
 

 

第 216回メディア開発委員会 

（２０２２．５．２０） 

【講 演】 

「ボイステック市場の今後とニュースコンテンツの可能性」 

Ｖｏｉｃｙ 代表取締役ＣＥＯ   緒方憲太郎氏 

＜略歴＞ 

大阪大学基礎工学部、同大学経済学部卒業。公認会計士試験に合格し、2006 年新日本

監査法人へ入社。トーマツベンチャーサポートなどでビジネスデザイナーを務めた後、

16 年に Voicy を創業し、現職。著書に「ボイステック革命 GAFA も狙う新市場争奪戦」。 

 

【委員交代】（敬称略） 

◇産経新聞東京本社 

（新）ＤＸ本部長      三笠 博志 

（旧）        宇田川尊志 

◇秋田魁新報社 

（新）統合編集本部デジタルセンター長兼デジタル編集部長 安藤 伸一 

（旧）        叶谷 勇人 

◇下野新聞社 

（新）デジタル局長      岩村由紀乃 

（旧）        和田 利文 

◇北日本新聞社 

（新）執行役員デジタル戦略局長     織田 浩之 

（旧）        浜浦  徹 

◇徳島新聞社 

（新）局長待遇・徳島新聞メディア代表取締役社長   近藤  務 

（旧）   岡本 光雄 

◇宮崎日日新聞社 

（新）デジタル推進局長兼デジタル企画部長   中島 克彦 

（旧）        椎葉 昌彦 

 

【議 事】 

１．プラットフォーム問題への取り組みに関する件 

２．通信・放送メディアの将来像と法制度に関する研究会の活動に関する件 

３．専門部会活動報告 

４．第７回デジタルメディアセミナーに関する件 

５．その他 

以  上 
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取 扱 注 意 
 

プラットフォーム問題への取り組みの強化に関するアンケート結果（速報） 

 

１．アンケート概要 

目  的：プラットフォーム問題を扱う特別委員会の設置を目指し、メディア開発委員会分

科会での検討に向けて各社共通の課題・論点を抽出すること 

調査主体：理事会の指示により、メディア開発委員会が実施 

調査対象：新聞協会新聞・通信会員社（102社） 

実施時期：4月 21日（木）～5月 13日（金） 

回答社数：63社 

 

２．回答結果（抜粋） 

 以下は回答から、速報として事務局でまとめた。今後、プラットフォームに関するワーキン

グチームで回答を精査していく。 

（１）プラットフォーム事業者との間で課題となっている点 

 ①ニュースコンテンツを巡る課題 

  【「記事対価」に関する課題／配信契約の不透明さ】 

・対価についてはプラットフォーム側が提示した条件を受け入れざるを得ず、金額の妥当

性や適正性を検証するためにも料額の根拠や算定方法が不明確。公正かつ自由な競争が

行われているとは言い難い。 

・配信契約に伴う対価は、提供するニュースによる認知向上や自社サイトへの誘導などの

メリット、人的、開発コストを総合的に判断して妥結しており、妥当だ。 

・プラットフォーム事業者は自社サイトへの還流を「対価」の一種と説明しているが、実

際の還流率は極めて低い。 

・対価を含む契約内容に不満があっても、自社サイトへの還流があるため、取引せざるを

得ない。 

・プラットフォームがニュースコンテンツによって得られた収益が、透明化されていない。

ニュース以外のサービスへの貢献度を図るデータの開示を求めたが、回答を得られなか

った。 

・媒体社間のコンテンツ配信料の差異について、プラットフォーム事業者から合理的な説

明がない。 

・プラットフォーム事業者が報道機関と秘密保持契約を締結し、個別交渉することによっ

て、「分割統治」ともいえる状況が生じている。単独で交渉するには、プラットフォー

ムとの交渉力格差が大きい。 

・契約締結時になかった仕様やルール変更などが発生しても、交渉に応じてもらえず、変

更を受け入れざるを得ない。また、契約締結当初の条件が据え置かれ、見直しを求めて

も応じられないことが予想される。 

・契約書についての修正要請を受け付けてもらえないことが多い。 

・配信記事のガイドライン違反を一方的に通告され、説明も不明瞭で一方的な解釈に基づ
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いたものであったにもかかわらず、反論や議論も許されず、従わざるを得なかった。 

【著作権侵害・リンクなどの商用利用】 

・現状の著作権法などによる新聞コンテンツの保護が十分ではない。プラットフォームに

よって記事コンテンツがバラバラに提供され、新聞社の持つ高度な「編集著作権」が破

壊され、見返りがないという不条理が存在している。 

・検索事業者や契約していていないプラットフォーム事業者が、リンクや見出しなどのコ

ンテンツを利用する、いわゆる「バリューギャップ問題」が存在している。 

・SNS や動画配信サービスなどのプラットフォーム上に、ユーザーが新聞社の著作物を

違法にアップロードしている。多くの侵害案件が発生しているものの対応しきれず、察

知し削除を依頼する「いたちごっこ」となっている。プラットフォームやサービスの運

営企業に対応を求めたものの、応答がないこともある。 

【市場構造を巡る課題】 

・影響力の強い特定の配信プラットフォーム事業者が存在し、プラットフォーム上での記

事消費がニュース流通での大部分を占める特殊なニュースの流通構造が問題の背景に

ある。 

・コンテンツ提供者が負担しているコストがユーザーにとって見えなくなるなどして、

「ネットでニュースは無料」といった誤った認識が蔓延している。 

【その他】 

・プラットフォーム上で記事を読んだユーザーから、新聞・通信社に由来する記事コンテ

ンツだと認識されておらず、ブランディングの面から課題がある。 

・オリジナル記事よりも、記事配信先の記事が検索結果の上位に表示されている。 

・閲覧者に関する情報開示が不足しており、どのようなデータを取得しているかも媒体社

に説明がない。プラットフォーム事業者から提供される分析ツールでは、精度の高い分

析ができない。 

・コンテンツが上位に取り上げられるための基準が分からず、公正に扱われているかも判

断がつかない。検索アルゴリズムも同様で、恣意的に扱われているとの懸念が払しょく

できない。 

  ・検索結果に、配信記事と関係のない写真が併せて表示され、トラブルになった。 

  ・海外プラットフォームは日本国内での責任者や責任体制が明確でなく、交渉に支障が生

じている。 

・部数が長期低落傾向にあり、デジタル分野での収益向上が求められているのは業界共通

の課題と言える。こうした中で、これまでのような特殊なニュースの流通構造を今後も

続けるのか、それとも何らかの変革を求めていくのか、報道機関の首脳同士が健全な意

見交換をしていく必要があるのではないか。 

②デジタル広告を巡る課題 

  【広告取引の不透明さ】 

・広告主から媒体社に至る取引内容が不透明で、適正な料金設定か検証できない。月当り

の表示回数と配分収益は開示されるが、それ以外はほぼ非開示となっている。  



3 

 

【手続きの不公正さ】 

・プラットフォーム企業の広告商品を使う場合、利用規約に同意せざるを得ず、内容の変

更や修正は受け入れられないケースが多い。 

・仕様変更などが一方的に通達されるなど、説明が不足している。直近ではクッキーレス

対応などプラットフォーム事業者の都合で開始時期や延期が発表され、対応するコスト

が負担となっている。 

【利用者情報の取り扱い】 

・クッキーレスを契機に、プラットフォーム事業者の寡占がさらに進むことが懸念される。

自社の運用型広告の収益減少も想定される。 

・広告で得たデータはサードパーティーにも利用される一方で、媒体の管理運営リスクの

負担は媒体社のみが負う形となっている。 

・行き過ぎた情報取得の規制は自由な取材・報道活動に影響を及ぼす可能性がある。 

・利用者情報の取り扱いについて、通知や公表など利用者への可視化が必要だ。海外のよ

うにユーザーに選択させるよう義務付けた方が良い。 

【市場構造を巡る課題】 

・デジタル広告市場の売り上げの 8 割が数社のプラットフォーム事業者に占められてお

り、垂直統合によりデジタル広告市場の寡占化が進んでいる。とりわけ、アドサーバー

は事実上の独占状態にあり、広告主企業やツールベンダーも含めてアドサーバーを起点

とした強固な独占状態が成立している。選択肢がほとんどなく、利用料金も高い。別の

アドサーバーを使用する場合、技術革新の恩恵はほぼ受けられない。 

  ・特定のプラットフォーム事業者がサプライ側とデマンド側の広告システムとアドサーバ

ーまで保有し、広告商流の上・下流のデータをすべて握っている。プラットフォームに

は購読情報や購買情報など膨大なデータが集積され、広告ターゲティングに利用されて

おり、メディア規模が相対的に小さい新聞社は太刀打ちできない。 

  【その他】 

・広告クリエーティブコントロールに課題があり、対応しきれない。配信側の審査基準も

不明確。不適切な広告をブロックしても効果は限定的で、対応に限界がある。 

  ・アドフラウド対策などで媒体社もツールを導入してコストを負担しているが、広告の提

供元のプラットフォーム事業者が積極的に対処すべき課題だと考える。 

・タグの埋め込みなど配信システムへの対応によって、媒体社のサイトパフォーマンスが

低下する。UX（ユーザー体験）を損ねる広告商品の存在感も増しており、最終的にユ

ーザー離れの遠因となりかねない。 

 ③プラットフォームの在り方を巡る課題 

 【検索アルゴリズム】 

・大相撲やプロレスの写真、アダルトビデオ出演強要問題などを扱った記事などが性的な

コンテンツと判断され、広告掲載が不可になったり、SEO（検索エンジン最適化）にマ

イナスの影響を与えたりしている。 

  ・検索アルゴリズムの変更によってページビューが左右され、連動する広告収入が減少す

るケースがある。プラットフォーム側のガイドラインでは信頼性などを重視していると
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しており、新聞社のコンテンツは合致していると考えられるが、矛盾を感じる。 

  ・アルゴリズムがブラックボックス化しており、プラットフォーム事業者が恣意的な運用

を行っているとの疑念がぬぐえない。地元で発生したニュースについて積極的に情報発

信を行ったが、検索結果に全く表示されないこともあった。 

  ・検索上位に表示され続けていくために、プラットフォーム側から次々に公表される課題

に対応しなければならない。 

 【偽情報・誹謗中傷の拡散】 

・偽情報や誹謗中傷の拡散は情報流通環境全体への信頼を損なうことになり、報道機関に

も影響が出てしまう。プラットフォーム側が対応に向けたアクションをしているように

は見えない。とりわけ、プラットフォームのコメント欄には無責任な書き込みが多く、

誹謗中傷の温床となっている。 

  ・ウクライナ情勢に関するニュースのように、偽情報の発信や流通技術が高度化し、一般

人には判断つかない状況にあり、混乱を防げない。誤解や偏見に満ちた情報も拡散して

おり、修正も容易でない。 

 【不誠実や不十分な対応】 

  ・プラットフォーム側は専用フォーマットで苦情を受け付けているものの、類型を限定し

ていることなどにより、実質的に受付が制限されている。時間が経ってから的外れな回

答が届くなど対応も不誠実で、双方向の対話も行うことができない。 

  ・プラットフォームの担当者に検索結果などについて問い合わせたものの、回答は一般論

で、解決にならなかった。プラットフォームが展開するサービスについて尋ねた際、「ア

ルゴリズムによるもの」と通り一遍の回答しか返ってこないこともある。 

・海外に拠点を置くプラットフォーム事業者の質問や苦情への受付態勢が十分でなく、と

りわけ政府の対応も遅れている。 

  ・海外事業者と契約を締結する際、契約書がすべて英語のために苦労している。日本でサ

ービスを提供する以上、分かりやすい和訳を準備するなど適切なサポートがあってしか

るべきだ。 

 【アプリ】 

  ・アプリストア側の一方的なルール変更を理由に、アプリの更新が承認されなかったり、

サイト上の改善・修正を求められたりする。 

  ・アプリストアがアプリ内の外部決裁を認める方針を発表しているが、現時点では対応し

ていない。 

【情報環境への影響】 

  ・利用者情報を利用した記事配信などによって、フィルターバブル・エコーチェンバーと

いった問題が発生しやすくなっている。 

  ・情報の真偽や質よりも、アルゴリズムに合致するか否かにより情報が評価されている。

その結果、アルゴリズムに合わせた質の低いコンテンツやこたつ記事が氾濫し、確かな

取材に基づいた記事の露出機会が減る傾向にある。 

  ・プラットフォームによる偽情報（ディスインフォメ―ション）対策は十分ではないと感

じている。例えば、コメントなどは元記事の評価すらも悪化させる内容が多くあり、放
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置されている状態だと感じる。またコメントの非表示の権利などもニュース提供側には

なく、偽情報の放置がむしろ自由な言論空間を阻害している。 

 ④その他 

  ・独占禁止法や著作権と報道の自由は、二律背反の関係がある。新聞コンテンツの保護と

正確なニュースの自由な流通の衝突に関して、既存の枠組みで解決することは難しい。 

  ・プラットフォームを通じて大量に情報が届けられることにより、ユーザーの読解力の低

下が顕著になっている。 

  ・アテンション・エコノミーの課題に対応するため、ユーザーのメディアリテラシーを高

める努力も、媒体社・業界にとって必要だろう。 

・政府のデジタル関係の諮問機関にプラットフォーム企業の幹部が並んでいる現状に危

機感を覚えている。 

  ・競争における格差に加え、法務的な人材や技術力の格差も多く、個々に対応していくの

は不可能に近い。 

  ・NHKのネット業務には一定の規制が必要だと感じる。 

   

（２）課題解決に向け効果のあった取り組み 

  ・LINE 社傘下のネットサービス「まとめ」で新聞社や通信社の写真・画像 34 万点が無

断転載されていた問題で、全国紙 5 社と通信 2 社が連携して LINE 社と交渉、解決し

た。解決策の枠組みを作った後、地方紙やテレビ局なども続いた。 

・ウェブサイトに記事が無断使用されているケースがあり、運営会社を割り出してやり取

りをした結果、謝罪があり、転載記事が削除された。 

  ・プラットフォームとの意見交換で細かい要望や疑問をぶつけ、改善につながった。 

  ・プラットフォームと利用料について粘り強く交渉した結果、成果につながった。 

  ・プラットフォームと定期的にミーティングを図り、課題があればその都度解決を図るよ

うにしている。 

  ・同業他社との情報共有が有用だった。 

・プラットフォームとの協業によって、情報を広く届けることができた。収益についても

シェアし、双方にメリットのある取り組みとなった。 

  ・プラットフォームが展開するデジタル報道に関するセミナーなどは参考になり、若手記

者の育成に寄与している。 

・特筆すべき効果があったと言えるような取り組みは、特にない。プラットフォームと新

聞を巡る課題は世界に共通しており、どの国もまだ、適切な関係を築くことができずに

いるとみている。 

  ・協会のWTでの活動を通じて、自社の交渉力を多少上げることができた。また連携の枠

組みができるなど、意見交換を通じてプレッシャーをかけ続けることで課題解決に向け

た動きを作り出すことができた。  
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（３）新聞協会として取り組むべきテーマ 

 

 

 

〈⑦その他で例示された事例〉 

 ・NHKとニュースプラットフォームの関係の在り方の整理 

 ・個人情報保護法の新聞社に関するガイドライン策定の検討 

 ・記事の見出しリンクや、見出しを自社コンテンツのように商用利用するようなサービスへ

の対応 

 ・スポーツ紙の声を吸い上げていくための仕組みの構築 

〈選定理由や特記事項〉 

 ・新聞協会がプラットフォーム問題に積極的に取り組むことは全面的に賛成だが、分科会の

設置など、段階を経て進めるべき。まずは特別委で取り上げるテーマを定め、メディア開

発委との役割分担、分科会などとの連携体制を構築すべき。 

 ・ニュースの配信料を高くするよう団体交渉を行うことは、独占禁止法違反にあたる可能性

が高い。ストレートに議論すべきではなく、問題解決に向け、論点を丹念に解きほぐすこ

とをやるべきだ。 

・プラットフォームの市場支配力増大に伴って深刻化する新聞ジャーナリズムの衰退、民主

主義の危機も重要なテーマだ。 

 ・取り上げるべき具体的な課題を定めるなど段階的に手順を進め、その上で、協会の総意と

して特別委員会を設けるのが適切だ。 

 ・団体交渉ができる環境もなく、足並みをそろえることが難しい以上、共通の課題として建

設的に議論を進めやすいテーマから取り組むべきだ。 

 ・テーマによっては、顧問弁護士など独禁法専門家に参加してもらうべきだ。 

 ・分科会での議論開始に先立ち、理事会の総意としての問題意識を共有してほしい。協会と

して動ける範囲の課題を早い段階で判断・明示し、分科会が効率的・建設的に議論を深め
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（社、複数回答）

①「記事対価」問題の解決や交渉力格差の是正に資する法制度の調査研究
②著作権侵害等に関する対策の検討
③取引透明化などデジタル広告の課題への対応
④ニュース産業における個人情報保護・クッキー規制の在り方の検討
⑤インターネット上の言論空間のゆがみと「表現の自由」に関する研究
⑥プラットフォーム事業者との対話の強化
⑦その他
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る環境を整備してほしい。 

 ・1社で対応することは難しく、新聞協会にプラットフォーム事業者との交渉の窓口を担っ

てほしい。 

 ・著作権問題は著作権小委で対応する、クッキー規制はメディア開発委員会で行うなど選択

と集中を進めるべき。 

 ・ネット上に健全な言論空間をどう築いていくかが最も深刻な課題であり、報道機関も主体

的に関わる枠組みで解決を図るべき。 

 ・対決姿勢ではなく、対等かつ公正な対話を進めていくことが重要であり、長期的にはユー

ザーの支持獲得につながる。 

 

以  上 



議題２－①                   メディア開発委員会（2022.5.20）資料 

 

 

通信・放送メディアの将来像と法制度に関する研究会の活動に関する件 

 

2022 年度標記研究会は、別紙名簿（2－②）の通り、メディア開発委員会常任委員会の

11 社 11 人で構成する。 

4 月 8 日に第 1 回会合を開いた。 

 

◇第１回研究会（2022.4.8） 

・研究会設置の目的、委嘱事項等に関する件 

研究会設置の目的、メディア開発委員会からの委嘱事項などを確認、了承した。 

 

・幹事・副幹事選任に関する件 

 慣例に従い、幹事をメディア開発委員会の委員長社、副幹事を次期委員長社から選出し

た。22 年度幹事は朝日の澄川卓也委員、副幹事は産経東京の本田誠委員。 

 

・今期の活動方針、内容に関する件 

 今期の活動方針について協議し、別紙資料（2－③）の通り、①NHK のインターネット

活用業務の今後の在り方、②その他総務省「デジタル時代における放送制度の在り方に

関する検討会」での論点――の 2 点を研究テーマの柱とする活動方針をまとめた。 

 

以  上 



（2022.4現在・敬称略）

◎＝幹事　○＝副幹事

◎ 朝日新聞東京本社 メディア戦略室ネットワーク専任部長 澄川　卓也 

毎日新聞東京本社　 デジタル編集本部デジタル編集部長 乗峯　滋人

読売新聞東京本社 メディア局ネットワーク戦略委員会事務局長 古川　　肇

日本経済新聞社 映像戦略本部部長 大場  俊介

東京新聞 電子メディア局次長（東京駐在） 稲葉　千寿

○ 産経新聞東京本社 編集局文化部長 本田　　誠

共同通信社　 事業局企画委員デジタル事業部長 山田　泰稔

時事通信社 編集局総務兼デジタル編成部長 田中　賢志

福井新聞社 編集局デジタルラボ部長 八杉　智子

西日本新聞社 メディア戦略局メディア戦略部長 久保田　敦

沖縄タイムス社 DX戦略局DX推進部長 木下　勝彦

2022年度「通信・放送メディアの将来像と法制度に関する研究会」

以上　11社11人

議題２－②
メディア開発委員会（2022.5.20）資料



議題２－③                   メディア開発委員会（2022.5.20）資料 

 

 

2022年度「通信・放送メディアの将来像と法制度に関する研究会」 

活動方針 

 

 

【運営方法】 

通信・放送メディアの将来像と課題、諸制度の現状と将来的な方向性、枠組みなどにつ

いて、幅広く総合的な見地から調査、研究活動を行う。また、メディア開発委員会から諮

問があった際は、意見を集約する。 

今年度は、メディア開発委員会からの委嘱事項に沿って、デジタル時代における放送制

度の動向を重要課題として研究を行う。 

 

【研究テーマ】 

◇NHK のインターネット活用業務の今後の在り方 

・業務・受信料・ガバナンスの「三位一体改革」の進ちょく 

・「本来業務化」などインターネット活用業務の法的位置付け 

・「理解増進情報」の在り方 

 ・「社会実証」の実施・検証結果 

◇その他総務省「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」での論点 

・マスメディア集中排除原則の緩和などに関する制度改正 

・放送ネットワークインフラの在り方 

 

以  上 



議題３－①                   メディア開発委員会（2022.5.20）資料 

1 

 

専門部会活動報告 

 

メディア開発委員会専門部会は、4 月 22 日に第 219 回会合を開催した。第 7 回デジタ

ルメディアセミナーの構成・運営案、プラットフォーム問題への取り組みに関する報告な

どを了承した。また、日本経済新聞社から事例報告を受けた。 

 

第 219 回専門部会（4 月 22 日） 

◇デジタルメディアセミナーに関する件 

 今年度で 7回目となる標記セミナーの構成・運営案を了承した（議題 4 参照）。委員会に

上申するとともに、具体的な講師の人選や依頼作業に取り組み、次回専門部会で実施案を

審議する。 

 

◇プラットフォーム問題への取り組みに関する報告 

 理事会で決定したプラットフォーム問題に対する取り組み強化の方針と会員者向けアン

ケートの実施について報告を受け、これを了承した（議題 1 参照）。 

 

◇報告・意見交換 

 以下の事例報告を受け、意見交換した。 

 

「日経イノベーション・ラボ」の取り組みについて 

日本経済新聞社 日経イノベーション・ラボ事務局長 木原誠氏 

 日経イノベーション・ラボは「テクノロジー・メディアへの飛躍」を目指す日本経済新

聞社の研究開発組織として、2017 年に設立された。日経・日経グループのイノベーション

を加速させるため、先端テクノロジーに関する研究開発や調査を行っている。21 人で構成

し、うち 11 人が日経本社やグループ会社との兼務。研究開発と技術動向調査、メディア動

向調査の 3 つを基本的役割に据え、日経グループの研究開発の司令塔を担う。事業部門の

持つ専門知識や課題とイノベーション・ラボの所有する先端テクノロジーに関する知識や

ノウハウ、外部組織の研究成果や技術的な強みを掛け合わせることで、新しいサービスの

創出や業務の効率・高度化へ結びつけることをミッションとする。 

 電子版・情報サービスやテレビ・動画、広告、編集、イベントなどの分野で成果を上げ

る一方で、論文や学会での発表にも並行して取り組んでいる。「決算サマリー」は、人工知

能（AI）を用いて企業の決算短信から要点を自動で文書化し、配信する。適時開示情報サ

イトでの決算公表後、数分で売上高や利益などのデータと背景や理由を記事にまとめて、

日経電子版、日経テレコンで配信している。「日英自動翻訳」は日経電子版に登載する記事

の英訳機能。記事上部のアイコンを押すと、日本語文と英訳文が並んで表示される。外国

人の同僚や海外の現地スタッフとのコミュニケーションに役立てることを想定している。

独自の対訳辞書を企業や人名などの固有名詞の翻訳に活用している。「日経 AR」はアプリ

を入れたスマートフォンを紙面にかざすことで、拡張現実（AR）を体験できるサービス。
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紙の新聞の記事・広告の価値を向上させる狙いがある。「Video AI System」はテレビ東京、

ソニーネットワークコミュニケーションズとの共同研究により開発。動画の音声をテキス

トに自動変換し、動画内の企業名や人名、業界、テーマを解析・抽出し、タグとして付与

する。人手に頼っていた「タグ付け」と呼ばれる映像編集作業の合理化・省略化に寄与す

る。「ヴァーチャル・ヒューマン」は AI が作成した架空の人物を用いて動画を制作するシ

ステム。素材を取り込むことで発話する内容を自由に指定できる。将来的な番組・動画な

どへの活用を目指し、開発を継続している。新たな展示手法として美術展に利用した技術

もある。「ピエール・ボナール展」ではプロジェクションマッピングと画風変換システムを

活用し、実在の風景を段階的にボナールの描いた絵のように変化させる展示を試みた。「メ

トロポリタン美術館展」では、西洋絵画 2500 点を年表風に表現した。データジャーナリ

ズムではイノベーション・ラボの研究員が参画し、支援する形での研究開発を行っている。

事故現場や国際情勢の報道に人工衛星データを活用している。 

 今後の研究テーマとして、校正の支援や広告効果の測定などに取り組んでいる。コロナ

禍で難しかった外部企業との共同研究も再開していきたい。最終ミッションである、新し

いサービスの創出や業務の効率・高度化実現に向けて精度の向上を目指していきたい。10、

20 年後にメディアが生き残るためには、テクノロジーの進化に合わせた変化が必要とな

る。数年先の技術動向を常にウオッチし研究開発に落とし込んでいく組織の重要性は増し

ていく。読者・顧客への高品質な報道・デジタルサービスを継続的に提供すべく、先端テ

クノロジーの研究開発を通して、メディア全体の成長への貢献を目指して活動している。 

 

◇講演 

ダイヤモンド社のダイヤモンド編集部編集長の山口圭介氏から「ダイヤモンド編集部の

デジタル改革」をテーマに話を聞き、意見交換した。概要は次ページ以降。 

 

以  上 
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第 219 回メディア開発委員会専門部会（2022.4.22）講演抄録 

ダイヤモンド社のデジタル改革 

ダイヤモンド社 ダイヤモンド編集部編集長 山口 圭介氏 

 

（１）経歴とダイヤモンドの編集方針 

2004 年に産経新聞へ入社、東北総局の事件キャップなどを担当した。08 年にダイヤモ

ンド社へ転職し、「週刊ダイヤモンド」の記者として商社や銀行を担当。12 年から副編集

長を務め、18 年に「ダイヤモンド・オンライン」との兼任副編集長、19 年 4 月に両編集

部を統合したダイヤモンド編集部の編集長に就任した。週刊ダイヤモンドは特集主義を掲

げており、30～100 ページの特集を毎週展開。新聞社時代は部数のことを考えずに過ごし

てきたが、ダイヤモンド社では「いかに売るか」まで問われる。スクープを書けば許され

るプロダクトアウト型ではなく、どうすれば売れるか、その手法まで考えることでマーケ

ットイン型の発想が鍛えられた。 

ダイヤモンド社の DNA に「そろばん主義」がある。今でいうデータジャーナリズムで

あり、一つの特集の中に強力なデータコンテンツを盛り込んでいる。「メディアの新序列」

をテーマとした 18 年 10 月 27 日号では全国紙の実売部数やテック人材比率、読者愛着度

ランキングなどをデータで示した。 

データコンテンツだけでなく、通常の記事も「ここでしか読めないコンテンツ」に徹底

的にこだわる。リリースで原稿を書くことは基本的に禁止しており、ネットで検索して出

てくる情報にも価値を見出さない。ランキング記事も強力なコンテンツの一つで、アンケ

ートやデータセットの設定に数か月かけることも少なくない。独自性やお金に絡む経済情

報、ランキングなどが、デジタルのサブスクリプションの劇的な成長に寄与した点だと考

えている。 

（２）編集部の統合と編集長就任以降の改革 

出版市場は 1996 年の 2 兆 6000 億円から、20 年間で半分の 1 兆 3000 億円にまで落ち

込んだ。週刊誌も急速な減少傾向にある。デジタル改革の社内プロジェクトで週刊誌市場

の将来シミュレーションを作成した。現行のビジネスモデルを続けた場合、2027 年に消滅

するというシナリオになった。シミュレーションでは 18年以降は予測値になっているが、

最新の数字ではこれを上回る勢いで減少している。若い世代はそもそも雑誌を読むという

発想がなく、ビジネスパーソンは書店に行かなくなってきた。その中でどうやって生き残

りを図っていくのか、この資料をもとに経営サイドに現実を突き付けた。 

18 年から週刊ダイヤモンドとダイヤモンド・オンライン、2 つの編集部の副編集長を兼

任した。当時、両編集部はそれぞれ、雑誌局と広告局という別の局に所属していた。しか

し、雑誌局の週刊誌編集部は紙の部数を追いかけ、広告局のオンライン編集部はデジタル

の PV を追いかける。週刊誌編集部はデジタルでの有料課金モデルに挑戦したいが、ノウ

ハウがなかった。一方、オンライン編集部は PV に追われ協力する余裕がない。目標が異

なり、ビジネスモデルの転換は不可能だと悩んでいたところ、会社の上層部も危機感を共

有してくれ、19 年 4 月、私が編集長に就任したタイミングで、2 つの編集部を統合した。 
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統合後のダイヤモンド編集部では、デジタルチーム、編集チーム、記者チーム、編集長

直轄の 4 つの組織を置いた。オンライン配信を優先するデジタルファーストに完全移行し

た。現在は雑誌発のコンテンツはなく、デジタルで展開した特集コンテンツを、配信の 2

週間後に再編集して雑誌に展開する。この期間が双方にとって最も負の影響が少なかった。

記事の入稿、作成フローについてもデジタル中心に見直した。併せて雑誌ベースの会議は

全廃し、デジタル中心の新しい会議に一新した。「活路はデジタルにしかない」と、後戻り

できないようタブーなしで改革に踏み切った。 

今年 4 月から雑誌作りの方法を根本的に変えようと考えている。原則、ダイヤモンド編

集部員が紙の雑誌制作に携わることをやめ、デジタルのコンテンツ作りに専念させる。雑

誌はビジネス週刊誌の市販売り上げで 28 年間 1 位を継続している。その部数をデジタル

の有料会員数が上回っており、現在は伸びるところに全勢力をかけてアクセルを踏もうと

考えている。 

コンテンツ作りもデータドリブンで抜本的に見直した。デジタルコンテンツの PV、UU、

会員獲得データを全部員がリアルタイムで共有している。どんな記事が読まれたのか、ど

んなタイトルが読者に刺さったのか、どの記事が有料会員・無料会員を獲得したのか、全

部員がスマホを使いリアルタイムで確認できる。ただし、会員獲得数を目標に課してしま

うと類似したコンテンツが増えてしまい、メディアとしての幅が狭くなってしまう。会員

が取れるネタはすでに見えてきているが、売れなくても書くべきネタがある。会員獲得数

は記者個人の目標としない方針を取っており、企画の提案本数やノウハウの共有本数など、

「編集部全体への貢献」を評価基準に置いている。 

記事の書き方も大幅に変えた。基本的に逆三角形の記事構成だったが、リードに答えが

書いてあると有料課金に進んでもらえない。答えを出しすぎないリードなど、課金の壁を

超える文体を日々アップデートしているが、明確な解答は出ていない。しかし、同じ原稿

でも書き方を変えれば何倍も有料会員を獲得できる。従来の記事の書き方に慣れている人

からの反発もあるが、割り切らなくてはデジタルの壁は超えられない。 

米ニューヨーク・タイムズ（NYT）のイノベーションリポートを参考に、編集部の意識

改革にも取り組んだ。リポートを私なりに要約すると「記事を書くだけで終わりだった編

集部門を、ビジネス部門・テクノロジー部門と連携しながら読者データを分析して、読者

の求めるコンテンツを読者の求める形にパッケージ化して届ける組織へと変革する」とい

うことだ。定期的に編集部内でも共有している。 

出版業界をはじめ、新聞社、テレビ局などの伝統メディアは依然として編集局出身者が

幹部の大半を占めている。私たちの会社も含めて、女性・外国人・転職者がほぼゼロの超

同質的な集団だ。これでは DX に対応できない。伸びているウェブメディアは編集・ビジ

ネス・テックの 3 部門がうまく融合している。過度な融合は編集権の独立の問題もあり注

意が必要だが、この融合がなければなかなか難しい局面にある。 

この考え方に基づいて、編集、ビジネス、テックすべての部門の融合を加速すべく、新

たな組織を立ち上げた。編集部門にはビジネス編成部を設置、マーケターによるデジタル

戦略に基づき、雑誌からデジタル優先の進行管理に移行した。ビジネス部門ではオンライ

ンの保険会社からデータサイエンティストを採用し、データ戦略を実施した。テック部門
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では CTO 室を立ち上げ、上場企業から CTO を引き抜いた。併せてエンジニアの内製化も

進めているが、まだ改革が必要と感じている。 

（３）サブスクリプションサービス「ダイヤモンド・プレミアム」 

19 年 6 月、有料課金サービス「ダイヤモンド・プレミアム」を始めた。オリジナル特集

や動画、週刊ダイヤモンドのバックナンバーなどを提供している。1 週間連続で展開する

特集コンテンツが有料会員を獲得するブースターとなっているが、それだけだと次の成長

は見込めないので、動画など別の方法でアプローチしている。動画、書籍、米ウォール・

ストリート・ジャーナル（WSJ）などの提携コンテンツでリテンションを図っている。 

ダイヤモンド・プレミアムは、「最強の学びの場」を提供することをコンセプトに据える。

ニュースの提供だけでは激化する「時間争奪戦」には勝てない。そのため、動画コンテン

ツや書籍コンテンツ、イベントと絡めて、意思決定や実益に結び付くサービスとして学び

の場を提供しようと考えている。 

従来は無料記事で集めた PV で広告収入を得ることで成り立っていたが、ダイヤモンド・

プレミアム開始後は、鍵付きでコンテンツを提供している。無料モデルのダイヤモンド・

オンラインと有料サービスを違うサイトで展開するのではなく、無料サイトに有料のサー

ビスを乗せ同一のサイトで展開する。無料サイトに突如鍵が掛かる形になるので、当初は

PV も低下し、失敗に終わるだろうという声がほとんどだった。しかし、開始前の月間 6000

万～7000 万 PV から約 1 億 2000 万 PV（22 年 2 月）と倍近く伸びた。さらに 21 年後半、

サブスクの有料会員数が週刊ダイヤモンドの市販部数を上回った。PV を伸ばしながら有

料会員を獲得するサービス設計はできる、というのが私たちの出した答えだ。 

編集部統合後 1 年ほど経ち、KPI を見直した。ビジネスパーソンに刺さる硬派なコンテ

ンツに原点回帰するため、PV を目標から外し、会員ベースの収益モデルに転換した。PV

は伸びたが、私たちの KPI にはもうない。通常、鍵を掛けると PV は減るが、やり方次第

で伸ばすこともできる。月間無料会員獲得数も 5000 件から 2～3 万件に伸び、80 万人を

突破した。無料会員が優良な潜在顧客となり、有料会員収入は雑誌の市販売り上げを抜い

た。広告収入についても良い効果があり、より高単価な広告が出稿されるようになった。

PV を意識すると芸能などのやわらかいコンテンツが増え、そこに集まるユーザーは硬派

なビジネス系の広告を見ない。広告がクリックされずスルーされてしまうことがなくなっ

たのが非常に大きく、編集サイド的にもビジネスサイド的にも会員ベースのモデルに転換

したことは有意義だった。 

無料のコンテンツは拡散性が高く、有料会員向けコンテンツは独自性が高くなる。サイ

トでしか読めないコンテンツを出さなければ、有料の壁は超えてもらえない。全てを独自

コンテンツにするのは難しいので、拡散性の高いものは無料に、独自性の強いものは有料

会員向けに、情報を濃度別に分類して配信している。無料会員はその間のイメージだ。こ

れにより効果的に会員を獲得できるようになってきた。試行錯誤すればどのメディアでも

できるのではないか。コンテンツをどの分類や階層で展開していくのかをそれぞれのメデ

ィアで考えればよいだろう。 

編集部を統合してから、動画・音声コンテンツを立ち上げた。動画はこれからさらに加

速させていく。リテンションにも効き、新規会員獲得にも効くコンテンツが増えてきた。
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ポッドキャストは一時期人気ランキングの総合トップ 5 に入ったが、マンパワーが足りず

現在は休止中。新聞社は人員も豊富で、面白い話を持っている人が多い。ポッドキャスト

は負荷なく始められるため、成功体験も得やすいのではないか。 

かつて編集部は雑誌コンテンツのみを作成していたが、現在はフリー、無料会員、有料

会員向けのデジタルコンテンツ、動画コンテンツ、ニューズレターなども担当するように

なってきた。ニューズレターは負荷なく始められ、やり方次第では面白いコンテンツにな

る。作成しているコンテンツ群がデジタルへシフトし、ユーザーへ届ける手段が多様化し

てきた。「雑誌を出している編集部」から「雑誌も出している編集部」へと生まれ変わった。 

ダイヤモンド・プレミアムを立ち上げるにあたり「レガシーとテクノロジーの触媒にな

る」というコンセプトを考えた。今、東海岸的な世界観と西海岸的な世界観がせめぎ合っ

ている。前者はレガシー、オールドパワー、重厚長大といった伝統メディアが得意とする

もの、後者はテクノロジー、スタートアップ、クリエーティブ、コミュニティーなどを重

視している。両者の結節点が変化の震源地になっており、そこを深掘りしようという考え

だ。ウェブメディアは西に寄りがちになる一方、記者クラブメディアは縦割りが強く、西

を自由に取材できていない。私たちは東西の結節点を取材できるメディアでありたい。 

独自性の高いネタはそう簡単に取れず、忖度
そんたく

なしで深掘りする視点は重要だ。メディア

のパワーが低下する中、企業取材において忖度した報道が増えてきていると感じる。絶対

忖度しないと決めていると、濃密な情報が集まるようになる。覚悟も必要で、広告がスト

ップしても、出入り禁止になっても、訴訟を起こされても、書くべきことは書く方針を貫

いている。編集部では大手自動車メーカーなどは軒並み出入り禁止で、編集長に就任以降、

裁判も 10 件以上あった。しかし、最後まで姿勢を貫くことで人々に理解してもらえる。そ

うしたことの繰り返しにより、ここでしか読めない情報が集まってきた。 

（４）経済メディアの近未来と今後の展望 

経済メディアはさまざまなメディアによる群雄割拠にあり、既存メディアはどこも苦境

に立っている。この原因はインターネットの浸透に伴う「3 つの潮流」だ。 

1 点目はメディアセグメントの希薄化だ。ネット上では従来の業種ごとの競合関係を超

えて、どこもライバルになり得る。消費者の可処分時間争奪戦が激化している。2 点目は

プラットフォーマーが台頭し「地主化」したことで、メディアが「小作農」になってしま

っていることだ。グーグルやヤフー頼みのメディアが増えてしまっている。3 点目は SNS

の成長による個人メディアの強大化だ。取材先が直接発信し、オーディエンスを囲い込む

時代になってきた。どうやってメディアとして存在感を発揮するかは悩ましいところだ。 

経済メディアに置き換えて考えると、マネー系、ビジネス系、経済系の情報は会員を獲

得できるため、高単価なビジネスニュースが非常に増えている。一方で、商業主義がジャ

ーナリズムを上回りつつある危機感を日々感じている。プラットフォーマーによるデフレ

圧力があり、とりわけ「アップルニュース＋」には脅威を感じている。SNS においては、

取材先だったアナリストが競合になりうる現状が深刻化してきている。 

日経電子版や英フィナンシャル・タイムズのように、比較的高額な料金設定でも成り立

つのが経済メディアだと思っている。各社とも最も重要な戦略なので様々な考えがあると

思うが、アップルニュース＋では月額 9.99 ドルで 300 を超える雑誌が読み放題になる。
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個別に購読すれば年間 8000 ドルに相当する。参加すればアップルの生態系に便乗できる

が、より高単価な自社サービスが解約される恐れが出てくる。こうしたジレンマが増えて

くると感じている。 

経済分野に強みを持つメディアの年間売り上げをみると、米ブルームバーグは 1 兆円を

超え、英ロイターは 6000～7000 億円、日本経済新聞社も数千億円規模だ。ダイヤモンド

社は 135 億円で、国内外の大手と比べて小さい。しかし、ブルームバーグやロイターなど

のグローバル大手メディアであっても GAFA と比べると非常に小さな存在になる。GAFA

がここに本気で攻め込んできたらひとたまりもない。その中でどうやって生き残りをかけ

ていけばよいかは非常に悩ましい。 

今も昔も私たちは「コンテンツ・イズ・キング」だと考えている。これは変わりないが、

コンテンツの意味合いが変わってきているように感じている。従来のメディア経営は、「良

いプロダクト」「ジャーナリズム」「事業の拡大・存続」がつながる世界観だった。一方で

現在のメディア経営は、これらがイコールではない。特に「ジャーナリズム」と他の要素

の相克が深刻化している。多くの企業で戦略経営とジャーナリズム維持が対立する構図が

生まれているように思う。 

どのように対処していけばよいのか。NYT の事例を参考にして考えたい。昔ながらの分

断された組織ではニューズルームが聖域にあり、ファイアウォール（FW）で仕切られてい

る。そこで FW の置き方を変えた。ジャーナリズムと広告間の FW は維持したまま、顧客

分析やテクノロジー、デジタルデザイン、読者体験の向上につながるビジネスサイドでは

協業するほうがよい。この考え方に基づいて私たちは新しい組織を立ち上げた。 

私たち経済メディアがこれから勝ち残っていくには ①プラットフォーマー（地主）の下

で、小作農ながら豪農を目指す方法、 ②WSJ 的な徹底した有料課金モデル（ダイナミッ

ク・プライシング）を模索していく方法、 ③英エコノミスト的なブティック型のハイブリ

ッドモデル、 ④ブルームバーグ的な特定業界との共存型ビジネスモデル、 ⑤NewsPicks

的な徹底したコミュニティ・サロンづくり――の 5 つの方法が考えられる。 

①は私たちの方針と合わないと感じている。②は超強力な独自コンテンツが必須になる

と感じている。ここで戦うには高いハードルがある。③は私たちの考え方と近い。現在、個

人課金中心にやっているが、これから法人会員も増やしていこうと考えている。法人向け

で、動画で刺さるコンテンツを生み出していく。紙媒体の定期購読も未だ強い収益源にな

っている。そのため、紙媒体は引き続き発行していく。紙媒体と個人向け・企業向けをハイ

ブリッドして課金モデルを成立させる手法が最も近い。19 年、デジタルのサブスクを始め

る前にエコノミストの元編集長に勉強会を開いてもらい、どういう考え方でこのモデルを

追求しているのかを教わった。④はブルームバーグやロイターでいうと金融業界を指す。

⑤はレガシーメディアである私たちにはハードルが高い。検討したが、この方向は選択し

なかった。究極的にはジャーナリズムとの対決姿勢を強めてしまう。将来を見据えた場合、

ここは避けるべきとの判断で、③の道に向かい日々努力している。 
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＜質疑応答＞ 

○今後法人向けに顧客を増やしていくという話があった。一つのコンテンツとして動画を

ということだったが、どんな動画のイメージ、コンセプトを考えているのか。 

→私たちは日々のすべてのニュースをフォローしていない一方、深掘りが得意なので、「他

のメディアには載っていないこと」を重視したい。世界観を広げるような視点を打ち出

すことも重要だと考えている。 

○ダイヤモンド社のサイトを見ていると、1 週間規模などの長い特集がある。見出しで予

告しているが、最初から内容や見出しを固めて、動かさずに作っているのか。 

→固めすぎると誤報を生みかねない。無理だと判断したら柔軟に変え、方向性が変われば

タイトルも変更する。予告編を出すときの難しさは、厳しいトーンの企業特集をやると

きと同じだ。わかってしまうため最初から苦情が入る。2 週間やる場合、後半のコンテ

ンツは頓挫することもある。「Coming Soon」として逃げるなど、やり方を工夫している。 

○予告は新規会員獲得やリテンションに効果を発揮するのか。 

→会員獲得というよりはおそらくリテンションに効果を発揮する。ダイヤモンド社では従

来１か月だった無料期間を１週間に変更した。最初の課金の壁は１週間後にやってくる。

課金の壁を越えてもらうため、１週間と銘打つ企画を期間を超えて展開することがある。 

○逆三角形の文体を変えることや、取材のマインドセットなど、全体的に抵抗も大きかっ

たと推察する。変革はトップダウン型、もしくはワーキングチームのようなビルドアッ

プ型のどちらで進めていったのか。 

→プロジェクト開始が 17 年で、立ち上げたチームのトップが私だった。まずは若手を集

めてボトムアップ型でどう変えていくかを議論した。それが形になりかけた時、編集長

に就任し、トップダウン型で実現した。危機感が上回っていたため、抵抗は少なかった。

危機感を共有できれば、抵抗が生まれることはあまりないと思う。反対する人は遠ざけ

るのではなく、何回でも話し、説得につとめた。話し込み、仲間に引き込むことを意識

した。幾度となく再編があったが、反対している人こそ近くに置こうと意識した。1 年

半くらいはとにかく話して頼む、の繰り返しだった。 

○有料化して一旦は PV が落ちたのか。復活までのスパンは。 

→一旦落ちた。落ちた時期は、経営サイドが引っ張る必要がある。1 年くらいの我慢が必

要になる。 

○ニューズレターはターゲット別に配信し分けているか。ポッドキャストはどのくらいの

人員で担当していたのか。 

→ニューズレターはターゲット別の配信にまで至っておらず、現状、週末にオーソドック

スなものを流すのに留まっている。ポッドキャストは 1 人でやっていた。当初は特集の

担当者を呼び、質問・会話形式で特集の魅力を伝える形だった。みんなが忙しくなり、

始めた者が記事を自分なりに解釈し、説明する形式になってから伸びた。ビジネスパー

ソンが気になる部分を切り取って話をしていた。始めて 2、3 か月で劇的に伸びた。1 人

の方がリスナーに伝わりやすいのかもしれない。機材をそろえるだけなのでコストもわ

ずかだ。完成されすぎると堅苦しさを感じるので、適当さや手触り感がよいのだと思う。 

○外部の音声プラットフォームに出して、そこからどのようにビジネスを展開するのか。 
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→ダイレクトなマネタイズは難しい。ブランド価値向上、ファン獲得に意識を置く形だ。

KPI は置かず、あくまでやりたい人にやってもらうのがよい。そこでファンが生まれた

ら、うまく使い、いまいちだったらフェードアウトすればよい。真面目になりすぎず、

面白いかもしれないと思ったものは始めてみる、という発想でないと難しい。 

○コンテンツの階層化について、拡散させる記事と会員を獲得する記事の分類は、編集者

の勘、データドリブンのどちらでやっているのか。 

→編集者・記者の勘ではなく、データドリブンでやっている。鍵を掛けるか否かの選別は

重要度が高く、副編集長以上の管理職で決める。編集者の熟練の勘が入る余地はあり、

データと勘を融合させることが効果的だ。ただし、長年の勘はノウハウとして共有した

方がよい。属人的な勘や経験は勉強会に落とし込み、音声と資料で残すようにしている。

ベテランの発想を若手に伝えるためだ。 

○今回の改革でユーザーの年代の中央値は下がったか。 

→10～15 歳ほど若返った。皆さんが思っている以上に経済メディアの読者の年齢層は高

い。 

○それだけ若い読者でも課金してくれるのか。 

→課金してくれる。大企業の管理職以上、中小企業の経営層、コンサルや会計士、弁護士

などの専門職などとペルソナを明確に設定している。想定しているターゲット層の平均

年収が高いことが理由だろう。 

○NewsPicks がやっていることに手を出さない方が良いというのはなぜなのか。 

→実は NewsPicks の編集幹部はダイヤモンド社出身だ。彼らの苦労を見ていると、私たち

が目指すコンテンツではできず、手を出さない方がよいと考えた。厳しいトーンの特集

と NewsPicks のコミュニティーに親和性が薄いこともわかっている。 

○動画はお金が掛かるが、これはサブスクの中でやるのか、広告をつけてやるのか。 

→動画制作は非常にお金が掛かる。NHK やドワンゴで活躍したディレクターを引き抜き、

いかに低コストで動画を作れるか模索している。質の高い動画を作れるので、全社的な

ディレクターにしたいと考えているが、難しい側面もある。 

以  上 
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第７回デジタルメディアセミナー 構成案 

 

１．日程：2022 年 9 月 29 日（木）、30 日（金） 

  

２．会場：新聞協会会議室（Zoom ウェビナーを活用したオンライン併用形式） 

     ※会場は先着順で、セッションごとの入れ替え制。 

 

３．セミナー全体の狙い、対象： 

デジタルを核にした事業変革「デジタルトランスフォーメーション」（DX）の重要

性が広く指摘されている。既存サービスの収益拡大や新たなビジネスモデルの創出、

それを達成するための業務・社内組織改革、人材育成といった課題を乗り越え、新た

な価値を生み出すための戦略について考える。 

メディア開発委員会委員、専門部会委員に加え、経営幹部や現場の実務者、広告や

編集など関連部門の担当者にも参加してもらう。昨年に引き続き、オンライン併用方

式で開催し、幅広く参加を呼びかける。 

 

４．構成： 

① 1 日目午後（13:30～17:00、基調講演とパネルディスカッションで構成） 

② 2 日目午前（10:00～12:00） 

③ 同午後（13:30～15:30） 

 

５．参加費 

1 社につき 1 万 5000 円（税込み・予定） 

 聴講者数によらず社単位の一律料金 

 社の単位の考え方は当協会会員名簿に準拠 

 聴講予定者は事前登録制。案内開始時点で人数の上限は設けないが、申込者数

が同時視聴が可能な人数の上限に達した場合は調整をお願いすることがある 

 講師の許可が得られれば、後日オンデマンド聴講の環境を用意する 

 

６．プログラム案（全て仮題） 

【1 日目】 

（１）基調講演「DX の本質と新聞業界の変革に向けて」 

デジタルトランスフォーメーションの本質や進めるうえで求められる発想や組織の

在り方について講演いただく。新聞・通信社が取り得る改革の方向性についても意識

した内容とする。 

講師：西山圭太氏（東京大学未来ビジョン研究センター客員教授、経営共同基盤シ

ニア・エグゼクティブ・フェロー） 
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（２）セッション「DX と組織改革」 

DX を進めるために必要な組織の在り方やデジタル部門の組織改革への関わり方、経

営層への意識付け、ミドル・若手層への巻き込み方などを考える。講演やパネルディス

カッション、トークセッションなどを組み合わせ、聴講者が社内変革に生かせる内容を

目指す。 

登壇者候補：・経営戦略論や組織論の研究者 

        ・新聞社のＤＸ担当者 

 

【2 日目】 

（３）セッション「Web3 とメディア」 

Web3 やメタバース、NFT など今後のインターネットの中核とされる最新技術につ

いて、基礎から将来展望まで学ぶ。新聞・通信社のビジネスへの活用可能性などについ

ても提言を受け、今後の事業展開の参考となるセッションを目指す。 

講師候補：ＩＴビジネスに関する知見が豊富な研究者・実務家 

 

（４）セッション「サービス成長につなげるデータ分析」 

データ活用の考え方の基礎やウェブサイトの成長時期に応じて重視すべき指標、有

効な対策などを、ワークショップ形式で学ぶ。自社のウェブサービスの成長につなげ

るため、データ分析に有用な技術や考え方を身に付けられるセッションを目指す。 

講師：田島将太氏（アネプア合同会社代表、データアナリスト） 

 

 以  上 
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