアイデアの募集があった際に
そうした思いを提案に込めて出し，実現したの
がCurious Cityです。当時のWBEZのCEO
がおもしろいと認めて採用してくれました。しか
し，当初，ニュースのデスクたちからは「そん
なことできるわけないだろう」と反発され，試
みる価値があると考えてくれた同僚はわずかで
した。それでもまずは理解を示してくれた少数
の記者たちと一緒にやってみようということにな
りました。その結果を見て「あの話はおもしろ
かったね，どういう経緯で取材したの？」など
と関心を示してくれる人が少しずつ現れました。
その都度，「こういう試みです。一緒にやりませ
んか？」と誘い，結果を出すことで，仲間を増
やしていきました。最初に強く反対したデスク
の中には現在，別の報道機関に移り，そこで
Curious Cityの手法を取り入れたエンゲージメ
ントを推進している人もいます。時間はかかりま
したが，実績を重ねることで周りの人たちの考
えを変えていったのです。

「わかっていない」ことを知るきっかけに

Curious Cityの質問募集は「シカゴや周辺地
域とそこに暮らす人たちのことで知りたいことは
ある？」という幅の広いものです。さらに，寄せ
られた質問の中からどれを選んで取材するかに
ついても，投票を呼びかけて市民に選んでもら
います。といっても編集権を完全に手放すのと
は違います。寄せられる多くの質問の中から，
取材できるもの，取材する意味がありそうなも
のをいくつか選び，それを絞り込むために投票

ジェニファー・ブランデル氏
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してもらうという段取りにしています。投票結果
には驚かされることがたびたびありました。編
集部の予想とは違うことが多かったのです。デ
スクや記者が「人々が何を求めているかはわ
かっている」と思っていたのは間違いだと気づ
かされ，市民が選ぶ機会を設けることの大切さ
を教えられました。

市民の参加で広がった視野と取材テーマ

送られてくる質問の中には，記者が関心を
持って提案してもデスクはなかなか採用してくれ
ないようなテーマもあり，投票を経て，これだ
け大勢の人が関心を持っていると言えることは
記者にとって強い後押しにもなりました。さら
に記者たちが思いつきもしなかった質問も多く
ありました。どんなに人生経験が豊かでも限り
はあり，地域のこと，人々の暮らしのことなど
で，知らないことはいくらでもあるためで，多く
の取材者にとって，視野と取材テーマを広げる
チャンスになりました。

硬派な調査報道にも結びつく

Curious Cityはおもしろい話題も多く拾いま
したが，特ダネも出しましたし，公職にある者
が責任をとって辞任に追い込まれるような調査
報道にもつながりました。1つの例ですが，あ
るとき，公園の水飲み場の水道がなぜ流しっ
ぱなしになっているのだろうかという質問が複
数の人から送られてきました。取材してみると，
水道管の老朽化によって鉛が溶け出しており，
公園当局が水を常に流し続けておくことで水
質汚染を基準値以下に抑えようとしていた事
実が判明しました。市民の好奇心からの質問
が，こうした深刻な問題の報道にも結びつい
たわけです。

Curious Cityの成功をきっかけにブランデル
氏は2015年に起業。新会社を「耳を傾ける」を 
意味する「Hearken」と名づけた。ビジネスとし
て支援を始めたエンゲージメントは翌年の大統
領選挙をきっかけに注目されるようになった。

「耳を傾けてこなかった」
反省が後押しに

WBEZで仕事をしていた
ときには，Curious Cityの
手法について教えてほしいと
いう問い合わせが来ても自
分の仕事に手一杯でなかな
か応じることはできませんで
したが，この蓄積がほかの
メディアでも生かせるか，試
してみたいと思うようになり
ました。待っていても試す
チャンスは来ないので，自
分でやってみるしかないと決

「次はどれを調べたらいいと思いますか？ 投票を！」

WBEZ「Curious City」のウェブサイトから
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断して独立しました。
アメリカではベンチャー資金のうち女性が獲

得できるのは3％程度，しかもジャーナリズム
は将来性があまりないビジネスと見られ，起業
には厳しい環境でした。サービスに関心を寄せ
てくれるところもありましたが，当初，多くのメ
ディアは視聴者や読者の声に耳を傾けることに
は懐疑的でした。ウェブのコメント欄の書き込
みやソーシャルメディアの投稿で嫌な経験をし
ていたメディアも多かったためです。この状況
を変えたのは2016年のアメリカ大統領選挙で
した。メディアの予想が大きく外れ，有権者を
理解できていなかったという反省が広がり，市
民の声に耳を傾けるエンゲージメントが注目さ
れるようになりました。

Hearkenは，技術面ではオンラインでの質
問や投票を受けつけるウェブサイトへの埋め込
みとその情報を管理するソフトを提供し，これ
らの情報を活用したエンゲージメントの手法や
体制づくりなどを支援するコンサルティングサー
ビスも提供している。設立以来，5年間に約
30か国，200以上のメディアと仕事をしてきた。

経験を重ねて広がるエンゲージメント

エンゲージメントは，市民の声に耳を傾け，
これに応え，市民の知見を頼りにしていること
を示し，取材・制作に関与してもらう，そのた
めの出発点です。Hearkenは技術だけでなくど
れだけのエンゲージメントができるか，どう増
やしていけるか，メディアの力量に応じた戦略
の立て方についてアドバイスを提供しています。
対象は，イギリスの公共放送BBCのように大
規模なメディアからスタッフ数人の小さなところ
までさまざまです。大事なのはどのような報道

をしたいか，そのためにどのような関与の機会
を市民に提供したいかです。また，難しいのは
エンゲージメントにかける時間をつくるためにほ
かの何を削るかですね。

多くのメディアはWBEZのように間口を広く
かまえて質問を募るところから始めますが，経
験を積むうちにそれぞれにエンゲージメントの
術を身につけて新たなことを試みるようになりま
す。例えば自然災害など危機に際して必要とさ
れる情報は何か，選挙で有権者が求める情報
は何かなどを尋ね，記事にするだけでなく，質
問に直接答えたり，基本情報を集めたガイドを
つくったりしています。州政治を監視する調査
報道で知られる南部テキサス州のThe Texas 
Tribune4）は，細かい政策や法案についての取
材や解説にも市民からの質問を生かしています。

Hearkenの技術を使った埋め込みの例

The Texas Tribune「Texplainer」3）のウェブサイトから
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1つの質問が社会を変える

Hearkenが提供するのはエンゲージメントを
容易にするための技術とアドバイスですが，市
民の声に耳を傾ける方法は，街頭やイベント
で質問を集めるなど，ほかにもいくらでもあり 
ます。

私は，メディアが耳を傾けるのがうまくなり，
たった1つの質問にも社会を変える力があるこ
とを示すことができれば，市民一人一人が持つ
力も見直されると思っています。ヒーローでなく
ても，天才でなくても，権力はなくても，誰し
もが好奇心さえ持っていれば社会に建設的な
インパクトを及ぼす可能性があることがわかれ
ば，皆で将来をよい方向に変えていくことがで
きると思うのです。

（2019年10月31日 シカゴにて）

2. 「市民の力を借りる」強みに
 目覚めた記者

テリー・パリス・ジュニア氏は2019年に創刊
されたニューヨークの非営利オンラインメディ
アTHE CITY5）のエンゲージメント・ディレク
ターである。パリス氏は2010年から2年，ミシ
ガン州で地域情報に特化したオンラインメディ
アの記者として働いたあと，デトロイトの公共
ラジオWDETを経て2014年から2018年まで
調査報道で知られる非営利オンラインメディア
ProPublicaでエンゲージメント担当の副編集長
を務め，クラウドソーシングで広く情報を集め
る調査報道の手法を確立した。THE CITY
では，市民の情報ニーズを知り，ともに情報を
かたちづくるための「Open Newsroom」6）を試
みている。

考えずに試みていたエンゲージメント

最近，「どうすればエンゲージメント・エディ
ターになれるか」「エンゲージメントの経験を積
むにはどうしたらいいか」と聞かれることが増
えましたが，私は仕事を始めたときには市議会
を取材したり，警察を回って強盗事件を取材し
たり，と伝統的な記者の仕事をし，ごく普通
の記者としての将来像を描いていました。エン
ゲージメントもそうと考えて計画的に始めたわけ
ではなく，取材・発信をするうちにやっていた，
というのが正直なところです。

たしか2011年だったと思います。猛暑が続く
夏の盛り，大規模な停電が起きたことがきっか
けでした。人口約2万人，記者は私1人という
ミシガン州ファーンデールの街のほぼ全域が停
電したのです。Facebookの投稿で停電を知り，
急ぎ市長に取材して短い記事を書きました。そ
の間にもFacebookには次々に情報が寄せられ
ていました。私はそれまでソーシャルメディアを
取材には使ったことはなかったのですが，続報
を書かなくてはと考えてFacebookで住民に質
問を投げかけたところ，「電力会社に問い合わ
せたらこう言われた」「担当者と話をしたいのな

テリー・パリス・ジュニア氏
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ら今ここに来ているよ」「警察はこう話している」
など，情報がどんどん入ってきました。また，
住民同士も「余分な小型発電機があるけど貸し
てほしい人はいるか」「うちは発電機があるから
冷房が必要な人はおいで」といった情報交換を
していました。そこで私も得た情報をすぐに投
稿することにしました。3日ほど続いた停電の間，
住民に「情報収集を手伝ってほしい」「新しい動
きがあれば知らせて」と呼びかけ，集めた情報
を記事にはせずFacebookで発信し，いわば掲
示板的な役割に徹しました。

記者 1 人ではできないことが可能に

この経験を通してわかったのは，記者1人で
はとても取材しきれないことが市民の力を借り
ることで可能になること，そして人々が互いに
会話し，情報交換をする場を設けることが大事
だということでした。これは，ジャーナリズムと
はどうあるべきかについての私の考え方を大き
く変えました。どんな取材でも人々にどう関わっ
てもらえるかを考えるようになり，あらゆる取材
に市民から情報を寄せてもらうクラウドソーシン
グを取り入れるようになりました。また，起承
転結，物語性のある記事は素晴らしいものでは
あるけれども，人々が必要としているのは，ま
ずは毎日の暮らしの中でよりよい判断をするた
めに活用できる情報だと悟りました。その後は
常にこれを念頭に置いて仕事をするようになりま
した。

パリス氏は2014年，ProPublicaのエンゲー
ジメント担当副編集長に就任。ベトナム戦争中
に人体に有毒なダイオキシンを含む枯葉剤にさ
らされた軍人とその子どもたちへの健康影響を
取材するバージニア州の地方紙The Virginian-

Pilotとの連 携プロジェクト「Reliving Agent 
Orange」7）に加わり，退役軍人やその家族8,000
人以上から情報を集め，新たな健康調査など
につなげた。

問いかけから始めた調査報道

枯葉剤の影響の問題について取材を始める
にあたっては，実はどのような取材ができるか，
わかっていませんでした。この人たちに取材を
したいという対象はわかっていましたが，連絡
がついていた相手は少数で，どのような展開が
できるか，見通しは立っていなかったのです。
そこで時間をかけて水面下で取材し，情報が
集まったところで長い特集記事を出すという従
来の調査報道の手法はとらず，まずは問いかけ
から始めることにしました。最初の記事は「あ
なたか，あなたの家族が枯葉剤にさらされた
経験はないか教えてほしい」という内容でした。
いわば公開で調査報道を始めたわけです。軍
での所属部隊などの経歴，病歴，家族の病歴
などを尋ねる30項目以上の質問を並べた調査
票への記入を呼びかけ，最初の1週間で1,000
人近くから回答を得ました。

さらに多くの人に調査票を届けるためにはど
うしたらよいかを考え，退役軍人がつくる数多
くのFacebookのグループを探して参加し，調
査票を掲載してもらいました。回答した人には
メールアドレスを教えてもらい，新しい記事や
取材状況の情報を送り，「ほかにどこに行けば
退役軍人と情報を共有できるか，教えてほしい」
と頼みました。ほかに知り合いがいれば調査
票を送ってもらうよう依頼しました。この結果，
退役軍人と家族8,000人以上に調査票を記入し
てもらうことができました。
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エンゲージメントの鍵は継続的な働きかけ

枯葉剤の影響についての取材経験を通し，
私たちがめざすところと重なる関心を持ったグ
ループを見つけることができれば，協力をして
もらえることがわかりました。ただ，継続的な
発信をしなければ反応も止まるということも学
びました。こちらの働きかけとこれに対する反
応には，互いに呼応する心臓の鼓動のようなリ
ズムがあります。だからエンゲージメントを行う
のなら，単発で終わらせず継続する努力が必
要なのです。そのためにはエンゲージメントの
担当者だけでなく，取材する記者の関わりも
欠かせません。エンゲージメントの担当者だけ
ではできることに限りがあります。記事や取材
途中の状況や情報を定期的に発信することで，
関心も続きます。記者の希望で始めたものの，
記者がその後は関わらなかったため，思うよう
な反応が得られないこともありました。フィー
ドバックの輪が途切れないようにすることが大
切だということです。

より多くの人を情報につなげることに意味

枯葉剤の影響についての報道は，政策が変
わった，責任者が辞任した，といった従来の
調査報道の成果とされてきたような結果は，直
ちには得られませんでした。しかし，40年も前
の問題に光をあてて退役軍人省に再調査の必
要性を認めさせ，個人のレベルでは，多くの退
役軍人やその家族の間につながりが生まれ，健
康被害に関する保障申請などに必要な情報の
空白などを埋めることもできました。プロジェク
トによって多くの人が，それまで持っていなかっ
た情報を入手したことは大きな実績だと考えて
います。

調査報道を変えたエンゲージメント

ProPublicaの調査報道にとっても枯葉剤の
取材で試みたエンゲージメントは大きなインパク
トがありました。その後は同様のオープンな調
査報道が増え，どんなプロジェクトも市民から
の情報提供を呼びかけるのが当たり前になりま
した。例えば，トランプ大統領が所有するビジ
ネスの実態をニューヨークの公共ラジオWNYC
と連携して取材している調査報道のポッドキャ
スト・シリーズ「Trump, Inc.」8）では，市民か
ら寄せられた情報でいくつもの特集を出してき
ました。

ProPublicaで私が働き始めたときには3人し
かいなかったエンゲージメントの担当者は，私
が辞めるときには12人に増えていました。何よ
りも大きく変わったことは記者たちから積極的
にエンゲージメントをしたいという話が出るよう
になったことです。

私にとっても枯葉剤の取材の経験は，停電
の取材の経験と同じぐらい，大きく考え方を変
えるものでした。それまでの調査報道の壁を取
り除いたというのでしょうか。「少数のエリート
記者がどこかの部屋にこもって秘密裡に取材を
進め，大きなスクープを出す」といった固定観
念から解放され，調査報道は公に進めること
ができるし，取り上げる問題に最も大きく影響
される人たちとともにかたちづくっていくことが
できるとわかったのです。

めざすのは相互に意味ある関係の構築

私はエンゲージメントを市民に呼びかけて情
報や映像を寄せてもらうことで終わらせてはい
けないと考えています。市民がジャーナリズムに
どのように関わり，力を発揮できるのか，また
ジャーナリストがその人たちのコミュニティーに



75JULY 2020

おいてどのような役割を果たすことができるの
かが重要なのです。私は情報を集めるときに，
その情報を生かすことによって，その人たちの
行動や選択がどう変わりうるのか，また，その

人たちとどのような意味ある
関係を構築できるのかという
ことをいつも考えています。

2 01 9年 に 創 刊 され た
THE CITYのエンゲージ
メント・ディレクターに就
任したパリス氏は，Open 
Newsroomプロジェクトを
始めた。住民の情報ニーズ
を知ることから出発してエン
ゲージメントを深め，市民と
連携しながら情報発信する
ことをめざしている。

市民との連携を報道の柱に

THE CITYでは，それまでに学んだエンゲー
ジメントや調査報道の手法を生かし，市民の暮
らしに影響する課題について一緒に報道をかた
ちづくっていくことをめざすことにしました。市
民との連携をローカルニュースの1つの柱にする
ことが最大の目標でした。メディアと市民との
連携はこれまであまり行われてこなかったから
です。伝統的なジャーナリズムでは，多くの場
合，記者は自分が築いた人脈や情報源を頼り
に取材をしてきました。情報源となる人たちの
大半は普通の暮らしをしている人ではありませ
ん。一般の人が毎日直面する問題にはあまり縁
がなく，きれいなオフィスで働く，別世界の人
たちが多い。その人脈に頼ることは普通の人た
ちと記者との距離を引き離す結果になってきた
と私は考えています。

THE CITYの読者も多くは教育レベルの高
い富裕層の白人ですが，Open Newsroomはそ
うした読者層とは異なる層が暮らすニューヨー

THE CITYのOpen Newsroomの会合

写真：Daniel Laplaza/THE CITY

Open Newsroomの話し合いのメモ
「情報はどうやって入手？」

写真：THE CITY
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クのブルックリン地区の公共図書館と連携し，
6つの地区にある分館で地域の住民に参加を
呼びかけて，1か所あたり4 ～ 5回の会合を1
年かけて開催する計画です。

1回目の会合では集まった人に「あなたの地
域について話をしてほしい」と言うところから始
めました。地域のよいところ，悪いところ，心
配していること，気にかけていることなどにつ
いて話を聞きました。2回目の会合では，地域
で暮らしていくために必要な情報は何か，その
情報はどこから得ているかを聞きました。

それでわかったのは，必要な情報は知人や友
人，家族から得ており，テレビや新聞の報道か
らは得ていない人が多いということでした。参
加した記者はかなりショックを受けていました。

メディアは謙虚な自己評価が必要

Open Newsroomで話を聞いた市民の多く
は，新聞やテレビを見ていないわけではありま
せんが，なくなったら困るとも思っていませんで
した。ジャーナリストは社会のさまざまな層に
おいてニュースメディアがどのように見られてい
るのか，現実を知り，謙虚に受け止める必要が
あるということです。それは前向きに考えれば
チャンスでもあります。ギャップのありかを知る
ことができれば，それを埋めていく可能性もあ
るからです。

情報ニーズの確認で
効果的な発信方法も検討

Open Newsroomの3回目の会合では，公共
交通，食の安全，教育など，前回までに挙げ
られた課題の中で最も重要なのは何か，参加
者同士で話し合ったうえ，投票で選んでもらい
ました。ある地区は教育を最大の関心事に選

んだので，さらに教育の何が問題かを話し合っ
てもらったところ，公立学校の学区の変更が問
題として浮かび上がりました。通学の手段をど
うするかなど暮らしに大きく影響することなの
に，変更の理由やどのような基準で変更される
のかがわからないので，背景やプロセスを知り
たいというものでした。また別の地区では学校
給食の栄養バランスなどが心配だという話にな
りました。これらの課題について地区の住民が
どのような疑問を抱いているのか，さらに調べ
たうえで取材することにしました。

この取材を終えたら4回目の会合を開き，今
度は，どのような形式と手段で情報を伝達すれ
ば効果的なのかを尋ねることにしています。ス
トーリー性のある記事にするのがいいのか，配
布できる解説パンフレットをつくるのがいいの
か，あるいは短い要点をSNSなどで発信する
のがいいのか。また，参加した人だけでなく，
自分の周りにいる人，情報を特に必要としてい
るであろう人たちに届けるのに効果的な方法は
何か，参加者の考えを聞きたいと思っています。

地域における情報共有の
新しい知見の獲得をめざす

ジャーナリズムでは長い間，情報を伝えるに
は一定の形を整えることが必要だと考えられて
きました。「そのネタにはどういう物語があるの
か」「見出しが立たないからダメ」「キーパーソン
と話ができないから記事にならない」「主人公に
できる人物を見つけないと話が成立しない」な
どいろいろな注文がつき，情報を集めても形に
するまでに時間がかかり，なかなか報道に結び
つかないという現実がありました。

しかし，市民の多くは今，暮らしの中で活用
できる情報を求めています。物語性のある記事



77JULY 2020

を書くことの価値を否定するわけではありませ
んが，もっと早く，必要な情報を入手したいと
いう人たちがいるということは認識しなくてはな
りません。私は形式や枠組みに縛られず，最も
効果的な方法で情報を発信していきたいと思っ
ています。

私はOpen Newsroomの活動でメディアと市
民との関係を変えるとともに，情報がどう地域
社会で伝達・共有・拡散されるのかについて，
新たな知見を得られると信じています。IT技術
の発達で，デジタル空間の情報の消費動向を
分析するツールもたくさんありますが，実社会
で何が起きているのか，本当のところを把握で
きているとはいえません。それには地域におけ
る直接の対話，エンゲージメントが必要だと考
えています。

（2019年10月26日 ニューヨークにて）

3. 記者のスキルを市民と共有する
 実験的メディアの創始者

ダリル・ホリデー氏は，シカゴの「市民ジャー
ナリズム・ラボ」City Bureau 9）の創始者の1
人で，ニュース・ラボ・ディレクターを務める。
地元の新聞や公共ラジオ，オンラインメディア
で事件や地域担当の記者として働いたあと，
2015年に仲間3人とともにジャーナリズムと
情報の民主化をめざす非営利組織としてCity 
Bureauを発足させた。

人口でアメリカ第3の都市シカゴには，奴隷
制廃止後も奴隷状態に近い抑圧を受けていた
南部の黒人が移り住んだ歴史があり，中南米
諸国からのヒスパニック系住民も多く，低賃金
や人種差別などによる格差の固定化が問題に

なってきた。メディアも，市の南部の黒人が多
く住む地域での取材は犯罪が発生したときば
かりで，しかも，その地域の実情を知らない市
北部のより豊かな地域に暮らす白人の記者を送
る傾向があったという。City Bureauでは伝統
メディアの報道が差別や格差を温存・助長して
きたという問題意識を持ち，これまでメディア
が耳を傾けてこなかった層の人 と々彼らが暮ら
す地域社会とのエンゲージメントをジャーナリ
ズムの柱と位置づけ，メディアが損なってきた
ものを修復し，そして，メディアと市民との関
係を改めることをめざしている。

City Bureauの主なプロジェクトは3つ。ベテ 
ランと新米の記者がペアを組み，相互に学び 
ながら，置き去りにされがちだった社会の層が 
抱える課題などを取材する「Civic Reporting  
Program」，ジャーナリストと市民が相互に 
学 ぶ「Public Newsroom」，市 民 が 市 議 会 
の委員会などの審議内容を記録・公開する 

「Documenters」である。また，読み物として 
の記事よりも役に立つ情報の提供をめざすと 
いう目標に沿って，人種差別や暴力が問題に 
なってきたシカゴ警察の改革の進捗状況など 

ダリル・ホリデー氏
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を検証する「Chicago Tracker Project」10）や， 
新型コロナウイルスの感染拡大を受け，援助 
申請の窓口や支援団体などの情報を集めて
13の言語で検索できるようにしたデータベース

「Chicago COVID Resource Finder」11）など
を設けている。

ジャーナリストの役割を見直す

私はジャーナリストとは何か，その意味と役
割を新たにすることをめざしています。伝統的
なジャーナリストには，物事や事象を外から眺
め，ここでは誰と話せば情報を得られるか，専
門家は誰か，力を握っているのは誰かを見極め
るといった姿勢をとり，自分たちは社会の一員
ではなく，監視役だという姿勢がありました。
自分たちこそが腐敗した政治家を辞任に追い
込むといった強いエリート意識があったのです。
また，そのためのスキルを特別なものだとして
守り，囲ってきたところもあります。しかし，そ
のような考え方は古い。ジャーナリストが「ヒー
ロー役」を降りて，市民と力をあわせることで
社会を変えていく方向に持っていきたいと私は
考えています。ジャーナリストも社会の一員とな
ることを学び，ともに貢献するようにしたいので
す。そのためにはジャーナリストが市民とスキル
を共有する「教育者」になることも必要です。“市
民と情報を共有し，信頼関係をつくり，スキル
も共有する”（Inform, Engage, Equip），これ
がジャーナリストの将来像だと私は考えていま
す。エンゲージメントはそのための「架け橋」で
す。

市民と力をあわせてつくる
情報のエコシステム

ジャーナリストはしばしば自分たちが情報を

発信しなければ情報は存在しないと思い込んで
いますが，それは間違いです。人は必要があ
れば情報を得たり交換したりするさまざまなシス
テムを生み出すものです。情報伝達をするため
に必ずプロが必要だとは思いません。しかし，
私はその情報のエコシステムの中に経験と知識
があるジャーナリストも加わることが望ましいと
思っています。人々が問題を解決するため，よ
りよい判断をするための情報を見つけて伝達・
共有する際に，ジャーナリストには，その障害
になるのではなく，その一部になって力を発揮
してほしいのです。事実を検証し，正確な情報
を見極める専門能力が加われば，情報の水準
も上がるからです。

政治や行政の監視にも市民の力が必要

伝統メディアは記者の数が減り，取材力も
衰えています。シカゴでいえば長らく最大の情
報源だった地方紙大手のChicago Tribuneや
Chicago Sun-Timesがなくなる日も来るかもし
れないという覚悟が必要です。その空白を誰か
が埋めていかなくてはならない。そのためには
市民の力が欠かせないと考えています。政治や
行政，公的機関の動きを監視し，情報を開示
させ，公共の利益に沿った施策が行われてい
るか，説明責任を果たさせるためには，ジャー
ナリストだけに頼っているわけにはいかないの
です。ジャーナリストと市民が力をあわせる必
要があるのです。そのためにCity Bureauは，
情報を集めて活用できる市民を増やしたいと考
えています。

こうした考えを実行に移したプロジェクトが，
「Documenters（記録者）」12）である。研修を
受けた市民が，議会の委員会や行政の諮問機
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関など公共の審議を傍聴して内容を記録し，
入手した資料とあわせてウェブサイトで公開し
ている。シカゴでは1,000人以上が研修を受
け，100人近くが実際に「記録者」として活動。
Documentersの活動は，このほかミシガン州
やオハイオ州にも広がっている。

政策決定に市民が参加する機会を拡大

例えば公立学校が統廃合されるなど，市民
の暮らしに影響するさまざまな政策が決まるま
でには通常，何か月もの審議が行われているは
ずです。しかし，多くの場合，審議の過程は誰
も見ておらず，報道されるのは政策の決定後で
す。関心ある市民が審議を傍聴し，意見を言う
機会はなかなかありません。Documentersは，
こうした状況の打開をめざしています。委員会
や諮問機関のメンバーだけで物事が決められな
いように審議の過程を記録して公開し，広く市
民と共有していくことがねらいです。

失われた市民教育の空白を埋める

アメリカの学校教育では，民主主義社会に
参加する「市民」としての役割を果たすための
知識を学ぶ機会が失われてきました。政策は
誰がどのように決めていくものか，その過程や，
背景となる法律，関係する公的な役職やその権
限などについての知識は誰もが身に着けている
べきことです。自分の地域のそうした政治の仕
組みを知らずにどうやって投票ができるでしょ
う。ましてや国政選挙にどうやって参加すると
いうのでしょうか。そもそも選挙での投票以外
に市民ができること，すべきことはいくらでもあ
ると私たちは考えています。

Documentersの活動は，参加することが
行政の仕組みや法的な枠組みなどを学習す

る機会になり，とりわけ地方政治については
間近に観察しながら知識を習得するチャンス
になっています。2019年の地方選挙の際には
市民の地方政治に関する基礎知識を調べる
調査を行いましたが，そのための面談調査を
Documentersに担当してもらいました。調査
の実施を通して政治について学び，対話しても
らったわけです。

情報を見極める力を育む

教育の空白は，市民としての知識だけでな
く，情報を精査する能力を養うという面でも見
受けられます。市民のリテラシーは，IT技術の
発達に比例して伸びてはいません。むしろ氾濫
する情報を処理しきれず，低下しているように感
じます。情報の真偽を見分けることができるよ
うにするためには，正しい情報を選び取るため
の知識を習得する機会が必要です。

誤情報や偽情報の拡散を問題にする前に，
なぜ皆がだまされやすいのか，なぜリテラシー
を身につけることができていないかを考えるべ
きなのです。私は，これもジャーナリストのスキ
ルを共有することで変えていくことができると考
えています。

審議内容を傍聴・記録するDocumenter

City Bureauのウェブサイトから
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信頼は双方向でなければ成立しない

Documentersの活動に参加している市民の
意識調査では，活動を通して行政や社会につい
ての知識と理解を深めたと回答した人は多かっ
たものの，以前に比べてジャーナリストやメディ
アを信頼するようになったという人はあまりいま
せんでした。ジャーナリストが担ってきた仕事
の一部を体験しても，それが直ちに共感や信
頼につながるわけではないことがわかりました。
もちろん時間をかければ，ジャーナリストの仕
事も大変なのだと理解するようになる人もいるか
もしれません。しかし，伝統メディアの取材姿
勢や報道内容に対して不信が蓄積されてきた
人たちの間では，メディアの側が変わらなけれ
ば，不信感を簡単には拭えないでしょう。

われわれ記者は，長らく権力を持つ者や専
門家の話を聞いて情報を得る一方で，一般の市
民に対しては，その動機や立ち位置に偏りがあ
るといった不信感を抱き，懐疑的な目を向け，
距離を置いてきました。メディアやジャーナリズ
ムへの信頼の低下が大きな問題になっています
が，私は，問題は市民がメディアを信頼してい

ないことではなく，ジャーナリストが市民を信
頼できないことだと考えています。

人々がジャーナリストに信頼されていると感
じ，自分たちの考えに耳を傾けてもらっている
と思えば，ジャーナリストをもっと信頼するよう
になるでしょう。

ジャーナリズムの評価の基準を見直す

私はジャーナリズムの成果やインパクトにつ
いても評価の基準を見直すべきだと考えていま
す。政治家が公職を追われ，政策が見直され
たといった大きな見出しが立つような報道ばか
りが評価されるべき成果でしょうか。それは
ジャーナリストにとっての成果に重点を置いて
いるようにも感じます。

Documentersの活動によって，地方自治が
どう機能するのか，市長や区長はどのような権
限を持っているのかについて知識を身につける
人が増えれば，それも大事な成果だと私は考え
ます。派手な見出しにはつながりませんが，何
百人，何千人という市民が知識を獲得し，情報
を見極める力をつけることができれば，それこ

Documentersの研修会

そがわれわれの活動がめざ
す成果です。地味で，時間
がかかることですが，市民
一人一人にとって意味のある
ことが重要なのです。

また，シカゴには議会の
委員会をはじめ200以上の
審議の場がありますが，情
報公開の原則に反してい
る例も少なくありません。
Documentersは傍聴を拒否
されたり，開示されるべき
情報の提供を拒まれたりし
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た場合には，活動の一環として，弁護士の力も
借りて見直しを迫ってきました。これも地道な
活動ですが，一つ一つ扉を開いていくことがで
きれば，大きな成果だといえます。

私たちの挑戦はまだ始まったばかりですが，
ジャーナリスト，ジャーナリズムの意味や役割
を新たにしていくと同時に，その成果の評価に
ついても新しい価値基準を生み出していきたい
と考えています。

（2019年10月31日 シカゴにて）

今回，話を紹介した3人は，それぞれに異
なる背景や経験の中からエンゲージメントの意
味や付加価値を見いだし，ジャーナリズムの役
割やありようを見直そうとしている。目を向けら
れなかったり，あるいは埋もれてきたりした情
報をどうすれば表に出すことができるかという
ことはジャーナリストがさまざまに試みてきたこ
とではあるが，それを個人の取材者として掘り
起こすのではなく，市民を巻き込む新たな手法
やシステムをつくって変えていこうとしているの
も特徴といえる。

3人の話には伝統メディアや伝統的なジャー
ナリズムへの厳しい見方が含まれているが，長
く培われてきたジャーナリストたちの知見や専
門性を否定するものではない。メディアの危機
が深まる中で，ジャーナリズムが今後も必要な
役割を果たしていくためには，謙虚な姿勢で耳
を傾けるところから出発し，市民と連携するこ
とが必要だという問題提起であり，新たな可能
性への希望を示すものである。

（あおき きみこ）

注：
 1） Hearken　
  https://www.wearehearken.com/
 2） WBEZ 「Curious City」
  https://www.wbez.org/shows/curious-city/ 

7b79e16d-f3a9-4156-9b27-4d2cc6ce351e
 3） The Texas Tribune 「Texplainer」
  https://www.texastribune.org/series/texplainer/
 4） The Texas Tribune　
  https://www.texastribune.org
 5） THE CITY
  https://thecity.nyc/
 6） THE CITY 「Open Newsroom」
  https://thecity.nyc/tags/the-open-newsroom/
 7） ProPublica 「Reliving Agent Orange」
  https://www.propublica.org/series/reliving-

agent-orange
 8） ProPublica 「Trump, Inc.」
  https://www.propublica.org/series/trump-inc
 9） City Bureau
  https://www.citybureau.org/
 10） City Bureau 「Chicago Tracker Project」
  https://www.citybureau.org/tracker-project
 11） City Bureau 「Chicago COVID Resource Finder」
  https://covid.citybureau.org/en/
 12） City Bureau 「Documenters」 
  https://www.documenters.org/


