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質問①	
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あなたの問題意識は何ですか？	
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悪徳商法,いじめ,医療問題,環境問題,技
術問題,虐待,教育問題,経済問題,健康問
題,差別,ジェンダー平等,事件,事故,自
殺,失業,宗教問題,銃社会と規制,食の安
全,人権問題,人種差別,社会政策,政治問
題,セキュリティ,治安問題,知的財産権,
都市問題,ドメスティックバイオレン
ス,年問題,犯罪,反ユダヤ的虚報,表現規
制問題,貧困,不平等,プロレタリア文学,
平和,メディア問題,倫理問題,労働問題
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あなたはどのように伝えますか？	



Today’s	  Topics	

1.   いまニュースに起きていること	  
2.   データジャーナリズムとは何か？	  
3.   データジャーナリズムのレシピ	  
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Next	  Topic	

1.   いまニュースに起きていること	  
2.   データジャーナリズムとは何か？	  
3.   データジャーナリズムのレシピ	  
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イノベーション	



いま起きている “3つの革新”	

1.  ニュース表現方法の革新	  
2.  ニュース発見方法の革新	  
3.  ニュース制作プロセスの革新	
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1.ニュース表現方法の革新	

•  これまではテキストが中心だったが、多様な
表現技法が組み合わされるようになった	  
– 地図	  
– 動画・音声	  
– アニメーション	  
– スライド	  
– アプリ	  
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「ニュースを体験する」する時代	



2.ニュース発見方法の革新	

•  取材対象として「データ」がより重視されるよう
になった	  
– オープンデータ	  
– ソーシャルメディアデータ	  
– 企業データ	  
– センサーデータ	  
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「ファクト重視」の時代	



3.ニュース制作プロセスの革新	

•  ニュースの制作過程で分業が浸透してきた	  
– 異業種専門家同士の分業	  
– 報道機関同士の分業	  
– 報道機関と読者の分業	  
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「コラボレーション」の時代	



“データ・ドリブン”	
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Next	  Topic	

1.   いまニュースに起きていること	  
2.   データジャーナリズムとは何か？	  
3.   データジャーナリズムのレシピ	  
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データジャーナリズムとは？	

•  「データからニュースを発見し、わかりやすく
伝える手段」	  

•  取材、編集、ニュース配信など、報道の各プ
ロセスで、主に公開されているデータを活用
する報道手法	  

•  過去2〜3年で急速に浸透、既に報道の現場
にとって「なくてはならないもの」となる	  

•  世界各国のメディアが実践し、実績を積み重
ねている	  
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浸透するデータジャーナリズム	
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浸透する背景	

•  ソーシャルメディアの浸透	  
•  多様なネットアプリの出現	  
•  政府、自治体、企業などによるデータ公開の推進	  
•  センサー技術の発達	
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多種多様かつ膨大な量のデータが	  
日々生み出され続けている現実	
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データに基づくファクトが	  
時に社会を動かす	
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“Toxic	  Waters”	  
(汚染水域)	

•  NYTによる、全米の水質に関する2009年の調
査報道	  

•  政府に対する500回を超える情報開示請求に
より取得したデータと、実際の水質データを比
較、政府が水質を把握していなかったことを
スクープ	  

•  水質データを地図にマッピングすることで、汚
染水を垂れ流していた企業・施設を特定	  
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ニュースアプリ?	  
—伝統的ニュース—	
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へぇ、そうな
んだ	まぁ友達に

も勧めてお
くか	

今回はいい記事かけ
たぞ!	  たくさんシェアさ

れるといいな♩	

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開
くことができないか、イメージが破損している可能性がありま
す。コンピューターを再起動して再度ファイルを開いてくださ
い。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して
挿入してください。

<読者>	<記者/デスク>	
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ニュースアプリ?	  
—ニュースアプリ—	
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家の近くは
どうなのか

しら?	

実家はどう
なのかしら?	

友達にも勧
めよう!	

なるほど!	  
読者の興味はここに

あるのか!	  
記事に反映させよう!	

<ユーザー>	
<多様なスキルを持ったチーム>	
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反響	

•  [読者]	  2,000を超えるコメント	  
•  [社会]	  規制強化につながる	  
•  [報道]	  IRE	  Medalを受賞	
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進むデータ活用	

•  記事の自動生成	  
•  行動履歴の活用	  
•  指数の作成	  
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Next	  Topic	

1.   いまニュースに起きていること	  
2.   データジャーナリズムとは何か？	  
3.   データジャーナリズムのレシピ	  
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問題意識が全てのはじまり	
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ニュースの「5W1H」	

•  なぜ伝えるのか？	  
•  誰に伝えるのか？	  
•  何を伝えるのか？	  
•  いつ伝えるのか？	  
•  どこで伝えるのか？	  
•  どう伝えるのか？	

2014/10/22	 46	データジャーナリズムがもたらすニュースの革新	



2014/10/22	 47	データジャーナリズムがもたらすニュースの革新	



実践のポイント	

•  データを探す	  
•  技術を盗む	  
•  チームを作る	  
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データを探す	
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なければつくる	

•  オンライン分析ツールの活用	  
•  オンラインアンケートツールの活用	  
•  Webスクレイピング	  
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技術を盗む	
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チームをつくる	
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ニュースの「5W1H」	

•  なぜ伝えるのか？	  
•  誰に伝えるのか？	  
•  何を伝えるのか？	  
•  いつ伝えるのか？	  
•  どこで伝えるのか？	  
•  どう伝えるのか？	
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「読者を巻き込む」	  

2014/10/22	 55	データジャーナリズムがもたらすニュースの革新	



「へぇ」で終わらせない	

•  一枚のグラフィックでストーリーの核心を伝え
る	  

•  ウェブアプリを活用して「わが事」を発見しても
らう	  

•  チャート、グラフィック、動画などを組み合わ
せ、一つの事象を多角的に伝える	
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グラフィックの効果	

•  分かり易い	  
•  記憶に残る	  
•  コミュニケーションを促進する	
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レシピのまとめ	

•  問題意識が全てのはじまり	  
•  実践のポイント	  
– データを探す	  
– 技術を盗む	  
– チームを作る	  

•  読者を巻き込む	
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「理系」か「文系」かは関係ない。	  
「伝える」か「伝えない」かだ。	  
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「誰もが挑戦できる」	  
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誰もが挑戦できる？	
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•  データ	  
•  ツール	  
•  発表媒体	

⇒公開データを利用	  
⇒オープンソースを活用	  
⇒ウェブ	
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誰もが挑戦できる。	
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•  データジャーナリズムアワード	  
•  2012年、北米やヨーロッパ各国のほか、アジ

ア・オセアニア、アフリカや南米など51カ国か
ら、メディア、企業、NPO団体、個人が286の
作品を出品	  

•  2013年も300以上の作品が出品	  
•  2014年…	  

データジャーナリズムがもたらすニュースの革新	
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80/10/10	
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必要なのはスキルと	  
熱意	
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あなたの問題意識は何ですか？	



あなたのニュースで	  
社会は動かせる。	
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ワークショップ開催のお知らせ	

[日時]	  2014年10月25日 (土)	  13:00～	  
[場所]日吉キャンパス 来往舎103教室	  
[注意事項]	  
–  PC持参	  
–  プレゼン資料作成用のソフト (PowerPoint、Key	  Noteなど)	  

必須	  
–  自分が解決したい社会課題を明確にし、関連するデータ

を探しておく	
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社会の課題を伝えよう！ 
データジャーナリズム実践講座	  
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“Journalism	  Innova>on	  Award”	

未来を切り拓く革新的・先進的な国内のジャーナリズム活動を表彰	

開催概要、応募方法などはJCEJ公式HPにて近日発表予定	

hPp://jcej.info/	

学生の挑戦を待つ！	

2015年1月	
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