
70 AUGUST 2020

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3回

メディア研究部   青木紀美子　

トム・ローゼンスティール氏

市民とのエンゲージメントを柱とするEn-
gaged Journalismについてのインタビュー連
載の最終回で取り上げるのは，ジャーナリス
トであり，ジャーナリズムの研究者であり，思
索家でもあるトム・ローゼンスティール氏で
ある。ローゼンスティール氏はLos Angeles 
TimesやNewsweek，MSNBCで働いたあと，
1997年にコロンビア大学で「卓越したジャー
ナリズムのためのプロジェクト」（Project for 
Excellence in Journalism, 2006 年からは
Pew Research Centerの1部門）を創始し，技
術革新などによってメディアとメディアを取り巻
く環境がどう変わろうとしているのか，データ
を集めて分析する実証的な研究を行い，ジャー
ナリズムの役割や課題を考える材料を提供して
きた 1）。その後，2013年にワシントンのシンク
タンクAmerican Press Institute2）の所長に
就任し，公共サービスとしてのジャーナリズム
の質を高め，これを担うニュースメディアが存
続していくために必要な変革の方向性を探る
調査研究を続けている。

ローゼンスティール氏らの共著“The Ele-
ments of Journalism”3）は，ジャーナリズムの
原則や役割とその実践方法を分析・整理した
もので，ジャーナリストを志す者には必読の書
ともいわれる。2014年発行の第3版では，伝

統メディアが情報のゲートキーパーではなく
なったデジタル時代のジャーナリズムについて
の考察を加えている。誰もが情報を発信・取
得できる環境において，ジャーナリズムはプ
ロのジャーナリストだけで完結する仕事ではな
く，ジャーナリストと市民が“会話しながら進
める連携作業”（a collaborative exercise, an 
ongoing participatory conversation）4）に変
わりつつあること，同時に，情報を検証し，
事実を掘り起こし，文脈や背景を明らかにして
意味づけるジャーナリストの役割がより重要に
なっていることなどを指摘している。
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ローゼンスティール氏は，必ずしも「エンゲー
ジメント」という表現でくくってはいないが，こ
れからのジャーナリズムについて，前述のよ
うに「市民との連携作業」であると述べ，メ
ディアは「耳を傾ける文化」を取り入れ，「情
報の受け手を中心に位置づける」（audience-
centered / audience-centric）変 革 が 必 要
だとしている。それが何を意味するのか，イ
ンタビューでは，20年以上にわたってメディ
アとジャーナリズムの変化を見守り，ジャー
ナリズムの役割とあわせて，それを支える
ニュースメディアが存続できるようなビジネス
モデルを模索してきた視点から語ってもらった。
なお，内容は紙幅と論点整理のために要約・
編集している。

ジャーナリズムは知を生む連携

私はデジタル時代のジャーナリズムは「知の
連携」（Collaborative Intelligence）であると
述べてきました 5）。ジャーナリズムとは，ジャー
ナリストが技術革新の利点を活用し，市民社会
とつながり，その知識を生かす連携だという考
え方です。コンピューターや人工知能はデータ
をより速く，より大量に収集して分析することを
可能にし，情報をより確かなものとする助けに
なります。多様なプラットフォームを通して取材
する分野の情報や専門知識を持つ市民と速や
かにつながることができ，また，Hearken 6）が
提供するような技術を使って市民の関心がどこ
にあるかも知ることができます。ジャーナリスト
自身も権力者から情報を引き出し，得た情報を
速やかに咀嚼するなどの代えがたい能力を持っ
ています。これらの要素がお互いを排除する
のではなく，あわさって力を発揮するのが今の
ジャーナリズムだと考えています。

私が思うに，エンゲージメントはその次のス
テップです。集めた情報を人々が関心を抱くよ
うなかたちで報道するにはどうしたらいいかと
いうことから始め，発信後に実際に関心や理解
を得られたかを確かめ，問題があれば分析して
次につなげることで，人々に役立つ情報を継続
的に発信する。そうした循環をつくることなの
です。つまりは報道を一方向の発信に終わらせ
ず，情報の受け手の反応や動向にも敏感に応じ
る，双方向に学びのある対話にするということ
です。

「耳を傾ける文化」への転換

エンゲージメントは，ニュースルームにとって
は「文化的な転換」（Culture Shift）です。これ
までのように「市民や社会に

・ ・

つい
・ ・

て伝える」とい
う考え方を改め，「市民や社会の

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

声に耳を傾け
て

・

伝える」という姿勢を持つことだからです。
新聞，テレビ，ラジオなど伝統メディアだけ

がニュースの情報源だった時代には，視聴者や
読者はどんな情報でも「それは知らなかった」
と言って受け取ってくれました。しかし，今や
新聞やテレビを見なくても多様な情報が入手で
きます。大統領がこう言ったというだけであれ
ばTwitterを見ればいい。ニュースには，「ほか
の媒体が伝えないことを知らせてくれた」「これ
で背景や意味合いがわかった」という一歩掘り
下げた内容が求められています。人々が暮らし
の中でよりよい判断をすることを助け，多くの人
が関心を寄せている課題についての新しい視点
を示し，対立して先に進まなくなってしまった議
論に新たな材料を提供して打開につなげる，と
いった付加価値をもたらすことが必要なのです。

権力者を監視し，公共の利益に反して秘匿
されている情報を明るみに出すといったジャー
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ナリズムの従来の役割は継続して果たしていか
なければなりません。人々の目と耳であるとい
うことは変わらないと思います。しかし，どのよ
うなかたちでその役割を果たすかが変わってき
ています。人々の目と耳であるということは，当
局者から情報をつかんで伝えることだけではな
く，人々が何を知りたいかを尋ねることでもあ
ります。心配していること，困っていることは何
かを聞き，代わりに取材をする，問う力をジャー
ナリストは持っています。その力を活用し，社
会の中で起きている会話にどのような新しい情
報を提供していくことができるかを問われてい
るのです。

付加価値があるニュースを出していくために
は，人々が何に価値を見いだしているか，耳を
傾けて理解することが必要です。それはまだ
報道したことがない内容かもしれないのですか
ら，今までの報道のどこがいいか，何を削った
らいいか，ということを聞けば読者や視聴者が
教えてくれるという単純なものではありません。
市民のニーズを理解するためには，より丁寧に
考えてアプローチすることが必要です。“上から
目線”で見るのではなく，対等な立場で向きあ
わなくてはなりません。

多様な層に耳を傾ける

「耳を傾ける」ことにはいろいろな意味があり
ます。1つはより幅広い社会の層の声を聴くとい
うことです。これまでテレビや新聞は広告主に
とって魅力的な消費者層，購買力がある富裕
層，将来性のある若年層など，ターゲットとす
る対象を特定の層に絞りがちでした。しかし，
メディアの主要な収入源が企業の広告から個人
の購読へと移る中で，1つ1つのグループは小
さくても，より多様な社会の層の関心を理解し，

その心をとらえることが必要になっています。
多様な層の関心を反映するためには，メディ

アが取り上げていること以外にどんなことを話
題にしているかを知ることも大事です。地域社
会でどのような会話が交わされているのか，特
定の社会の層や移民のグループなどで何が話
のタネになっているのか，さまざまなソーシャ
ルメディアでそれぞれ何が注目を集めているの
か，技術も活用していろいろな「会話」に耳を
傾けることです。そうすれば，ニュースに取り
上げられていない話を見つけ，背景や関連情報
を取材して意味づけをし，伝えていくことがで
きます。

市民の関心にあわせた取材体制を整える

情報の受け手の視点に立った切り口で伝える
ための見直しも重要です。人々がどのような関
心を持って社会の課題を見ているか，それも会
話に耳を傾けることでわかります。それは多く
の場合，メディアが従来設けてきたような取材
担当の仕分けとは異なります。例えばあるメディ
アでは「交通問題」を取材する記者が市役所
の交通行政の担当記者だとします。しかし，市
民は行政の政策という切り口から「交通」につ
いて考えているわけではありません。どうやっ
て仕事に行って帰るかといったことに始まり，そ
れに関連するさまざまな要素をあわせた，より
複合的な事象としてとらえています。より人々の
関心に沿った伝え方を工夫するためには，取材
部門の切り分け方，担当分野の設け方から想
像し直す必要も出てくるわけです。

読者の関心に沿って新たな担当を設けて成
功した例もあります。中西部ミネソタ州ミネアポ
リスの新聞 Star Tribune（以下，Star）は，オ
ンラインの読者データの詳細な分析を始めたと
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ころ，信念（faith）と社会奉仕（philanthropy）
をテーマにした記事を読んだ人の中に繰り返し
Starのサイトにアクセスする人がおり，購読契
約にもつながっていることを発見しました。そ
れまでは専門に担当する人もいないテーマだっ
たのですが，これを機に1人ずつ取材担当者を
置き，1人は人生や生命について考えるという
意味での信念について，もう1人は寄付やボラ
ンティア活動，低所得層の支援などについての
取材を始めました。従来の取材担当割り当て
の常識からは外れたものでしたが結果は成功
で，読者が確実に増えているといいます。

批判に耳を傾け，次につなげる

耳を傾けることは，報道した内容について
人々がどう思っているのかをきちんと受け止める
ことでもあります。「伝え方が偏っているのでは
ないか」「なぜこのような視点から伝えたのか」
といった批判や疑問が寄せられれば，それに
応えて説明をすることです。それは透明性とい
うことにとどまらず，より謙虚でオープンな姿勢
を持つということでもあります。情報の受け手
のニーズに応えるべく努力するが，それがうまく
いっていないのであれば，その理由を知る必要
があり，不満や批判に耳を傾けることによって
よりよいジャーナリストになれるという姿勢を持
つことが大事です。

耳を傾けていることを示す

耳を傾けるということは，「何を知りたい?」
「身の回りで気づいたことで不思議に思うこと
は何?」といったシンプルな問いかけをすること
でもあります。寄せられる質問は「なぜあの信
号は壊れているの?」といった小さなことから，

「水道の水は安全なの?」といったより大きなこ

とまであるでしょう。質問を募り，それに応じ
て取材・報道することは，耳を傾けていること
を行動で示すことでもあります。

あらかじめ決めつけた取材をしない

耳を傾けることは，取材の姿勢を改めること
でもあります。記事の中で引用できる一言を聞
き出すような即物的な取材ではなく，取材相手
が何を言わんとしているか，きちんと話を聞くと
いうことです。賛成・反対の2つの立場がある
と決めつけて賛否の意見を拾うのではなく，そ
うした先入観を持たずに議論の展開に耳を傾け
ることでもあります。そうすることによって自分
の知識のどこに欠落があり，取材のどこに空白
があるかを知ることができます。狭かった視野
を広げ，より幅広い立場の人と接点を持つこと
が必要だと認識する機会でもあるわけです。

視野を広げる耳の傾け方

ミズーリ大学のジャッキー・バナジンスキー
教授 7）は「ステークホルダーの輪（Stakeholders 
Wheel）」という考え方を教えています。取材を
する際に，取り上げる課題に影響される可能性
や利害関係がある「ステークホルダー」には誰
が含まれるかを考えることから始めるものです。
例えば地元の公立学校についての取材だとする
と，考えられるステークホルダーには生徒，教
師，保護者，学校の管理者といった直接の関
係者以外に，教育を支える納税者もいます。学
校の周辺に暮らす住民も含まれます。通常の取
材よりも，その課題の影響を受ける人たちの範
囲を大きくとらえ，すべてのステークホルダーが
受ける影響やその利害を念頭に置きながら取材
をする。思い描く取材の対象を広げることによっ
て，多様な立場や背景を持つ人，地域社会の
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さまざまな層の人たちを考慮に入れ，広範囲に
及ぶかもしれない波紋を見逃すことなく伝える
というものです。

取材者は報道にあたって，情報の受け手も
自分と似たような人間だと無意識に思う傾向が
あります。この話の何が重要な点かと考える際
に，自分や自分と似たような人たちの関心や興
味を軸にしてしまう。しかし，それでは取材す
る内容は限定されます。自分が抱く疑問だけで
なく，さまざまなステークホルダーが知りたいこ
と，考えることは何だろうかと想像してみること
で，取材のレンズを広角にすることができるの
です。

もう1つの方法は「人間中心設計」8）の考え方
（human-centered design）を応用することで
す。取材者の興味や思い込みに沿って質問をす
ることを避け，取材相手の生活や関心事に沿っ
て話をしてもらう手法です。「あなたはどんな暮
らしをしているの?」「何に関心を持っている?」
といった質問から話を聞くことで，思ってもみな
かったテーマが浮かび上がってきたりするもの
です。

それまで取り上げていなかったことや試みて
こなかったことに発想が及ぶようにするには，
視聴率やページビューなどのデータを見ている
だけでは足りません。これらの数字はそれまで
やってきたことを評価するもので，それ以上に
視野を広げるものではないからです。最近注目
されているHearkenやGroundSource 9）などの
サービスや，Trusting News 10）やThe Trust 
Project 11）などのプロジェクトが試みていること
は，まさにこれまで取材してこなかったこと，
伝えてこなかったことは何かを知り，そこに目を
向けることなのです。

ページビューではわからない購読者層の関心

ここ数年で，オンラインの広告収入は大半
がFacebookとGoogleに行ってしまうことがわ
かり，ジャーナリズムを支えるには，個人の購
読者を増やすしかないことが明白になってきま
した。そして，個人がお金を払ってもいいと思
うものは何かを分析するようになった結果，何
がオーディエンスに魅力的なのかという認識が
変わってきました。瞬間的に反響を呼び，ペー
ジビューの数を増やす記事，センセーショナル
な見出しで読者を呼び込む記事（Clickbait）な
どには価値がなく，人々が時間をかけて読み，
友人と共有したいと思うような記事こそ重要だ
ということがわかってきたのです。

ページビューを追いかけるClickbaitがもては
やされたことは，ジャーナリズムにとって脅威で
した。ジャーナリストが伝えたいと思うことは，
急速に拡散されるようなニュースとは相反するこ
とが多く，意味ある取材の妨げになったからで
す。ページビューを増やすことを追求すれば最
終的には誰もが同じことをすることになってしま
います。短期的には衆目を集めるかもしれませ
んが，独自性は失われ，長期的に付加価値の
ある報道はできません。例えて言えば，高速道
路を走っているときに反対車線で交通事故が起
き，何が起きたのかを皆が一目見ようと速度を
落として渋滞が起きるようなものです。目的地
に着くのは遅れ，誰も得るものはない。ニュー
スメディアが目指すべきことは，いわば人々が
目的地に早く到着するために役立つことで，途
中で起きた事故に注目することではありません。

購読契約をした人たちのデータを見ると，政
治や行政，社会問題の報道など，これまで「苦
い良薬」のように思っていたものが，実は購読
者に「魅力がある食べ物」であることがわかり
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ます。お金を払ってもいいと考える人は，そうし
たニュースを求めています。ページビューの数
で広告収入を増やすことを目指す代わりに購読
者を求めるならば，この情報源がなくては困る
と読者が考えるような付加価値のあるニュース
を提供しなくてはなりません。そのためにも今
までに試みてこなかったことに挑戦する必要が
あるのです。

情報の受け手から目を離さないこと

情報の受け手を中心に位置づけるという発
想は，技術革新に振り回されないための考え
方です。メディアは最初「デジタル・ファースト
だ」と言い，次は「これからは携帯端末優先だ」
と焦点を移し，さらに「今度はAIだ」といっ
た具合に，次々に登場する新しい技術を追い
かけてきました。技術はどんどん古くなってい
くのに1つの技術を戦略の柱にしてしまっては，
毎回リセットして再出発することが必要になり
ます。どの技術を活用するにしても，結局求め
ているのは情報の受け手がどこで，いつ，ど
んなかたちで情報を摂取し，活用しているのか
を知ることです。だから情報の受け手そのもの
に焦点を合わせておくことが重要なわけです。
携帯端末を使おうと，ソーシャルメディアから
情報を得ていようと，受け手がいるところに行
く。政治に飽きてもっと内面的な学びにつなが
る情報を求めるのであれば，そこに行くという
ことです。

ローゼンスティール氏は，情報の受け手を中
心に位置づける考え方は，虚偽を含めた情報
が氾濫する中で，真実を伝えるという役割を果
たしていくためにも重要だと指摘している。

「私を信頼して」の時代は終わった

かつてメディアは，ニュースを発信する側の
視点から「私たちを信頼してほしい」と言ったも
のですが，今では情報の受け手の視点から「こ
の情報が信頼に足るという材料を見せてほし
い」と言われる時代になっています。

しかし今のファクトチェックは，大抵誰かが
何か怪しいことを述べたときに，これに対して
検証を行うため，いわば「監視役の私を信じて
ほしい」という古いアプローチをとっています。
ところが，人々が以前のようにはメディアを信頼
していないため，噓をつく政治家に交通違反の
切符を切るようにファクトチェックを行い，これ
は事実に反すると警告する方法では必ずしも納
得を得られません。多くの調査から，人々は自
分が嫌いな人物の発言へのファクトチェックは
受け入れるものの，自分が好きな人物の発言へ
のファクトチェックには反発することがわかって
います。政治的な分断が深い現状では，自分
が支持する政治家に対するファクトチェックは信
じない人が多い。政治家の発言を受けて検証
を行うことが多いファクトチェックは，この壁を
乗り越えるのが難しくなっています。

人々の関心を軸にしたファクトチェックを

人々が関心ある課題は何かを把握し，それ
について間違いやすい点，わかりにくい点を説
明するというアプローチをとれば，政治家の発
言を中心にしたファクトチェックから，情報の受
け手の関心を中心にしたファクトチェックに転
換することができます。例えば選挙の年であれ
ば，人々が関心を持つ争点となる課題は何かを
見極め，その課題についてあらかじめ事実と事
実ではないことを整理して示しておき，選挙運
動が進むにつれて新たな争点が浮かび上がれ
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ば補足していきます。これは「課題中心のファ
クトチェック」（issue-centric fact checking）と
もいえます。数ある政治家の発言のうちから任
意に選んでファクトチェックするのではなく，あ
らかじめ大事な課題について何が事実かを提
示しておき，対立する政治勢力双方の課題につ
いての発言をチェックするという姿勢で臨めば，
政治的に偏っているという批判を避けることが
できます。

このように情報の受け手を中心に考えて，
ファクトチェックの方法を変えていこうと提唱し
たのは2年半ほど前，ファクトチェッカーの国
際会議でのことですが，その後，トルコやブラ
ジルなど，いくら偽情報を打ち消しても効果が
ないという経験をした国のファクトチェッカーた
ちがこれを試みるようになっています。アメリカ
でもファクトチェックの方法を変えなくては効果
がないと考える人たちは増えています。大統領
が何度でも噓を繰り返すといったことが起きて
いるためです。

受け手が情報を選ぶ時代になって，人々は
情報を的確に取捨選択できる能力も身につけて
いると思いたいところですが，必ずしもそうとは
いえません。また，最近の研究でわかってきた
ことは，人は誤った情報や偽りの情報だと知っ
ていて，しかも，それをとりわけ信じたいと思っ
てもいなくても，反復して聞かされるうちに「も
しかしたら本当かもしれない」と思うようになる
ということです。ここから言えることは情報を
検証して事実を伝える責任があるジャーナリス
トも，繰り返し伝える必要があるということで
す。この話はもう伝えたからいい，何度も報じ
る必要はないと考えるのは間違いで，知恵を絞
りながら正確な情報を重ねて伝えることが必要
になっています。

その際に，情報の受け手が暮らしの中で親
しんでいる言葉や表現を使うということも大事
です。これは，例えば信心深い人は情報を検
索するときに聖書に出てくる表現を使うことが
多いといった調査結果があるためです。

情報の受け手を中心に考えることは，予期し
なかった問題が出てきたときに早く気づいて対
応することにもつながります。アメリカでは予防
接種に反対する動きが広がっています。人々の
関心にもっと敏感に反応できていれば，これが
1つの運動になってしまう前に事実を示すことが
できたかもしれません。人々の会話によりよく耳
を傾けることで，偽情報が大きく拡散されてし
まう前に打ち消すことができないものかと私は
考えています。

情報の氾濫に埋もれないために

“The Elements of Journalism”で取り上げ
たジャーナリズムの第1の原則は「真実を伝え
る」というものです。メディアが情報のゲート
キーパーではなくなり，人々がいろいろなソー
スからすでに情報を得ている中で，この責任を
果たしていくためには，手法を新たにしていか
なければなりません。メディアは今，拡散され，
かけめぐる情報を追いかける側になっています。
そうした情報の氾濫に疲れている人々の関心を
引きつけなくてはいけないし，そのためには，
人々がどのプラットフォームで情報を得ているの
かも知らなければなりません。その中で真実を
伝えるというのは大変難しいことです。だから
こそ，私たちは取材・報道にあたって情報の受
け手である人 を々中心に考え，理解を深めてい
かなくてはならないのです。

（2019年10月 ワシントンにて）
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アメリカでは2020年5月に黒人男性が警察
官に暴行されて死亡した事件を受けて，黒人
に対する差別を正当化してきた社会全体のあり
ようが問われている。メディアも黒人の記者た
ちから，その声を反映してこなかったという批
判にさらされている。特定の層に集中しがちな
編集幹部だけでなく，より幅広い人種やジェン
ダー，社会経済的な背景や年齢層の視点を報
道に反映していくため，組織内でも耳を傾ける
ことが求められている。

ローゼンスティール氏は，ジャーナリズムの
原則と役割に変わりはないものの，今後もメ
ディアとジャーナリストが社会において必要な
役割を果たしていくためには，その実践の方
法を見直し，新たなことを試みていかなければ
ならないと指摘している。

3回の連載では，出発点も経験も視点も異
なるアメリカのジャーナリストたちのエンゲージ
メントについての考えを紹介した。共通してい
るのは，これまでとは違ったかたちで多様な声
に耳を傾けること，市民と対話して相互に学び，
連携する関係をつくっていくことの大切さを強
調している点である。

アメリカのメディアが置かれている状況には
日本と異なる面もあるが，直面する課題の多く
は共通している。ここで紹介した試みやその背
景にある考え方が，日本のメディアやジャーナ
リストにとっても，これからのありようを考える
材料や，試みようとしていることの後押しにな
ることを願っている。

（あおき きみこ）
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