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新聞の過去・現在・未来 

常務取締役  編集担当  

ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン株式会社代表取締役

西村陽一  
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１９８５年８月 日航機墜落 

3 

2015年8月13日 
墜落から30年 

1985年8月13日

朝日新聞（夕刊）
朝日新聞社に無
断で転載するこ
とを禁じる 承諾
番号：17-6206 

1985年8月
13日朝日新

聞（朝刊）第
1面 朝日新

聞社に無断
で転載する
ことを禁じる 
承諾番号：
17-6206

2015年8月13日朝日新聞 朝日新聞社に無断で転載すること
を禁じる 承諾番号：17-6206 



御巣鷹山から伝えたこと 

4 

入社５年目。 
長野支局員として、 
現場から伝えたかったこと。 

1985年8月13日 夕刊1面 朝日新聞 朝日新聞社に無断で転載すること
を禁じる 承諾番号 17-6206 

著作権等の都合により、ここ
に挿入されていた画像を削

除しました。  

表紙画像 

朝日新聞社会部編『日航
ジャンボ機墜落 朝日新聞
の２４時』（朝日文庫、1985

年） 
https://publications.asahi.co
m/ecs/detail/?item_id=3010 

著作権等の都合により、ここ
に挿入されていた画像を削

除しました。  

人物写真 

朝日新聞社会部編『日航
ジャンボ機墜落 朝日新聞
の２４時』（朝日文庫、1985

年）
https://publications.asahi.co
m/ecs/detail/?item_id=3010 



２０１１年３月 東日本大震災が発生 
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2011年3月14日
朝日新聞1面 

朝日新聞社に
無断で転載す
ることを禁じる 
承諾番号：17-
6206 

2011年3月12日
朝日新聞1面 

朝日新聞社に
無断で転載する
ことを禁じる 
承諾番号：17-
6206 



東日本大震災で伝えたこと 
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紙面すべてに責任を持つ
編成局長（ＧＥ）として 

新聞を待っている 
たくさんの人たちのために 
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掘り起こさなければ、世の中に出なかった事実がある 

徳洲会から5,000万円 

↓ 

猪瀬知事辞任 

7 

リクルート未公開株

↓ 

政界に広がった「濡れ手で粟」 

↓ 

首相辞任 

検事がフロッピーディスク改ざん 

↓ 

村木厚子さん無罪、検察トップ総

退陣 

↓ 

捜査手法見直し 

1988年6月18日朝日新聞 朝日新聞社に無断で転載することを禁じる 
承諾番号：17-6206 

著作権等の都合により、ここに挿入さ
れていた画像を削除しました。  

新聞記事 

日本経済新聞2013年11月22日 
http://www.Nikkei.com/article/DGXNA

SDG2201K_S3A121C1CC0000/ 
「徳洲会、猪瀬氏側に5000万円 都知

事選前強制捜査後に返却」 

2010年9月21日朝日新聞 朝刊1頁 朝日新聞社に無断で転載することを禁じる 
承諾番号：17-6206 



パナマ文書報道 
朝日新聞とＩＣＩＪの提携 

著作権等の都合により、ここに
挿入されていた画像を削除しま

した。  

新聞記事 

Exclusive The secret $2bn trail of 
deals that lead all the way to 

Putin  
https://www.theguardian.com/n

ews/2016/apr/03/panama-
papers-money-hidden-offshore 

朝日新聞社に無断で転載することを禁じる 承諾番号：17-6206 

朝日新聞
社に無断
で転載す
ることを禁
じる 承諾
番号：17-
6206 

朝日新聞
社に無断
で転載す
ることを
禁じる 
承諾番
号：17-
6206 

朝日新聞社に無断で転載することを禁じる 承諾番号：17-6206 



「調査報道というのはジャーナリズムにとって 
いわばR&D（研究開発）部門にあたる」 

（国際調査報道ジャーナリス連合 
=ICIJ=のジャーナリスト） 
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著作権等の都合により、ここに挿入されていた画像を削除しました。 

新聞記事 

Center for Public Integrity 
https://www.publicintegrity.org/ 

著作権等の都合により、ここに挿入されていた画像を削除しました。 

新聞記事 

International Consortium of Investigative Journalists 
https://www.icij.org/ 
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2.6テラバイトのデータ 
＝新聞１０００万部程度に相当するデータ量 

アマゾン・クラウドで３０～４０台のサーバーを
同時使用
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米国の既存新聞社の経営悪化でコストのかかる 
調査報道チームの解散相次ぐ 
 

調査報道衰退への危機感から調査報道に資金を拠
出する大富豪や財団などが現れる 
 
非営利の報道機関が次々と誕生、人材が流れ込む 
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「（BLUR（邦題インテリジェンス・ジャーナリズム）」 
ビル・コヴァッチ&トム・ローゼンスティール 

 

「私を信じてくれ(trust me)」 
私＝ジャーナリスト 

「私に見せてみろ(show me)」 
私＝読者・視聴者 

デジタル時代になって、門番としてのジャーナリストから、 
ニュースの消費者や市民へと、パワーシフトが起きた 
the power shift in the digital age from the journalist as gatekeeper to the 
consumer or citizen as his or her own editor 

読者と新聞の新しい関係 
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著作権等の都合により、こ
こに挿入されていた画像を

削除しました。  
  

表紙画像 
 

Bill Kovach, Tom Rosenstiel
著 

Blur: How to Know What's 
True in the Age of 

Information, Overload 
Bloomsbury Pub Plc US, 

2011年 
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映画 ハドソン川の奇跡 
http://wwws.warnerbros.co.jp/hudson-kiseki/ 
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SOS from Mayor of Minami Soma City, next to the crippled 
Fukushima nuclear power plant, Japan 

http://www.youtube.com/watch?v=70ZHQ--cK40  
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著作権等の都合により、ここに挿入されていた画像を削除しまし
た。  

 
  
 

Sohhaib Athar @Really Virtual 
Helicopter hovering above Abbottabad at 1AM(is a rare event). 

2011年5月2日ツイート 
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May 3 2011 Abbottabad, Pakistan 
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2011年5月2日
朝日新聞1面 

朝日新聞社に
無断で転載す
ることを禁じる 
承諾番号：17-
6206 
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ハフィントンポスト
2016年12月5日
辞意表明 

レンツィ首相 イタリア国民投票で敗北
http://www.huffingtonpost.jp/2016/12/04/italy-

referendum_n_13418770.html 
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ハフィントンポストは、アメリカの著名な文化人であるアリア
ナ・ハフィントンが０５年に創設したインターネット新聞。ピュ
リツァー賞も受賞した、ネットメディアの雄だが、朝日新聞の
ような伝統メディアと決定的に違うのが「ふつうの個人」によ
るブログの寄稿を大々的に扱う点だ。編集部が書く記事以
外に、さまざまな立場の人に書いていただくのだ。筆者には
大学教授や大臣経験者ら著名な人もいるが、名もない大学
生、会社員、市民団体のメンバーなど「ふつうの個人」の声
も重んじている。

   （Journalism ８月号 竹下隆一郎 
ハフィントンポスト日本版編集長） 
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ハフィントンポスト日本版 

米国をはじめ世界１６カ国・地域で展開するネット上のニュースサイト「ハ
フィントンポスト」グループの日本拠点。２０１３年５月に開設し、朝日新聞
社がパートナー企業に。ユニークユーザーは月間１５００万。国内の
ニュースサイトではトップクラス。 

全世界の月間ユニークユーザーは２億人を超える。 

毎週「ハフポストブログレビュー」をハフポスト日本版で発表し、１週間で
最も印象に残ったブログを数本紹介している。 

   

  日本版ブロガー：1000人超  

    Facebook：31万人     

     Twitter：24万  

      LINE：14万人のファン・フォロワー数 
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日本のデジタルメディア勢力図 2016年春 ※数値は月間 
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（検索） 

（検索） 

（Instant Articles） （AMP） 

②集客 

③リーチ＋ 
     収益 

①集客＋ 
  配信料 

外部プラットフォームとの連携イメージ 

外部プラットフォームでの収益化 
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Google 

YAHOO! 
JAPAN 

facebook 

twitter 

YAHOO!JAPANニュース 

SmartNews 

LINENEWS 

livedoorNEWS 
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朝日新聞 
DIGITAL 
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PC 

[百分比] スマホ・携

帯 

[百分比] 

タブレット 

[百分比] 

ページビュー数 

PC 

[百分比] 

スマホ・携帯 

[百分比] 

タブレット 

[百分比] 

実訪問者数 

PCとモバイルの流入比率 

モバイルシフト 

2016年11月1日~11月30日 
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「手抜き除染」 withnews(うにゅ) 
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２０１４年６月開始 
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マスメディア企業の大物幹部 

「マーク、コミュニティーはどう作ればいいのだ？」 
マーク・ザッカーバーグ（Facebook創始者） 

   「できませんよ」 

「コミュニティーは作るものじゃないんです。すでにそ
こにあるものです。正しい問いは、どうすればコミュ
ニティーが作れるか、ではなく、コミュニティーの活動
をどう支援すればいいか、なんです」 

ジャーナリズムとは、 
コミュニティーの知識の体系化を助ける仕事である 

【ダボス会議での一場面】 

ジェフ・ジャービス「デジタル・ジャーナリズムは稼げるか」 
25 

コミュニティーの活動を支援する 
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photo by Guillaume 
Paumier,from wikipedia 
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報道機関は「コミュニティのまとめ役」 
報道機関は「コミュニティのまとめ役」であるべき。 

報道機関がコミュニティに貢献しようとすれば、 

まとめ役としての行動が求められることが多くなる。 

重要なのは、皆の声に耳を傾け、何を求めているのかを知ること。 

コロンビア大学のジャーナリズム学科教授だった 

故ジェームズ・ケアリーはこんな言葉を残している。 

「ジャーナリズムにとって、神に与えられた使命 

とも言うべき最も重要な役割は、民衆の利益になることである。 

それが欠ければジャーナリズムに存在価値はない。 

                      ジェフ・ジャービス「デジタル・ジャーナリズムは稼げるか」 
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コミュニティのニーズが何かによって 
報道機関の仕事内容、 
報道機関に求められるスキルは変わる 
コミュニティに属する人々に 
体系だった知識を提供するのが 
ジャーナリストの仕事 
伝えた情報が市民、コミュニティの 
ニーズを満たし、目標達成に役立つもの 
でなくてはいけない 
             ジェフ・ジャービス「デジタル・ジャーナリズムは稼げるか」 
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「ファスト・ジャーナリズム」と
「スロー・ジャーナリズム」 

「ファスト・ジャーナリズム」 

今、何が起きているのか、絶えず最新の情報を流すことだ。 

 

「スロー・ジャーナリズム」 

ある現象に関し、専門的な知識を持つ人たちが分析をし、 

その結果を報告する。その現象についてどのような議論が 

行われているか、どのような態度を取るべきかといったことも伝える。 

                    ジェフ・ジャービス「デジタル・ジャーナリズムは稼げるか」 
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ジャーナリストは、政治腐敗や労働問題・人種差別など、
重要な問題を明らかにし、社会が変わるのを促し、 
世の中をより良くするために貢献してきた。 

ソリューション・ジャーナリズム 
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今、ジャーナリズムは新たな一歩を踏み出さなければ
ならない。問題を解決するアイデアを持つ人々の話題

に目を向け、社会に伝えることだ。 

ソリューション・ジャーナリズム 
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アイディアを持った人と、その解決策についてのニュースに
光を当て、広めていくことで、わたしたちの生活、地域、 
社会を、変えることができるのではないだろうか。 

ソリューション・ジャーナリズム 
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ページビュー 4,374,000 
コンバージョン  32,900 

ページビュー 1,216,000 
コンバージョン   3,000 

過去最高の会員獲得数 
「小さないのち」 2016.10.27 

朝日新聞デジタル 
2016年10月17日記事 
http://www.asahi.com
/articles/ASJBJ7D61JBJ
UUPI00G.html 
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転載することを禁じる 
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「バーチャルリアリティは次のコンピューティングのプラットフォーム」 
～マーク・ザッカーバーグ 

2016年10月 Oculus Connect 3の基調講演から 
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Oculus Connect 3 Opening Keynote 
https://www.youtube.com/watch?v=hgz0hFokkVw&list=PLL2xVXG

s1SP7RjXUBwur43flR7tRcbYLD 
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コンピューティングは「四角い画面」だけではなくなるかもしれない 

Gear VR Oculus Rift 

PlayStation 
VR 

Microsoft HoloLens 
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10～15年後には、VRディスプレイは眼鏡サイズ、ユーザーは10億人と予想 

Oculus Connect 3で 
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MicrosoftがHoloLensで目指すもの コンセプトビデオ 
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 YouTube動画 

 
Microsoft HoloLens: Mixed Reality Blends Holograms with the Real 

World 
https://www.youtube.com/watch?v=Ic_M6WoRZ7k 
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急激に進むVR、MR環境の中で、 
メディアは何を目指していくか 

① 事件や事故、災害、あるいは「歴史的現場」に、読者・視聴者を連れて行く 

② 朝日新聞は、全天周静止画ではすでに多くの記録を積み重ねている 

③ また、「築地 時代の台所」では、全天周動画を撮影し、市場の3Dマップを作成、「失われ
ゆくものの記録」を続けている 
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実際にOculus Riftを使って 
築地市場を体験してみませんか？ 
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グループワークテーマ 
 

 あなたが朝日新聞社の『メディア・プロジェ
クト・リーダー』に指名されたとします。 

 さまざまなデジタル技術、SNS、VRやAIなど
を使って、新しい報道スタイル、報道手法
を考えてみてください。 
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