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ジャーナリズムを支える柱の一つ、調査報道の領域で

新しい「生態系」が地歩を築きつつあると、説く。一方

に、商業ジャーナリズムの調査報道からの後退があり、

他方、この部門に特化した非営利組織の勃興がある。硬

派報道の衰退に危機感を募らせる各種財団も資金面でこ

の動きを支持している、という。日本における、大学を

中心とした同様のセンター設立の可能性にも言及した。 
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司会・瀬川至朗企画委員（毎日新聞出身）本

日は、アメリカの非営利報道組織、Center for 

Public Integrity（ＣＰＩ）の創設者であり、

かつアメリカン大学の「調査報道ワークショッ

プ」担当教授のチャールズ・ルイス氏をお迎え

しております。 

チャールズ・ルイス氏の略歴を簡単にご紹介

させていただきます。ルイス氏は以前、1980年

代だと思いますが、アメリカのＣＢＳテレビの

調査報道番組「60 Minutes」のプロデューサー

等を務めておられました。1989 年、もう 20 年

も 前に なり ます けれ ども 、 Non profit 

organization（非営利組織）のジャーナリズム

組織として、Center for Public Integrity を

創設して、2005年までエグゼクティブディレク

タ ー を し て お ら れ ま し た 。

（http://www.publicintegrity.org/） 

また、2008 年春に、ワシントンＤ.Ｃにあり

ますアメリカン大学のコミュニケーション学部

に、Non profit organization の調査報道組織

として、「調査報道ワークショップ」

( http://www.american.edu/soc/partnerships

/investigative-reporting-workshop.cfm ) と

いうものを設立して、現在、教授として教える

とともに、そのワークショップの編集長として、

実際に調査報道の実践に務めておられるという

ことで、二つのＮＰＯのジャーナリズム組織を

立ち上げ、運営してきた経験がおありだという

ことです。(チャールズ・ルイスさんのホームペ

ージは http://charles-lewis.com/) 

日本で、こういう形で調査報道の、ＮＰＯの

ジャーナリズム組織のことを経験された方を招

いてお話を伺うという機会は今回が初めてだと

思いますので、非常に貴重な機会だと思います。 

今回は、私が所属しております早稲田大学に

ジャーナリズムコースというものができている

ので、そちらのほうで日本にお招きして、昨日

シンポジウムを開催しました。あわせて、皆様

に、別の機会として、いまアメリカで始まって

いるＮＰＯのジャーナリズムの現状について、

お話をお聞きいただきたいと思いまして、ここ

の場でお話をしていただくわけです。 

チャールズ・ルイス・アメリカン大学｢調査

報道ワークショップ｣担当教授 瀬川先生、ご

紹介、どうもありがとうございます。本日伺え

て幸いです。 

現在、日米欧におきまして、商業ジャーナリ

ズムというのは、とても厳しい時代に置かれて

おります。いろいろ変遷もありますし、特に現

下で金融危機が起こっているからです。 

 

薄れる硬派ニュースへの関心 

 

新聞の伝統的な広告収入も滞るようになり

ました。というのは、新たにオンライン技術が

とってかわるようになったからです。同時に、

一般消費者の硬派のニュースに対する関心も薄

まってきています。オンラインのニュースサイ

トの数も世界的に乱立気味になってまいりまし

たし、ますます多くの人がブロードバンドアク

セスを持ち、ニュースなども検索するようにな

ったということで、先進国の若者は特に、携帯

端末などを通じ、デジタルで情報を取得するよ

うになってきております。 

日本の方というのは、中位年齢を見ると、世

界で一番お年を召されているということになる

んですけれども、World Press Trends によりま

すと、この 5年間で日本の新聞の発行部数とい

うのも 2.7％減ったということになっておりま

す。 

そうはいっても、ジャーナリスト、ジョン・

ボイト John Boit にいわせますと、それでも日

本における一人当たりの新聞購入数は、今でも

世界一であり、日刊紙の発行部数は 6,800万部

を数えるということです。ちなみに日本の人口

の2.5倍を有しているアメリカの発行部数は5、

100万であります。 

アメリカでは、この大きな影響が人々に対し

ても出ております。レナード・ダウニー・ジュ

ニア Leonard Downie Jr. 及びマイケル・シャ

ドソン Michael Schudson という人が委託され

た研究、「アメリカのジャーナリズムの再建」

(The Reconstruction of American Journalism)

の中で、新聞社の編集部門に勤めている従業員

http://www.publicintegrity.org/
http://www.american.edu/soc/partnerships
http://charles
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の数が 33％減ったといっております。92年は 6

万人だったのが、今日は 4万人にも減っている

ということです。 

(http://www.journalism.columbia.edu/cs/

ContentServer/jrn/1212611842953/page/12126

11716651/JRNSimplePage2.htm ) 

Journal of Media Business Studies のエデ

ィターであり、幾つも本をあらわしている、世

界有数のメディア経済学者の一人、Robert 

Picard にいわせますと、現在の新聞、ニュース

雑誌、テレビニュースの消費というのは、50年

ぶりに最低になっているということです。 

 

解体されつつある新聞社のI・チーム 

 

アメリカにおける過去 1世紀の最も重要なジ

ャーナリズムの部分というのは、新聞社の率先、

サポート、発行によって担われてきました。 

新聞社本体が音頭をとりまして、手間のかか

る、最も時間も金もかかり、困難で見通しがた

たない、といった調査報道をやるというのが、

ますます厳しくなってきているのです。 

調査報道チーム、いわゆるアイ・チーム（I 

team）の人たちが調査報道を請け負っているん

ですけれども、こういったチームが内外におい

て解体されつつありますし、そうでなくても局

の職員として人数をカットされる、もしくは全

く消滅してしまう、ということはこのごろよく

起こっています。 

調査報道、国際ニュース報道というのは常に

時間がかかり、高価なものでありますので、ま

すます新聞社の経営陣にいわせれば、こんな報

道はリスクがあり過ぎる、メンテにも手間暇が

かかり過ぎる。そして、あまりにも高価につき

過ぎる、非現実的なものだということになりま

す。 

ますます複雑で、ダイナミックになってきて

いる世界について、オリジナルなニュースを報 

道して、書いて、そして編集をするといった

ようなことをやる人たちがどんどん手薄になっ

てきているわけです。こういった大きな変化が

もらした空洞化の結果です。そして、実際に責

任を持って報道ができるようなジャーナリスト

の数も激減しています。 

 

非営利自体は新しい現象ではない 

 

アメリカ、カナダ、ヨーロッパの一部、アフ

リカ、ラテン・アメリカ、アジアにも共通して、

このごろ見られる風潮といたしましては、この

商業的なニュースメディア自体が崩壊の一途を

たどりつつあるということで、そのかわりに新

しい調査報道の生態系が生まれつつあるようで

あります。つまり、最も野心的な調査報道のプ

ロジェクトというのは、公共の場で行われるよ

うになりつつあるということです。以前でした

ら民間の商業的な場で行われていたわけですけ

れども。 

いま台頭しつつある非営利調査ジャーナリ

ズム、生態系について詳述する前にお断りした

いのは、この非営利のジャーナリズムというの

は、何も新しい現象ではないということなんで

す。 

例えばアメリカにおいては、最も尊敬されて

いるメディアの institution、例えばＡＰとか、

National Public Radio、Public Broadcasting 

System、また有名な雑誌ですと、National 

Geographic、Consumer Reports、Mother Jones、

Foreign Affairs、HARPER'S、Christian Science 

Monitor 等々は、非営利でずうっとやってきた

わけです。 

私は、決して日本のメディアの専門家ではあ

りませんけれども、共同通信社というのはずっ

と非営利の社団法人として活動を続けてこられ

た。1945年に設立されて、ニュースをほとんど

の日本国内の新聞、ラジオ、またテレビ局など

に流しておられるというふうに伺っております。

ＡＰと同様に、その資金源というのは会員料、

また購読料だというふうに伺っています。 

ＡＰは 1846 年に設立されておりますけれど

も、この 6月に、今後の調査報道というのは、4

社の非営利のニュース組織から受け取るという

ふうに発表しております。4社とは、Center for 

http://www.journalism.columbia.edu/cs/
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Investigative Reporting、Center for Public 

Integrity、Investigative Reporting Workshop、

及び Propublica ということであります。そこか

ら調査報道記事を取得して、メンバー新聞社に

配給するというふうにいっています。 

この 4社のうち2社が、私みずから創設をし

てリードしてきたものであります。非営利ニュ

ース組織ということで、1 つが、Center for 

Public Integrity で、これは 1989年から 2004

年の間、私、おりましたし、昨年からはワシン

トンにおいてアメリカン大学で Investigative 

Reporting Workshop のほうも主宰しております。 

そして、この 4 つの非営利組織というのは、

主要なアメリカ国内のニュースメディアと連携

しております。ニューヨークタイムズ、ワシン

トンポスト、その他もろもろの新聞から始まり

まして、テレビのニュースネットワーク、例え

ば「60 Minutes」ですとか、その他、非常に高

視聴率を誇っているようなＣＢＳ、ＮＢＣ、Ａ

ＢＣ、ＣＮＮ等の番組プラスもろもろの放送ケ

ーブルテレビ関係であります。 

本来、商業的で、営利の組織としてやってい

るニュース産業というのは、ますますニュース

を集める能力、人員を縮小せざるを得ない。資

金も枯渇しているということで、調査報道ニュ

ースについても、ほとんどコストをかけないで、

できればコストゼロで手に入れたいというふう

に思っています。 

 

お互いに好都合な結婚相手 

 

片や調査報道をやる非営利組織というのは、

コンテンツについては、申し分ない品質のいい

ものを持っているんですけれども、もっとたく

さんの人たちに見ていただきたい。ビジター、

ページビュー、トラフィック、いろんな形でオ

ンライン・ニュースサイトにもっと人に来てほ

しいというふうに思っているわけですから、い

わばこの二つのグループというのはぴったり利

害が一致するということで、便宜上のいい結婚

相手になるわけです。 

予見可能な将来、より立派な非営利ニュース

組織から上がってくるたくさんの調査報道コン

テンツが、ＡＰを介して提供されるようになる

と思います。   

今後は、非営利調査報道ニュース組織が、オ

ンラインで掲載する単発物ですとか連載記事で

すとかがピューリッツァー賞をとる日も来ると

思います。 

つまり、商業目的と、非商業目的のニュース

メディア組織というのが連携し合うような機会

がどんどん増えてきたということであります。

調査報道、および別の形態の重要なジャーナリ

ズムに関心がある両者間の関係が、ますます相

絡むようになってきているということの証左で

あります。 

それで、ますます深く掘り下げたジャーナリ

ズムをやりたいのであれば、アメリカ内外を問

わず、こういった方法が一般的になってきてい

る。また新たな方法として注目されているとい

うことです。 

しかし、わざわざ手間暇かけまして、新しい

ニュース組織をつくろうというふうに、まず、

そもそもどうして思うのでしょうか。 

 

調査許さないメディアに苛立ち 

 

私個人のケースといたしましては、調査した

いと思っても、なかなか調査が許されなかった

アメリカ国内のニュースのテーマがあったわけ

です。これに苛立ちを感じまして、1988年後半

になりまして、それまで私はＣＢＳニュースの

「 60 Minutes 」 とい うプ ログ ラムで 、

correspondent のマイク・ウォレス担当のプロ

デューサーとしての役目を果たしていたんです

けれども、それをやめまして、自宅から超党派

的な非営利の Center for Public Integrity と

いうのを創設いたしました。 

私の場合、自己資金ゼロでしたし、資金調達

ですとか、経営にも全然経験がなかったという

ことだったんです。しかし、1989年に、まずフ

ィランソロピー財団のほうから、資金を募ろう

ということで、最初は小規模の財団ですとか、

労働組合、企業、テレビネットワークコンサル
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契約をとるといったようなところから始めまし

た。でも、94年からは、企業及び労働組合から

助成を受けることは、もうやめています。 

そもそも創設のころは、とても信頼できる、

しかしお互いを知らなかった 2人のジャーナリ

ストの友人と始めたのです。そして、その人た

ちにボードに入ってもらいました。そして、当

該センターの最初の年間予算は 20 万ドルだっ

たんですけれども、その後、15年間で、私、約

3，000万ドルの資金を調達いたしまして、うち

90％を財団関係から得ております。 

2004年には、常勤スタッフとして40人抱え、

また 20 人以上の有給パートタイムでインター

ンの調査担当者もいまして、年間予算 460万ド

ルということになっております。 

1998年から2008年の間は、Center for Public 

Integrity が世界最大の非営利調査報道を行う

組織の地位を占めておりました。この中には、

International Consortium Investigative 

Journalists( http://www.publicintegrity.or

g/investigations/icij/ )も入っております。

ここには 50か国、６大陸にわたり 100人の超優

秀な記者がいて、質の高い国際的なニュースコ

ンテンツをつくっています。 

当センターは、今日までに 400本以上の調査

報道の結果をオンライン、印刷媒体、またはニ

ュースレター形式で発表しておりますし、17冊、

本も出ております。この中には、アメリカでベ

ストセラーとなった『The Buying of the 

President 2004』というのも入っておりまして、

この本というのは 40 回以上もジャーナリスト

関連の団体から表彰されております。 

 

数々のスクープ記事 

 

以来、数々の主要なスクープをものにしてま

いりました。例えば 96年には、当センターにお

きまして、いろんなスクープ記事があるんです

けれども、その中でも最たるものが、クリント

ン大統領の下のホワイトハウス、リンカーン・

ベッドルーム資金調達の話でした。これは民主

党に対してたくさんお金を出してくれているド

ナーの人たちは体系的にホワイトハウスの一室

に一泊できる、というプログラムでして、これ

を暴いた記事でした。 

このホワイトハウスのリンカーン・ベッドル

ーム・ストーリーというのは、「ファット・キ

ャット・ホテル」という名のもとで記事になり

まして、ソサイエティー・プロフェッショナル・

ジャーナリストの「パブリック・サービス・ア

ワード」というのをちょうだいいたしまして、

これがセンターとしていただいた最初の全国的

な賞でした。 

2000年に、当該センターが初めて、あの腐敗

に満ちたエンロンという会社が、実はジョー

ジ・Ｗ・ブッシュのトップのキャリアの支持者

であったということを暴きました。あわせて 60

万ドル以上をブッシュ氏の選挙キャンペーンに

費やしていたというものです。 

2003年 2月には、ブッシュ政権のもとで、内

密に用意されておりました愛国者法 2の法案に

ついても、それを手に入れまして、分析して、

オンラインで記事を Center for Public 

Integrity として掲載いたしました。 

 

５日間で１，５００万回のヒット 

 

非常に大きな反響を得た記事でありまして、

世界でこれをめぐる 100の記事が流布されまし

たし、35万人のウェブサイトビジターも得、1，

500万のヒットが最初の5日間でございました。 

この記事の結果、超党派で大騒ぎになりまし

た。というのは、議会のほうも、6 カ月間、ブ

ッシュ政権としては、2001年に非常に論議を呼

んだ愛国者法の後続はもうつくらないんだとい

うふうに聞かされていたからであります。しか

し、我々の記事によって、それはうそであった、

つまり政権としてないといっていたけれども、

あったということで、その公言が空疎なもので

あったことを記事は証明したわけです。 

8 カ月後の 2003 年 10 月、我々のセンターは

「戦争の棚ぼた――イラクとアフガニスタンに

おける米国の請負業者たち」という記事を出し

ました。この中にはアメリカの戦争における主

http://www.publicintegrity.or
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要な政府調達がどういった形で業者に出たか、

アフガニスタン、イラクの例を扱ったものであ

りまして、群を抜いて一番いい仕事をもらった

のが、ハリバートン社だということを暴いたわ

けです。 

6カ月間、20人もの調査担当者、ライター及

びエディターがこのプロジェクトにかかわりま

した。そして、情報自由化法の 73件の情報を要

請、リクエストいたしまして、その途中では、

裁判所で、陸軍、及び国務省を相手取って訴訟

を起こすといったようなこともやりました。最

終的に勝訴いたしまして、この報道に欠かせな

い主要な随意契約に関しての資料も手に入れた

わけであります。つまり、入札に付されなかっ

た分について。 

後日、この記事というのは、非常に栄えある

「ジョージ・ポーク調査報道オンライン賞」と

いうのをいただきました。 

世界で最初に設立された非営利調査報道を

請 け負 う組 織と いう のは 、 Center for 

Investigative Reporting といいまして、カリ

フォルニアのバークレーに本拠を置いているも

のであります。 

( www.centerforinvestigativereporting.org )
これを創設したのは、3 名の調査報道記者、

Lowell Bergman、David Weir、Dan Noyes とい

う人でありました。1977 年創設ということで、

現在でも非常に活発に活動しておりまして、年

間予算が約 200万ドルになっております。 

最大の非営利調査報道センターは、現在は

Propublica( www.propublica.org )になってお

りまして、こちら、2008年創立、ニューヨーク

に本拠を置き、年間予算は約 1,000万ドル、フ

ルタイムのスタッフが 43 人以上いるところで

す。 

このごろ目覚ましいのは、こういった非営利

のニュース発行人が非常にふえてきたという事

実です。この 7月に、いわゆるスクープをもの

にしようと思っている 20 の非営利組織が集ま

り 3 日間ミーティングをやりまして、結果、

Investigative News Network をつくるという発

表がされております。 

これは、一つとしては、非営利発行者の業界

団体と呼んでもいいかと思いますけれども、も

う一つは、オリジナルな独創性に富んだ調査報

道記事ができたときに、それを届ける先という

ことで、認められればと思っております。オン

ライン先ということで。 

 

非営利組織の半分がこの３年間で誕生 

 

際立っている点は、こういった非営利のニュ

ース組織の半分が、この 3年間に設立されてい

るということなんです。そして、そのうちの多

く、これは私がアメリカン大学でやっている

Investigative Reporting Workshop も入ってい

るんですけれども、キャンパスの中で、今後を

担う新しい世代を対象とした実務的な訓練、研

修を行っている。あわせて非常に質の高い調査

報道のレポートを主要なアメリカのニュースメ

ディア組織と連携して出版しているわけです。 

私がそもそもこの Investigative News 

Network という名称と概念を提案したものであ

りましたし、もともとの宣言案というものは私

が練ったものであります。そして、もちろんこ

れは全参加者によって合意されたんですけれど

も、いろいろ可能性はあるんだというふうに私

も思っております。 

 

大統領を失墜させた比センター 

 

非営利組織による多くの調査報道がありま

す。例えば今日のことですが、インターナショ

ナル・ヘラルド・トリビューン紙の 1面に、政

治紛争に絡み、フィリピンの遠隔地で 56人が切

り殺されてしまった、というニュースが出てい

ます。 

フィリピンのこの地方における腐敗に満ち

た事件を追っているのは、フィリピンの Center 

for Investigative Journalism の支部なのです。

その人たちが現地で追っているのです。 

このフィリピンのセンターというのは、90年

に 9人の女性のジャーナリストによって創設さ

www.centerforinvestigativereporting.org
www.propublica.org
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れておりまして、数々の暴露記事をものにして

おります。腐敗事件をすっぱ抜き、スクープし

ておりまして、そのうちの 1つの記事の結果、

エストラダ大統領が失墜してしまったのです。 

このフィリピンのセンターの調査報道の結

果、エストラダ・フィリピン大統領というのは

5 人の愛人に対して 5 軒の豪華な館を建ててあ

げた。これは不正行為に違いない、何とならば、

公務員としてそんなに給与を受け取っているは

ずがないからだ、ということで、結局弾劾され

てしまったわけです。 

2001年以来、世界的に調査報道コンフェラン

ス運動というのが盛んになりまして、世界中の

ＮＰＯで調査報道をやっている多くの機関が集

まって国際会議を開くということになっており

ます。 

 

世界に広がる調査報道センターの輪 

 

最初の 2回の国際会議は、コペンハーゲンで

2001 年、2003 年に開催され、3回目は 2005 年

にアムステルダムで、4回目は 2007年、トロン

トで、そして昨年はノルウェーのリレハンメル

でやっぱり開かれており、次回は 2010年 4月に

スイスのジュネーブで開催予定ということにな

っています。ノルウェーの会議には、世界の 87

カ国から 500人の調査報道記者が集まりました。

そして、世界で一堂に会して調査報道について

意見交換をし、実践、標準などについていろい

ろ交換し合った。そして、どうやったらよりよ

い報道ができるのか、いろいろ討議がされまし

た。 

イギリスのロンドンでは 7 月に、Bureau of 

Investigative Journalism という組織も設立さ

れました。これは新たにイギリスでつくられた

非営利 のセンターなんですけれども、元ジャー

ナリストで、非常にお金持ちの夫と結婚した人

が篤志家でして、500 万ドル寄附してくれて、

できました。 

この数か月間の話として、ペルーの世界的に

著名なグスタボ・ゴリティ Gustavo Gorriti と

いう記者、この人はフジモリ政権によって誘拐

され、パナマなどに追放された人なんですけれ

ども、この人がやっぱりペルーで新しい非営利

の調査報道センターをつくりました。資金は、

北米の財団から出ております。 

現在、27のＥＵの諸国を対象として、ヨーロ

ッパでも調査報道に関してのセンターがつくれ

ないか協議中ですし、これとはまた別に、オー

ストラリアでも少なくとも１つ、できれば複数、

こういった調査報道をやるセンターをつくろう

という討議が進んでおります。 

それでは、最後に、2 つ明らかなことを申し

上げたいと思います。 

第一に、こういった非営利の調査報道機関と

いうのは、アメリカ内外において今後たくさん

数がふえてくるものと思います。 

 

米国では１０大学が拠点に 

 

現在は、アメリカではこういった調査報道セ

ンターが 10ございまして、アメリカの大学をそ

れぞれ拠点としておりまして、主要な報道機関

とパートナーシップを組んで、取材活動及び発

表をしております。 

こういった調査報道をやるセンターを日本

でスタートすることができるでしょうか。例え

ば早稲田大学などにおいて。その職務は、未来

のジャーナリストを育成するということと、質

の高い、しかも、たくさんの独立した硬派の調

査報道をものにするということで、こういった

ジャンルというのは、このごろでは、商業上の

ニュースメディアはなかなかカバーできないも

のであります。そんなセンターがあっても、よ

ろしいんじゃないでしょうか。 

一つ、アメリカでわかったことは、皆さんが

思っている以上に、調査報道に対して資金とい

うのは集めようと思えば集められるということ

です。 

Institute for interactive journalism、Ｊ

-Ｌab( http://www.j-lab.org/ )の理事を務め

ている Jan Schaffer が書いた 2009年の報告書

によれば、2005年以来、大小 180の財団が計約

http://www.j
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1 億 2,800 万ドルをアメリカのニュース及び情

報プロジェクトに出している。この額というの

は、いわゆるパブリック・ブロードキャスティ

ング用に年間何億ドルも予算がつきますが、そ

れは数えない上での話です。 

このように、多額の資金がかけられていると

いうことの裏には、いろいろフィランソロピー

関係の財団の人たちというのは、ジャーナリズ

ムがいま危機に瀕しているということを意識し

ているからだともいえるわけでありますし、ま

た幅広くアメリカ全体の話として、より大きな

市民をめぐる危機が増大しているからというこ

とを受けての結果である、というふうに思いま

す。 

十分情報もなく、情報を得ないで、どうやっ

て有権者が、自分たちが選んだ代表制の民主主

義のもとで働いている議員の人たちが本当にア

カウンタビリティー（説明責任）を持って行動

しているかどうか判断できるのでありましょう

か。 

ご清聴、どうもありがとうございました。 

 

＜質疑応答＞ 

 

司会 ルイスさん、どうもありがとうござい

ました。 

いまのお話を伺いますと、アメリカのＮＰＯ

のジャーナリズム組織は、日本円にすると年間

2 億円あるいは 4 億円という資金、そういう意

味ではかなり大きな額だと思うんですが、そう

いう形で運営されており、最後にお話しにあっ

たように、2005年からいままでに180の財団が、

日本円にするとおよそ 130億円をニュースある

いはインフォメーションのプロジェクトに提供

しているという、非常に大きな動きがあるとい

うことが、きょうのお話の中でわかったと思い

ます。 

きょうのお話は、最初にもお話ししましたよ

うに、日本にとっては非常に新しい話ですので、

できるだけ皆さん、いろんな意味で、例えば非

営利というのはどういうものなのか、あるいは

公共放送というものはどう違うのかとか、基本

的な質問もおありだと思いますので、もし皆さ

んから質問がなければ私のほうからしますけれ

ども、会場の皆さんからの質問をまず最初にお

受けしたいと思いますので、ぜひ挙手をして質

問をしていただければと思います。 

 

質問 これはルイスさんよりも瀬川さんに

聞 き た い ん です が 、 Center for Public 

Integrity というのは、日本語では何と訳した

らいいんですか。 

 

司会 私、実はきのう、どうしてつけたのか

ということで、どういう意味になるのかという

ことをお聞きしたんですが、「Integrity」とい

うのは「高潔」あるいは「清廉」、そういう意

味だというふうにお聞きしましたし、その前に、

きょうのお話にもありましたように、

Investigative Reporting の組織としては二つ

目で、最初に Investigative Reporting という

名前がついているのがあるので、あえてそれを

外してつけたということはいわれていたんです

けれども、ちょっとご本人にもう一回聞いても

らったほうがいいと思います。 

 

ルイス 「60 Minutes」の番組を私はやめた

んですけれども、そのころ、とっても苛立って

いたんです。アメリカのニュース報道では、腐

敗に対しての切り込みが足りないというふうに

いつも思っていました。 

 

スクープ逃がすナショナルメディア 

 

80 年代の後半に、本当はウォーターゲートに

次いで大スクープになるであろうはずであった、

イラン・コントラ・スキャンダルというのがあ

ったんですけれども、これをアメリカで暴露す

ることを逸してしまったんです。レバノンでニ

ュースが初めて出たということで。アメリカの

ジャーナリストは、だれからこのニュースを最

初に知ったか。それは残念ながら、ミース司法

長官から知ったのです。これはあってはならな
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いことだと思いました。 

それから、80年代のＳ＆Ｌ（貯蓄貸付組合）

の崩壊事件、これはもう一番大きな当時の金融

ニュースだったんですけれども、これもナショ

ナル・ニュース・メディアはワシントンですっ

ぱ抜くことができなかったわけです。 

この問題をめぐる最良の記事は、テキサスや

他の州レベルでなされた報道であったというこ

とで、全国ニュースで追い切れなかった、だれ

も気づいていなかったのです。 

実は私、新しいアメリカの下院議長について

取材していまして、その過程で、この人が倫理

にもとる、怪しいスキャンダルというか、不正

事件にかかわっていたということがわかってき

まして、ぜひこれを番組にしたかったんですけ

れども、ＣＢＳはノーといった。そんなものは

記事にならない、というわけです。 

でも、2 年たった後、1800 年代以来初めて、

現職の下院議長が辞任したわけです。そして、

その当時、「ああ、こんなことが起こって、あ

なた、どう思いますか。あなたの上司、すごい

嫌なやつだと思ったでしょう」というふうに聞

かれたので、「そうだ」といいました。「最悪

だ、私の上司は」といいました。 

この Investigative Reporting という言葉を

使って団体をつくりたかったんですけれども、

もういい名前は他の NPOに全部使われてしまっ

ていたわけなんです。Center for Investigative 

Reporting も あ り ま し た し 、 い ろ い ろ

Investigative Reporting に関しての財団とか

あったので、もうその言葉を使えなかったとい

うことで、この「Public Integrity」という言

葉を使おうと思ったわけです。 

 

超党派の高潔性を追求する精神 

 

つまり、Public Integrity の持つ意味という

のは、正しくないところにメスを入れて正そう

という精神が働いているということで、超党派

で双方をちゃんとみてやっていくということで、

公共における高潔性というものを追求したかっ

たということで、Public Integrity という名称

を使うことにいたしました。 

そして、切り込む先というのは、官民を問わ

ず、権力の座についている人、機関、そして最

初はアメリカ国内から始めるけれども、ひいて

は国際的にまで展開したかったということです。 

 

司会 いまのことなのですが、日本語に訳す

ときに、皆さん、何かいい言葉をつくっていた

だけると、これ、なかなか私もうまく訳せなく

て……。 

 

質問 二つ質問があります。ひとつは、NPO

のチームとして働いている人の給料はどのぐら

いで、どういう形で支払われるんですか。

endowment からの寄附金によるのか、それとも

ニュースの売上によるのか、歩合制なのか、そ

のあたりの仕組みを教えてください。 

2 つ目は、調査報道というジャーナリズムの

最先端といいますか、一番とんがったところを

ＮＰＯがやるというのは理解できるんですが、

そのほかにも、例えばホワイトハウスで日々起

きていることや、国防総省で毎日あるブリーフ

ィングもだれかがカバーしなければいけない。

新聞は、調査報道だけでは成り立っていないし、

テレビのニュースも調査報道だけではつくり切

れない。10 年間で 400 本、それが 10 団体あっ

たとしても、4,000 本ぐらいしか出てこないわ

けですからね。日々の小さな動きもだれかがカ

バーしなければいけない。 

いま、アメリカで多くの新聞が、財源がなく

なって、ニューヨークタイムズでさえ危ないと

いわれているときに、そうした根っこの部分の

ような報道は、だれがどのようにして担ってい

くとお考えなんでしょうか。 

 

ルイス ぜひお答えしたい。まず、スタッフ

についてなんですけれども、2 つやり方がある

んです。1 つは、コアスタッフということで、

大体5人から40人ぐらいをコアとして置いてい

て、サラリーは、かなり他の商業的なニュース

メディア会社と競争力のあるいいものを払って

います。大体、来てもらった人は、昔、新聞社
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に働いていた人たちということで、みんな私が

スカウトをしてきた人ばっかりなんですけれど

も、元新聞記者ということで。非常にいい給料

を我々は払っていまして、実はもといた会社よ

りもセンターに移ったほうが月給が上がったと

いう人がほとんどなんです。非常にいいフルタ

イムでの給料を払っておりますし、ちゃんと歯

医者さんにも行けるような医療手当も含めて、

寛大な手当プラスかなり寛大な休暇もとれると

いう形になっております。 

このコアスタッフに加えて契約ライターと

いうのもいるわけです。それは、そのプロジェ

クトの大きさとか長さによって支払いは変わっ

てくるんですけれども、5,000ドルから 6～7万

ドルに至るまで、といったような形です。この

辺は、伝統的な既存のメディアの編集室勤務の

記者と変わらないと思います。 

 

日々のニュースをどうするか 

 

確かに、各国の首都において、日々のニュー

スを追うということはとても重要だということ

は、私も認めます。いまワシントンで、オバマ

政権のホワイトハウスの中で、一番人を張りつ

けて報道しているのはニューヨークタイムズで

もワシントンポストでもないんです。4年前に、

オンラインのニュースとて登場してきたポリテ

ィコ( www.politico.com )というところが一番

多くの人をホワイトハウスに張りつけています。

ポリティコ社自体というのは、フルタイムのス

タッフというのも 100人弱であるので、既存の

ニュースメディアと比べたら全然弱小なわけで

す。それでも７人から 10人、いま、ホワイトハ

ウスにつけております。 

このポリティコというところは、オンライン

でニュースを流していて、ウイークリーでサマ

リーも別に出しているところですけれども、こ

れ、新しいニュースメディアの形であるという

ふうに思っております。経済の規模というのが、

1,000 人単位の人を使っている大きな新聞社と

は違うということで、人数的には一握りしかな

いという新しいメディアの形ということです。 

政府の高いコミュニケーション能力 

 

もう一つのご質問なんですけれども、我々の

時代というのはますます、政府のほうが国民と

直接コミュニケーションをとることがうまくな

ってきている時代だというふうに思うのです。

ブッシュ大統領が大統領に就任したときに、450

人のＰＲ担当官を一緒に連れてホワイトハウス

入りしたわけです。つまり、政府の売り込みを

図りたいということで、歴代大統領に比べて、

その予算も 2倍にふやしたのです。 

オバマ政権になりましたら、もうブッシュ氏

を超える勢いでイメージづくりに貢献してくれ

るようなＰＲ担当の人をさらにごそっと雇って、

自分に張りつけているということであります。 

そして、いまや、ペンタゴンニュースチャン

ネルというのを、例えば国防総省がやるように

なってきたので、全然ニュース会社などに頼ら

ずに自前で政府がやるようになったということ

であります。どうしても政府のほうがジャーナ

リズムの上を行ってしまうのです。非常に気に

なることなのですけれども、これは、何が事実

で何が事実でないかといったようなことについ

ても。 

それで、また、もちろんデイリーの日々のニ

ュースは大事だということはそうだというふう

に思います。しかしながら、どうしてもこうい

う時代になりますと、とりわけテレビ、放送メ

ディアに言えることですが、操られやすくなる。

高官へのアクセスをコントロールされ、また政

権側が設定した日々の緊急なアジェンダを追わ

ざるを得なくなることで、何を報道するか、い

いなりになってしまう状況になってしまったわ

けです。 

だから、そういうふうになりたくないという

ことで、地味だけれども時間をかけて、一歩引

いて、十分分析を行って、日々、きょう何時何

分にだれが何を言ったといったようなことはさ

ておいて、じっくりと調査報道をするというの

がますます重要になってきていると思うのです。 

 

質問 資金集めなんですが、これはどのよう

www.politico.com
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に具体的にやっておられるんでしょう。調査報

道のテーマごとに資金を集めるということもあ

るのか、もっと大きく、個別に、財団やその先

ごとに交渉するのか、その具体的な資金集めの

様子を教えてください。 

それと、今後、いわゆる Non Profit の News 

Organization と、いわゆる商業ジャーナリズム

と、どういうふうに併存していくのか、もう調

査報道はＮＰＯがやるべきなのか、近い将来の

ジャーナリズムの組織、記者、どんな姿になる

のか教えていただければと思います。 

 

ルイス とてもいいご質問をいただいて、ど

うもありがとうございます。どうやって資金調

達をするのかという話なのですが、実は、私、

このセンターをつくる前は一銭も外部から資金

を調達したなんていうことはなかったわけで、

センターをつくって、全く新しい世界に飛び込

んだという感じだったわけです。 

最初の 10 年間は、メディア財団からは一銭

もお金はいただきませんでした。変わってるな

と思いましたけれども、メディア財団からして

みると、私のようなセンターにお金を出してし

まうと、自分の組織と競争されてしまうのでは

ないか、脅威になるのではないかというふうに

恐れられたからであります。 

でも、だんだんと私も勉強をしていって、財

団側の手の内というものを自分のものにするよ

うにいたしました。つまり、いろいろ観察をし

て、アメリカの財団というのはどういうテーマ

だったらお金を出しやすいのか、どのように考

えているのか、どう話すのか、どうやって資金

を組織しているのかといったようなことを、い

ろいろ私自身も勉強していったわけです。 

そうすると、やっぱり財団好みのテーマがあ

るというのがわかりました。それは民主主義で

あり、時の権力者が説明責任を持つことであり、

お金持ちだからといって選挙に不正なアクセス

を持ったらいけないですとか、環境問題全般、

ヘルス、国家安全保障、人権、こういったとこ

ろが大体財団が好みそうなテーマだなというこ

とがわかってきて、だんだんと勘どころを得て

きたわけです。 

 

資金集めの要諦は取材と同じ 

 

だんだん、この世界がどんなリズムで動いて

いるのか理解するようになったわけです。最初

の 4年間で私は、数百通も手紙を送ったのです

が、あとで分かったのは、財団の人たちはこの

手紙を読んでいなかったということでした。 

ですから、記者が取材源に当たるように、ち

ゃんと財団の人に会って、お話をさせていただ

いて、そして彼らの話を聞いて、どうやってそ

の財団が運営されているのか、いろいろわかる

ようにいたしました。 

話していると、大体先方にどのくらいお金が

あって、どういったテーマを特に重要視してい

るかということがわかってきますので、もちろ

ん、彼らの好みのテーマ、私がぜひ追いたいテ

ーマ、一致しないとだめなんですけれども、そ

の一致したところでお金を出していただくとい

うふうになったのです。こういうふうにお話し

すると、何か不思議なことのように聞こえるか

もしれないけれども、これは記事を追っていく

のと同じなのです。取材と同じということで、

今回は対象が財団だったということだけだと思

います。 

何しろ、Center for Public Integrity とい

う非常に大きな名前をつけたわけなので、当然、

私自身も国民、社会に対して説明責任を持たな

くてはいけないわけです。ですから、いただい

た資金については慎重に、また良心的に取り扱

うということを常に持論としておりまして、規

範を定めております。高い透明性が重要で、ど

なたからお金をいただいたのか、そのドナー名

は 100％開示するということをちゃんとやって

おります。 

 

編集の独立を守る知恵 

 

目安としては、やっぱり追求するテーマとい

うのは、私自身が考えるテーマであって、先方
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がいってきたからそれに乗せられてやるという

ことはやりたくないと思っています。 

それから、しっかりと私は壁の役割もしてい

るわけです。つまり、そのお金を出してくれる

人と直接対応するのはあくまでも私であって、

調査報道に従事する調査担当者や記者たちは、

自分の本業にいそしむことができるように、彼

らがドナーと会話するといったようなことはな

いようにしております。いわば、私が盾になっ

て彼らを守っている。誤解が生じないようにし、

だから、純粋な編集もできるのだと思います。 

もう一つのご質問なんですけれども、いわゆ

るアメリカのエリート紙であるウォールストリ

ート・ジャーナルやワシントンポスト、ニュー

ヨークタイムズといったようなところは、これ

からも毎年 2～3 本はちゃんと調査報道をやっ

てくると思うのです。これは大きな賞を目指し

てやる大々的な調査報道ということであります。 

しかしながら、数百にも上る中小規模の新聞

はもう、調査報道をやりません。ますます顕著

になっているのは、それにかわる形として、地

方の非営利のセンター、あるいは全国ベースの

非営利のセンターが成りかわって調査報道をや

る。そして、その結果はテレビ、ラジオ、また

新聞といったニュース発信者と連携して流す。

そんな形になってくると思います。 

私が主宰しているワークショップも、今年、

来年を通じて、やっぱりいろんなところと連携

しています。ＡＢＣニュース、ＮＢＣニュース、

ＮＰＲ、マクラッチー・ニュースペーパーズ、

ＡＰ、ＵＳＡツデー等々と連携しているわけで

す。 

実はいま、１件、着手している調査報道があ

りまして、記者をベトナム、中国、インド、日

本にも送っているところなのですけれども、こ

れは、来年の春に全米、もしくは多分アメリカ

国外でも放送されることになると思います。 

 

アウトソーシングの時代 

 

ですから、こうした連携がどんどん増えてい

るということでありまして、今後も非営利の、

調査報道に特化したセンターの役割がますます

増えてくると思います。つまり、アウトソーシ

ングの時代だということなのです。商業メディ

アというのは、どんどん我々とか、ほかのとこ

ろにアウトソースして、報道させているわけで

す。簡単で安上がりですからね。それで、あた

かも、その商業メディア自身が取材したように

みせているけれども、クレジットをよくみると、

本当は部外にアウトソーシングしていたといっ

たような形で、皮肉に聞こえるのなら申し訳な

いですが、これが現実だということです。 

 

質問 私も 90 年代の終わりのクリントン政

権時代にワシントンにいまして、スキャンダル

が次々出てくる時代に、当時スキャンダルを追

っかけていたニューヨークタイムズのジェフ・

ガースだとか、ニューズウィークのマイケル・

イシコフとか、みんながあなたに非常に敬意を

払っていたのをよく知っています。で、あなた

の始めたセンターを訪ねたときに、数人の若い

人たちと仕事を始めていたということに感動し

ました。 

で、このこととはちょっと別な形で質問をさ

せていただきたいんですが、いまアメリカでは、

地方の新聞が閉鎖してしまっていっているとい

うことを聞きます。私たちは、アメリカのジャ

ーナリズムは、ローカルなジャーナリズムから

スタートするというふうに教わってきました。

地方のそういう小さな新聞が消えていくという

ことは、アメリカのジャーナリズム、民主主義

にとって非常に重大なことだと思うんですけれ

ども、この地方の人たちは、では一体どういう

形で、新聞にかわる情報手段を得ていくのか、

いまはもちろん途中だとしても、どういうふう

にお考えなのかを教えてください。 

 

深刻かつエキサイティングな状況 

 

ルイス 地方の状況というのは本当に深刻

なのですけれども、興味深いことに、とてもエ

キサイティングな状況も同時に起こってきてい

るのです。これ、両方とも相絡み合っているん
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です。つまり、地方の新聞社が閉鎖すると、数

千人のジャーナリストが失業するわけですが、

こういう人たちはジャーナリズム大好きだから、

ジャーナリズムの世界を離れたくない。だから、

多くのこうしたジャーナリストが自前で新しい

組織を作っているのです。 

で、Ａ・Ｊ・リーブリング A.J.Liebling と

いう有名なジャーナリストがいっています。本

当の自由な報道というのは、自分で報道機関を

もたない限りあり得ないということ。ほとんど

の記者は、自前で新聞社はつくれないので、そ

のかわりにＮＰＯをつくっているわけです。サ

ンディエゴでも、二つこういった非営利のセン

ターができています。一つはボイス・オブ・サ

ンディエゴ ( www.voiceofsandiego.org )、一

つは、ウォッチドッグ・インスティチュート 

( www.watchdoginstitute.org )ということで、

こういった人たちもサンディエゴに拠点を置き、

地方のメディア会社と連携してサンディエゴ関

連の記事をカバーしているわけです。 

同じように、ミネソタ州のミネアポリスのミ

ンポスト( www.minnpost.com )というのができ

ていますし、あと、新しいシカゴ・トリビュー

ン関係の人たちがシカゴでやっぱり、コンソー

シアムをつくって、１月からもう出版を開始す

ることになっています。 

ボストンではニューイングランド調査報道

センターができていますし、ウイスコンシンで

も同じくウイスコンシン調査ジャーナリズム・

センターが新たにできています。 

こういった形でオレゴン、ノースキャロライ

ナ、コロラド、フロリダ州で新しいセンターが

できています。テキサスのオースティンでは、

テキサス・マンスリーのエディターだった人と、

テキサス一お金持ちの人、この人は出版業界の

人なんですが、その人が、がっちりスクラム組

んで、11 月からテキサス・トリビューン

( www.texastribune.org )という組織を立ち上

げています。 

つまり、地方の新聞会社がつぶれたのに伴い

生じた空白を、新しい生態系を作ることで、ジ

ャーナリストたちが直接埋めるということが今

起きているのです。だから、悲しい一方でエキ

サイティングなことが同時に起きているという

ことです。大変興味深い、しかも歴史的なこと

だというふうに思っています。 

 

質問 冒頭で、講師は新聞広告の話を切り出

されましたね。Classified ad といわれました

ね。私は非常に感銘を覚えました。これからの

新聞は、want ad がふえるのではないか。Help 

wanted のような、want ad が出てくるんではな

いかと思います。 

簡単に伺います。私は新聞社での編集販売広

告事業の経験を踏まえながら、いま考えている

ことが一つあります。新聞のサブスクライバが

イコールアドバタイザーになる仕組みでありま

す。具体案は差し控えますが、いかがですか。

具体的に進めておりますが、学者としていかが

お考えになるか。 

 

ルイス ２つに分けてお答えしたいと思い

ます。個別の広告ですとか、いわゆる

Classified ad の話なんですけれども、もうい

まや、みんなこれ、インターネットに移ってし

まったわけです。ずっと安いからということで。

クレイグリスト( www.claiglist.org )ですとか、

いわゆるオンラインサービスが非常に盛況であ

るということで、このおかげで、たくさんの収

入源を新聞社は失ってしまったわけです。 

もっとずばり申しあげれば、もうちょっと新

聞社のほうも、機敏に世の中の空気を読んだら

よかったのに、もっと早くこういったものが台

頭するということに気づいていればよかったの

に、ということなんです。でも、あまりにも新

聞社というのは新しい技術に対しての反応が鈍

過ぎるということで、あまりにも鈍かったから

こんな大きなツケを払わされてしまったんだと

いうふうに、私は思っていますし、あまりにも

ぎこちない対応過ぎたというふうに思っており

ます。 

 

 

 

www.voiceofsandiego.org
www.watchdoginstitute.org
www.minnpost.com
www.texastribune.org
www.claiglist.org
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ルールなき領域に突入 

 

第２番目のご質問なんです。もう少し中身を

お知らせいただかないと、何ともコメントをし

ようがないということが本音なのですが、ただ、

一つ明瞭なのは、現在の瞬間というのは、歴史

的に見れば、わくわくもするし、非常に気にも

なるし、というこの両側面が一挙に訪れた時、

というふうに思っております。 

つまり、いまやもう無法地帯、ルールなき領

域に入ったということなのです。営利のメディ

ア会社が国民とか一般公共に対してぜひ寄附し

てください、と頼むような時代になってしまっ

て、逆に非営利の出版組織が広告を掲載します

といってみたり。といったようなことで、一つ

の組織は会員制でやっている、もう一つのとこ

ろは、この定期購読者、サブスクライバを募っ

てやっているということで、何でもありになっ

てしまいました。技術が非常に発展した結果、

もういろんなものの境界が危うくなってきて、

それが取っ払われつつある。だから、ルールが

全くない世界になってしまったということです。 

ですから、起業家精神に富んだ人にとっては、

こんなにエキサイティングなときはないわけで

すが、この職業大好きと思っているような、私

にとってみればちょっと気になる世の中になっ

たなということだと思うのです。 

ですから、自分の乗っている自動車のシート

ベルトをしっかりと締めてやっていくしかない

というふうに思っております。衝突事故が起き

ないように望みたいですが。 

 

質問 非常に基本的な質問なんですが、調査

報道といえば、相手が書かれたくないことを報

道する、書いていくものだと思うんですが、そ

うなれば、当然のことながら、訴訟を起こされ

たり、あるいは資金を引き上げるとか、ファン

ドレイジングに影響を及ぼすとか、そういった

圧力をかけてくることが、まま日常茶飯事だと

思うんですが、それにどういうふうに対処され

ているのか、それをお聞かせ願いますでしょう

か。 

相手に会う前に膨大な資料を読む 

 

ルイス まずアメリカの利点の一つという

のは、ほんとに世界で最も古い情報開示法とい

うのが徹底しておりますので、その透明度とい

うことについては世界の大半の国々に負けない

というふうに思います。つまり、数百万に及ぶ

文書ですとか、記録ですとかがあるわけですの

で、だれかにインタビューをする前にそれらに

目を通し、相手が何をやったのか、会う前に知

識を得ることができるわけです。 

調査報道にとって非常に大事なことは、あな

たが会おうとしている相手と実際に会う前に、

数千ページに及ぶ記事や主要な資料を読むこと

です。これは、私がジャーナリズムのクラスで

生徒に教えていることでもあります。まず外堀

から埋めるのが重要だ、もう本丸の人に最初か

ら切り込んでもよくないので、その周辺から始

めて、最後に本丸に行くといったようなことも

勧めているわけです。でも、若いジャーナリス

トというのは、最初からこの本丸に切り込んで

いきたい、最初の 10分からというふうに思いが

ちなんですけれども、これは大きな間違いだと

いいたいと思います。 

あと、訴訟の話なんですけれども、各国、も

ちろん訴訟の基準というのは異なっていると思

いますし、ジャーナリズムの世界での法的なも

のというのはどうやって裁くかということも、

いろいろ違いはあると思うのです。 

ディック・チェイニー(前副大統領)に関して

書かれた私どもの記事をめぐり、ロシアの億万

長者から訴えられたとがありました。十分私ど

ものケースを弁明して、裁判所が、最終的には

この事件は却下するということになりましたが、

そこへ至るまでに 5年もかかりました。 

 

自らの報道を守る姿勢が後退 

 

非営利であれ、営利であれ、ニュース組織と

いうのは、自分たちの報道は身をもって守らな

くてはいけないということなのです。でも、こ

のごろアメリカでみられるパターンとしては、
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特に商業用のニュース組織に顕著なのですが、

わざわざ裁判に行って、手間暇かけて記者の名

誉を守るといったようなことはもうしたくない、

ちゅうちょするという傾向が目立つようになっ

ています。それよりももっと安くつく和解とか

示談に走るという傾向が非常に際立っておりま

す。だから、会社を挙げてその記者の名誉を守

るなんていう風潮がなくなりつつあるわけで、

私はこれはもう深刻な問題だというふうに思っ

ています。 

ですから、取材人が使ったノートですとか、

また取材源を明かして訴訟人のほうに渡してし

まうといったようなことは、結構横行している

わけです。ですから、記者の側からみると、も

う会社に見捨てられたという形になってしまう

わけで、私は、これはとても深刻な問題だと思

っています。 

最後の点です。調査対象になる人から圧力を

かけられないか、影響力を行使されないかとい

うことなんですけれども、ワシントンというの

は、非常に居心地がいいというか、小さくまと

まったまちだからということで、私たちの誰も

ホワイトハウスの夕食会に招かれるだろう、な

んていうことは絶対思ってないということです、

最初から。 

だから、私のセンターの人とか、ワークショ

ップにかかわっているスタッフは、例えばワシ

ントンの社交界のＡリストに載りたいなんてい

うことはだれも思ってないということです。私

はもちろん、閣僚から長官から、ホワイトハウ

スの人からとか、企業のＣＥＯから脅しもかけ

られたり、またおべっかを使われたり、いろい

ろありますけれども、おもしろいなと、一歩引

いてみていますけれども、絶対、その手には乗

らないということで、全然違う世界の話という

ことで、切り離して考えています。 

 

司会 では最後の質問ということで。 

 

質問 大変印象的なスピーチを、どうもあり

がとうございました。 

ルイスさん、最後に、Why not とおっしゃっ

て、日本でもどうですか？ のようなご提案が

ございましたけれども、一つ私が思いましたの

は、私も、滞米生活 5年ほどあるんですけれど

も、アメリカでの言論の自由を守るといいます

か、健全なジャーナリズムを守る風土というよ

うなものと、日本との差異というものがやはり

あると思うんですね。これだけルイスさんがつ

くったようなニュースオーガニゼーションを守

るためにたくさんの方がお金をドネーションさ

れているのだと思いますけれども、日本でそれ

だけのお金が集まるのかどうかという点が若干

気になりました。これ、質問といいますか、私

の考えです。 

もう一つ、もしご存じでしたら、フランス等

は政府の新聞援助なんかありますけれども、ヨ

ーロッパでも同様なＮＰＯ、こうしたニュース

組織をつくるような動きがあるのかどうか、も

しご存じでしたら教えてください。お願いしま

す。 

 

日本でも不可能ではない 

 

ルイス まず日本について少し語らせてく

ださい。もちろん、私、全然日本のエキスパー

トでも何でもない、その正反対なんですけれど

も。日本の大学でも民間からの基金ですとか、

寄附ですとか、お受けになっているところがあ

ると思います。やっぱり大学は最高の学府であ

るということで、新世代に対して新しいことを

教えるということで、一番ふさわしいのは大学

だというふうに思います。で、大学が民間から

資金を募って、そこでこういった新しい世代の

ジャーナリズムを教えるということは十分考え

られるわけで、日本の土壌においても、決して

不可能ではないというふうに思っております。 

アメリカでは、10の大学にこういったセンタ

ーがありまして、新しい世代の育成もやってい

るし、いいコンテンツも同時につくっているわ

けです。教えながら物をつくるということで、

既存の日本の機関でもできないはずはないので

はないかというふうに思いますし、極めて論理

的な今後の方向性ということじゃないでしょう
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か。 

でも、何分私はよそ者ですので、こういった

印象しか申しあげられないんですけれども。 

 

欧州で進む独自の拠点作り 

 

ヨーロッパについてですが、申しあげたよう

に、Bureau of Investigative Journalism とい

うのはロンドンで７月にできました。それから、

ロンドンのシティ大学にも Center for 

Investigative Journalism というのはできてお

りまして、この間、7 月に私、現地に行って、

200 人の方を対象にして講演をしたばっかりな

のです。ルーマニアにも、 Center  for 

Investigative Journalism が 2001年にできて

おりまして、非常に優秀な調査報道を中東欧域

でやっているところです。バルカン半島のほう

では、やっぱりボスニアなどを中心として同じ

ようなセンターができております。ノルウェー

やブリュッセルでも、EU全域を対象に、私のや

っている Center for Public Integrity のよう

な組織を作ろうとするジャーナリストたちの動

きがあります。かなりヨーロッパではいい状況

になっていて、いろんなセンターができつつあ

るというところであります。 

やっぱり、ヨーロッパでも、ここ数年の間に

何千とはいわないまでも数百人の報道関係者が

失職している。これを見て、やっぱりこれは市

民にとっての危機だ、やっぱり我々には情報が

欠かせないというふうに思っているということ

なので、何か新しいことを始めなければならな

い、という機運が高まっている。大変興味深い

動きであると思います。 

 

司会 それでは時間も過ぎましたので、

conclusion にしたいと思います。 

一つ、ルイスさんが最後におっしゃられた中

の、日本で調査報道を大学でやらないのか、Why 

not という話がありましたけれども、それに対

して一つお答えしたいのは、早稲田大学では、

2008年の4月から政治学研究科にジャーナリズ

ムコースを、これはジャーナリズム大学院とい

うことで、日本で初めてつくりまして、その中

で調査報道の方法という授業をやっております。

これは現役の記者の方を講師に招いて、学生に

トレーニングしながら、調査報道をして、それ

を Web マガジンで掲載していくということな

んですけれども、そのパブリックコメントにつ

いての一つ記事を出しましたし、いまも一つ、

調査報道をやって、いずれ Webマガジンで出す

予定です。 

ということで、つまり、いろんな意味での日

本での環境というのはまだ整ってはいないと思

います。そういう財団があるとか、寄附の環境

には、なかなか日本はないという状況はあると

思いますけれども、そういう形で、日本でも、

あるいは早稲田大学でそういう調査報道をセン

ターとしてやっていくという芽を、いま始めて

いるところでありますし、ここにおられるメデ

ィア企業の方々、あるいはほかの財団の方々

等々、また連携して、新しいそういう動きを日

本の中でつくっていくことによって、メディア

のいまの危機への一つの対応ということを考え

ていきたいと思っております。 

本日は、ルイスさん、本当にありがとうござ

いました。（拍手）      (通訳 池田薫) 

             

（文責・編集部） 

 

                                




