
 

 

 
 
 
 
 
 
 

日本記者クラブ 

研究会「世界の新聞・メディア」⑬ 

 

 

ウィキリークス、ネット時代のジャーナリズム 

 

  津田大介 メディア・ジャーナリスト 
塚越健司 一橋大学博士課程   

 
２０１１年３月３１日 

 
塚越健司さんが「ウィキリークスとは何か」、津田大介さんが「ネット時代

のジャーナリズム」について話した。 

塚越さんは、情報源の秘匿技術に優れたウィキリークスというリークツール

の発明は、「リーク社会化」を招いていると述べた。 

津田さんは、ソーシャルネットワークが果たしている役割は、「動員の革命」

だという。すでにネットとマスコミは融合を始めている例を紹介し、「ネット

対マスコミ」という争いはもはや不毛だと強調した。 

ウィキリークスもジャーナリズムの一部または核となる活動をしていると

いう点で、二人の認識は共通している。『日本人が知らないウィキリークス』

（７人の共著、洋泉社新書）でウィキリークスについて論じている。 
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塚越 私からはまず、ウィキリークスとは何

かという基本事項について話します。 

リークサイト「ウィキリークス」の目的、歴

史、その技術や活動実績を振り返り、ウィキリ

ークスの新しさを検討します。 

その後に、ウィキリークスの分派「オープン

リークス」という分派があるのですけれども、

そのほか、アルジャジーラなどの海外新聞社の

試みを紹介します。リークがされやすい「リー

ク社会化」が訪れてきているのではないか、と

いうことを考察したいと思います。 

まず簡単に自己紹介をさせてください。私は

いま、一橋大学の大学院で博士課程に在籍し、

フランスの思想家ミシェル・フーコーを軸に、

政治社会学や社会思想を研究しています。批判

的実践という観点から、ウィキリークスについ

て関心を持ち、2010年の5月ぐらいから、ウィ

キリークスについてメディア上で発言させてい

ただいております。 

まず、基本的な事項を確認していきます。ウ

ィキリークスとはそもそも何でしょうか。簡単

にいえば、世界中の政府や企業の不正に関する

内部情報を集約、発信するサイトです。2006年

にオーストラリア人のジャーナリスト兼インタ

ーネット活動家（自称ですが）ジュリアン・ア

サンジが中心になって設立しました。これまで

リークされた情報は、主に戦争や暴力・企業汚

職・言論弾圧、スパイ、宗教など、多岐にわた

ります。社会的な内容と考えてよろしいかと思

います。芸能人のスキャンダルといった、いわ

ゆるゴシップ情報については、基本的には扱い

ません。実際のところ、設立当初はそういった

事例もあるにはあったのですが、現在に至って

はほとんどありません。 

次に、ウィキリークスの理念をお話ししたい

と思います。ウィキリークスのホームページに

は、下記のように書いてあります。 

「あらゆる地域の政府、企業の非倫理的な行

為を暴こうと望むすべての人々の役に立ちた

い」 

2 つ目に、「出版活動により透明性が増し、

この透明性がすべての人々にとってより良い社

会を創造する。より精密な調査が不正を減らし、

政府や企業その他の団体を含む、すべての社会

的組織における民主主義を強化する」。 

ここで出版活動といっているのは、パブリッ

シングのことです。彼らが自分たちのサイトで

不正情報を暴き、その情報を公開することが、

出版活動であるといっているのです。 

 

ウィキリークスは「科学的ジャーナリズム」 

 

次に「科学的ジャーナリズム」についてお話

しします。アサンジがある新聞社に書いた論考

によれば、自分たちウィキリークスの活動は科

学的ジャーナリズムだといっています。引用し

ますと、 

「科学的ジャーナリズムでは、ニュース記事

をクリックし、元となった文書を見ることがで

きる。記事の内容が真実かどうかを自分で判断

して、ジャーナリストが正確に報道したかを確

かめることかできるのだ」。 

ウィキリークスは、例えば誰がどういうことを

いった、企業がこういうことをしたという一次

情報を、報告書のような文章や動画で、そのま

まアップロードしています。通常ジャーナリス

トや新聞記者達は、そうした一次情報を含めた

様々な情報からニュース記事をつくりますが、

ウィキリークスは、そのニュース記事をみた人

がニュースの元になった情報にアクセスするこ

とを可能にするのです。 

ウィキリークスは、ニュース記事の元となっ

た一次情報を誰もが閲覧・検証可能な形で公開

しました。検証可能性故に、このことをアサン

ジは「科学的ジャーナリズム」だと述べていま

す。ですから、すべての人々は、不正の監視ば

かりではなく、メディアの報道姿勢そのものも

検証可能になるのです。 

では、次にウィキリークスの内部の仕組みに

ついて話します。 

ウィキリークスは、インターネット上にある

サイトなので、基本的にはかなり少ない人数で

動かせます。アサンジによれば、アサンジを含

む、フルタイムで働くメンバーが 5,6人。その
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ほか、全世界に登録されたボランティアスタッ

フが 800人から 1,200人いるとあるインタビュ

ーで答えています。ただしこの人数は、その時々

のアサンジへのインタビューによって変わりま

す。より詳しい人数構成については、ウィキリ

ークスの元 No.2であるダニエル・ドムシャイト

＝ベルクが『ウィキリークスの内幕』という本

の中で彼が暴露しています。 

ウィキリークスの活動は、アメリカの外交公

電など、世界中から批判されるような、命の危

険を伴う活動です。だからアサンジ以外の人は、

一部を覗いてそのほとんどが名前を隠して活動

しています。ある意味、これは透明性を求める

ウィキリークス自体の不透明性を示しています

よね。 

運営費は、基本的にすべて寄付です。不公正

にならないように企業の献金などは受け付けて

いません。アサンジは、1年間で 60万ドルが必

要だといっています。ただし、実際はそれほど

必要ないといった意見もあり、この金銭問題が

原因でウィキリークス内部に対立が生じている

といわれています。 

 

足のつかない安全なリークツール 

 

「ウィキリークスの情報源秘匿技術」につい

てお話しします。ウィキリークスに情報を提供

するためにはどうすればいいのでしょうか。た

とえば私が企業の不正情報を持っていて、ＵＳ

Ｂを使って自分の自宅に持ってきたとします。

どうしますか。実はウィキリークスのホームペ

ージにある投稿フォームからその書類や動画等

のファイルを送信するだけなのです（いま現在

は、受付を中止しています）。今日は技術につい

ては詳しくお話しませんが、投稿された情報は、

元ハッカーでもあるアサンジら一流のハッカー

達によって、投稿者情報等が削除され、暗号化

されます。そして、世界中のボランティアスタ

ッフのＰＣを経由し、 終的にスウェーデンな

どにあるウィキリークスのサーバーに送られる。

これによって、どこから送られたのかがよくわ

からないようになるわけです。簡単にいえば、

足がつかない。 

ウィキリークスは、届いた情報から暗号化を

解除し、内容を検討する。そして、その内容が

本当に不正情報であり、公開することが適正で

あると判断されれば、ホームページで公開され

る。このような仕組みになっております。 

 

ツールの発明が、リーク社会化を招く 

 

これの何が重要なのか。「リークツールの『発

明』」と私は呼んでいます。かつてのペンタゴ

ン・ペーパーズ事件やトナミ運輸事件などでは、

リークする人は、実名を覚悟でリークしていた。

自身の生命が危険にさらされたり、社会的に抹

殺されたりする危険を覚悟のうえで行う倫理的

行為だったわけです。しかし、いまや私がウィ

キリークスにリークしようとするならば、自宅

から簡単に、気軽に、手軽にできる。このリー

クツールによって安全に実行できるわけです。 

実際に、2007年の1年間で、120万件のリー

ク情報が寄せられたとウィキリークスは主張し

ています。この技術を信頼し、自分の身元情報

がばれなければ、自分の知っている情報をちょ

っと暴露しちゃおうかなと思う人もいるのでは

ないでしょうか。それが 120万件というリーク

件数にあらわれているのだと思います。 

「技術が人をリークに駆り立てる」、そのよ

うな時代に突入していると私は思っています。

どういうことでしょうか。リークは、もともと

は命の危険を伴う倫理的覚悟のある者だけが実

行する時代がありました。でした。しかしそう

いう時代はもうすでに終わっているわけです。

現在では、他社をけ落とすためであれ、私的な

恨みであれ、興味本意であっても、何でもいい

わけです。不正が事実であるとウィキリークス

が判断すれば、情報は公開される。さらにこう

したリークは、「手軽に・気軽に・安全に」実行

可能なのです。 

ウィキリークスによるリークツールの発明

は、人々の潜在的なリーク願望に火をつけたの

です。人は倫理的だからリークをするのではな

い。つまり、彼らが発明した技術が人をリーク
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に駆り立てているのです。 

では簡単にウィキリークスのリークした事

件について触れたいと思います。彼らの活動分

野は、先ほど述べたように多岐に渡ります。汚

職情報であったり、グアンタナモ基地の収容所

マニュアルを公開したりしています。これによ

り、収容者に不正な暴行を加えた事実があった

ことなどがわかりました。その他、宗教団体の

内部情報を公開したりしております。 

そのほか、ケニア市民の虐殺のリポートを公

開することにより、2009年アムネスティ・イン

ターナショナルから「メディア賞」が授与され

ました。まだまだ言い切れないのですが、他に

も日本ではあまり報道されませんでしたが、欧

米圏では大きく取りあげられた、海運企業の「ト

ラフィギュラ」の産業廃棄物の不法投棄の例な

どもあります。しかし大ざっぱにいえば、2007

～2009年まで、ウィキリークスはあまり注目さ

れていませんでした。 

ウィキリークスが世界に知られるようにな

ったのは、「2010年の活動」からです。皆さん、

知っている方もかなり多いと思いますが、まず

2010 年 4 月にイラクにおける米軍誤射映像

（Collateral Murder）を公開しました。YouTube

では、すでに 1,000万回から 2,000万回ほど再

生されております。そして、7 月には、アフガ

ン紛争関連資料を 7万 7,000 件公開、10月には

イラク戦争関連米軍資料を約 40万件公開、そし

て昨年の11月28日からはアメリカの外交公電、

約 25万件の段階的公開を開始しています。1日

100 件くらいの数を公開しており、まだ 1 万件

にも届きません。数としてはまだまだ少ないの

ですが、公開は始まっております。これら 2010

年の活動によって、ウィキリークスは世界中で

大きくと取りあげられました。 

なお、現在、ウィキリークスの創始者のジュ

リアン・アサンジは逮捕されています。報道に

もあるように、強姦や婦女暴行などの容疑をか

けられ逮捕され、いまイギリスにいますが、ス

ウェーデンに移送されるという話もあります。

現在は上告し、イギリスで裁判の途中です。 

しかし、ジュリアン・アサンジは、自分がも

し万が一逮捕され、長期間ウィキリークスの活

動ができないとしても、残りのメンバーがウィ

キリークスの活動は継続すると述べています。

ですからウィキリークスそのものは、が、ジュ

リアン・アサンジがいなくなってもなくなるこ

とはない。もちろん、彼はカリスマ性がありま

すので、動きが鈍ることはあると思います。 

 

他メディアと協力、情報の加工 

 

ウィキリークスは、「他メディアとの協力体

制」を非常に重視しています。特に 2010年から

この動きがあります。アメリカの外交公電事件

では、ガーディアン、ニューヨーク・タイムズ、

シュピーゲル、ル・モンド、エル・パイスなど

の大手新聞社に情報を事前に提供しています。

事前に 25万件の外交公電ファイルを提供し、共

同調査をした後、一斉公開しました。 

ウィキリークスには、何の情報でも出してし

まうとの批判があります。アフガン紛争資料公

開の際には、現地で米軍に協力した者の実名を

出すことによって、現地の人の生命に危険を生

じさせると批判がされました。しかし今回の外

交公電では、大手新聞社と共同調査をし、いろ

いろ精査しました。ですから、氏名等を公表す

ることにより生命の危険にさらされる恐れのあ

る資料は、当該箇所に加工をしています。当該

者の氏名を削るという、いわゆるジャーナリス

トがやるような加工をしたということです。 

ですから、ウィキリークスは、無責任な報道

をしているわけではないといっております。こ

このところはお配りした資料には書いていませ

んがご了承ください。 

この協力体制により、情報がより広く拡散さ

れました。単なるインターネットのサイトが発

信しているだけでなく、欧米の大きな新聞社が

発信したことにより世界中に知れ渡ったのです。

これによってウィキリークスの知名度、情報の

正当性にお墨付きが与えられ、新聞社もスクー

プを優先的に報道できるので、今回の外交公電

は、双方にメリットがあったといえます。 

このようにウィキリークスは、情報公開の戦
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略が非常にうまい団体だと思います。この他に

も、例えばチュニジア、エジプト、リビアなど

で一連の革命が生じた瞬間に、即座にそれに関

連する外交公電を公開しています。いま自分た

ちはこういうことをしているぞと世界にアピー

ルしているのです。 

また、今回の東日本大震災に関しても、原発

関連の公電をウィキリークスが持っていたよう

で、いち早く 3 月 15 日に公開しました。2008

年に、当時の自民党の河野太郎さんが、いまの

原発には危険があると話をしていたという内容

の公電です。これもツイッターなどでは、3 月

15日に話題になりました。 

さらにウィキリークスはツイッターでも公

式アカウントを所有しています。情報が即座に

ＲＴ（リツイート＝引用）等によって世界中に

拡散されます。 

これらすべてのメディアを効果的に使用す

ることで、ここまでの知名度を獲得しています。

単に 1つのインターネットのサイトではできな

かったことをやっているのです。 

駆け足でいろいろお話ししてきたわけです

が、ここまでがウィキリークスの大まかな基本

事項の説明でした。大体これでウィキリークス

の活動、その形態、そしてリークがどのように

して世界に広まっていったのかを話させていた

だきました。 

 

新たなリークサイトも続々登場 

 

ウィキリークスがなくなれば、こういうリー

クといったものがなくなって、いままであった

通りのジャーナリズム・報道に戻るでしょうか。

わたしはそうではないと思います。新たなリー

クサイトが徐々に誕生してきているからです。 

この資料は、新しいリークサイトをまとめて

みたものです。インドリークス、バルカンリー

クス、ブリュッセルリークス、チュニリークス

などがある。ウィキリークスの情報をそのまま

引っ張ってくるサイトもあれば、独自に情報を

募るサイトもある。また、地方限定といいます

か、バルカン半島ならバルカン半島専門のリー

クサイトなどが次々に誕生しております。 

その他、オープンリークスというサイトがあ

ります。これはもともとウィキリークスのメン

バーだったダニエル・ドムシャイト＝ベルクと

いう人が脱退して設立しました。これもウィキ

リークスと同様の情報源秘匿技術を有していま

す。これがウィキリークスと違う点は、ウィキ

リークスはみずからのサイトで情報を公開して

いますが、オープンリークスは送られたリーク

情報を、提携したメディアに提供するといった

ハブ機能に特化していることです。みずから情

報公開はしません。 

オープンリークスは、現在のところ正式に稼

働するための準備をしているところです。ニュ

ーヨーク・タイムズなどの大きな新聞と提携し

（提携途中ですが）、例えば私が情報をリークし

ようと思ったときに、オープンリークスはまず

情報源の私の情報すべてを消してくれます。そ

して次に、その情報を、私が指定したリーク先

の新聞社に送ってくれる。そのような仕組みな

のです。 

大手メディアに情報源を秘匿した状態で渡

すし、渡された大手メディアの人たちが、その

情報をもとに調査報道をする。そしてそれが適

正な情報であれば暴露する。なかなかユニーク

な活動だと思います。 

この活動は、ウィキリークスのように自分た

ちが情報を公開しないということで、訴訟のリ

スクの回避が可能になります。また、重要なの

は、オープンリークスが地方自治体レベルのリ

ークも積極的に扱いたいと宣言している点です。

例えば東京都なら東京都、何々県なら何々県、

専門の自治体の何かを監視するＮＰＯのサイト

とオープンリークスが提携したとします。オー

プンリークス経由で情報が送られてきます。地

方自治レベルのわりと小さな不正でも、ＮＰＯ

などを経由すると情報がどんどん暴露される。

小さな不正のニュースであれ、リークが元に不

正が明るみにされることを、ダニエルは切実に

求めています。このようなことも一応可能性と

していま考えられており、私もオープンリーク

スには期待しています。 
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ウィキリークスは、ご存じのとおり、わりと

大きい世界レベルの不正を暴いてきたわけです

が、オープンリークスはそうではなく、わりと

地方自治レベルなど小さいレベルのこともやり

たいといっていることが注目に値すると思いま

す。 

あとは、同じように中東の衛生テレビ局「ア

ルジャジーラ」が、「情報源の秘匿に 大限に注

意を払いますので情報を送ってください。アル

ジャジーラが情報を公開します」と述べて、実

際にリークを実行しました。アルジャジーラは

「アルジャジーラ・トランスペアレンシー・ユ

ニット」（AJTU）という名前のリークサイトを

立ち上げました。日本ではあまり報道されませ

んでしたが、AJTU はガーディアンと手を組ん

で、1 月 23 日に、「パレスチナ・ペーパーズ」

と題する、パレスチナ自治政府とイスラエルと

の交渉のファイル、1,600 点を公開し、欧米で

は割と大きく報道されました。 

 

ＮＹＴもリークサイト設立するか 

 

つまり、ウィキリークスのような活動を、ア

ルジャジーラのような既存大手メディアも実践

し始めたのです。またあるインタビューでは、

ニューヨーク・タイムズの編集長ビル・ケラー

も「後々、こういうリークサイトを設立したい

と考えている」と発言しております。 

次に、ＩＭＭＩ（Icelandic Modern Media 

Initiative）という法律をご紹介します。これ

はアイスランドの法律で、2010年 6月に議会で

採択されました。これは主にオンライン系、独

立系メディアの支援が目的で、アメリカやスウ

ェーデンなどの情報源の保護、ジャーナリスト

保護法といった、いろいろな情報の保護をうた

っている法律のいいところをすべて持ってきた

ような法律です。これをいまアイスランドがつ

くっている。採択され、あと 1～2年で正式な法

律につくりあげられるそうです。 

この法律が施行されれば、メディアがアイス

ランドに籍を置いたうえでの活動であれば、何

か訴訟が起きたときにアイスランドの法律が適

用され、訴訟のリスクを 大限回避できること

になります。これによってわりと小回りのきく

独立系、オンライン系のメディアがアイスラン

ドに大挙するのではないかといわれております。

実はこの法律の誕生に関しては、ウィキリーク

スも深く関与しております（詳細は割愛します）。

IMMI はリークとは直接の関係はありませんが、

リーク情報の公開、という面では頼りになる法

律ではないでしょうか。 

後にまとめです。ウィキリークスが発明し

た「リーク装置」という技術によって、リーク

は従来に比べて実行がより容易になった。 

そして 2つ目ですが、オープンリークス、ア

ルジャジーラ、その他のリークサイト、先ほど

申しあげたアイスランドの法律などもそうです

が、これらのリークや暴露を支援するリークサ

イトの増殖可能性が考えられる。考えられるど

ころか、アルジャジーラなどはすでに 1月にそ

ういう情報を公開しました。世界レベルでは、

すでにこういう動きは始まっているのです。オ

ープンリークスは夏ごろに正式に稼働するとい

っています。恐らく年内には動くと考えていい

でしょう。 

したがって、社会はリーク社会化の途上にあ

る。オープンリークスが地方自治レベルのこと

でもどんどんリークしていきたいと考えている

ように、世界レベルではない、地方自治レベル

の問題についても、これからはリークをもとに

した不正の暴露が進んでいくのではないか、と

考えられます。 

これがどういう問題を引き起こすのか。ある

いはジャーナリズムとどういう関係があるのか、

という話は津田さんにお話ししていただくと思

いますが、私からはまず、こうした現象の認識

のために、ウィキリークスの活動と、来るべき

というか、もう来ていると言えるリーク社会化

についてお話をさせていただきました。 

 

司会 塚越さん、ありがとうございました。 

続きまして、津田さん、お願いいたします。 

 

津田 いま、塚越さんから、ウィキリークス
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の細かい話をしていただきました。僕は、ウィ

キリークスが生まれてきている現状やインター

ネットで、報道、ジャーナリズムの種のような

ものが出てきて、それに対して既存のメディア、

ジャーナリズムがどのようにキャッチアップし

ていくべきなのかについて話します。また、ジ

ャーナリズムが今後どうなっていくのか、その

ジャーナリズムが果たすべき役割やそのときに

既存のジャーナリズムがネットをどう使ってい

くべきなのかについて、ツイッターなども含め

た全体状況ということを語らせていただければ

と思います。 

ソーシャルメディア、ツイッター、フェイス

ブック、ミクシー、これらは東日本大震災でい

ろいろ役に立ったといわれています。1 つは、

インフラとして役に立った。 

わたしは中野のあるシンポジウムに登壇す

るときに被災しました。その後、家族に連絡を

とろうと思っても携帯は通じない、メールは送

れない。でも、ネットだけはつながった。家族

にすぐ連絡がついたのは、ツイッターのダイレ

クトメッセージでした。さらにその日に「特番

に出てもらえませんか」という仕事の連絡など

もツイッターのＤＭで出てきました。緊急時の

連絡手段としてツイッターがインフラとして役

に立ちました。その後もマスメディアが報じな

い、いろいろな細かな「ここが緊急避難先に使

えます」などの情報がツィッターで流れました。

帰宅困難者のための、「東京都でこういうところ

が空いてます」などの情報が流れてくるのもツ

イッターでした。それらの情報を、わたしも流

していこうと思って、ツイッターでやり始めま

した。 

では、実際に被災地でどれだけ役に立ったの

か。ソーシャルメディアは、当然いまツイッタ

ーとフェイスブックが注目されていますが、か

なりソーシャルメディア自体でも、相当キャラ

クターが違います。ツイッターは全般的に都市

圏を中心に役に立ったようです。日本だとその

他、クローズドなＳＮＳでミクシーというのが

あります。そのミクシーは、特にガラケーとい

われている日本の独自の携帯などではすごくユ

ーザーが多い。ツイッターユーザーは東北には

まだまだ少なく、ミクシーユーザーのほうが多

いという現状があります。ですので、特に若者

層が友人知人同士の安否を確認するときには、

ツイッターより、どちらかというとミクシーの

ほうが役に立ったとの報告は幾つか受けました。 

また、フェイスブックは、世界でいま 6億人

ぐらいが使っており、在留外国人と日本人や外

国人が日本の情報を得るときに役に立ったとい

われています。それぞれのソーシャルメディア

のキャラクターが違いながらも、それぞれ役に

立ってきている状況があるのだと思います。 

 

2010年は鳩山に始まり「流出」に終わった 

 

そうした状況を踏まえて、去年 1年のソーシ

ャルメディアを振り返ります。何があったでし

ょうか。流れはかなり早く、さらに震災も起き

て、もう去年の1月 1日というとかなり大昔の

ような気がします。去年は、鳩山さんが首相で、

2010年 1月 1日は、その鳩山首相がツイッター

で情報発信を始めるということが発表された年

でした。一国の首相が、一米国企業のソーシャ

ルメディアのアカウントを取ったことが大きく

報じられ、情報発信するソーシャルメディアが

社会的にも大きく認知される象徴的な年でした。 

鳩山さんがツィッターを始めた当時はツィ

ッターのユーザーは 300万人か 500万人ぐらい

でした。それが年を越えるぐらいに 1,200万、

約 4倍ぐらいにふえました。この 1年の中で、

鳩山さんに始まり、流出に終わるというのが去

年のソーシャルメディアを象徴する 2つの出来

事だったと思います。 

この流出というのは、尖閣ビデオと、かつ、

いま塚越さんに話してもらったウィキリークス、

もっとしようもないレベルでいうと、12月ぐら

いに麻木久仁子さんと大桃美代子さんがツイッ

ターで不倫の告白のようなことをしました。そ

のように当事者からリークされ、それをマスメ

ディアが大きく報じるようなきっかけをつくっ

た。これらのネットで流出したものに対してメ

ディアが報じるということが、社会的にもすご

く大きなレベルで事件になってきたというのが
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去年の出来事でした。 

この流出は、日本の場合は象徴的でした。と

いうのは、ちょうどＮＨＫの看板番組の「クロ

ーズアップ現代」で、ジュリアン・アサンジに

インタビューをした、まさにその日、尖閣問題

のビデオの流出があったのです。ウィキリーク

スが日本でも注目されるきっかけになった「ク

ローズアップ現代」の放送が 11月 4日の午後 7

時半からでした。その 4～5 時間後ぐらいに

YouTube の尖閣問題のビデオが投稿されたので

した。この意味でも、日本のメディアが変わる

きっかけの日だったのではないかと、わたしは

とらえています。 

既存メディアは、いまだにまだまだ力も強い

ですし、震災において既存メディアの役割とか

存在感というのは見直されたと思いますが、そ

れでも 2010年、既存メディアの役割は大幅に変

わりつつあった思います。 

 

ウィキリークスの衝撃は「９．１１」級 

 

去年の終わりぐらいに、ツイッターを使って

活動している中国人のジャーナリストのアンテ

ィ（安替）さんという人が、講演会で「ウィキ

リークスに対してどう評価していますか」との

質問に対して、「ウィキリークスはメディアにお

ける 9.11事件だった」と答えています。いい、

悪いではなくて、それだけの衝撃があるという

のです。ウィキリークスのようなリークサイト

が登場し、大きなスクープを出しているという

ことは、9.11によって世界自体がそれ以前とそ

れ以後で大きく変わったように、ウィキリーク

ス以前と以後でメディアにおける秩序も変わっ

たのだと。ウィキリークスの存在というのは

9.11 事件ぐらいのインパクトがあったのでは

ないかという評価をしていました。わたしも確

かにそれぐらいのインパクトがあったと思って

います。 

いまのメディアの激変という状況は何なの

かといえば、一言でいうと、情報の流れ方の変

化です。それまで、マスメディアというのが取

材をし、ある種、トップダウンでメディアから

市民に対して情報がおりていく流れが、いまは

そうではなく、市民側、もしくはリーク側、当

事者の側からまずネットに情報が出てくる。そ

れをメディアが再編集して価値づけを行うよう

になった。情報の流れがボトムアップのような

形で再逆流している。このように情報の流れ方

が変わってきているということが、ここ 1～2

年ぐらいのソーシャルメディアとジャーナリズ

ムをめぐる状況であるといえると思います。 

ことしに入って、中東、チュニジア、リビア

などで、ジャーナリズムだけではなくソーシャ

ルメディアによって政治体制の変革なども起き

始めている。 

初にソーシャルメディアで社会体制が変

わるのではないかと注目されたのは、2009年で

した。これはモルドバで起きました。モルドバ

で反政府運動の暴動やデモの扇動にツイッター

などのソーシャルメディアが使われた。この暴

動は、半日ぐらいでつぶされましたが、暴動に

ソーシャルメディアが使われた 初の例として

記録されています。 

その後はイランでした。イランの大統領選が

起き、その選挙に対して不正があったというこ

とで、反政府運動が、ツイッターやフェイスブ

ックもしくはフレンドフィードなどのサービス

を使って盛りあがった。これも世界的にツイッ

ターが注目されるきっかけでした。 

 

ユーザーが報道を変えた 

 

イランは非常に情報統制が激しく、なかなか

イラン側から情報が出てこない。国際電話も盗

聴されてすぐ切られてしまうような状況でした

が、ネットを通じその現状が明らかにされた。

そこで、何でこれをＣＮＮは報じないのだと、

ＣＮＮにイラン問題を報じろとの圧力を、いろ

んなユーザーがツイッターなどでかけていって、

結果的にＣＮＮはそれを受けてイランの報道を

厚くした、というような事件が起きました。大

きなメディアに対して一ユーザーたちがこれを

報道しろと圧力をかけて、それで編成が変わる

というようなことが起きたのです。ＣＮＮもこ
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こから先、相当報道姿勢が変わり、インターネ

ットを媒介にしたソーシャルメディアの声を生

かして報道に取り込むようになってきています。 

全部の番組ではないですが、例えば生放送で

キャスターがしゃべる番組だと、ＣＮＮではキ

ャスターが iPadを持ち、ツイッターで感想など

が流れてくるのをみながら、それを拾いあげて

読むなどといったことも当たり前のようにやっ

ています。まだまだ日本はそこまでやれるよう

な番組は少ないですが、このようにジャーナリ

ズムや報道の世界にも、ソーシャルメディアの

リアルタイムなものは組み込まれてきつつある

のです。そのきっかけをつくったのが、イラン

だったのかなと思います。 

中国ではインターネットを使っているユー

ザーが 100万人ぐらいいます。ツイッターは相

当ブロックされていますが、ファイアウォール

を超してツィッターを使っているユーザーが

10万人ぐらいいます。そして政府では流さない

ような、反中国政府寄りの情報も、発信したり

することが去年から顕著になってきています。 

いま政治的に相当紛争があるタイでは、タク

シン派のほうが反政府集会をやりその演説を、

ライブ動画サービスのユーストリームで中継し

ている。そしたら、何千人から1万人ぐらいの

同時アクセスがあり、相当な大きなデモンスト

レーションになってしまった。そしたら政府側

が全部ブロックし、タイからはユーストリーム

がみられないといった状況が、いまも続いてい

ます。 

さらにことしに入ってから、チュニジア、い

わゆる「ジャスミン革命」といわれている、ソ

ーシャルメディアを中心としたデモの呼びかけ

や反政府運動がチュニジアで起きた。そしてそ

れがエジプトに飛び火し、いまリビアに飛び火

して大変なことになっています。それらすべて

のきっかけをソーシャルメディアがつくってい

る。ソーシャルメディアにそれだけの力が出て

きているということだと思います。 

ソーシャルメディアとは一体どういうもの

なのか、なぜこれだけ人を動かし、情報の流れ

を変えているのか、幾つかキーワードがあると

思います。 

 

リアルタイム性、共感、協調、オープン、

プロセス 

 

1 つは、リアルタイム性が非常に高い。これ

までのブログやホームページは、データを3日

後でも 1週間、2 週間でも 1年後でも、いつか

データを置いてください、というサービスです。

しかしツイッターやフェイスブックは、情報を

流したら、流した数秒後には返事がある。だか

ら速報性、リアルタイム性が高い。なおかつ、

それだけ社会と結びつきやすいと思います。こ

のリアルタイム性の高さは、ある意味、報道に

一番向いているところがあると思います。 

僕自身もいろいろな記者会見にいって、記者

会見で発表されたことを、すぐにその場でツイ

ッターを使って書いています。ある意味、大手

メディアが記事で報道するよりも早い速報がツ

イッターで流せる。しかもそういった情報を求

める人もふえてきている。塚越さんもいってい

ましたが、ツイッターに情報を流すと、それが

リツイートという形で、みんなが情報をどんど

んコピーし、あっという間に拡散していきます。

ある意味、これはテレビ並みの電波力を持って

いるわけです。 

いままでは、数秒で一気に数百万人に情報を

発信するには、どうやってもテレビやラジオな

どのように電波を使わないと難しかったのです。

しかし、ツイッターでは、その情報が正しく、

しかもインパクトがある情報であれば、情報を

流すだけで、数百万人に 1分もかからず広がっ

ていくことを可能にしています。マスメディア

のように、情報を迅速に数百万人に送ることは

これまでのネットではできませんでした。ソー

シャルメディア、とりわけツイッターみたいな

ものができたことにより、マスメディアと同じ

ぐらいの情報発信力が生まれてきている、とい

うことはいえると思います。 

またソーシャルメディアはリアルタイムに

情報をやりとりするということもあって、共感

や協調を生みやすい。140 字でポンポン思った
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こと、いまやっていること、いま感じているこ

と、何しているのか、何考えているのかという

のを書くので、非常に共感とか協調を生みやす

いのです。その共感や協調によって、さらに、

いろんなものの動きが自動的にリンクしていく

のです。 

ジャーナリズム的な話でいえば、これも 2年

ぐらい前のワシントン州での洪水で、今回の大

震災で起きたように、地元のメディアとか新聞

がハッシュタグを共通化することにより、どん

どん情報を共有するといった、震災に対して自

分たちで便利な情報共有をしていくような動き

がありました。情報が流れやすく、かつ共感、

協調を生み出し、それで人と人とが結びつきや

すくなっていくソーシャルメディアの特徴がリ

ンクを生み出していったのだと思います。 

あともう 1つ特徴的なのは、マスメディアは、

情報を囲い込むことによって、その囲い込んだ

情報を完成した段階でバッと出すことにより価

値を生むというものでしたが、インターネット

では、そういう囲い込みとは逆で、すべてオー

プンな世界です。ここに違いがある。 

当然、フェイスブックとかミクシーみたいに

クローズドな世界でつながりだけが強いソーシ

ャルメディアもありますが、ただ、ソーシャル

メディアの現象として注目されているのは、オ

ープンな世界でオープンな情報のやりとりの中

で、そこで広がりが生まれてきている、という

ところです。 

もう 1つ、重要なことは、リアルタイム性と

近いのですが、情報が細切れになっているので、

プロセスがどんどん明らかになっていく点です。

4,000 字とか 5,000 字の原稿ではなく、ツイッ

ターでは 140 文字なので、140 文字のものを時

系列でどんどん並べていきます。このことは情

報が精査されていくということも含めて、いろ

んなものの動き、どうやってムーブメントが起

きているのか、そのプロセスが明らかになって

いきます。このプロセスが明らかになっている

ことによって、透明性を高めているのだと思い

ます。 

いろいろなソーシャルメディアの現象はあ

りますが、5 つのキーワードがこれを解釈する

ときに、役に立つと思います。 

ソーシャルメディアとは何か。これだけ人々

に注目され、新しい公共インフラとして役に立

っているときに、よくいわれているのが、ソー

シャルメディアによって社会変革が起きる、こ

れは革命だ、という大げさな物言いです。でも

これは、少し大げさな表現かなと思っています。 

なぜかというと、中東で起きていることなど

が象徴的なのですが、結局ソーシャルメディア

そのものは、政治的な圧力を生み出しているわ

けではないからです。なぜ政治体制が変わった

のかといえば、結局、圧力を生み出したのは民

衆が外に出てデモをしたからです。デモ隊が警

察から発砲されて市民が亡くなったという情報

が、ツイッターとかフェイスブックで流れたこ

とによって、これは立ち上がらなければといっ

て、多くの人が外に出ていってデモをした。こ

のことによって、政治が変わっていくのですか

ら、そういう意味では、ソーシャルメディアの

革命の本質というのは、人が行動する際のきっ

かけ、人の背中を押してくれるものが生まれた

ことだと思います。さきほどの共感、協調とも

つながってくるのですが、それがソーシャルメ

ディアの特徴だと思います。 

 

ＳＮＳは「動員」に革命を起こした 

 

人々が同じ方向を向いて行動しやすいムー

ブメントも起こしやすいのですが、もちろんそ

れだけ怪しい扇動にも乗りやすくなる危険な面

もあります。この両面を押さえていかなければ

いけないのですが、ただ、結果としてソーシャ

ルメディアは明らかにきっかけとして社会を動

かしている。 

ソーシャルメディアが起こした革命という

のは、要するにこれは動員の革命なのではない

か、と僕は思っています。人をとにかく集めて

行動させる動員の革命です。 

だから、これが中東みたいな世界であれば、

当然大きな社会変革も起きる。日本でも、ソー

シャルメディアによって、人の流れとか、イベ



 

 10

ントがふえるとか、いままでだったら注目され

なかったような事例に注目が集まるなどの現象

も、動員革命として起きているといえると思い

ます。 

では、そういった動員の革命が起きている、

このソーシャルメディア時代のジャーナリズム

は今後どうなるのか。幾つか機能があると思う

のです。 

1 つは、これはあらゆるところで起き始めて

いますけれども、事実報道のための情報源とし

ての機能です。例えば、ハドソン川での飛行機

の不時着事故があったとき、たまたま近くにい

た人がフェリーの上からパシャッと撮って、そ

れが 初の報道になったということがありまし

た。東日本大震災に関しても、いろんなところ

の現地からの情報が、ツイッターを通じて発信

されていました。その速度はメディアの報じる

ものもかないません。もう、いま、みんな携帯

電話とか持っていますし、現地の人が、こんな

ことが起きたと書いたら、その真偽が明らかに

なっていないにしても、速度という意味では、

間違いなく既存のメディアというのはかなわな

い状況になっています。中東革命などもそうで

す。 

 

ＳＮＳには、調査報道の種がある 

 

もう 1つ、ソーシャルメディア時代のジャー

ナリズムで注目したいのは、調査報道的なもの

につながっていく、問題の種の提供ではないか、

と僕は思っています。例えば尖閣のビデオも、

あれはビデオの流出自体もインパクトが大きか

ったのですが、ビデオ自体をどう読み解かなけ

ればいけないのかという必要がありました。ぶ

つかっている映像を専門家がどう分析するのか、

流出経路はどうなのかといったところも含め、

あの映像単体でも価値はありますが、あの映像

をみるだけで報道かというと、ちょっと違う。

それに対して論評や解説を加えていくことで、1

つの報道になっていく。 

もう 1つは、これは岡崎市の中央図書館ウェ

ブサイト事件といわれているのがありました。

これはあるウェブ技術者が図書館のウェブサイ

トの蔵書検索システムから新刊をとることを効

率的にやろうと思って、自分でプログラムをつ

くったのです。そして毎日アクセスしていたら、

図書館のウェブサイトは、三菱電機の子会社が

つくっていたのですがシステムがかなり古くて、

サーバーが落ちてしまったのです。そしてこれ

は業務妨害だ、不正アクセスだといって、図書

館側が被害届を出し、技術者が逮捕されたとい

う事件です。 

でも、そんなもの、逮捕されるようなもので

はなくて、明らかに図書館のプログラム側の不

備だと思います。被害届を出した図書館も問題

があるし、保守会社も、これは不正アクセスだ

といって、被害届を出したのも問題があるし、

それを内容がよくわからないで逮捕してしまっ

た警察にも問題があるし、逮捕状を出してしま

った裁判所にも問題があるといった、いろんな

問題があると思います。この事件をつぶさに朝

日新聞の名古屋支局が調査報道の記事を出しま

した。その後、一発目の記事を去年夏に出した

後、朝日新聞記者の神田大介さんがツイッター

にアカウントをつくり、いろんな情報提供と議

論をお待ちしていますという形にして、実際に、

このプログラムがこういったアクセスをしたの

はどうだったのか、みたいなものをツイッター

上で議論しながら、2回目、3回目の調査報道に

つながっていった。 

この報道は、その議論の過程から、技術的な、

専門的な話みたいなものも全部、ツイッターを

みれば明らかになっているという意味では、さ

っきいったプロセスですね。いわゆるプロセス

ジャーナリズムという、プロセスまでが全部公

開されていて、そこがフィードバックされたも

のが新聞の記事になっていったのです。このよ

うなことも起きていて、非常に新しいプロセス

ジャーナリズムの形として、すごく象徴的で、

ユニークな事例だったと思っています。そうい

ったものにつながる、調査報道をするうえでの

情報につながるという意味では、ソーシャルメ

ディアが非常に役に立ってくる。 

 

一般ユーザーが監視する時代 
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もう 1つ、ソーシャルメディア時代のジャー

ナリズムでいうと、監視機能のＣＧＭ化という

ところで、これはマスメディアの重要な機能の

1 つといわれている権力の監視というところで

す。例えば、去年すごく話題になった東京都の

青少年健全育成条例の改正案、いわゆる漫画に

関しての規制案について、 初に話題になった

のは、ソーシャルメディア上でした。 

初は、ツイッターで情報公開請求をしたユ

ーザーがツイッターに条例案をまず公開して、

それで去年の 1月ぐらいには、この条例って、

ちょっと危険なんじゃないの、メディア規制に

もつながるよねと、1～2カ月ぐらいでツイッタ

ーとかミクシーでこの条例は問題だというのが

広がっていきました。しかし大手メディアがそ

れを取りあげたのは 3月でした。取り上げた理

由は、出版社が反対しようと動いて、ちばてつ

やさんとか里中満智子さんなどの大物漫画家が

記者会見をやったからでした。その後、朝日新

聞が一面トップで報じて、そのインパクトが大

きくて、いろいろなメディアが都議会に毎日訪

れて、その条例自体はペンディングになる、と

いうようなことがありました。 

ただ、これも 1月時点で、ソーシャルメディ

ア上で話題になり始めたときに、ちゃんと取材

すれば、多分スクープになっていたのです。ど

のメディアもスクープができたし、その種はあ

った。しかし、なかなかそういう大物が記者会

見するまでそれを拾いあげられなかったという

意味では、まだまだネットメディアと既存のメ

ディアに距離があったのかなと思います。 

都議会ではあるのですが、行政のつくる政策

の形成プロセスというものの問題点をわかりや

すく示した点は、ソーシャルメディア上に監視

機能を見ることのできた例だと思います。本来

は役所や審議会なども、すべて既存メディアが

フォローできればいいのですが、全部が全部フ

ォローするわけには、ヒューマンリソース的に

もいかないですから、どんどんネットとか個人

は監視して、これなんかは怪しい動きだという

ことがネット上で報告され、メディアがそれを

深掘りしていくといった、そういう役割分担が

起きていくのではないかなと思います。 

あとは、政治資金規正法などでもそうです。

匿名掲示版の２チャンネルとかが、収支を全部

チェックして、これはこういうところにお金が

行っているらしいなどと、明らかにされている

事例もあります。こういう監視機能というのは、

ある種、あら探しの能力だと思います。ネット

というのは、よくも悪くもあら探しに長けたメ

ディアです。このあら探しの能力によって明ら

かになってきたものを、メディアの側が再調査

していくというのも 1つの方法論としてあるの

ではないかなと思います。 

もう 1 つは、これからのソーシャルメディ

ア・ジャーナリズムには何があるのか。いま注

目されているところではツイッターがあります。

たとえばツイッターのジャーナリズムというの

をシカゴのデポール大学でクレイグ・カナリー

という人がやっています。そこの講義でもツイ

ッターは情報発信のサイクルをリアルタイムま

で短縮したという点が 大の特徴だといってい

ます。これは一過性のブームではありません。

ジャーナリズム全体にリアルタイム報道という

手法が確立されていくきっかけになっています。 

これは、もう本当に完全に確立されつつあり

ます。特に東日本大震災が起きたことによって、

新聞社や通信社もツイッターアカウントをつく

った。官邸とか東電の記者会見の情報を、でき

るだけ早く、まずツイッターに流し、その後、

記事も出すというようスタイルになってきてい

るところもふえてきています。 

あともう 1つ、彼がいっているこの指摘がす

ごく重要です。今後の職業ジャーナリストは、

ツイートやウィキリークスみたいなもののよう

にネットに出てきた不確かな、あやふやな情報

の信頼性を判断する必要があるということです。

いままでどおり取材し記事を書くという役割は

もちろんありますが、それだけではなく、ネッ

トに出てきた情報の信頼性を、ちゃんと裏取り

をして判断するという役目、これが新しい役割

だということです。 

 

マスメディアに対する不信感の高まり 
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いま、マスメディアに対する不信感というの

が高くなっています。何なのでしょう。もとも

と僕は紙とか雑誌の出身のライターなので、ど

ちらかというと既存メディア側の人間です。し

かし、ずっとネットをみていると、既存メディ

アに対する不満というのが相当あります。その

不満というのは、おおよそ下記の 2点に集約さ

れると 近思っています。1 つは、編集のバイ

アスに対しての不満や不信感です。情報の切り

取り方が作為的ではないか。新聞やテレビなど、

あらかじめストーリーが用意されていて、その

ストーリーを補強するために識者のコメントが

使われているのではないかなどです。 

もう 1つは、横並びです。どこかのメディア

が報道したら、それに対してどこも大きくやっ

て、夕方のニュースをみても、新聞をみても、

同じようなニュースばかりを流している。横並

び報道があるという点。これはおそらく、日本

の場合、他社を抜くことが重視される過度なス

クープ主義の裏返しとして、あそこがスクープ

を出したのなら、うちもやらなければいけない

といったところが日本では強いのではないでし

ょうか。 

あとは、そういうふうに横並びでどんどんな

っていくと、海老蔵報道ばっかりやっていると

きに、海老蔵だけでなくもっと中東のことを報

道してくれよ、といったようなことです。特に

インターネットユーザーのなかでも、自分で検

索できるようなリテラシーが高いユーザーほど、

マスメディアが横並びで報道していると、自分

が知りたい情報を報道してくれていないという、

被害者意識みたいなものが生まれているようで

す。何でこんな横並び報道があるのかというと、

実際にあるかどうかは別問題ですが、編集のバ

イアスがあるのではないか、横並び報道をして

いるのではないか、これはつまりはメディアが

情報捜査をしているのではないか、といった不

満につながっているということです。実際にそ

うかというのはともかくとして、少なくともこ

の 2つが、そういった不信感につながっている

というのが、僕の問題認識としてはあります。 

今後は、既存のメディアとソーシャルメディ

アというのは恐らく融合していくでしょう。そ

のためには、横並びから脱却していく必要があ

り、1 つは、一次報道につながるジャーナリズ

ムソースというのが、可能な限りどんどんオー

プンにし、ユーザーがいつでも検証可能にして

いけばいいと思います。例えばいまだったら、

朝日新聞は自社のウェブサイト、asahi.com で

枝野官房長官の会見を全部、文字起こしを掲載

しています。3～4時間後ぐらいには質疑応答ま

で含めて全文文字起こしを出しているのです。

文字起こしされたりすることによって、後で検

証可能になるわけです。もちろん、それを要約

した記事も必要なのです。しかし全文が掲載さ

れていれば、後でそれを検証することによって、

記事がゆがめられていないかをユーザーが検証

できるようになる。そこで信頼性が高まるので

す。ここは非常に大きな話です。 

ＮＨＫとかは記者会見で質疑応答になると

途中でカットして専門家が解説を始めてしまい

ますが、いま、ニコニコ動画とかユーストリー

ムとかを見ると、会見が全部流れている。さら

に後からそれをみることもできると、その編集

に対して、この局は変な編集をしたかどうかと

いったことが後でわかるようになるのです。イ

ンターネットでソースを全部公開できるような

場があるのですから、みずからの報道を、いつ

でも検証可能にしておくことによって信頼性を

高めることができると思います。 

 

アサンジ 

「情報の検証はジャーナリストにしかできない」 

 

ソーシャルメディアとは、ニュースに対して

多様な視点を提供するものであり、拡声器でも

あり、情報源です。しかし「不確かな情報の検

証という仕事はプロしかできない」。これは実

はウィキリークスのジュリアン・アサンジの発

言なのです。ジュリアン・アサンジのような、

ウィキリークスをつくった人間が、結局ウィキ

リークスを 3年ぐらいやってわかったのは、情

報の検証というのは結局ジャーナリストしかで

きないということです。これはすごく象徴的な
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話で、さっき塚越さんがいっていたように、な

ぜウィキリークスと欧米メディアが連携して新

しいジャーナリズムをつくっているのか、とい

うことを参考にするというのがすごく重要だと

思います。 

なんだかんだ言ってもマスメディアの強さ

が、この大震災が起きて証明されたと思ってい

ます。たとえばツイートの世界新記録は日本で

おきた秒間 6939ですが、ワールドカップをみな

がらつぶやくというのがこれまでの記録だった

のですが、それがこの前更新されました。それ

は何かというと、紅白歌合戦だそうです。それ

だけテレビのようなマスメディアとソーシャル

メディアの相性がいいということだと思います。 

そういう意味では、ネットを取り込むテレビ

とか、テレビ的方法論で伸びてきているメディ

アというのもあります。ちょうど東日本大震災

がある一日前に、「クローズアップ現代」でネ

ットの生放送を特集しました。ネットでも生放

送があって、テレビとは違う形で視聴数が伸び

た。おもしろかったのは、「クローズアップ現

代」の番組が終わった後、ニコニコ生放送に移

動して、その番組の反省会みたいなものをやっ

た。テレビはだれにでも 大公約数的にわかる

ようなメディアですから、テレビの後でも深い

議論を聞きたい人は、ネットでその続きの議論

を 2時間みてくださいといった連携をしました。

こういった形などいろいろな連携の方法がある

と思います。 

 

ネットとマスコミはとっくに融合している 

 

ジェネラルイシューを扱うテレビや新聞な

どのマスメディアと、それとは違うシングルイ

シューを深掘りできるネットがある。別に新聞

社がネットのテレビ番組をつくったっていいわ

けだし、ネットでテレビ局が文字情報を流して

もいいわけです。実際、そういうことがいまソ

ーシャルメディアというものを媒介にして起き

てきています。だからある意味、ネットとテレ

ビとの違いというものもなくなってきている。

結局、きょうの結論は、もう既存のメディアと

ソーシャルメディアというのは、メディアとい

うものを通じてとっくに融合しているのです。

だからネットとマスコミというのが不毛な争い

をしている場合ではない。ということがいまの

ソーシャルメディアとジャーナリズムをめぐる

現状なのかなと思います。 

 

質疑応答 

 

司会（瀬川至朗 企画委員） いまウィキ

リークスとは何かということと、ジャーナリズ

ムの関係を中心にお話しいただきましたが、ウ

ィキリークスはジャーナリズムかという問いに

ついて、それぞれご意見をお聞かせください。 

では、まず塚越さんのほうから。 

 

塚越 ジャーナリズムをそもそもどういう

ふうに定義するかということからこの問題は始

まると思いますが、わたしはジャーナリズムの

名前に値すると思っています。ウィキリークス

も 初は、いろんな情報をアップし、正しいか

どうかはわからないが、各自で判断してほしい

という形で人名なども公表していました。2010

年に至っても、例えばアフガン紛争事件の7万

7,000 件の資料を公開したときに、現地のアメ

リカ軍に協力した村の村長の名前を出してしま

った。それによって、その村長に対して「おま

えはアメリカ軍に協力しただろう、殺すぞ」と

いう脅迫状がタリバンから送られてきた。この

件でアムネスティ・インターナショナルや国境

なき医師団がウィキリークスに、「おまえたち

はちゃんとしたジャーナリズムをしていない。

ジャーナリズムというのは、ある種の情報の加

工をちゃんとしなければならない。情報源は保

護しなければならない」と批判されていたので

す。 

アサンジという人は、非常にアナーキーでそ

れでもいいだろうと考えている節はあります。

しかし、今回のアメリカの外交公電に関しては、

それを踏まえて、さまざまな既存の大手メディ

アと一緒に協力体制を敷きました。この協力体

制がどういうことかというと、ジャーナリズム
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の情報を補完する役割を、彼等とともにやった

ということによって、ウィキリークスはより正

当性を獲得し、よりこの情報が正しく、我々は

ジャーナリズムとして機能しているというふう

に自分たちで主張したわけです。 

つまり、ウィキリークスは、主にネットで活

動しているわけですが、それと既存メディアの

力をたばね、力をかりることによって、我々は

ジャーナリズムとしてこういうふうに活動して

いると主張しているわけです。 

オープンリークスに関しても同じです。オー

プンリークスは、出された情報を、情報源の名

前だけを消して、ほかのメディアに渡します。

メディアのかけ橋になるハブの機能として働く。

主要メディアや、地方自治を検証する団体など

に情報が送られるので、共同で調査をしている

と考えられる。ですので、彼らはジャーナリズ

ムとして機能していると私は考えます。 

 

津田 これは用語の定義の問題だと思いま

すけれども、間違いなくジャーナリスティック

にはなったなといえると思っています。アサン

ジがウィキリークスの活動を続けていく中でわ

かったのが、情報には 低限の検証が必要で、

検証されたものを世に出すために、信頼できる

メディアと組んでやっていくということです。

これが新しいジャーナリズムをつくっていく。 

そういう意味では、ソーシャルメディアとい

うのでジャーナリズムができるのかという話と

も、すごく近いと思います。ソーシャルメディ

アを使う市民が、どれだけジャーナリズムにな

っているのか、ということ近いと思います。 

ソーシャルメディアというのは、いままでだ

ったらニュースとして出てきて話題にならなか

ったことも、それが話題になったりする拡声器

としての機能や、それに対して専門家や市民か

らみたときの別の視点を与える機能がある。 

ただ、情報をまず一次ソースとして確定して、

ジャーナリズムにするといった検証は、やっぱ

りプロなりの仕事が必要だと、アサンジが分け

て考えたことがすごくわかりやすいと思います。 

ジャーナリズムかどうかと問われれば、たぶ

んウィキリークスがやっていることは、ジャー

ナリズムの核だと思います。核となるものの一

次ソースというものの共有化という意味で、ま

あ、ジャーナリズム的なものが含まれていると

考えるのが、妥当であると思います。 

いままでのジャーナリズムというのは、いろ

んな定義はありますが、1 つはアクセス権だっ

たと思います。これまでのジャーナリストは専

門家に取材をするための権利として新聞社・テ

レビの名刺や、人間関係やコネなどのアクセス

権が、ある意味、独占的に近い形で与えられて

いることがありました。しかし、ウィキリーク

スは、そのアクセス権を人間関係やメディアの

力などを関係なしに勝手にオープンにされてし

まったりするわけです。アクセス権のシェア・

共有化をしている部分があると思います。 

アクセス権が共有されていると、いきなり検

証ができる。情報を調べて検証にする前に、そ

れまではある程度のアクセス権なり知識なり、

人材などのコネクションが必要だったものが、

そこをすっ飛ばした。それがウィキリークスの

1つの本質なのかなと思っています。 

 

司会 先ほどの塚越さんのお話の中に、オー

プンリークスも自分のところで情報公開をする

のではなくて、ハブに徹するものもジャーナリ

ズムだとありました。津田さんも、いまのお考

えでは、オープンリークスのようなやり方も、

自分のところでは情報発信を外に向けてはしな

くても、メディアとつながればジャーナリズム

ということでしょうか。 

 

津田 とらえ方として、だから、そこにつな

がる、この事件を報道してもらいたいというも

のですよね、その意思がある以上は、ジャーナ

リズムにつながるものだと思うし、ジャーナリ

ズムの一部ではあるかなと思います。 

 

塚越 そうですよね。全体としてどうこうと

いうよりは、ジャーナリズムが持っている核に

なる部分を共有している人たちがいるととらえ

るのがいいんじゃないかなと思います。 
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津田 これはこの前「週刊フジテレビ批評」

に出たときにいったんですが、何かの問題を語

るときに、テレビ番組だったらコメンテーター

がせいぜい 2～3 人でコメントするわけですよ

ね。でも、ソーシャルメディアというのは、あ

るニュースに対してコメンテーターが 1,000人

とか 1万人とかいるようなもので、その中には

ものすごい学者もいるし、海外の人も含まれる

ようなものです。それが、インターネットとか

いまのソーシャルメディア・ジャーナリズムの

新しい特徴であり、情報環境だと思います。リ

ークする側も、いままでは特定の人しかやらな

かったものが、リーク環境がデジタルによって

すごく安全になってきたことによって、リーク

する側のほうもすごく選択肢がふえてきている。

いままでとそういうものの規模が変わってきて

いるということもあります。 

 

塚越 ウィキリークスの外交公電事件で

初のころに公開された、イランが北朝鮮にミサ

イルを輸出したという記事がありました。ここ

に非常に興味深い話があります。その外交公電

では、アメリカの役人達の間でこんな議論が展

開されていました。北朝鮮のパレードの写真を

みると、これはイランでつくっていたミサイル

に近いから、おそらくこれは北朝鮮がイランか

ら買ったな、と役人が議論しているのです。し

かし、その推測を確かなものにするためのソー

スが、実はドイツの小さな新聞社が書いた記事

によるものだったのです。実はアメリカの外交

官たちも、そのくらいの情報収集能力しかなか

ったのです。 

さらにこの公電が出たときに、ワシントンポ

ストが、ミサイルの専門家に「これは本当にイ

ランから輸出されたミサイルなのか」と聞くと、

その専門家は、「いや、この写真をみる限り、

ちょっと違うのでは？」と異論を立てたりして

いるのです。 

情報のアクセス権がだれにでもあるがゆえ

に、下手したらアメリカの政府高官たちの意見

も、実は間違っているのではないかなどと、彼

らの調査力そのものを疑えてしまうのです。逆

に言えば、専門家が自由に集まれば、アメリカ

の諜報活動を、我々がサポートできますと、と

いえないこともないわけです。もちろん冗談で

すが（笑）。これは、ウィキリークスの情報公

開があったからこそ実現したある種の面白い現

象だな、と思います。 

 

質問 塚越さんに質問です。ウィキリークス

現象は非常におもしろいと思いますが、結局の

ところ、西側の自由政治体制の情報しか出てい

ないのではないでしょうか。 

例えば、ロシアでプーチンとメドヴェージェ

フはどういう話をしているのか、あるいは中国

の中央委員会、幹部会でどういう密議をしてい

るのか、といったことを知りたいのですが、そ

れらの情報は見事に出てこない。これは、アク

セス環境が守られているといっていましたが、

本当に守られているのかなと、わたしには疑っ

ている。 

例えば、マニングなど投稿した経路が、若干

違うわけですけど、つかまっている人もいるわ

けですね。それから、下手で稚拙だったかどう

か知らないけれども、一色さんも挙げられちゃ

っているわけですね。だから、インターネット

を使ったリーク環境というのは、そんなに安全

じゃないんじゃないかと思うんです。けど、そ

れと、東側のいわゆる共産国家から出ないのは、

関係あるのかどうかというあたりをお聞きした

い。 

 

ウィキリークスのメンバーに中国人もいた 

 

塚越 この外交公電など資料をリークした

といわれているマニングの話を簡単にします。

ただ一応ウィキリークスは情報源をマニングで

はないと否定しているので、ここでは明言しま

せん（これを認めるとマニングが裁判でより不

利になってしまうのです）。マニングは、ウィ

キリークスに投稿したということをチャットを

使ってあるハッカーの人と話をしてしまったの

です。チャット上で自ら暴露してしまった。す
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ると、そのハッカーの人がビビッて、アメリカ

にリークをして、それによってつかまったとい

うわけです。なので、一応ウィキリークスの技

術力を傷つけるものではない、ということがま

ず 1ついえます。 

そして、中国のお話をされましたが、実はウ

ィキリークスはまだ活動があまり公になってい

ない 2008年ごろは、中国に関してもリークを実

行しています。中国のチベット地方で閲覧規制

がかかっている動画や画像などを公開したり、

あるいはオーストラリアの閲覧規制がかかった

ブラックサイト、ポルノサイトとか、その辺の

ブラックリストを実は公開していました。 

そして、もともと 2007 年、2008 年期は、ア

ドバイザリーボードに、中国の天安門事件のと

きに活躍した王丹（ワンダン）という指導者な

ど数名の中国人の名前が録されていました。さ

らに言えば、ウィキリークスはその活動理念に

中国やアフリカなどの問題に対して自分たちは

フューチャーしたいんだと明言しています。 

そして、実際に数はそこまで多くはないので

すが、やはり活動はしているのです。きょうの

プレゼンの中でも申しあげましたが、ケニアの

大統領の不正、これはアフリカですが、そうい

った問題も扱っております。 

これはちょっとわかりませんが、欧米の人間

たちが中心にウィキリークスに情報を提供して

いるので、欧米の問題が多いのではないでしょ

うか。リークされる情報というのは、送ってい

ただかないと始まらないので、ウィキリークス

がどうこうしようというのは無理です。送られ

ていないという可能性があるかもしれませんし、

この点については申し上げられません。 

ただ、アサンジは、ちょっと 2010 年はアメ

リカに偏り過ぎましたね。2010年はずっとアメ

リカの問題を中心に活動しており、ほかの問題

にほとんど触れていない。この点に関して、先

ほど申し上げたダニエルは不満をもっておりま

した。ほかの国からもいっぱい情報が寄せられ

ているのに、アメリカに関するリークばかりで

はよくない。政治的にも偏向しているとみなさ

れると。もっと小さな規模のリークであっても、

ほかの国も扱うべきだ、というところから実は

亀裂が走って、新しい分派をつくった、という

裏事情もあります。それらのことを含みおいて

いただきたいと思います。 

そして、 後に、また別の観点でいえば、ウ

ィキリークスが本当に安全なのかという指摘で

す。これは、確かにわからないといえばわかり

ません。なぜなら、彼らは、自分たちは情報の

透明性を上げるために活動しているといってい

ますが、彼ら自身の透明性は確保されていない

からです。 

陰謀論めいているので、あまりいいたくない

のですが、本当に可能性としてよくいわれてい

ることは、例えばウィキリークスがどこかの国

と取引をし、お金をもらっている。もしくは何

かの問題があるので、ここの国に関してはいわ

ないけど、ここと敵対する、ここの問題のここ

の公電は暴露しましょうとか、というふうにど

こかの国や機関と手を結んでいる、ということ

もあくまで「可能性」としては考えられます。 

 

リークする側に選択の幅が増えた 

 

津田 これはウィキリークスに限らず、いま

までのリークでも、身元確認のリスクというの

は絶対にあるわけです。リークをする価値のあ

るような情報ほど、そこにアクセスできる人間

というのは限られているからです。例えばある

情報を知ることができる人間は 20 人ぐらいし

かいないとすれば、この中からシラミつぶしに

探していくということができる。それはマニン

グの話も同じだと思います。だから、いくら経

路が暗号化されて安全になっていても、そもそ

もそこにアクセスできる人間を絞っていけば、

みつかりやすくなってしまうという根本的な話

は変わらないのだと思います。 

ただ、信頼がおける既存のマスメディアに送

って情報源を秘匿してもらえる可能性というの

を重視するのか、それともウィキリークスみた

いな暗号化技術をもったものを重視するのかと

いうどちらかだと思います。 

これからの人というのは、既存メディアに不
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信感がある人は、そこに行っても情報源は秘匿

されないのではないかと不信感がある。特に一

番問題になったのは、日本では、ＴＢＳが坂本

弁護士のときにやらかしてしまっているという

のもありましたね。そういうのも含めて、メデ

ィアにリークするのがいいのか、それともネッ

トの暗号化技術を使ったリークがいいのかとい

うのは、これはおそらくこれからずっとそこの

間で揺れ動く問題だと思います。その意味では、

塚越さんが紹介していた、アイスランドのジャ

ーナリスト・ヘブンというかリーク・ヘブンの

動きがどうなるのかというのはすごい注目が集

まると思います。 

 

塚越 だから、リークする側がかなり多様性

を確保したと考えればいいですよね。ウィキリ

ークスでは世界を驚かすような大きな報道がで

きる。ネットの団体ではあるけれども、世界中

に知られる。さきほどのアルジャジーラの例も

ありましたが、どこにリークするかは、リーク

する側が自由に選べるようになったと思います。 

 

質問 私自身はネットは使っていますけれ

ども、ツイッターもやっていないし、フェイス

ブックも入っていないし、YouTube もみていな

いので、あまり質問する資格がないのかもしれ

ませんが。話を聞いて 1つの印象は、このウィ

キリークスとかソーシャルメディア、何かポジ

ティブな面だけを非常に強調し、そこに焦点を

当てたお話じゃないかなという印象を持ちまし

た。 

ところが、どうでしょうか。もともとインタ

ーネットが土台であるわけで、これは 1つの大

きな道具でありますし、新しい可能性をどんど

ん生んだわけですけれども、道具は道具ですば

らしいけど、使い方によってはどうにでもなる

わけですよね。 

ですから、例えば、いわゆるソーシャルメデ

ィアなんか、では、体制側がそれをどう利用す

るかを考えなくちゃいけないのではないでしょ

うか。例えば動員の革命といったときに、両方

入っているのかもしれません。エジプトやチュ

ニジアでのソーシャルメディアを使った動員が、

民主化のほうといいますか、民衆のほうにある

と同時に、体制側だってそれを使えるわけです

よね。 

惑わされる民衆は少ないというかもしれま

せんけれども、例えば、あるデマを流すことに

よって逆の動員をやるという可能性だってある。

その辺をどういうふうにお考えなのでしょうか。 

近のネットを論じるときに、1 つのユート

ピアというか、オプティミスティックな議論に

聞こえます。それによって直接民主制ができる

とか、そういう意見もあるようですが、私はど

うも首を傾げます。 

もう 1つは、津田さんのコメントでいってい

た、中国人のジャーナリストが、ウィキリーク

スはメディアにおける 9.11だといった点。中国

の人がいうというのは、非常に皮肉ですね。中

国は、その方は民主化側の人かどうか知りませ

んが、大体そういうコミュニケーションを統制

している国で、その人なぜ 9.11だというのか。

中国でもウィキリークスを利用して暴露でもす

るのかというと、そうでもないようです。 

ちょっと雑駁かもしれませんけれども、例え

ば津田さんが、既存メディアとの関係で、なぜ

ネットユーザーは既存メディアに不信を感じて

いるか、おっしゃるのはそのとおりだと思いま

した。しかしそれは、ネットが出てくる以前か

らあった既存メディアに対する批判でもありま

す。 

編集へのバイアスへの不信感はわかります

が、編集の必要性というのはやはりあると思い

ます。それはなぜかといえば、ウィキリークス

がアメリカの外交文書をあれだけ手に入れたけ

れども、自分たちは処理できなかった。内容を

精査して、どれが正しくて、これはどういう意

味を持つかというのは、結局ガーディアンやニ

ューヨーク・タイムズと協力せざるを得なかっ

た。編集の必要があるんですね。 

ウィキリークスは、年間 120万件のリークを

持っているというけど、だれが選別しているの

ですか。彼らでできるのですか。とすれば、ウ

ィキリークスは何なのでしょうか。やはりジャ
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ーナリズムじゃなくて、道具だと私は思います。

つまり、それを選別して何が重要だということ

を選別する人がいない限り、ジャーナリズムは

成立しないと思います。というところはどうい

うふうにお考えになりますか。 

 

津田 まず一点目の、体制側が使うというの

は、全くそのとおりで、 初に紹介したモルド

バの事例もそうでした。エジプトでも、実際に

盛り上がってきたときに、インターネットを 1

週間遮断したり、あとは体制側がそういうデマ

をあえて流すということもやっていました。 

 

体制側の動員は稚拙 

 

もちろんそれは、インターネットというのが、

特にソーシャルメディアというのがオープンな

場所でやっている以上、それはオープンな場所

で、当然体制側が情報操作みたいなものを流す

ということは当然起き得ます。その危険性とい

うのは当然考慮しなければいけません。けれど

も、ただ、実際に起きていったものをみると、

政府側のやる稚拙なものはすごく発見されやす

いんですよね。発見されて検証されやすいとい

うことが、本当にここ一連の動きをみていて、

すごく感じました。 

今回の震災に関しても、もちろんいっぱい流

言飛語とかデマとか飛び交っています。けれど

も、流言飛語が飛び交うというのは、被災地の

実際の現場でももちろん起きている。しかしツ

イッターの場合は、それに関しては相当な勢い

で訂正もされ、検証されているのも事実なんで

す。流言飛語がゼロとはいいません。流れてい

るけれども、相当訂正されています。訂正され

たものが流通しやすくなるという意味で、その

カウンター能力はすごく高い。かつ、結局、そ

うはいってもエジプトでもチュニジアでも革命

が起きた。稚拙な情報操作、特に体制側がやる

ようなものより、ソーシャルメディアの中では

市民のほうが勝っていくだろうということは、

証明されつつあるのかなと思っています。 

例えば、もっと卑近な事例でいえば、いま都

知事選が行われていますが、そこに都知事選で

石原都知事をなぜか擁護するようなＢＯＴ（ボ

ット）――ＢＯＴという機械プログラム――と

いうのが結構出てきています。「やっぱり石原

じゃないとだめだよね」という人が、ツイッタ

ーの中で発言していたのです。しかしそれが一

日もたたないうちに、これらのアカウントは―

―もちろんユーザーですよ、プログラムとかが

わかるユーザーが――石原擁護ばっかり繰り返

しているといったことがわかってきた。女の子

のアイコンなど取得したばかりで、フォローの

数 3,4人だった。そういうのを全部抽出してみ

たら、そんなような情報操作っぽいのが行われ

ている、ということがすでに検証されて出てき

ている。そういう稚拙なものが浮き彫りになり

やすいのが、このソーシャルメディアの本質で

もあります。体制のコントロールは気をつけて

おくべきだし、頭に入れておくべきだけれども、

そこまで恐れる必要はないのではないかという

のが、ずっと見てきた僕の印象です。 

あともう 1つは、どうやらネットの賛美がポ

ジティブ過ぎ、ユートピア思想があるのではな

いかという話については、ネットで直接民主制

ができるといったユートピア思想というのをい

っている論者はみたことがありません。いない

と思います。 

もちろん、新しいネットのソーシャルメディ

アが、直接民主制につながるといった「民主主

義 2.0」というような議論はあった。でもそれ

は、政策の形成プロセスの監視がすごくカジュ

アル化して、だれでもできるようになったこと

です。 

いまって実際の日本の法律なんかがつくら

れるのは、議員立法などはほとんどなくて、だ

いたい役所の官僚がつくっているじゃないです

か。その官僚がつくっていくものに対して、市

民側が何か物をいえるチャンスは、パブリック

コメントしかないわけです。しかし実際のパブ

リックコメントはお飾りみたいな制度だと思い

ます。あんなもので、その後、いくら反対があ

っても、実際にそれで法律がとまるなんていう

ケースはないわけです。 

でも、法律の形成過程でいろんな文句があれ
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ば、メディアに取りあげてもらって圧力をかけ

ることによって、法律が変わるという例はある。

少なくともそういうことが起きているというこ

とは、そういう意味での新しい形での直接民主

制みたいなものが生まれているということでは

ないかと思います。ネットには可能性はあるけ

ど、全然だめなところもたくさんある。でも、

メリットとデメリットの両方があるときに、よ

うやく、いまはメリットのほうが勝ってきてい

ると思います。これは東日本大震災で完全に明

らかになったことだと思う。その中でのだめな

ところ、問題があるところを一個一個つぶして

いくことによって、社会が受け入れる必要があ

るんじゃないか、と思います。 

もう 1つ、また中国問題に関しては、端的に、

これから中国にはどんどんウィキリークスのリ

ークはふえていくと思います。アサンジの興味

の方向もあるでしょうけど、中国もいまメディ

アの統制ができなくなってきています。 

 

人が流動化しネットの質を上げている 

 

そして、編集の必要性というところでいえば、

本当におっしゃるとおりで、編集は必要です。

ただ、僕は、もうちょっと、いま編集の能力が

ある検証のプロみたいな人が、既存のジャーナ

リズム、新聞、テレビや雑誌にいる人が、もう

ちょっとネットに出てくるべきだと思っていま

す。新聞社もテレビ局も、いまの形では多分存

続できなくなっていく。ビジネスモデルが厳し

くなってくれば、経営的にも苦しくなって、リ

ストラされるような人も出てきた。こういうと

きに人材がどんどん流動化すればいいと思って

います。 

わかりやすい話でいえば、いまニコニコ動画

のニコニコ生放送というのは、テレビではでき

ないくらい、すごい硬派な報道番組とか政治番

組をやっています。そこに数万人がみにくるほ

ど、人気を博しています。彼らはネットのプロ

かというと、全然そんなことはありません。そ

れまではＣＮＮにいた人や、政策系のシンクタ

ンクにいた人、元新聞記者の人などが、どんど

んニコニコ動画のドワンゴに入ってきています。

そういう人材、編集の能力がある人材が流動化

して、ネットの業界に入ってくるだけで、確実

に質は上がっていくだろうと思います。 

あと、 後、ウィキリークスは道具ではない

かという点については、僕は道具ではなくて、

ジャーナリズムの一部だと思っています。 

 

ウィキリークスは現象にすぎない 

 

塚越 少しだけ補足させてください。 

ウィキリークスの報道が、11 月 28 日の外交

公電以降から、とりわけ初期のころに議論され

た問題点は、ウィキリークスは善なのか悪なの

かという点でした。ウィキリークスの報道って、

善だと思いますか、悪だと思いますか。私はど

ちらでもないと考えます。報道そのものは単に

報道でしかありません。 

なぜかというと、アメリカ政府にとっては、

ウィキリークスは悪です、完全に。日本政府に

とっても悪かもしれない。でも、アメリカ人の

ある種の人たちにとっては正義だし、日本人の

ある人にとっては正義である。つまり、立場に

よってこの善悪の判断は分かれるからです。 

簡単にいえば、ウィキリークスというのは、

津田さんがおっしゃったように、ジャーナリズ

ム的な意思を持っている暴露団体なわけです。

技術に対しては、いいも悪いもないというのが

率直な印象です。これが善であろうが悪であろ

うが、こうした技術がある限り、オープンリー

クスと同様にどんどん分派されて、いやが応に

もリークがどんどん出てくる時代になると思い

ます。ではどうするべきかといったときに、例

えば個別の公電だったり、個別のリークについ

て、調査力のある報道機関などの人たちや、我々

ひとりひとりがどんどん議論すればいいのでは

ないかと思います。 

例えば日本の大使館などからの公電という

のは 5697 件あって、25万件の公電の中でも国

別でいえば 3位に位置します。日本の公電の数

はかなり多い。これらの公電の中には、例えば

沖縄基地問題にかんするものも入っていると思
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います。ですからこれらの公電が公開されたと

きに、日本のメディアはどんどん議論すればい

いのだと思うわけです。調査報道を日本のメデ

ィアの人たちにしてもらって、この真偽を探っ

ていく。ウィキリークス自体はジャーナリズム

的な意思は持ちながらも、ある種、道具的だと

は思います。科学的ジャーナリズムとは、一次

情報をまず世界に公開し、あとはみんなで検証

してください、ということです。 

そうすると、検証力を持っている、調査報道

力を持っている記者やジャーナリストはやはり

一部なので、そして、それは既存のメディアの

ほうにやっぱり多くいらっしゃるので、そうい

う人たちが細かく検証することによって、その

報道を出すということです。それによって既存

メディアが自らのプレゼンスを獲得するという

ことは十分にあり得るのではないかというふう

に思います。 

 

司会 ウィキリークスの話や今回の東日本

大震災で大きなことは、津田さん、塚越さんが

お話しになったように、ネットと既存メディア

が融合、連携する形でジャーナリズムが実践さ

れたということがわかったと思います。 

後のほうに出た日本の公電 6,000件につい

て、これをどこがどうするのか、これはむしろ

日本の既存メディアがちゃんとやっていけるの

か、そういうことも問われていると思います。 

今回はネット時代のジャーナリズムという

ことで、ウィキリークス研究会をやりました。

これからもこういうことを続けたいと思います。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

 

（文責・編集部） 


