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第 217回メディア開発委員会 

（２０２２．７．２９） 

【講 演】 

「メディア価値向上を目指すメディアジーンのコマース戦略」 

メディアジーン取締役ＣＳＯ   芹澤樹氏 

＜略歴＞ 

株式会社メディアジーン取締役 CSO として、新規メディアの立ち上げ、新規事業の開

発に従事。クラウドファンディングプラットフォーム『machi-ya』ほか、複数ある自社メ

ディアの広告、コマース、新規ビジネス開発ならびに、『GIZMODO JAPAN（ギズモード・

ジャパン）』『ROOMIE（ルーミー）』『ライフハッカー 日本版』の事業責任者も務める。ま

たパブリッシャー連合『パブリッシャー・マネタイゼーション研究会』幹事も務める。 

 

【委員交代】（敬称略） 

◇読売新聞東京本社 

（新）執行役員メディア局長     堀  竜一 

（旧）        大久保弘道 

◇産経新聞東京本社 

（新）ＤＸ本部長      今城 敬之 

（旧）        三笠 博志 

◇報知新聞社 

（新）デジタル戦略本部長     山田 渉貴 

（旧）        鈴木 憲夫 

◇東京ニュース通信社 

（新）取締役番組メディアセンター長兼西日本メディアセンター長 

水野 邦彦 

（旧）        深沢 明彦 

◇岩手日報社 

（新）執行役員総合メディア局長     佐藤  晋 

（旧）        藤原  哲 

◇岐阜新聞社 

（新）統合編集局メディア本部長兼デジタル報道部長  馬田 泰州 

（旧）        篠田 三博 

◇静岡新聞社 

（新）編集局専任局長      溝口 将人 

（旧）   知久 昌樹 
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【議 事】 

１．プラットフォーム問題への取り組み強化に関する件 

（１）プラットフォーム問題分科会の活動について 

（２）総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」第二次とりまとめ（案） 

への意見提出について 

 

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．第７回デジタルメディアセミナーに関する件 

 

４．２０２２年「デジタルメディアを活用した新聞・通信社の情報サービス現況調査」 

の結果に関する件 

 

５．専門部会活動報告 

 

６．その他 

以  上 



プラットフォーム問題分科会 系列 

分科会は「第１分科会」「第２分科会」の２系列で構成する。両分科会はそれぞれ課題

や論点を深掘りしながら、検討状況を運営委員会と理事会に原則として毎月報告する。 

以下の研究テーマは、他組織と連携するものを含む。なお、デジタル広告に関する課題

（デジタル広告の透明性、データの扱い、不健全な事業者を許す取引構造など）について

は、原則、広告委員会デジタル広告部会で対応する。 

集団での価格交渉等、独禁法違反となる行為は行わない。 

第１分科会 主要テーマ＝ニュースの流通構造と法制度 

<深掘りする課題とそれぞれの研究テーマ> 

①プラットフォーム事業者とのニュース配信契約・配信料

②検索事業者とのバリューギャップ、一方的なアルゴリズム変更

・関連法令の論点整理

・情報開示の要望やモデル契約書の作成など、プラットフォームとの向き合い方

・あるべきニュースの流通構造の研究 など 

③海外のプラットフォーム対策の研究

・豪州・欧州・北米ほかの報道機関とプラットフォームをめぐる規制などの研究 など

④著作権侵害

・プラットフォームへの対応要請

・記事リンクの商用利用などの問題への対応 など 

<①～④に取り組むにあたっての研究対象法制>

独占禁止法、著作権法、プラットフォーム取引透明化法、プロバイダー責任制限法など 

第２分科会 主要テーマ＝健全な言論空間／世論形成 

<深掘りする課題とそれぞれの研究テーマ> 

⑤ニュース産業における個人情報保護の在り方（ガイドラインの制定）

・各社の問題意識やニーズも踏まえた新聞業界のガイドライン制定の在り方

・他業界のガイドライン研究 など 

⑥フェイクニュース、誹謗中傷などインターネット上の言論空間の課題

・総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」、セーファーインターネット協会、

Disinformation 対策フォーラムなどとの向き合い など 

⑦プラットフォームの市場支配に伴い深刻化するジャーナリズムの衰退と民主主義の危機

・国民や政府などに向けた課題訴求、問題提起 など 

以  上 

メディア開発委員会（2022.7.29）資料議題１－①



（2022.7現在・敬称略）

◎ 朝日新聞東京本社 メディア戦略室専任部長 福山　　崇

毎日新聞東京本社 デジタル編集本部次長 小坂　　大

読売新聞東京本社 メディア局事業部長 梅津　一太

○ 日本経済新聞社 サブスクリプション事業 デジタル編成ユニット
副ユニット長

福家　　整

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 DX本部企画委員 佐藤　正弘

共同通信社　 法務知財室法務部長 増永　修平

時事通信社 総合メディア局メディアソリューション部長 渡邊　裕樹

北海道新聞社 デジタル推進室開発専任部長 越村　一紀

信濃毎日新聞社 取締役メディア局長 井上　裕子

福井新聞社 執行役員DXビジネス担当 杉谷　貢一

○ 中国新聞社 メディア開発局部長 園部　貴之

以上１２社１２人

プラットフォーム問題分科会　第１分科会名簿

◎＝座長　○＝副座長

議題１－② メディア開発委員会（2022.7.29）資料
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（2022.7現在・敬称略）

朝日新聞東京本社 メディア戦略室長補佐 平野　春木

○ 毎日新聞東京本社 デジタル編集本部長 高塚　　保

◎ 読売新聞東京本社 メディア局次長兼オンライン部長 是枝　　智

日本経済新聞社 サブスクリプション事業 デジタル編成ユニット
副ユニット長

福家　　整

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WEB編集室企画担当部長 上野　嘉之

共同通信社　 編集局メディアセンターデジタル編成部長 春木　和弘

時事通信社 法務室長 斎藤　　大

河北新報社 編集局コンテンツセンター部次長 佐々木　篤

神戸新聞社 デジタル推進局デジタル委員・プロジェクト編集部 竹内　　章

西日本新聞社 編集局クロスメディア報道部長 相本　康一

○ 沖縄タイムス社 DX戦略局次長兼デジタル編集部長 平良　秀明

以上１２社１２人

プラットフォーム問題分科会　第２分科会名簿

◎＝座長　○＝副座長
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議題１－③ メディア開発委員会（2022.7.29）資料

７月 ８月 ９月 １０月 １１月

「プラットフォーム問題分科会」　スケジュール

2022年

【７/２０（水）】 【１０/１８（火）】
新聞大会

メディア

開発委員会

第１分科会

第２分科会

取
り
ま
と
め

理
事
会
・

運
営
委
員
会

【９/７（水）】 【１０/５（水）】 【１１/１６（水）】

【８／３（水）】

両分科会合同

講師・木下昌彦氏（神戸大院教授）

【８／２３（火）】

第１分科会

講師・皆川克正氏（弁護士）

【９／２（金）】

第２分科会

講師・山本龍彦氏（慶応大院教授）

今
後
の
予
定
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２０２２年８月３日 

 

総務省「プラットフォームサービスに関する研究会 第二次とりまとめ（案）」 

に対する意見（案） 

一般社団法人日本新聞協会 

  

日本新聞協会は、総務省の「プラットフォームサービスに関する研究会 第二次とりまとめ

（案）」（以下、二次とりまとめ案）に対して下記の意見を述べる。 

 

当協会はこれまで、インターネット上のフェイクニュース拡散や誹謗中傷という問題に対

し、報道機関として情報発信者の責務を果たすことを表明するとともに、過度な法的規制の導

入は表現の自由を棄損しかねないことから、慎重な検討を求めてきた。さらに、プラットフォ

ーム事業者が情報流通を担う責任を自覚し、課題解決に向けて主体的に取り組むよう求めてき

た。 

二次とりまとめ案は、違法・有害情報への対応についてのプラットフォーム事業者の情報公

開が不十分だとし、「行政からの一定の関与について、速やかに具体化することが必要」とし

た。プラットフォーム事業者による情報公開と政府のモニタリングによる「共同規制」の導入

を前提に検討を進めるとしているが、制度設計に向けては表現の自由に配慮した慎重な議論が

欠かせない。政府が言論や表現の内容の判断に立ち入る規制は当然避けるべきであり、規制対

象を拡大することも望ましくない。 

プラットフォーム事業者の対応が不十分だった結果、こうした事態を招いた点は残念だ。二

次とりまとめ案は大規模プラットフォーム事業者について「情報流通について公共的役割を果

たしている」としている。プラットフォーム事業者は責任を自覚し、健全な情報空間に向け真

摯な対応をとることが求められる。 

以下、個別の論点に対する当協会の考えを述べる。 

 

＜違法・有害情報への対応＞ 

二次とりまとめ案は、プラットフォーム事業者の違法・有害情報への対応について、透明性・

アカウンタビリティー（説明責任）の確保が不十分だとし、共同規制の導入に言及している。

他方、プラットフォーム事業者に対する削除義務や罰則の導入については「極めて慎重な検討

を要する」としており、表現の自由に配慮した方針だと受け止める。研究会の議論では、政府

によるコンテンツ規制は避けるべきといった指摘や、削除義務を課すことがプラットフォーム

の過剰な対応を招きかねないとの懸念が寄せられた。安易な規制導入は、表現の自由に悪影響

を及ぼす可能性が極めて高い。 

ネット空間においても正当な批判・批評と誹謗中傷は区別して考える必要がある。匿名でな

される誹謗中傷が問題を深刻化させている面もある一方、匿名の言論空間の存在が社会に有用

な批判や批評を生む側面もある。制度設計にあたっては、正当な批判を委縮させることのない

よう慎重に検討するよう求める。 
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 二次とりまとめ案では、プラットフォームサービス以外のサービスについても透明性・アカ

ウンタビリティーの確保を求めていくことが望ましいとの指摘がある。コンテンツの流通メカ

ニズム全体を踏まえた検討が求められる点は理解するが、安易に規制の対象を拡大することは

望ましくない。 

 

＜偽情報への対応＞ 

 二次とりまとめ案は、中間とりまとめと同様、偽情報対策については民間部門における関係

者による自主的な取り組みを基本として対応を進めるべきだとしている。表現の自由の観点な

どから行政の関与は可能な限り避けるべきであり、この方針は妥当だ。 

プラットフォーム事業者に対する削除義務や罰則といった法的規制を導入することについ

て、誹謗中傷の場合と比べても極めて慎重な検討を要するとされた。偽情報は具体的な定義が

示されておらず、明確な定義も難しい。取材を尽くして真実相当性を担保してもなお結果的に

誤ってしまった情報さえも含まれる恐れもあり、法規制の導入には反対する。 

他方、「違法・有害情報となる偽情報」については行政からの一定の関与を具体的に検討す

ることが必要だとしている。しかし、「違法・有害情報となる偽情報」の定義が不明確で、恣

意的な運用につながる懸念がある。表現の自由に配慮した制度設計が求められる。 

  

＜利用者情報の適切な取扱いの確保について＞ 

二次とりまとめ案では、改正電気通信事業法に盛り込まれた外部送信規律の施行に向け、「電

気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」などの改正について検討を進めると

している。具体的には、通知・公表や同意の在り方などが検討課題とされ、関連する事業者な

どとの連携を進めることが示された。 

検討に当たっては、新たな対応が求められることとなる事業者らと連携した議論が欠かせな

い。施行に向けては、対象となる事業者が適切に対応できるよう丁寧な情報提供を求める。中

長期的なルール形成に向けては、利用者保護はもちろん、市場競争に与える影響も踏まえた議

論が必要だ。 

 

＜おわりに＞ 

二次とりまとめ案は、アテンション・エコノミーが偽情報の生成を支えているとして、検索

サービスやニュース配信プラットフォームが信頼できる情報を配信する重要性を指摘した。報

道機関は健全な民主主義社会の発展に寄与すべく、正確で信頼できる情報を発信する事業活動

を行っている。しかし、アテンション・エコノミーの下では、丹念な取材を基に書かれた事実

よりも刺激的な偽情報が利益を生み、さらに偽情報の増加を招く実情がある。 

この弊害を防止するためには、コンテンツの価値が正当に評価され、正確で信頼ある情報が

流通する必要があり、プラットフォーム事業者の実効性ある取り組みが欠かせない。情報の発

信側の責務と情報の流通を担う側の責務がうまくかみ合ってこそ、健全な情報空間の実現につ

ながる。総務省には今後、こうした点を踏まえ検討を進めてほしい。 

以  上 



議題２－①                     メディア開発委員会（2022.7.29）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 

 

標記研究会（将来像研）は 5 月度委員会以降、計 2 回（6/13、7/4）会合を開催し、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」の検討状況を踏まえ意見交

換した。第 3 回会合（7/4）では「デジタル時代における放送制度の将来像と制度の在り方

に関する取りまとめ（案）」に対する意見募集への対応について審議し、意見を提出するこ

とをメディア開発委員会に上申することを決めた。意見書は常任委員会での持ち回り審議

を経て、7 月 19 日付で総務省あて提出した（資料２－②）。 

意見書では、取りまとめ案が「（放送の）二元体制を情報空間全体で維持していく」とし

た点は妥当ではないとし、「NHK のインターネット活用業務が際限なく拡大されることを

強く危惧する」と指摘した。NHK のネット配信にあり方について表現・言論の自由や他の

事業者との競争の公正性といった視点も含めた精緻な議論を求めた。 

 

◇第２回研究会（2022.6.13） 

１．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」に関する件 

標記検討会の取りまとめ案が公表される 6 月 24 日までをめどに、表明する意見の骨子

を作成し、次回会合で意見交換することを了承した。 

 

２．NHK のインターネット業務に関する論点について 

標記に関し、将来像研委員社を対象に実施した NHK のインターネット活用業務に関す

るアンケート結果の報告があり、了承した。 

 

◇第３回研究会（2022.7.4） 

１．総務省「デジタル時代における放送制度の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ

（案）」に対する意見募集への対応に関する件 

標記意見募集への対応について審議した結果、意見募集に応じることをメディア開発委

員会に上申することを了承した。会合で寄せられた意見をもとに意見書案のたたき台を作

成し、将来像研で持ち回り審議することとした。 

 

２．NHK との懇談に関する件 

 メディア開発委員会と NHK との懇談を 8 月 3 日に開催することとなった旨報告があ

り、懇談の論点案について意見交換した。 

 

以  上 

 



1 

２０２２年７月１９日 

デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ（案） 

に対する意見 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

インターネット上の情報空間で、フェイクニュースの拡散やフィルターバブルなどの問

題が顕在化している。健全な民主主義社会には事実に基づく情報は欠かせず、正確で信頼

できる情報の価値はより重要になっている。こうした課題に対応するため、放送コンテン

ツへの期待が増しているとの問題意識は共有する。

他方、取りまとめ案の「インターネットを含めて情報空間が放送以外にも広がる中にお

いても、この二元体制を情報空間全体で維持していくこと」との記述は疑問がある。当委

員会は、今後も多様な言論を通じた民主主義の維持・発展が実現されるため、放送制度が

NHK と民放の二元体制の下で維持・発展されることは望ましいと考えている。しかし、イ

ンターネット上の言論空間については、放送事業者だけでなく、新聞・通信社や情報の流

通に携わるプラットフォーム事業者を含め多様な主体によって構成されている。こうした

特性を持つインターネット空間に対して放送制度の原則である二元体制を持ち出すことは

妥当ではない。 

さらに、こうした考え方に基づき、NHK のインターネット業務が際限なく拡大される

ことを強く危惧する。取りまとめ案はデジタル時代に放送がインターネット上で果たす役

割について言及している。しかし、他の報道機関と異なり、受信料に支えられる特殊法人

の NHK がその役割をどの程度果たすべきかについては十分な議論がなされないまま、検

証途上の NHK のネット業務に関する社会実証の結果に一定の評価を与えている。 

取りまとめ案は NHK のインターネット配信の在り方について、今後の検討課題と位置

付けており、検討会には放送政策の観点にとどまらず、表現・言論の自由や他の事業者と

の競争の公正性といった視点も含めた精緻な議論を求めたい。そのことが、放送の二元体

制の原則や、放送法が求める多元性・多様性・地域性の確保にもつながる。当委員会だけ

でなく、政府・国会も繰り返し指摘してきた NHK の業務・受信料・ガバナンスの「三位

一体改革」の本旨もその点にある。 

以下、取りまとめ案が示した論点について意見を述べる。 

放送ネットワークインフラの将来像 

取りまとめ案が示した「放送事業者の放送ネットワークに係るコスト負担を軽減し、コ

ンテンツ制作に注力できる環境を整備する」との方向性は妥当だ。共同利用型モデルやブ

ロードバンド代替などは、NHK と民間放送事業者の協力のもと議論がなされたものと理

メディア開発委員会（2022.7.29）資料議題２－②
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解している。引き続き、制度設計に向けては国民・視聴者に及ぼす影響、事業者側の視点

に立った議論、地域特性や経済合理性などのバランスが欠かせない。 

今後の制度を議論していくうえで、視聴者が置き去りになったり、視聴者の負担が過重

になったりしないような配慮を求めたい。インフラ管理の別会社設立などが検討されてい

るが、コストの低廉化が議論の前提だ。 

 

放送コンテンツのインターネット配信の在り方 

フェイクニュースやエコーチェンバーといったネット上の言論空間の課題に対応するた

め、「放送コンテンツの価値をインターネット空間にも浸透させていくことがこれまで以

上に重要」との問題意識は共有する。一方、取りまとめ案は放送に関して「受信料収入を

経営の基盤とする NHK と、広告収入又は有料放送による料金収入を経営の基盤とする民

間放送事業者の二元体制の下、視聴者への適切な情報発信が確保されている」と指摘。そ

のうえで「インターネットを含めて情報空間が放送以外にも広がる中においても、この二

元体制を情報空間全体で維持していくことが重要となる」と結論づけている。しかし、ネ

ット上の言論空間への適切な情報発信は放送に限った課題ではない。新聞・通信社も取材

や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報をインターネット空間に増やしていくことは重要

だと認識し、報道活動に取り組んでいる。放送の「二元体制」論をネット空間にも当ては

め、NHK が巨額な放送受信料を財源にネット業務をさらに拡大して取り組めば、民間事

業者の公正な競争をゆがめ、言論の多様性を失わせることになりかねない。検討会は受信

料制度とのバランスを踏まえた議論を深めるべきだ。 

 

ＮＨＫのインターネット業務に関する社会実証  

NHK が実施している社会実証についても、上記と同様のことが言える。関連して、NHK

のネット業務で提供している「理解増進情報」については配信できる情報の定義を厳格に

示すべきだ。NHK はインターネット活用業務実施基準で、理解増進情報を「特定の放送番

組に関連付けられた補助的な情報の範囲のもの」としている。しかし、「特定の放送番組」

「補助的な情報の範囲」の定義があいまいなため、これを拡大解釈し、なし崩し的に業務

を展開している。実際、恒常的にオリジナルのテキストコンテンツを配信したり、プラッ

トフォームを通じて記事を提供したりしている。NHK が配信した記事が検索サービス上

で上位に表示されるなど、ウェブ上にニュースを配信する以上、本質的には民間報道機関

への影響は避けられない。NHK のネット業務は「放送の補完」であり、理解増進情報の在

り方について抑制する方向で見直すべきだ。 

 

プラットフォームと放送コンテンツの関係 

取りまとめ案の「誰もが目を通すメディア（プラットフォーム）に放送コンテンツが提

供されることが重要」という点については、多面的な視点での検討が必要だ。この考え方

によれば、検討会が大手プラットフォームの果たす役割を過大に評価していると受け止め
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ざるを得ない。放送コンテンツの提供は放送事業者の主体的判断に委ねられるべきであり、

大手プラットフォームの役割のみを強調する制度設計は妥当ではない。 

また、NHK がプラットフォームとの結びつきを強めることは、市場に悪影響が生じな

いよう慎重であるべきだ。デジタルサイネージへの記事配信では子会社を通じた業務によ

って価格設定などに悪影響が生じたとの指摘もあり、同様の事態が発生しかねない。 

 

デジタル時代における放送制度の在り方 

放送制度の在り方については、放送局、特に地方局を含めた民放の経営の自由度を高め、

基盤強化の方向で検討するよう求めてきた。今般の取りまとめ案は、マスメディア集中排

除原則の見直しや複数の放送対象地域における放送番組の同一化などを提言しているが、

法改正も含めた今後の詳細な制度設計においては、民放の経営の選択肢を増やすという観

点からの検討が重要だ。 

一方、取りまとめ案は NHK のインターネット活用業務について、「制度的措置について

も併せて検討していくべき」とした。これまで指摘した通り、NHK のネット業務の在り方

については受信料制度との整合性や競合事業者への影響、三位一体改革の進展などを踏ま

えた検討が十分に行われていない。今後の検討に当たっては、当委員会がこれまでにも示

した懸念に応える真摯な対応を求める。 

 

以  上 
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 ＮＨＫとの懇談に関する件 

 

◇懇談の経緯 

NHK とメディア開発委員会の間では、NHK の通信事業や公共放送のあり方について、

総務省を間に挟む形で 1998 年前後から議論があった。メディア開発委員会は 2000 年ごろ

から、総務省の研究会などで、NHK のインターネット事業について、その妥当性や民業

圧迫を懸念する意見を表明してきた。 

その後、メディア開発委員会の中で直接対話の重要性を指摘する声があったことから、

02 年、04 年、06 年と意見交換を行った。NHK 側からも同じ報道機関として幅広く意見

を交わすことが必要との意見が出され、09 年以降、定期的に意見交換を行っている。14

年以降は NHK の次年度予算・事業計画が発表された時期に開催。19、20 年度は新型コロ

ナ禍で延期の後、21 年 9 月に実施し、年度内にもう一度懇談することで合意していたが、

感染の再拡大で再び延期となり、22 年 8 月 3 日（水）午後 3 時 30 分から実施することと

なった。 

 

◇今年度懇談の出席者 

【NHK】（予定） 

 伊藤浩専務理事、吉野真史経営企画局長、本郷徹志経営企画局専任局長、 

堀部敏男メディア戦略本部専任局長、内藤泰弘経営企画局副部長 

【新聞協会メディア開発委員会】 

 高野健一委員長（朝日東京）、今城敬之副委員長（産経東京）、大久保昭彦副委員長（西

日本）、堀竜一常任委員（読売東京）、吉田透常任委員（日経）、澄川卓也通信・放送メ

ディアの将来像と法制度に関する研究会幹事（朝日東京、オブザーバー） 

 

◇今回の論点（案） 

 NHK が情報空間で果たす役割 

 インターネット業務の法的位置付け 

 「インターネット受信料」の考え方 

 社会実証（第 1 期）の結果・第 2 期以降の展開 

 受信料を支払う契約者に対するサービスの拡充 

 プラットフォームを通じた業務展開 

 理解増進情報の展開 

 民放との協力体制 

 子会社・関連会社改革 

以  上 
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第７回デジタルメディアセミナー実施案 

 

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） 

※会場は初日午後、2 日目午前、同午後の 3 セッションでの入れ替え制。 

 

３．参加費：1 社につき 1 万 5000 円（税込み・1 社あたり） 

 社の単位の考え方は当協会会員名簿に準拠 

 受講者は事前登録制 

 会場受講者の申し込みはセッションごとに受け付け、現時点での定員は 40 人

程度。定員を超えた場合、あるいは新型コロナウイルスの感染状況等により変

更が生じた場合、調整の上別途連絡する 

 セッションの内容は原則として後日、一定期間オンデマンド配信する 

 

４．プログラム案（全て仮題） 

【1 日目】 

13:30～14:30 

基調講演「DX の本質と新聞業界の変革に向けて」 

新聞・通信社をはじめ多くの企業がデジタルトランスフォーメーション（DX）に取

り組む中で、さまざまな文脈で DX という言葉が使われ、本質が見えづらくなっている。

DX を進める上で求められる発想や組織の在り方、新聞・通信社が取り得る変革の方向

性などについて話を聞き、DX の本質について考えを深める。 

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、経営共創基盤シニ

ア・エグゼクティブ・フェロー） 

 

14:45～17:00 

 セッション「DX と組織改革」 

新聞・通信社が DX に取り組む中、組織をどう変革していくかは大きな課題になっ

ている。組織改革の専門家から社内変革に向けた組織の作り方などについて講演を聞

き、新聞社のデジタルサービス、DX の責任者を交えたパネル討議を実施。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。 

登壇者：斉藤徹氏（ビジネス・ブレークスルー大学教授） 

中川郁夫氏（ソシオラボ代表取締役） 

杉谷貢一氏（福井新聞社執行役員 DX ビジネス担当） 

新聞社の DX 責任担当者（調整中） 
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【２日目】 

10:00～12:00 

セッション「Web3 とメディア」 

今後のインターネット技術の中核として、Web3 や NFT、メタバースといった新た

な技術やキーワードが注目を集めている。基礎的な解説から実際の活用事例などにつ

いて話を聞き、新聞・通信社のビジネスへの活用可能性やインターネット空間の今後

について学ぶ。 

講師：鈴木淳一氏（電通 電通イノベーションイニシアティブプロデューサー、ブ

ロックチェーン推進協会理事） 

     

13:30～15:30 

セッション「サービス成長につなげるデータ分析」 

デジタルサービスの成長にはデータ分析が不可欠で、サービスの目的や成長段階に

応じた指標の設定や施策の実行の重要性が指摘されている。データ活用に必要な考え

方や具体的なデータ分析手法などについて話を聞くほか、データ分析に有効なデータ

ダッシュボードの作成・活用方法についてワークショップ形式で学ぶ。 

講師：田島将太氏（アプネア合同会社代表、データアナリスト） 

 

 以  上 
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１．調査の概要 

（１）調査の目的と回答社

 この調査は、新聞協会加盟の新聞・通信社におけるデジタルメディア戦略策定の一助と

する目的で、日本新聞協会メディア開発委員会が毎年実施している。2020 年実施時に調査

の内容を見直し、各社のデジタル事業の基幹となる総合ニュースサービスの現況、デジタ

ル事業の取り組みや体制等をめぐる各社の概況を調査した。

調査時点は、2022 年 4 月 1 日現在。82 社から回答を得た。

【回答社一覧】（82 社） 

朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞東京本社、日本経済新聞社、産経新聞社（サンケ

イスポーツ、夕刊フジを含む）、ジャパンタイムズ、報知新聞社、日刊工業新聞社、日

刊スポーツ新聞社、スポーツニッポン新聞社、東京スポーツ新聞社、水産経済新聞社、

東京ニュース通信社、日本農業新聞、共同通信社、時事通信社、エヌピー通信社、北

海道新聞社、道新スポーツ、室蘭民報社、十勝毎日新聞社、釧路新聞社、苫小牧民報

社、函館新聞社、東奥日報社、デーリー東北新聞社、岩手日報社、岩手日日新聞社、

河北新報社、秋田魁新報社、北羽新報社、山形新聞社、荘内日報社、福島民報社、福

島民友新聞社、茨城新聞社、下野新聞社、上毛新聞社、埼玉新聞社、神奈川新聞社、

千葉日報社、山梨日日新聞社、静岡新聞社、信濃毎日新聞社、長野日報社、南信州新

聞社、市民タイムス、中日新聞社（東京新聞を含む）、中部経済新聞社、東愛知新聞社、

岐阜新聞社、新潟日報社、北日本新聞社、北國新聞社、福井新聞社、伊勢新聞社、夕

刊三重新聞社、京都新聞社、神戸新聞社（デイリースポーツを含む）、奈良新聞社、紀

伊民報社、山陽新聞社、中国新聞社、新日本海新聞社、山陰中央新報社、山口新聞社、

宇部日報社、徳島新聞社、四国新聞社、愛媛新聞社、高知新聞社、西日本新聞社、佐

賀新聞社、長崎新聞社、熊本日日新聞社、大分合同新聞社、宮崎日日新聞社、夕刊デ

イリー新聞社、南日本新聞社、南海日日新聞社、沖縄タイムス社、琉球新報社

（２）調査要領

【調査時点】2022 年 4 月 1 日現在 

【調査対象】日本新聞協会加盟新聞・通信社（87 社） 

※加盟新聞・通信社（102 社）のうち法人単位で一括回答した社がある。

【調査項目】 

Ⅰ．総合ニュースサービスの現況 

◇サービス概況

・サービス分類

・サービス概要（提供内容）

・収益モデル

・課金体系

▷記事単位の課金
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   ・サービス利用状況 

    ▷ 月間ページビュー（PV） 

    ▷ 月間ユニークユーザー（UU） 

   ・会員制度 

▷ 会員の種別・規模 

◇コンテンツ概況 

   ・配信記事 

    ▷ 1 日あたりの配信本数（自社記事） 

    ▷ 記事のアップロード頻度 

    ▷ 自社記事の素材 

    ▷ 本サービス限定独自記事 

    ▷ 自社記事以外の活用 

   ・記事以外のコンテンツ 

◇エンゲージメント向上・その他 

   ・目標設定 

   ・サービス独自の価値提供 

   ・モバイル対応 

    ▷ スマートフォン最適化 

    ▷ アプリ提供 

    ▷ アプリで提供するサービス 

   ・メールサービスの有無と配信内容 

   ・社内施策 

   ・運営組織 

Ⅱ．デジタル事業をめぐる各社の概況① 

◇統合編集について 

   ・編集体制の状況 

   ・アクセスデータの分析手法 

◇デジタルマーケティングについて 

   ・広告枠の取引手法 

   ・その他デジタルマーケティングの取り組み 

   ・属性データの収集・分析手法 

   ・属性データの活用手法 

◇ニュースコンテンツの外部配信 

   ・ニュースサイト・アプリへの提供 

   ・ニュースサイト・アプリへの配信本数の目安（1 日あたり） 

   ・ニュースサイト・アプリへの配信にあたっての特記事項 

   ・放送局への原稿提供 
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・電光ニュース・デジタルサイネージへのコンテンツ提供

・デジタルサイネージ自社設置

◇この 1 年間で力を入れたサービスやコンテンツ

◇今後力を入れたいサービスやコンテンツ

Ⅲ．デジタル事業をめぐる各社の概況②、デジタルメディア対応組織の設置状況 

◇総合ニュースサービス以外のサービス

・テーマ・ターゲット特化型サービス

・従来型携帯電話向けサービス

・その他

◇データベースサービスの概況

◇データベース以外の法人向け情報提供サービス

◇デジタルメディア対応組織の設置状況

組織の名称、設置年月、組織の役割・業務

（３）集計方法

 報告書は 4 冊にまとめた。第 1 分冊は調査要領および調査結果の概要を掲載し、第 2～

第 4 分冊は調査テーマごとに各社回答を収録した。第 2 分冊は「総合ニュースサービスの

詳細」、第 3 分冊は「各社概況Ⅰ」、第 4 分冊は「各社概況Ⅱ」「総合ニュースサービス以

外のデジタル関連サービス」「対応組織の設置状況」である。各分冊の留意事項は以下のとおり。 

＜第 1 分冊＞ 

①別会社で実施・運営している事業についても、本体の事業とみなし、新聞協会加盟社名で記載した。 

②社数は、回答社一覧（1 ページ参照）に沿って集計した。

③デジタル事業をめぐる各社の概況（24 ページ以降）では、社の規模別での取り組

み状況を見るため、紙の新聞の発行部数（2021 年 10 月）をもとにブロック紙・地

方紙を分類した上で集計した項目がある。おおまかな規模別での取り組み状況を把

握するため便宜的に発行部数を利用しており、社の部数規模が特定できないよう分

類ごとの社数等は記載していない。

④参考資料（34 ページ以降）は事務局で調査した。

＜第 2、第 3、第 4 分冊＞ 

①原則として新聞協会の会員名簿順に掲載したが、各発行本社や本社のデジタル事業

を担う別会社など関連する社はまとめて掲載した。

②別会社で実施・運営している事業は、その実態が把握できるよう、回答社の判断で

別会社名を掲載したものがある。

③各社から回答のあったサービスのみ掲載しており、必ずしも全サービスを網羅しているわ

けではない。

④価格は特に表記のない場合は、月額・税込みで記載している。
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２．調査結果の概要 

（１）本分冊のポイント 

【総合ニュースサービス】（7～22 ページ） 

 回答があった総合ニュースサービスは 82 社 121 件（21 年調査＝82 社 121 件）。サー

ビスを七つの類型（A：ペイウォール型、B：本紙購読者限定ペイウォール型、C：有

料電子サービス会員限定ペイウォール型、D：有料電子版・サービス、E：本紙購読者

限定電子版・サービス、F：無料ニュースサイト、G：その他）に分類すると、A が 36

件（21 年＝33 件、以下同じ）、B が 10 件（9 件）、C が 6 件（7 件）、D が 25 件（26

件）、E が 6 件（7 件）、F が 35 件（36 件）、G が 3 件（3 件）となった。前回まで最

も多かった F を A が逆転した。各社の基幹となる総合ニュースサービスの主流が、無

料型からペイウォール型へ切り替わった。 

 サービスの収益モデルを見ると、「有料課金・広告併用モデル」が前年比 3 件増の 42

件で、「広告単独モデル」は 1 件減の 41 件。併用型が広告単独型を逆転し、最多とな

った。読者から直接収入を得る「サブスクリプション」への転換がみられた。 

 「有料会員」「購読者会員」「無料会員」を設けているサービスは、いずれも前年を上

回った。「会員制なし」は減少し、無料のウェブサイトでも会員制を始めるサービスが

複数あった。今回調査からそれぞれの会員規模を尋ねており、有料会員では「1000 人

未満」、購読者会員と無料会員では「1 万人以上 5 万人未満」が最も多かった。 

 1 日あたりの配信記事の本数が 30 本未満のサービスが減少傾向にある一方、30 本以

上から 500 本未満までのサービス増加傾向にある。過去 3 年を比べても同様の傾向で、

統合編集の進展と併せて配信本数は増加している。 

 サービスで提供するコンテンツが多様化しており、自社記事以外の活用も進む。とり

わけ、「動画」や「インフォグラフィックス」を提供するサービスが 3 年で 10 件以上

増加し、ウェブならではの表現方法を模索していることがわかる。「記事検索」「プレ

ゼント」「クーポン」など、ニュースコンテンツにとどまらない多様なサービスでユー

ザーとのエンゲージメント向上を図る傾向も顕著になっている。 

 各サービスの目標設定では、「MAU」「UU」「DAU」を重視するサービスが増加し、

PV だけでなくユーザーの来訪頻度をより細やかに把握する傾向が見られた。3 年の推

移をみると、「平均訪問ページ数」「有料会員数」「平均滞在時間」など、利用者のエン

ゲージメントを測る指標を重視するサービスが 10 件以上増え、サイト上でのユーザ

ーの行動の分析が重要性を増している。 

 メールサービスを提供するサービスは、前年から 4 件増の 58 件。会員情報を活用し

た記事の推薦や独自コンテンツの提供が増加しており、メール単体で利用者との結び

つきを深めようとする傾向も顕著になっている。 

【総合ニュースサービス以外のデジタル関連サービス】（23 ページ） 

 テーマ・ターゲット特化型サービスでは、スポーツやエンタメに特化したサイトの新

設が相次いだ一方、バーティカルサイトを休止する事例も相次いでいる。 
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 従来携帯電話向けサービスは、10 件減の 47 件だった。2 年間で 3 割近くのサービス

が終了しており、今後さらに閉鎖するサービスが増える見込み。 

【デジタル事業をめぐる各社の概況】（24～31 ページ） 

 回答社の 9 割近くが統合編集に対応しており、この設問を設けた 20 年調査以降、す

べての項目で取り組みが進んでいる。対応していないと回答したのは前年から 4 社減

の 10 社となった。「ウェブ出稿を前提としたワークフロー・システム構築」「編集局に

デジタル部局・部署の設置」が増加。「閲覧データの編集局との共有」や「編集局への

閲覧データモニターの設置」など意識改革に資する取り組みに加え、ワークフローや

組織の見直しを進める動きが目立った。 

 デジタルマーケティングの取り組みでは、「ダイレクトセル」「ヘッダービディング」

など広告単価の向上につながる取り組みが進ちょくがみられた。「プライベート DMP

構築」が増えたほか、ユーザーの属性データを「収集していない」と答えた社が減少

し、ユーザーデータの活用に向けた環境整備が着実に広がっている。 

【対応組織の設置状況】（32～33 ページ） 

 全社的なデジタルトランスフォーメーションの司令塔機能を担う組織の新設が相次い

だ。デジタル部門を改組し、編集部門や営業部門などに業務を移管する事例もみられ

た。 

 統合編集を強化するため、編集部門にサイト編成やコンテンツ外販の所管を移したり、

デジタルコンテンツの統括を担う新組織を設置したりする事例が寄せられた。 

 

（２）この 1 年間と今後の重点事項 

調査では「この 1 年で力を入れているサービス・コンテンツ」「今後力を入れたいサービ

ス・コンテンツ」を、それぞれ自由記述形式で尋ねた。いずれもサブスクリプションサー

ビスや新聞購読者を対象にしたニュースサービスの会員拡大を意識した回答が目立った。

コンテンツ強化にとどまらず、会員情報を活用したマーケティング施策、UI / UX の改善、

ニュースレターの配信など多様な施策によってエンゲージメント強化が図られている。 

「この 1 年で力を入れているサービス・コンテンツ」では、コンテンツ面での取り組み

が多く寄せられた。動画コンテンツの作成・ライブ配信を挙げたのが 16 社（朝日、報知、

共同、十勝毎日、函館、東奥、河北、福島民報、下野、上毛、市民タイ、岐阜、山陽、山

陰中央、徳島、南日本）、速報・統合編集の強化が 13 社（産経、北海道、釧路、河北、福

島民報、福島民友、茨城、千葉、北日本、紀伊、山陰中央、高知、長崎）、オリジナルコン

テンツ・特設サイトの作成を挙げたのが 8 社（日刊スポ、共同、時事、北海道、河北、秋

田魁、徳島、大分合同）だった。「オープンソース・インテリジェンス、ファクトチェック

などデジタル時代のジャーナリズムの手法」（毎日）などの回答もあった。 

会員獲得に注力したとの回答は 6 社（読売東京、ジャパンタイ、日刊工業、神戸、中国、

琉球）が挙げた。会員獲得につながる具体的な取り組みとしては、ニュースレターを 6 社

（朝日、北海道、デーリー東北、中国、大分合同、沖タイ）、UI / UX の改善を 5 社（北海
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道、デーリー東北、静岡、中国、熊本日日）が挙げた。「販売局や販売所と連携しての電子

版新規有料会員の獲得」（中国）との回答もあった。 

「今後力を入れたいサービス・コンテンツ」について、デジタル会員の獲得を目指すと

の回答は 15 社（毎日、読売東京、ジャパンタイ、日刊スポ、北海道、デーリー東北、秋田

魁、上毛、千葉、静岡、信濃毎日、中日、新潟、徳島、南日本）。会員情報などを活用した

マーケティングの強化は 7 社（読売、北海道、神奈川、千葉、信濃毎日、中国、熊本日日）

が挙げ、「MA ツールを活用した有料会員増につながる施策」（信濃毎日）などの回答もあ

った。 

コンテンツ面では、動画コンテンツの作成・ライブ配信を挙げたのが 11 社（朝日、産

経、東京スポ、水産経済、共同、函館、埼玉、福井、宇部、愛媛、沖タイ）、速報・統合編

集の強化が 7 社（福島民友、下野、埼玉、千葉、山梨日日、北日本、山陽）、音声コンテン

ツが 6 社（朝日、東京スポ、茨城、福井、山陽、徳島）だった。
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（３）総合ニュースサービスの概況 

１．サービス概況 

前回調査以降、新たに始まったサービスや、新たに回答のあったサービスは以下の通り。

〈〉内はサービス分類（分類については次項参照）。 

 

◇前回以降、新たに始まったサービス・分類が変更になったサービス 

（※は終了または再編されたサービス） 

【日本農業】日本農業新聞電子版  〈Ａ〉 ※日本農業新聞公式ウェブサイト  〈Ｆ〉 

【道新スポ】DOSHIN SPORTS   〈Ｆ〉 

【上毛】#gunma     〈Ａ〉 ※上毛新聞ニュース    〈Ｆ〉 

【中日】中日 BIZ ナビ     〈Ａ〉 

【岐阜】岐阜新聞 Web     〈Ｂ〉 ※岐阜新聞 Web    〈Ｆ〉 

※岐阜新聞電子版    〈Ｅ〉 

【新潟】新潟日報デジタルプラス  〈Ａ〉 ※新潟日報モア    〈Ｃ〉 

◇今回から新たに回答があったサービス 

 【西日本】西スポ WEB           〈Ｆ〉 

【夕刊デイリー】夕刊デイリーWeb〈Ｆ〉 

 

日本海事、桐生タイが新聞協会を退会したため、日本海事新聞電子版〈Ａ〉、桐生タイム

スウェブサイト〈Ｆ〉、桐生タイムス（新聞オンライン.com 内）〈Ｄ〉がそれぞれ対象外に

なった。 

 新たに始まったサービス、分類が変更になったサービスの内訳を見ると、A：ペイウォ

ール型が 4 件、B：本紙購読者限定ペイウォール型が 1 件、F ：無料ニュースサービスが

1 件。前回調査同様、ペイウォール型サービスへ移行・集約する傾向が見られた。 
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１）サービス分類 

 回答のあった総合ニュースサービス 82 社 121 件を以下の七つに分類、集計した（図 1）。

分類結果は、参考資料として 34～37 ページに一覧にまとめた。 

A：ペイウォール型 

無料記事＋有料会員限定記事で構成。一部記事は無料。当該サービスを購入した有料

会員は限定記事が閲読可能（本紙購読者は追加負担不要で閲読可能なサービスを含む） 

B：本紙購読者限定ペイウォール型 

無料記事＋本紙購読者会員限定記事で構成。一部記事は無料。本紙購読者のみ限定記

事が閲読可能（本紙を購読した上で有料課金が必要なサービス、配達区域外の非購読

者に限り有料課金で閲読可能なサービスを含む） 

C：有料電子サービス会員限定ペイウォール型 

無料記事＋自社の別有料サービス会員限定記事で構成。一部記事は無料。当該サービ

スとは別の有料サービスを購入した有料会員に限り、限定記事の閲読が可能 

D：有料電子版・サービス 

当該サービスの購入者のみ利用可能なサービス（本紙購読者は追加負担不要で閲読可

能なサービスを含む） 

E：本紙購読者限定電子版・サービス 

本紙購読者のみ利用可能なサービス（本紙を購読した上で有料課金が必要なサービス、

配達区域外の非購読者に限り有料課金で閲読可能なサービスを含む） 

F：無料ニュースサイト 

すべての記事が無料で閲読可能なサービス 

G：その他 

上記類型のいずれにも当てはまらないサービス 

36

10

6
25

6

35

3

図1 サービス分類（n=121）

A：ペイウォール型

B：本紙購読者限定ペイウォール型

C：有料電子サービス会員限定

ペイウォール型

D：有料電子版・サービス

E：本紙購読者限定電子版・サービス

F：無料ニュースサイト

G：その他
(件) 
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 A：ペイウォール型は前年比 3 件増の 36 件。前年から日本農業新聞電子版、#gunma、

中日BIZナビ、新潟日報デジタルプラスが加わり、日本海事新聞電子版が対象外となった。

収益モデル（12 ページ参照）は「有料課金・広告併用モデル」（併用モデル）が 31 件、「有

料課金単独モデル」（有料モデル）が 5 件。 

前年最多の F：無料ニュースサイトを逆転し、A が最多となった。 

合計 36 件のうち、本紙購読者向け料金（追加負担なしで利用可能なサービスを含む）を

設けているサービスは 28 件。本紙購読者でも料金が変わらないサービスは 8 件（産経ニ

ュース、日刊工業新聞電子版、日本農業新聞電子版、下野新聞 SOON、#gunma、あなた

の静岡新聞、中日 BIZ ナビ、山口新聞電子版）で、このうち産経ニュース、下野新聞 SOON、

#gunma は 275～550 円（税込み）の低価格帯。 

三つ以上の料金プランを持つサービスが 15 件（朝日新聞デジタル、毎日新聞デジタル、

ジャパンタイムズデジタル、神奈川新聞電子版「カナロコ」、千葉日報オンライン、信濃毎

日新聞デジタル、新潟日報デジタルプラス、京都新聞デジタルサービス、神戸新聞 NEXT、

奈良新聞デジタル、中国新聞デジタル、西日本新聞 me、南日本新聞 373 る、沖縄タイム

ス＋プラス、琉球新報デジタルサービス）。このうち 11 社（朝日新聞デジタル、ジャパン

タイムズデジタル、神奈川新聞電子版「カナロコ」、千葉日報オンライン、信濃毎日新聞デ

ジタル、京都新聞デジタルサービス、奈良新聞デジタル、西日本新聞 me、南日本新聞 373

る、沖縄タイムス＋プラス、琉球新報デジタルサービス）は、閲覧できる記事の本数を限

定した低価格帯のプランがある。 

本紙購読者向け料金を設けている 28 件のうち、本紙購読者であれば追加負担不要のプ

ランを用意しているサービスは 11 件（デジタル毎日、ジャパンタイムズデジタル、デーリ

ー東北デジタル、新潟日報デジタルプラス、神戸新聞 NEXT、中国新聞デジタル、西日本

新聞 me、佐賀新聞電子版、大分合同新聞プレミアムオンライン Gate、沖縄タイムス＋プ

ラス、琉球新報デジタルサービス）。 

 B：本紙購読者限定ペイウォール型は前年比 1 件贈の 10 件。新たに岐阜新聞 Web が加

わった。収益モデルは、併用モデル 6 件、「広告単独モデル」（広告モデル）4 件。 

10 件のうち、本紙購読料のみで利用できるサービスは 7 件（読売新聞オンライン、どう

しん電子版、中日新聞 Web、岐阜新聞 Web、北日本・webun、日本海新聞 Net Nihonkai、

熊日電子版）。このうち中日新聞 Web、熊日電子版は別料金で追加サービスが受けられる

コースも設定している。3 件（山陽新聞デジタル、山陰中央新報デジタル、高知新聞 Plus）

は、本紙購読に加え有料課金が必要なサービス。 

また 6 件（どうしん電子版、岐阜新聞 Web、北日本・webun、山陽新聞デジタル、山陰

中央新報デジタル、高知新聞 Plus）は、配達区域外は有料で購読が可能。 

C：有料電子サービス会員限定ペイウォール型は前年比 1 件減の 6 件。新潟日報モアが

サービスを刷新し、A に移行した。収益モデルはすべて広告モデル。 

D：有料電子版・サービスは前年比 1 件減の 25 件。桐生タイ〈新聞オンライン.com 内〉

が対象外となった。収益モデルは、併用モデルが 2 件、有料モデルが 23 件。25 件中 17 件
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は紙面イメージのみを提供するサービスで、このうち 3 件は新聞オンライン.COM を利用

したサービス。 

課金体系は、本紙購読の有無に関係ない単独プランのみのサービスが 10 件（産経電子

版、茨城新聞電子版、市民タイムス〈新聞オンライン.COM 内〉、夕刊三重新聞〈新聞オン

ライン.COM 内〉、神戸・デイリー電子版、奈良新聞電子版、四国新聞 WEB 朝刊、四国新

聞電子配達版、四国・BUSINESS LIVE、南海日日新聞電子版）。新聞購読者向けプランも

設けているサービスが 11 件（水産経済・スイケイデジタル、岩手日日電子新聞 momotto、

荘内日報電子版、下野新聞電子版、東京新聞電子版、東京中日スポーツ電子版、新潟日報

電子版、福井新聞 D 刊、宇部日報デジタル SARATTO、愛媛新聞電子版、西スポプラス）。

配達区域外に限って提供するサービスは 4 件（東奥日報電子版、山形・お届け電子版、南

信州新聞〈新聞オンライン.COM 内〉、南日本・おはようネット県外版）。 

E：本紙購読者限定電子版・サービスは前年から 1 件減の 6 件。岐阜新聞電子版は岐阜

新聞 Web と統合し、B に移行した。収益モデルは、有料モデルが 1 件（岩手日報デジタル

版）、広告モデルが 1 件（宮崎日日新聞社「デジタル夕刊プレみや」）、購読者サービスが 4

件。 

F：無料ニュースサイトは前年比 1 件減の 35 件。日本農業新聞公式ウェブサイト、上毛

新聞ニュース、岐阜新聞 Web は終了・刷新した。DOSHIN SPORTS が新たに始まり、西

スポ WEB、夕刊デイリーWeb は新たに回答があった。桐生タイムスウェブサイトが対象

外となった。収益モデルは、広告モデルが 30 件。収益を目的としないサイトが 5 件。 

G：その他は 3 件で、前年から変更なし。 

 

２）ビジネスモデル分類（銘柄単位） 

社によっては一つの銘柄で複数の総合ニュースサービスを展開していることから、銘柄

ごとのビジネスモデルを以下の七つに分類、集計した（82 社 82 紙＋サンケイスポーツ、

夕刊フジ、東京新聞、中日スポーツ／東京中日スポーツ、デイリースポーツ、西日本スポ

ーツ 6 紙の計 88 銘柄で集計）。今回から道新スポーツ、夕刊デイリーが増えたほか、西日

本と西日本スポーツを分けて集計している（次ページ図 2）。 

①A ペイウォール型単独 30 件 

 サービスは単独のサイトで完結。ペイウォールを設け、本紙購読の有無にかかわらず

有料課金で限定記事の閲覧を可能にしている 

②B 本紙購読者限定ペイウォール型単独 9 件 

 サービスは単独のサイトで完結。ペイウォールを設け、本紙購読者に限り限定記事の

閲覧を可能にしている 

③C 有料電子サービス会員限定ペイウォール型＋D 有料電子版・サービス併用型 5 件 

複数サービスを展開。広告モデルのサイトと有料課金モデルの電子版・サービスの組

み合わせ。広告モデルのサイトにペイウォールを設け、有料課金への誘導も図ってい

る 
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④D 有料電子版・サービス＋F 無料ニュースサイト 12 件 

複数サービスを展開。広告モデルの無料サイトを運営しつつ、有料課金モデルの有料

電子版・サービスを提供している 

⑤E 本紙購読者限定電子版・サービス＋F 無料ニュースサイト（配達区域外の非購読者

に限定して有料電子版・サービスを展開する場合を含む） 4 件 

複数サービスを展開。広告モデルの無料サイトを運営しつつ、本紙購読者向けに電子

版・サービスを提供している 

⑥F 無料ニュースサイト単独 19 件 

サービスは単独のサイトで完結。広告モデル（収益を目的としないものも含む） 

⑦その他 9 件 

以上の類型に当てはまらないもの 

内訳をみると、最多は①A 単独で 30 件（前年比 1 件増）だった。⑥F19 件、④D＋F12

件、②B 9 件（いずれも増減なし）と続く。③C＋D は 1 件減の 5 件、⑤E＋F は 1 件減の

4 件。⑦その他は 1 件増の 9 件だった。①②のペイウォール形式をとるサービスが 1 件増

の 39 件で、全体の 4 割超を占める。単独のサービスで完結する銘柄（①、②、⑥、⑦の一

部）が増減なしの 59 件（67.0％）となった。⑥を①に切り替えた事例が 2 件。F を含む複

数サービスを展開していた銘柄が、②のペイウォールを含む単独サービスに機能を集約し

た事例が 1 件あった。銘柄別では単独サービスへの集約、ペイウォールを含むサービスへ

切り替える傾向がみられた。 

  

30

9

5
12

4

19

9

図2 ビジネスモデルの内訳（銘柄単位）(n=88)

①A ②B

③C＋D ④D＋F

⑤E＋F ⑥F

⑦その他

（件） 
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３）収益モデル 

 総合ニュースサービスの収益モデルを「有料課金」「広告」「その他」の 3 項目で尋ねた

（複数回答）。121 件中、「広告」があるサービスは前年から 2 件増の 83 件。「有料課金」

があるサービスは 1 件増の 71 件だった。その他（購読者サービス、収益を目的としない）

は増減なしの 10 件だった。 

サービスごとの収益モデルを見ると、有料課金・広告併用モデルが 3 件増の 42 件（34.7％）

で最多となった。前年最多だった広告単独モデルが 1 件減の 41 件（33.9％）、有料単独モ

デルが 2 件減の 29 件（24.0％）、その他のみが 9 件（7.4％）だった（図 3）。有料課金・

広告併用が広告単独を上回り、ペイウォール型が主流となっていることがわかる。 

 

サービスの収益モデルの内訳を、七つのサービス分類で見ると、A ではほとんどが有料

課金・広告併用。B では併用が 6 件と広告単独が 4 件、C はすべてが広告単独となってい

る。D はほとんどが有料課金単独。購読者サービス以外の E の 2 件は、広告単独と有料課

金単独が各 1 件で、その他（購読者サービス）が 4 件。F は 30 件が広告単独で、5 件がそ

の他（収益を目的としない）。G はすべてが併用モデルだった（図 4）。 

今回調査から、記事単位の課金の有無について調査した。記事の個別課金が可能なサー

ビスは茨城新聞クロスアイの 1 件だった。 

42

41

29

9

図3 収益モデルの内訳（n=121）

有料課金・広告併用
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電子版・サービス（n=6）

Ｄ：有料電子版・サービス（n=25）

Ｃ：有料電子サービス会員

限定ペイウォール型（n=6）

Ｂ：本紙購読者限定

ペイウォール型（n=10）

Ａ：ペイウォール型（n=36）

図4 サービス分類ごとの収益モデル内訳

広告・有料課金併用モデル

広告単独モデル

有料課金単独モデル

その他のみ

（件） 
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４）サービスの利用状況 

総合ニュースサービスの利用状況を自由記述式で調査した。 

月間ページビュー（PV）は、「10 万未満」が 5 件（前年比 1 件減）、「10 万以上 100 万

未満」が 9 件（1 件増）、「100 万以上 500 万未満」が 18 件（1 件減）、「500 万以上 1000

万未満」が 9 件（増減なし）、「1000 万以上 5000 万未満」が 7 件（1 件減）、「5000 万以上

1 億未満」が 2 件（増減なし）、「1 億以上 2 億未満」が 2 件（1 件減）、「2 億以上」が 6 件

（1 件増）だった。「非公表」は 47 件（5 件増）、「未計測」は 16 件（3 件減）。 

前年とほぼ同じ傾向にある。前年、今年ともに数値の回答があった 55 件のサービスの

増減をみると、前年と同じが 26 件、マイナスが 19 件、プラスが 10 件だった。 

月間ユニークユーザー（UU）は、「10 万未満」が 7 件（1 件増）、「10 万以上 50 万未満」

が 7 件（2 件増）、「50 万以上 100 万未満」が 9 件（1 件減）、「100 万以上 500 万未満」が

14 件（4 件減）、「500 万以上 1000 万未満」が 3 件（2 件増）、「1000 万以上 3000 万未満」

が 2 件（2 件減）、「3000 万以上」が 8 件（1 件増）、「非公表」が 52 件（7 件増）。「未計

測」は 6 件減の 19 件で、UU の把握に向けた取り組みが進んでいる。 

PV 同様、前年から大きな変化はない。前年、今年ともに数値の回答があった 47 件のサ

ービスの増減を見ると、前年と同じが 23 件。マイナスとプラスがともに 12 件だった。 

 

５）会員制度 

会員制度の概要を「有料会員」「購読者会員」「無料会員」「会員制なし」「その他」の 5

項目で聞いた（複数回答）。また、今回から会員制度がある場合のそれぞれの会員規模を

選択式で尋ねた。 

有料会員制を設けているサービスは前年から 1 件増の 67 件だった。購読者会員制があ

るのは 5 件増の 44 件、無料会員制は 7 件増の 38 件。会員制を持たないのは 2 件減の 38

件。新規サービスはほぼすべて会員制をとっている。サービス分類 F：無料ニュースサイ

トでも会員制を始めるサービスが複数あるなど、会員登録を求める流れが進んでいる。 

ニュースサービスごとの会員制度の内容を見ると、「有料会員単独」25 件（3 件減）、

「購読者会員単独」7 件（1 件減）、「無料会員単独」3 件（1 件増）、「有料会員＋購読者

会員」13 件（1 件減）、「有料会員＋購読者会員＋無料会員」18 件（6 件増）、「有料会員

＋無料会員」11 件（1 件減）、「購読者会員＋無料会員」6 件（1 件増）、「会員制なし」38

件（2 件減）となった。 

サービス分類ごとに会員制度の内訳を見ると、A と B はほぼすべてのサービスで複数

の会員種別を設けている。D は有料会員、E は購読者会員が中心となっている。F では会

員制なしが多数を占めているが、今回から 3 件のサービスが無料会員制を始めた。サー

ビス分類別にみた会員制度の組み合わせを次ページ図 5 にまとめた。 

種別ごとの会員規模の内訳を見ると、有料会員では「1000 人未満」が最も多く、「1 万

人以上 5 万人未満」が続いた。購読者会員と無料会員では「1 万人以上 5 万人未満」が最

も多かった（次ページ図 6）。 
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２．コンテンツ概況 

回答のあった総合ニュースサービス 121 件中、紙面イメージ提供のみのサービスは 22

件（2 件減）。D：有料電子版・サービスの 68.0%（17 件）、E：本紙購読者限定電子版・サ

ービスの 83.3%（5 件）が該当する。 

以下の項目は、全体から紙面イメージ提供のみのサービスを除いた 99 サービスが対象。 

 

１）配信記事の本数とアップロード頻度 

1 日あたりの配信記事の本数（自社記事のみ）を自由記述式で尋ねた。「10 本未満」は 8

件（1 件減）、「10 本以上 30 本未満」23 件（4 件減）、「30 本以上 50 本未満」19 件（3 件

増）、「50 本以上 100 本未満」16 件（3 件増）、「100 本以上 300 本未満」21 件（増減なし）、

「300 本以上 500 本未満」4 件（2 件増）、「500 本以上」は 3 件（1 件減）。「新聞記事すべ

て」など、分類できない回答 5 件は「その他」とした。1 日の配信本数が 30 本未満のサー

ビスが減少傾向にあり、30 本以上から 500 本未満までのサービスは増加傾向にある。過

去 3 年を比べても同様の傾向で、統合編集の進展と併せて配信本数は大半が増加している

（図 7）。 

記事のアップロード頻度について「随時更新」「定時更新」の 2 項目（複数回答）で尋ね

た。前年までは「朝夕刊発行に合わせた定時更新」と「それ以外のタイミングでの定時更

新」について尋ねていたが、今回は一本化した。 

「随時更新」は前年から 4 件増の 64 件（64.6％）。「定時更新」は 70 件（70.7%）。随時

更新と定時更新を組み合わせているサービスは 35 件（35.4％）。随時更新のみのサービス

は 29 件（29.3％）、定時更新のみのサービスは 35 件（35.4％）だった。定時更新のみを行

う 35 件中 20 件は緊急時のニュース配信を行っている。 
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２）自社記事の素材と自社記事以外の活用

配信する記事の素材について、「紙面掲載後、記事をそのまま」「紙面掲載後、記事をリ

ライト（加工）」「紙面掲載前にも配信」（前年は「本サービス掲載に向けて制作」で調査）

の 3 項目（複数回答）で尋ねた。「紙面掲載後、記事をそのまま」が前年から 2 件増の 82

件（構成比 82.8％）で最多。「紙面掲載前にも配信」が 4 件増の 67 件（67.7％）。「紙面掲

載後、記事をリライト（加工）」が 5 件増の 32 件（32.3％）だった。 

紙面掲載前にも配信を行っている 67 件のうち、紙面掲載後の記事そのままの掲載もし

ているのは 40 件（40.4％）、紙面掲載後の記事を加工して掲載もしているのは 2 件（2.2％）。

それら 3 通りすべての制作方法を組み合わせているのは 20 件（20.2％）で前年より 6 件

増となった。紙面掲載前に配信する記事のみで構成するのは 5 件（5.1％）だった。 

紙面掲載後、記事をそのまま掲載しているのは 29 件（29.3％）。内訳は、紙面掲載後の

記事そのままのサービスは 19 件（19.2％）、すべて紙面掲載（配信）後の記事を加工して

掲載するサービスは 7 件（7.1％）。紙面掲載後の記事をそのまま掲載するか、加工して掲

載するサービスは 3 件（3.0％）（図 8）。 

サービス限定の独自記事（自社記事）を展開するのは、前年比 3 件増の 48 件（48.5％）

だった。 

自社記事以外で活用している記事の提供元（複数回答）については、「通信社」が 5 件増

の 76 件（76.8％）、「外部寄稿」が 4 件増の 36 件（36.4％）、「コンテンツ提供会社」が 1

件増の 32 件（32.3％）、「ライター」は 1 件増の 27 件（27.3％）、「新聞社・放送局」は 4 

件増の 17 件（17.2％）。配信記事の提供元が多様化していることがわかる（次ページ図 9）。 
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図8 自社記事素材の内訳（n=99） 紙面掲載後、記事をそのまま

記事をリライト（加工）
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記事をそのまま＋掲載前に配信

記事をリライト＋掲載前に配信

記事をそのまま＋リライト＋掲載前に配信
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３）記事以外のコンテンツ活用

記事以外のコンテンツ（複数回答）は、「動画」が 2 件増の 73 件（73.7％）、「紙面イメ 

ージ」が 5 件増の 53 件（53.5％）、「インフォグラフィックス」が 7 件増の 29 件（29.3％）、

「音声読み上げ」が 3 件増の 14 件（14.1％）（図 10）。自社記事以外の記事と同様に多様化

が進み、ウェブならではの表現方法でサービスが提供されている。3 年の推移をみるとそ

の傾向は顕著で、特に「インフォグラフィックス」を提供するサービスは 20 件近く増え

ている。 
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図10 記事以外のコンテンツ（複数回答）

22年調査（n=99）
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３．エンゲージメント向上・その他 

１）目標設定

 各ニュースサービスで目標に設定している指標を複数回答で尋ねたところ、121 件中、

「PV」が 75 件（62.0％）で最多だった。「有料会員数」63 件（52.1％）、「UU」44 件（36.4％）、

「平均訪問ページ数」35 件（28.9％）、「新規登録・契約者数」29 件（24.0％）、「平均滞在

時間」29 件（24.0%）と続いた。 

前年比では、「MAU」が 6 件、「UU」「DAU」がそれぞれ 5 件増加。PV だけでなくユー

ザーの来訪頻度をより細やかに把握する傾向がみられた。有料会員、平均訪問ページ数、

無料会員がそれぞれ 4 件増加した。3 年の推移をみると、平均訪問ページ数、有料会員数、

平均滞在時間など、利用者のエンゲージメントを測る指標を重視するサービスが 10 件以

上増えた。サイト上でのユーザーの行動を重視する傾向が強まっている（図 11）。 

次いで、各サービスで最も重視している指標（KPI）を尋ねたところ、「有料会員数」が

1 件減の 40 件（33.1％）で前年に続き最多となった。「PV」は 1 件減の 37 件（30.6％）。

続いて「紙の新聞の新規購読者数」が増減なしの 7 件（5.8%）、「新規登録・契約者数」が

1 件減、「購読者会員数」が 1 件増でそれぞれ 6 件（5.0%）だった。その他の回答として、

「特になし」が 5 件、「ユーザーごとの LTV」「ロイヤルユーザー数」等があった（次ペー

ジ図 12）。 

3

11

5

22

13

20

11

20

18

19

25

23

37

52

74

5

10

13

18

13

18

14

20

20

26

27

31

39

59

74

4

10

15

18

18

19

20

20

24

29

29

35

44

63

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80

DL販売数

広告主数

購読者会員数

CTR

DAU

インプレッション数

MAU

紙の新聞の新規購読者数

無料会員数

平均滞在時間

新規登録・契約者数

平均訪問ページ数

UU

有料会員数

PV

図11 目標に設定している指標（複数回答）
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２）サービス独自の価値提供 

当該サービス独自で提供している機能・価値（複数回答）は、「記事検索」が 69 件（57.0％）

で最多。「プレゼント」26 件（21.5％）、「データ提供（お悔やみ）」25 件（20.7％）、「グル

ープ企業のコンテンツ」17 件（14.0％）、「クーポン」13 件（10.7%）と続く。 

コメント機能については今年から「コメント機能（利用者）」と「コメント機能（有識者・

記者など）」を分けて尋ねた。「コメント機能（利用者）」が 9 件（7.4%、ジャパンタイム

ズデジタル、スポーツ報知、時事ドットコム、茨城新聞クロスアイ、埼玉新聞ウェブサイ

ト、山梨日日新聞電子版「さんにち Eye」、中日新聞 Web、中日スポーツ／東京中日スポ

ーツ、デイリースポーツオンライン）、「コメント機能（有識者・記者など）」が 2 件（1.7%、

朝日新聞デジタル、日本経済新聞電子版）だった。 

前年比では、「記事検索」が最も増え、8 件増。続いて「プレゼント」が 5 件増、「クー

ポン」と「クイズ・ゲーム」がともに 4 件増となった。3 年の推移をみると、「記事検索」

や「プレゼント」のほか、「クーポン」「会員限定イベント」などが顕著に増加、ニュース

コンテンツの提供にとどまらない多様なサービスでユーザーとのエンゲージメント向上を

図る動きがみられた（次ページ図 13）。 
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３）モバイル対応・メールサービス 

スマートフォンでの表示最適化を進めていると答えたのは 3 件増の 103 件（85.1％）。

アプリを提供しているのは 3 件増の 53 件（43.8%）（図 14、15）。 

提供するアプリ 53 件のサービス・機能を見ると、「紙面イメージ」が 2 件増の 46 件

（86.8％）、「プッシュ通知」が 6 件増の 40 件（75.5％）、「記事のクリッピング」が 4 件

増の 31 件（58.5％）だった。「属性に応じた記事配信」は 3 件（5.7％）で前回から増減

なし。 
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メールサービスは前年から 4 件増の 58 件（47.9％）が実施する。サービスの内容を見

ると「速報」「PR・お知らせ」がそれぞれ 29 件（50.0％）で最多。以下、「ヘッドライン」

が 21 件（36.2％）、「独自記事・コラム」の提供は 13 件（22.4％）と続く。「おすすめ記

事」の提供は「会員情報活用」が 14 件（24.1％）、キーワード登録が 6 件（10.3%）。こ

のほか、自由記述で「お悔やみ情報の提供」との回答が 3 件寄せられた（図 16）。 

前年比では、会員情報を活用したおすすめ記事が 6 件増で、独自記事・コラムが 4 件

増と続いた。2 年前と比べても同様の傾向で、データに基づいた記事の推薦や独自コンテ

ンツの提供が増加している。メールサービス単体で利用者との結びつきを深めようとす

る動きがみられる。 
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４）社内施策 

社内施策については、「閲覧データの編集部門の共有」が 75 件（62.0％）。続いて「開

発内製化」が 32 件（26.4％）、「独自分析に基づくサービス改善（A/B テスト）」が 25 件

（20.7％）、「CRM の導入による顧客管理」が 15 件（12.4％）となり、全ての項目で増

加傾向が見られた。自由記述で「CRM ツールを活用した新規申込者へのアプローチや既

存会員への閲覧促進メールの配信」「販売部門との情報共有」といった回答が寄せられた

（図 17）。 

前年比では、すべての項目で増加しており、「独自分析に基づくサービス改善（A/B テ

スト）」が 6 件増、「閲覧データの編集部門の共有」「CRM の導入による顧客管理」がそ

れぞれ 4 件増だった。3 年の推移をみても同様の傾向で、とりわけ「閲覧データの編集部

門の共有」は 20 件近く増加。統合編集の鍵である編集部門でのデータ共有に大きく進展

が見られた。 
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（４）総合ニュースサービス以外のデジタル関連サービスの概況 

総合ニュースサービス以外に取り組んでいるデジタル関連サービスについて、「総合ニ

ュースサービス以外のサービス」「データベースサービスの概況」「データベース以外の

法人向け情報提供サービス」に分けて、各サービスの名称と概要を聞いた。「総合ニュー

スサービス以外のサービス」は「テーマ・ターゲット特化型サービス」「従来型携帯電話

向けサービス」「その他」の3類型に分けて尋ねた。 

 

①テーマ・ターゲット特化型サービス 

37社116件（前年38社123件）の回答があった。複数社で運営するサービスは前年と同じ

3件だった。 

今回新たに回答があったサービスは、報知・ボートナビ報知、スポニチ・スポニチプラ

スα、東京スポ・東スポ競馬、神戸・よろず～ニュース。スポーツやエンタメに特化したサ

ービスの新設が目立った一方、バーティカルサイトを休止する事例も相次いだ。 

テーマ別に分類すると、「スポーツ」が22件（朝日・バーチャル高校野球、中国・カー

チカチなど）、「観光・イベント・地域情報」が14件（読売西部・ささっとー、神奈川・

生活情報サイト「イマカナ」など）、「外国語ニュースサービス」が10件（毎日・The Mainichi、

北海道・The Hokkaido Shimbun Pressなど）あった。このほか「教育」「子育て」「女

性」などにテーマを絞ったサービスも目立った。 

②従来型携帯電話向けサービス 

35社47件（前年38社57件）の回答があった。サービス終了により10件減少した。複数社

で運営するサービスは前年と同じ1件。 

46件が有料でサービスを展開している。価格は月額100～300円（税別）が大半で、地方

紙が提供するサービスの多くは共同の「NEWSmart」を活用している。 

③その他サービス 

8社9件（前年7社13件）の回答があった。 

今回新たに、日刊スポ・プロ野球名鑑タップ、熊本日日・くまにちSDGsアクションプロ

ジェクト、南日本・会員制サービス「みなみパス」の回答があった。 

④データベースサービス 

35社63件（前年35社63件）の回答があった。 

自社独自のデータベース（DB）サービス以外に、日経テレコンとのセット販売サービス

が11件あった。記事・総合DB以外では、写真DBや教育DB、特定の情報をまとめて価値を

付加し、企業に提供するサービス（日経POS 情報、scout Asia など）が多い。 

⑤データベース以外の法人向け情報提供サービス 

11社22件（前年10社21件）の回答があった。日経・日本経済新聞電子版Pro、神戸・ひ

ょうご経済＋、愛媛・愛媛の経済サイトE4 など、ビジネスシーンでの活用を想定したサ

ービスが多数を占めている。 
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（５）デジタル事業をめぐる各社の概況 

１．統合編集について 

１）編集体制の状況 

統合編集の取り組み状況を把握するため、各社の編集体制について聞いた（複数回答）。

回答 82 社のうち 72 社（87.8％）が統合編集に向け何らかの取り組みを進めている。前年

から 3 件増加した。対応していないと回答したのは前年から 4 社減の 10 社（12.2%）だっ

た。 

統合編集に向けた施策のうち、最も多かったのは「編集局にデジタル部局・部署の設置」

で 49 社（59.8％）。昨年最も多かった「閲覧データの編集局との共有」は 48 社（58.5％）

となった。続いて、「編集局への閲覧データモニターの設置」39 社（47.6％）、「編集局と

エンジニアの日常的な協力体制の構築」34 社（41.5%）、「ウェブ出稿を前提としたワーク

フロー・システム構築」32 社（39.0%）、「編集局出稿部門からの配信」30 社（36.6%）、

「整理部門の一体化」は 17 社（20.7%）となっている。その他（自由記述）として、「ウ

ェブ速報と一部記事のアップを編集部門が担当するようになった」などの回答があった。 

前年と比較すると、「ウェブ出稿を前提としたワークフロー・システム構築」が 6 社増と

最も増え、「編集局にデジタル部局・部署の設置」は 3 社増と続いた。3 年の推移をみると、

すべての項目で対応している社の数が増加している。一方、「対応していない」と答えた社

は年々減少している。前回調査段階では「閲覧データの編集局との共有」「編集局への閲覧

データモニターの設置」「編集局とエンジニアの日常的な協力体制の構築」など意識改革に

資する項目の伸びが顕著だったが、今回はワークフローや組織の見直しが目立った（図 18）。 
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社の規模別での取り組み状況を見るため、全国紙、ブロック紙・地方紙、その他（スポ

ーツ紙、専門紙、通信社）に分類し、ブロック紙・地方紙はさらに紙の発行部数をもとに

「地方紙①（40 万部以上）」「地方紙②（20 万部以上 40 万部未満）」「地方紙③（10 万部

以上 20 万部未満）」「地方紙④（10 万部未満）」に分類し、傾向を分析した。 

全国紙は前年から増減なし。すべての項目が回答社全体のスコアを大きく上回っており、

統合編集体制の確立が進んでいる。 

地方紙①は「整理部門の一体化」を除くすべての項目で回答社全体を上回っている。全

ての構成社で「編集局にデジタル部局・部署の設置」が行われるようになったほか、「ウェ

ブ出稿を前提としたワークフロー・システム構築」に対応している社の割合が 9.6 ポイン

ト増加した。地方紙②は全ての社が統合編集に取り組むようになった。「編集局出稿部門か

らの配信」は前年より 15.1 ポイント増加した。地方紙③は全体的に減少傾向がみられた

が、「編集局にデジタル部局・部署の設置」「ウェブ出稿を前提としたワークフロー・シス

テム構築」以外の項目は全体を上回っている。最も多くの社で構成する地方紙④は、ほぼ

全ての項目で前年を上回った。「対応していない」社の割合は 8.3 ポイント減少した。 

通信社・スポーツ紙・専門紙で構成する「その他」は、「閲覧データの編集局との共有」

以外の項目で前回のスコアを上回った。「編集局にデジタル部局・部門の設置」は 19.8 ポ

イント、「ウェブ出稿を前提としたワークフロー・システム構築」が 10.5 ポイント、それ

ぞれ増加している（表 1）。 

  

 

 

 

 

表 1 編集体制の状況＜社規模別＞上段は 22 年調査(n=82)、中段は 21 年調査（n=83）、下段は 20 年調査(n=81）

複数回答 

整理部門の一体
化

編集局にデジタル
部局・部署の設置

編集局出稿部門
からの配信

編集局とエンジニ
アの日常的な協
力体制の構築

編集局への閲覧
データモニターの
設置

閲覧データの編集
局との共有

ウェブ出稿を前提
としたワークフ
ロー・システム構
築

対応していない

20.7% 59.8% 36.6% 41.5% 47.6% 58.5% 39.0% 12.2%
19.3% 55.4% 33.7% 39.8% 44.6% 56.6% 31.3% 16.9%
17.3% 51.9% 29.6% 30.9% 34.6% 44.4% 23.5% 19.8%
60.0% 100.0% 60.0% 80.0% 80.0% 80.0% 100.0% 0.0%
60.0% 100.0% 60.0% 80.0% 80.0% 80.0% 100.0% 0.0%
20.0% 100.0% 60.0% 60.0% 80.0% 80.0% 80.0% 0.0%
14.3% 100.0% 57.1% 71.4% 57.1% 85.7% 42.9% 0.0%
0.0% 88.9% 66.7% 77.8% 55.6% 88.9% 33.3% 0.0%
0.0% 80.0% 30.0% 40.0% 50.0% 50.0% 30.0% 10.0%

16.7% 91.7% 33.3% 50.0% 50.0% 66.7% 33.3% 0.0%
18.2% 81.8% 18.2% 45.5% 36.4% 45.5% 27.3% 9.1%
18.2% 72.7% 27.3% 36.4% 27.3% 45.5% 9.1% 9.1%
23.8% 57.1% 57.1% 52.4% 57.1% 76.2% 28.6% 0.0%
25.0% 65.0% 55.0% 55.0% 60.0% 80.0% 25.0% 0.0%
21.1% 52.6% 52.6% 47.4% 47.4% 63.2% 26.3% 5.3%
20.8% 16.7% 12.5% 25.0% 20.8% 25.0% 33.3% 37.5%
20.8% 12.5% 8.3% 16.7% 16.7% 20.8% 20.8% 45.8%
26.1% 17.4% 8.7% 13.0% 4.3% 13.0% 8.7% 47.8%
7.7% 76.9% 30.8% 15.4% 61.5% 61.5% 46.2% 7.7%
7.1% 57.1% 28.6% 14.3% 57.1% 64.3% 35.7% 14.3%
7.7% 53.8% 23.1% 15.4% 46.2% 53.8% 30.8% 15.4%

その他

全体

全国紙

地方紙①

地方紙②

地方紙③

地方紙④
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２）アクセスデータの分析手法 

ウェブサイトへのアクセスデータの分析手法について複数回答で尋ねたところ、76 社

（92.7%）が何らかの分析ツールを導入していると回答した。前年から増減はなかった。

「活用していない」と回答があったのは 1 社減の 6 社。 

導入している社のうち、「無料ウェブサイトの解析ツール（Google Analytics など）を活

用」しているのは 3 社増の 72 社（87.8%）。回答社の 9 割近くが利用している。「有料ウェ

ブサイト解析サービス（Chartbeat など）を活用」している社は 3 社増の 20 社（24.4％）、

「分析ツールの内製化」をしている社は 1 社増の 8 社（9.8％）。いずれか（または双方）

を採用しているのは 4 社増の 25 社（30.5％）だった。ツールを内製化していると回答し

た社は、朝日、毎日、日経、スポニチ、山陽、中国、四国、西日本の 8 社（図 19）。 

 社の規模別に見ると、全国紙の 8 割が有料解析サービスを活用しており、6 割が分析ツ

ールを内製化している。地方紙①～③のすべての社が無料解析ツールを活用している。有

料解析ツールを活用しているのは地方紙①で 4 割超、地方紙③で 2 割近くにのぼっている。

専門紙、スポーツ紙、通信社は有料解析サービスと無料解析ツールをそれぞれ 5～7 割程

度が活用している。 
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図19 アクセスデータの分析手法（複数回答）

22年調査（n=82）

21年調査（n=83）

20年調査（n=81）

（社） 
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２．デジタルマーケティングについて 

１）広告枠の取引手法・その他のデジタルマーケティングの取り組み 

 各社のデジタルマーケティングの取り組みも尋ねた。広告枠の取引手法では「アドネッ

トワーク」の利用が 64 社（78.0％）で最多。続いて「ダイレクトセル」が 49 社（59.8％）。

さらに、「アドエクスチェンジ」42 社（51.2％）、「ヘッダービディング」35 社（42.7％）

「SSP」26 社（31.7%）、「PMP」22 社（26.8%）と続いた。 

前年と比べると、「ダイレクトセル」と「ヘッダービディング」がともに 4 社増。2 年前

と比べてるとそれぞれ 9 件、8 件増で、広告単価の向上に資する取り組みに進ちょくが見

られる。 

「レコメンドウィジェット」の利用は、前年比 2 社増の 53 社（64.6％）、「ネイティブア

ド・スポンサードコンテンツ」が 1 社増の 35 社（42.7％）、「動画広告」も 1 社増の 31 社

（37.8％）だった（図 20）。 

社の規模別に見ると、全国紙は前年から増減なし。「アドネットワーク」「アドエクスチ

ェンジ」「ヘッダービディング」「レコメンドウィジェット」を除き、全社がすべての項目

に取り組んでいる。 

地方紙はおおむね部数規模に伴って取り組みが進ちょくしている傾向がみられる。前年

と比較すると、地方紙②では「ダイレクトセル」が 19.7 ポイント、「PMP」が 14.4 ポイン

ト、「動画広告」が 13.6 ポイント増加し、広告単価向上に向けた取り組みが進展した。地

方紙③のすべての社が「アドネットワーク」を活用するようになった（次ページ表 2）。 
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図20 デジタルマーケティングの取り組み（複数回答）
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２）属性データの収集・分析手法、属性データの活用方法 

 デジタルマーケティングを推進する上で重要となる、ユーザーの属性データの収集・分

析手法についても尋ねた。「プライベート DMP 構築」が、前年から 2 社増えて 13 社（15.9%）。

「パブリック DMP 活用」は 7 社（8.5%）で変わらなかった。「収集していない」のは 60

社（73.2％）で 4 社減。ユーザーデータの活用に向けた環境整備が着実に広がりつつある。

その他（自由記述）では「CRM ツールを活用した会員情報の分析」「広告接触者の属性分

析レポートの提供」などの回答があった。プライベート DMP、パブリック DMP の双方を

活用していると答えたのは 2 社。プライベート DMP のみが 11 社、パブリック DMP のみ

が 5 社（次ページ図 21）。 

新たにプライベート DMP を構築したと回答したのは、報知、沖タイの 2 社。前年に続

き、全国紙 5 社と神奈川、信濃毎日、福井、伊勢、中国、熊本日日からも構築していると

の回答があった。 

 属性データの活用方法については、今回から「CRM 施策への活用」「UI／UX 改善・新

規事業開発」を設問に加えた。「CRM 施策への活用」が 13 社、「ターゲティング広告」12

社（2 社増）、「UI／UX 改善・新規事業開発」は 10 社、「記事配信」8 社（1 社増）と続い

た。その他（自由記述）では、「共同サイトやカテゴリースポンサーでの広告主とのデータ

連携」「ターゲティングメール配信」との回答があった（次ページ図 22）。 

 

 

 

表 2 デジタルマーケティングの取り組み＜社規模別＞ 

上段は 22 年調査(n=82)、中段は 21 年調査（n=83）、下段は 20 年調査(n=81）、複数回答 

アドネットワーク アドエクスチェンジ SSP PMP ヘッダービディング ダイレクトセル ネイティブアド
レコメンドウィジェッ
ト

動画広告

78.0% 51.2% 31.7% 26.8% 42.7% 59.8% 42.7% 64.6% 37.8%

75.9% 49.4% 30.1% 26.5% 37.3% 54.2% 41.0% 61.4% 36.1%

72.8% 46.9% 27.2% 23.5% 33.3% 49.4% 37.0% 51.9% 32.1%

80.0% 80.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0%

80.0% 80.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0%

80.0% 80.0% 100.0% 80.0% 80.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0%

100.0% 100.0% 42.9% 42.9% 57.1% 85.7% 71.4% 100.0% 57.1%

100.0% 100.0% 33.3% 55.6% 66.7% 77.8% 66.7% 100.0% 55.6%

100.0% 100.0% 40.0% 60.0% 70.0% 80.0% 60.0% 90.0% 50.0%

100.0% 66.7% 33.3% 41.7% 66.7% 83.3% 41.7% 91.7% 50.0%

100.0% 54.5% 36.4% 27.3% 45.5% 63.6% 45.5% 81.8% 36.4%

100.0% 54.5% 36.4% 18.2% 36.4% 63.6% 45.5% 72.7% 36.4%

100.0% 61.9% 33.3% 9.5% 47.6% 47.6% 52.4% 81.0% 38.1%

95.0% 60.0% 30.0% 10.0% 45.0% 50.0% 45.0% 75.0% 35.0%

89.5% 52.6% 21.1% 10.5% 31.6% 31.6% 36.8% 63.2% 26.3%

45.8% 12.5% 0.0% 0.0% 8.3% 37.5% 8.3% 25.0% 4.2%

45.8% 12.5% 0.0% 0.0% 4.2% 29.2% 8.3% 25.0% 8.3%

39.1% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.1% 8.7% 13.0% 4.3%

69.2% 53.8% 53.8% 53.8% 53.8% 69.2% 53.8% 61.5% 53.8%

64.3% 50.0% 50.0% 50.0% 42.9% 64.3% 50.0% 57.1% 50.0%

61.5% 38.5% 38.5% 38.5% 46.2% 61.5% 38.5% 46.2% 46.2%

その他

全体

全国紙

地方紙①

地方紙②

地方紙③

地方紙④
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３．ニュースコンテンツの外部配信 

１）ニュースサイト・アプリへの提供

 71 社（86.6％）がニュースサイト・アプリへ記事を配信している。配信先は、「Yahoo」

が 62 社（75.6％）で最多。「LINE」が 59 社（72.0％）で続き、「NTT docomo（d メニュ

ーなど）」と「SmartNews」がともに 50 社（61.0％）。今回から設問に加えた Google News 

Showcase が 45 社（54.9%）だった（図 23）。 

前回と比べると、「Yahoo」は 3 社増、「LINE」は 1 社減、「Smart News」は 1 社増。

2
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3
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分析手法（n=82）
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図22 属性データの活用
（複数回答）
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図23 ニュースサイト・アプリへの提供（複数回答）
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この 3 サービスについては今回調査に伴い、各社の回答を精査した。これが増減の要因の

一つ。 

社の規模別にみると、地方紙②③ですべての社がニュースサイト・アプリへの配信を行

っている。とりわけ地方紙②ではすべての社が「LINE」「NTT docomo」「ノアドット」へ

記事を配信している。地方紙④は他のカテゴリーと比べてスコアが低い傾向にあるが、「ヤ

フー」には 6 割程度、「LINE」には 4 割程度の社が提供している。「Google News Showcase」

には半数以上の社が配信を始めており、全国紙はすべての社が配信している。地方紙②③

も 9 割以上の社が配信している。 

外部配信していない社は前年比 5 社減の 11 社。地域紙と専門紙がほとんどとなってい

る（表 3）。 

1 日当たりの配信本数の目安を自由記述で尋ねたところ、スポーツ紙で「100 本以上」

との回答が多く、積極的な配信姿勢が際立つ（最大で 200～300 本）。地方紙の多くは数本

～30 本程度。ニュースサイトやアプリへの配信にあたっての特記事項を自由記述で尋ねた

ところ、「配信開始から 14 日以内で削除」「原則、自社ニュースサイトで全文公開している

記事のみを外部配信」「関連記事に有料記事を入れる」「事件事故は匿名化する」などの回

答が寄せられた。 

表 3 ニュースサイト・アプリへの提供＜社規模別＞ 

上段は 22 年調査（n=82）、中段は 21 年調査(n=83)、下段は 20 年調査(n=81）、複数回答 

Yahoo LINE SmartNews NTT docomo ノアドット 配信していない
75.6% 72.0% 61.0% 61.0% 53.7% 13.4%
71.1% 72.3% 59.0% 60.2% 53.0% 19.3%
67.9% 69.1% 54.3% 56.8% 50.6% 18.5%
80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 0.0% 0.0%
80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 0.0% 20.0%
80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 0.0% 20.0%
85.7% 71.4% 57.1% 71.4% 57.1% 14.3%
77.8% 77.8% 66.7% 77.8% 66.7% 11.1%
80.0% 70.0% 60.0% 80.0% 70.0% 10.0%
83.3% 100.0% 83.3% 100.0% 100.0% 0.0%
90.9% 100.0% 90.9% 100.0% 100.0% 0.0%
81.8% 90.9% 81.8% 90.9% 100.0% 0.0%
85.7% 100.0% 71.4% 76.2% 81.0% 0.0%
80.0% 100.0% 75.0% 75.0% 80.0% 0.0%
73.7% 100.0% 68.4% 68.4% 78.9% 0.0%
58.3% 41.7% 33.3% 25.0% 29.2% 33.3%
54.2% 45.8% 25.0% 25.0% 29.2% 37.5%
56.5% 43.5% 21.7% 21.7% 26.1% 34.8%
76.9% 53.8% 69.2% 53.8% 30.8% 15.4%
64.3% 50.0% 57.1% 50.0% 28.6% 35.7%
53.8% 46.2% 53.8% 46.2% 15.4% 38.5%

地方紙④

その他

全体

全国紙

地方紙①

地方紙②

地方紙③
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２）放送局、電光ニュース・デジタルサイネージへのコンテンツ提供

 放送局への原稿配信の状況を提供先別に見ると、系列・関連テレビ局は 9 社（11.0％）、

その他テレビ局は 6 社（7.3％）、系列・関連ラジオ局は 21 社（25.6％）、その他ラジオ局

は 24 社（29.3％）、系列・関連 CATV は 11 社（13.4％）、その他 CATV は 16 社（19.5％）

だった（図 24）。 

電光ニュース・デジタルサイネージへのコンテンツ提供の状況を提供先別に見ると、街

頭ビジョンが 25 社（30.5％）、交通系が 16 社（19.5％）、企業・官公庁が 17 社（20.7％）

だった。その他（自由記述）の提供先として、「販売店」「金融機関」「自動販売機」「病院」

「大学」などの回答があった。 

デジタルサイネージを自社で設置しているのは 25 社（30.5％）で、前年から 5 件増加

した（図 25）。 
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図25 電光ニュース・デジタルサイネージへのコンテンツ提供（複数回答）
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（６）対応組織の設置状況

前回調査以降、デジタルメディアの業務にかかわる主な動きは以下の通り。 

毎日 デジタル推進本部と編集編成局デジタル編集本部を新設し、デジタルメディア局の

業務を移管。デジタル推進本部は会社全体の DX 推進を担い、傘下にソリューショ

ン開発センターを設置。ニュースサイトの編成、コンテンツ外販、サブスクリプシ

ョンを所管するデジタル編集本部はデジタル編成グループ、戦略グループ、サイト

ビジネスグループで構成。（22 年 4 月） 

日経 デジタル事業部門をサブスクリプション事業部門に改組し、下部にデジタル編成ユ

ニット、CS センター、事業運営センターを設置。旧デジタル事業部門の所管業務を

メディアビジネス部門、ライフ＆キャリアビジネス部門、情報サービス部門などに

移管。 

デジタルサービスの共通基盤の構築・運営を担う技術戦略ユニットを新設。 

DX 推進室をプラットフォーム推進室に、技術戦略グループを技術企画グループに

それぞれ改組。（22 年 4 月） 

スポニチ DX 本部をデジタル本部に、傘下のマーケティング CX 部をデジタル事業部に

それぞれ改称。編集局のデジタル編集部を総合コンテンツ部に改称。（22 年 4 月） 

東京スポ デジタル事業室をデジタル事業統括本部に改組。傘下にデジタルメディア室、

マーケティング室、事業準備室を設置。（21 年 12 月）

日本農業 デジタル事業全般の司令塔機能を果たすデジタルイノベーション室を新設。編

集局写真部とニュースセンター部メディアグループ、市況グループ、総務企画局経

営企画部システム部門を統合し、編集局メディア映像写真部を新設。（21 年 9 月） 

共同 デジタルコンテンツの統括を担うメディアセンターを編集局に設置。デジタル推進

局の業務を編集局デジタルコンテンツ部、事業局デジタル事業部、業務局デジタル

業務担当に移管。（21 年 11 月） 

下野 クロスメディア局をデジタル局に改組し、傘下に企画開発部とデジタルビジネス部

を設置。編集局デジタル報道班を編集局デジタル報道部に改組。（21 年 9 月） 

上毛 デジタルビジネス局を改組し、DX 推進局を新設。同局下部のメディア配信部とシ

ステム管理部、営業局デジタル営業部に旧デジタルビジネス局の業務を移管。（22

年 2 月） 
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千葉 子会社の千葉日報デジタルを設立。地域事業者・団体・自治体のデジタル化のサポ

ートと、自社のデジタル広告事業の収益拡大を図る。（21 年 5 月） 

新潟 統合編集体制の強化を目的に、統合編集本部編集局にデジタル・グラフィックスセ

ンターを設置。（22 年 4 月）

北日本 社内の DX 戦略を推進するデジタル戦略局を新設。下部にデジタル企画部とシス

テム部を設置。メディア情報局を映像ソフト局に、読者局お客様センターを読者セ

ンターにそれぞれ改組。（22 年 4 月）

神戸 デジタル推進局にデータ戦略部を新設。ウェブ広告の運用やテクノロジーに関する

最新動向の収集を行う。（22 年 2 月） 

奈良 社内 DX 推進を担う DX 推進室を新設。（21 年 6 月） 

広告クリエーター向けコンテンツの企画・配信を担うイノベーションデザイン室を

新設。（22 年 4 月） 

山陽 DX 推進本部を強化し、同本部事務局にビジネス開発局の中期計画推進本部事務局

とメディア開発本部を統合。ビジネス開発局の部制を再編し、DX 技術支援室、新

事業推進部、知財事業部、マーケティング企画部とした。（22 年 3 月） 

西日本 デジタルビジネス・IT 戦略の立案を担うメディア戦略局を設置。下部にメディア

戦略部、メディア事業部を設置。（21 年 8 月） 

夕刊デイリー 電子メディア局を新設。（21 年 10 月） 

以  上 
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社名 サービス名
サー
ビス
分類
※１

料金体系・価格　※２

朝日新聞社 朝日新聞デジタル A ベーシックコース：980円
スタンダードコース：1,980円
プレミアムコース:3,800円
ダブルコース:本紙購読料＋1,000円
提携新聞ダブルコース：購読料＋1,000円

毎日新聞社 毎日新聞デジタル A スタンダード：980円（6か月コース4,500円、12か月コース8,400
円、税別・以下同）
プレミアム：3,200円（6か月コース14,940円、12か月コース28,800
円）
宅配購読者プレミアムプラン：本紙購読料＋500円
宅配購読者無料プラン：本紙購読料のみ

読売新聞東京本社 読売新聞オンライン B 本紙購読料のみ

日本経済新聞社 日本経済新聞電子版 A 電子版単独:4,277円
日経Ｗプラン:本紙購読料＋1,000円

産経ニュース A 550円

産経電子版 D 産経新聞：1,980円
サンケイスポーツ：2,200円
夕刊フジ：1,100円

（サンケイスポーツ） SANSPO.COM F

（夕刊フジ） zakzak F

ジャパンタイムズ ジャパンタイムズデジタル A Standard：1,500円（＄15）
Premium：3,000円 （＄30）
本紙購読者：無料

報知新聞社 スポーツ報知 F

日刊工業新聞社 日刊工業新聞電子版 A 4,400円

日刊スポーツNEWS nikkansports.com F

スポーツニッポン新聞社 スポニチアネックス F

東京スポーツ新聞社 東スポWeb F

水産経済新聞社 日刊水産経済新聞（ウェブサイト） F

スイケイデジタル D 紙面版 + 電子版「スイケイデジタル」セット:7,924円
電子版「スイケイデジタル」：5,830円

東京ニュース通信社 TVガイドweb F

日本農業新聞 日本農業新聞電子版 A 2,623円

全国新聞ネット 47ＮＥＷＳ F

時事通信社 時事ドットコム F

エヌピー通信社 エヌピー通信ウェブサイト F

北海道新聞社 どうしん電子版 B 本紙購読料のみ
道外向け電子版単独プラン：4,037円

道新スポーツ DOSHIN SPORTS F

室蘭民報社 電子版「Webむろみん」 A 新聞購読者：600円
新聞未購読者：1,800円

十勝毎日新聞社 十勝毎日新聞電子版 A 2,880円
Wコース:本紙購読料＋1,000円

釧路新聞社 釧路新聞電子版 A 電子版単独プラン：1,980円
新聞購読者プラン：880円

苫小牧民報社 苫小牧民報電子版 A 電子版単独コース：2,000円
併読コース：本紙購読料＋1,000円

函館新聞社 函館新聞電子版 A 電子版コース：1,580円
電子版プラスコース：本紙購読料＋500円

WEB東奥 G 読者会員限定記事は、PCからの閲覧は本紙購読者限定、ス
マートフォンからの閲覧は月額220円

東奥日報タブスマ E 本紙購読料のみ

東奥日報電子版 D 県外向けサービス
2,139円（3か月払い6,111円、6か月払い11,611円、12か月払い
22,000円）

東奥日報社

３.参考資料　　総合ニュースサービス一覧

※１　サービス分類（Ａ：ペイウォール型、Ｂ：本紙購読者限定ペイウォール型、Ｃ：有料電子サービス会員限定ペイウォール
　　　 型、Ｄ：有料電子版・サービス、Ｅ：本紙購読者限定電子版・サービス、Ｆ：無料ニュースサービス、Ｇ：その他）
※２　各社の回答およびホームページを基に事務局で補足、作成。特に表記がない場合は月額、税込

産経新聞社／産経デジ
タル
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社名 サービス名
サー
ビス
分類
※１

料金体系・価格　※２

デーリー東北新聞社 デーリー東北デジタル A デジタル単独コース：2,900円
紙＋デジタルコース：2,900円

岩手日報社 IWATE NIPPOウェブサイト F

岩手日報デジタル版 E 本紙購読料＋500円
単独コース(県外読者のみ)：3,900円

岩手日日新聞社 Iwanichi Online C momotto購読者限定記事あり

岩手日日電子新聞momotto D 2,445円
併読プラン：本紙購読料＋330円

河北新報社 河北新報オンラインニュース F

河北新報デジタル紙面 E 本紙購読料のみ

秋田魁新報社 秋田魁新報電子版 G 新聞併読コース：本紙購読料＋330円
電子版単独コース（県外のみ）：3,500円
ウェブSコース：無料
ウェブMコース：550円
ウェブLコース：990円

北羽新報社 hokuu NET NEWS F

やまがたニュースオンライン F

やましんｅ聞 E 本紙購読料のみ

お届け電子版 D 県外向けサービス
3か月払い6,600円、6か月払い12,600円、12か月払い24,000円

荘内日報社 荘内日報ホームページ F

荘内日報電子版 D ダブルプラン：本紙購読料＋330円
シングルプラン：2,200円

福島民報社 福島民報 F

福島民友新聞社 みんゆうネット F

茨城新聞社 茨城新聞クロスアイ G 1記事50円（AmazonPay支払い）、茨城新聞電子版会員・有料携
帯版・振込課金版購入者は閲覧可

茨城新聞電子版 D 3,500円

下野新聞SOON A 275円

下野新聞電子版 D 電子版単独プラン：3,564円
併読プラン：本紙購読料＋464円

上毛新聞社 #gunma A 450円

埼玉新聞社 埼玉新聞ウェブサイト F

神奈川新聞社 神奈川新聞電子版「カナロコ」 A 読み放題コース：980円
＋電子版コース：3,000円
新聞併読コース：本紙購読料＋500円
ワンデーコース（24時間）：100円

千葉日報社 千葉日報オンライン A ライトプラン：495円
ライト無制限プラン：1,650円
トータルプラン：3,400円
ダブルプラン：新聞購読料＋330円

山梨日日新聞社 山梨日日新聞電子版「さんにちEye」 A 電子版単独コース：3,410円
紙面併読コース：新聞購読料＋770円
データベースコース（個人向け）：2,200円、5,500円（検索回数に
よる）

静岡新聞社 あなたの静岡新聞 A 3,500円(1年コース：37,800円)

信濃毎日新聞社 信濃毎日新聞デジタル A デジタル単独会員：3,500円
本紙購読料+1,000円
ウェブ会員：330円

長野日報社 Nagano Nippo Web F

南信州新聞社 ミナミシンシュウ.jp F

南信州新聞（新聞オンライン.ＣＯＭ
内）

D 区域外向けサービス
1か月（30部）：2,000円
1部：100円

市民タイムスWEB F

市民タイムス（新聞オンライン.COM
内）

D 1か月（30部）：2,343円

山形新聞社

下野新聞社

市民タイムス

35



社名 サービス名
サー
ビス
分類
※１

料金体系・価格　※２

中日新聞Web B 本紙購読料のみ
プレミアム会員：本紙購読料＋330円

中日BIZナビ A 月額2,530円

（東京新聞） 東京新聞TOKYO Web F

東京新聞電子版 D 3,450円（中日新聞、北陸中日新聞の発行エリアは中日新聞プ
ラス「プレミアム会員」限定サービス）
Wプラン：本紙購読料＋200円（セット版地域）、＋700円（統合版
地区）

中日スポーツ／東京中日スポーツ F

東京中日スポーツ電子版 D 3,150円（中日スポーツ発行エリアは購読不可）
セットプラン：本紙購読料＋111円

中部経済新聞社 中部経済新聞（ウェブサイト） F

東愛知新聞社 東愛知新聞 F

岐阜新聞社 岐阜新聞Web B 本紙購読料のみ
県外コース：3,350円

新潟日報社 新潟日報デジタルプラス A 宅配読者プラン：本紙購読料のみ
スタンダードプラン：980円

新潟日報電子版 D 朝刊・おとなプラスセット：県内4,630円、県外4,054円
朝刊：県内3,730円、県外3,150円
購読者：購読料（各プラン）＋330円

北日本新聞社 webun（ウェブン） B 本紙購読料のみ
特別会員（県外のみ）：2,200円

北國新聞社 北國新聞デジタル／富山新聞デジ
タル

A 読者プラン：本紙購読料＋500円
単独プラン：北國新聞デジタル4,900円、富山新聞デジタル
3,880円

福井新聞社 福井新聞ONLINE C D刊会員限定記事あり

福井新聞D刊 D D刊プラン：3,100円
本紙購読者：本紙購読料＋600円（JURACAカード会員は＋400
円）
fastプラン：330円

伊勢新聞社 伊勢新聞Web F

夕刊三重新聞社 夕刊三重新聞（ウェブサイト） F

夕刊三重新聞（新聞オンライ
ン.COM内）

D 1か月（25部）：2,400円
1部：100円

京都新聞社 京都新聞デジタルサービス A 購読者プラン：本紙購読料＋480円
フルプラン：3,800円
スタンダードプラン：980円
経済サイトプラン：980円
THE KYOTOプラン：980円
ライトプラン：480円

神戸新聞社 神戸新聞NEXT A スタンダードコース：本紙購読料のみ
プラスコース：本紙購読料＋165円
電子版単独コース：3,850円

（デイリースポーツ） デイリースポーツオンライン F

デイリー電子版 D パソコンコース：1,980円（3か月5,590円、6か月10,960円、12か
月21,260円）
iOS：1,600円、１部120円
Android：1,500円、1部99円

奈良新聞デジタル A 奈良新聞フルセット：3,300円
奈良新聞デジタル（全ジャンル）：1,100円
奈良新聞デジタル（シングル）：550円

奈良新聞電子版 D 2,200円

紀伊民報社 AGARA A 読者有料プラン：本紙購読料＋500円
単独プラン：2,300円

山陽新聞社 山陽新聞デジタル B Ｗプラン：本紙購読料＋385円
朝刊宅配エリア外・マンション居住者向け：3,600円

中国新聞社 中国新聞デジタル A 朝刊デジタル：3,000円
セットデジタル：3,600円
朝刊購読：無料
セット購読：無料
朝刊紙面ビューワー：2,000円
セット紙面ビューワー：2,600円
SELECT紙面ビューワー：600円
スポーツコース：770円（本紙エリア外のみ）

奈良新聞社

（中日スポーツ／東京中
日スポーツ）

中日新聞社
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社名 サービス名
サー
ビス
分類
※１

料金体系・価格　※２

新日本海新聞社 日本海新聞Net Nihonkai B 本紙購読料のみ

山陰中央新報社 山陰中央新報デジタル B 本紙購読料＋550円
発行エリア外：3,300円、購読者は本紙購読料のみ

山口新聞社 山口新聞電子版 A 月額2,705円（3か月8,115円、6か月16,230円、12か月32,460円）

宇部日報社 このまちメディアWeb C SARATTO利用者限定記事あり

宇部日報デジタルSARATTO D 電子版単独コース：2,160円
併読コース：本紙購読料＋300円

徳島新聞社 徳島新聞電子版 A 単独プラン：3,888円
併読プラン：本紙購読料＋550円
ワンタイムプラン（24時間）：1,080円

SHIKOKU NEWS C WEB朝刊・電子配達版・BUSINESS LIVE有料会員登録者限定
記事あり

四国新聞WEB朝刊 D 1,078円

四国新聞電子配達版 D 3,463円

BUSINESS LIVE D 5,500円

愛媛新聞社 愛媛新聞ONLINE C 愛媛新聞電子版利用者限定記事あり

愛媛新聞電子版 D 3,400円
本紙購読者：無料

高知新聞社 高知新聞Plus B Plus会員（併読コース）：本紙購読料＋880円
Plus会員（電子版単独プラン・県外向けサービス）：3,972円

西日本新聞メディアラボ 西日本新聞me A ベーシックコース：1,100円
プレミアムコース：3,055円（アプリ決済は3,100円）
本紙購読者：無料

西スポWEB F

西スポプラス D 1,650円（税別）
西日本新聞、西日本スポーツ購読者：購読料＋770円

佐賀新聞社 佐賀新聞電子版 A 電子版単独コース：3,350円
電子版ダブルコース（紙＋電子版）：3,350円

長崎新聞社 長崎新聞ホームページ F

熊本日日新聞社 熊日電子版 B 本紙購読料のみ
WSJ×熊日経済パック：プレミアム会員（熊日購読）495円、スタン
ダード会員（熊日非購読）990円
※県外のみ熊日ビューアーを有料提供。3,400円

大分合同新聞社 大分合同新聞プレミアムオンライン
Gate

A デジタル版プラン：3,500円
新聞宅配＋デジタル版プラン：3,500円
GＸビジネスデジタル版プラン：1,000円

宮崎日日新聞社 宮崎日日新聞MIYANICHI e PRESS F

宮崎日日新聞社「デジタル夕刊プレ
みや」

E 本紙購読料のみ

夕刊デイリー新聞社 夕刊デイリーWeb F

南日本新聞社 南日本新聞373る A 373る電子版：4,563円
ちょこっと373る：本紙購読料＋330円
もっと373る：本紙購読料＋1,100円

373news.com C 373る有料会員限定記事あり

おはようネット離島版 E 県内離島在住本紙購読者向け：本紙購読料のみ

おはようネット県外版 D 県外向け：3,463円

南海日日新聞ウェブサイト F

南海日日新聞電子版 D 1,888円

沖縄タイムス社 沖縄タイムス＋プラス A ダブルプラン：本紙購読料のみ
スタンダードプラン：2,750円
ライトプラン：990円
神奈川新聞購読者プラン：購読料＋1,080円

琉球新報社 琉球新報デジタルサービス A 新報デジタルライト：550円
新報デジタルスタンダード:2,970円
新報デジタル宅配スタンダード：本紙購読料のみ
新報デジタルプレミアム：3,410円
新報デジタル宅配プレミアム：本紙購読料＋660円

南海日日新聞社

（西日本スポーツ）

四国新聞社
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✔ ✔
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産経、サンスポ、⼣刊フジ、ビジネスアイ、合計 約250本/⽇

改変をしてはいけない、掲載期間は14⽇間など

✔

✔

✔

✔

✔
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対応組織の設置状況 
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デジタル事業をめぐる各社の概況
社名 この1年で力を入れているサービス・コンテンツ 今後力を入れたいサービス・コンテンツ

朝日新聞社
識者・記者コメント機能、リッチコンテンツ、連載、記者イベント、記者ニュースレ

ター、音声、動画

今後も左記サービスに注力する

毎日新聞社

最も力を入れたのはコンテンツ外販や有料記事の充実といった基本的な施策。

オシント（オープンソース・インテリジェンス）、ファクトチェックなどデジタル時代の

ジャーナリズムの手法にも取り組んだ

基本的な施策である有料会員の獲得やコンテンツ外販の強化を２本柱に、毎

日新聞デジタルのパフォーマンスを高めたい

読売新聞東京本社

読売新聞オンラインの購読者会員獲得に努め、21年11月に100万人を突破

した。同月以降、読売旅行、よみうりランドなどグループ企業のウェブサイトで読

売IDの活用がスタートした。22年4月から読売新聞オンラインに家族会員制度

を導入し、購読者の家族もそれぞれIDを登録できるようにした

読売IDを活用したデジタルマーケティングの推進や家族会員制度の周知を通じ

て、より多くのID登録者を獲得する

日本経済新聞社
金融の高付加価値コンテンツサービス「NIKKEI Financial」と、専門家が記事

解説を投稿する「Think!」

メディアを自由に選べる法人向けサービス「日経電子版 for OFFICE」

産経デジタル 統合編集の加速とこれに伴う産経ニュースの充実強化 動画コンテンツ

ジャパンタイムズ
デジタル会員獲得・サブスクリプションビジネスの強化に向けたシステム更新による

表示速度の高速化、サービスメニュー改変・価格の見直しなど

デジタル会員獲得・サブスクリプションビジネスのさらなる強化

報知新聞社 YouTubeチャンネルの充実化

21年4月下旬にボートレース情報サイト「ボートナビ報知」を立ち上げた

公営競技サイトの充実化

日刊工業新聞社 電子版の有料会員化 BtoB企業の販売促進サービス

日刊スポーツNEWS 東京五輪、北京五輪の特設ページを作成

会員獲得のためのコンテンツ作成

会員獲得のためのコンテンツ作成

スポーツニッポン新聞社 特になし 特になし

東京スポーツ新聞社

兄弟サイト「東スポ競馬」ローンチ

音声プラットフォームVoicyにて「東スポCH!」放送開始

「東スポWeb」への会員システム実装とメール他サービス拡張

動画、音声メディアの成長、マネタイズ

バーティカルメディアの展開

水産経済新聞社

記事ページに、当該記事と関連するページのリンクを設定した 連載記事の一覧化。当該記事をクリックしたら、過去の連載記事が一覧で読め

るようにする

電子版での動画掲載。最長で3分程度を想定

東京ニュース通信社 TVドラマ関連のインタビュー記事 集客およびブランディングの確立を目的としたSNS活用による情報拡散

日本農業新聞

21年11月に電子版（有料会員機能）を公開。公式SNSの立ち上げ

（Twitter、Instagram）と改修（YoutTube）を実施。多様な外部サイト

への記事配信

PR TIMESの農業関連プレスリリースの掲載。ノアドットとの連携強化
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社名 この1年で力を入れているサービス・コンテンツ 今後力を入れたいサービス・コンテンツ

共同通信社

デジタル向け読み物「47リポーターズ」の拡充

HTMLパーツでの特集コンテンツの提供

動画サービスの拡充

デジタル向け読み物「47リポーターズ」の拡充

HTMLパーツでの特集コンテンツの提供

動画サービスの拡充

時事通信社

コラム・特集記事の充実

小説家の書下ろし小説を27週に渡って連載した

東京五輪、北京五輪、衆院選挙で特設ページを設けた

解説記事やコラムなど企画物の充実

エヌピー通信社 特になし 未定

北海道新聞社

電子版充実のため、編集局を中心に以下の施策に取り組んでいる

電子版オリジナル記事、速報の充実。ローカル記事の充実、前日投入

関連記事リンクの充実による回遊促進。ニュースレターを平日毎日発行に

ウェブ、アプリへのプッシュ通知の充実。レイアウトや導線の見直しによるUI/UX

の向上

ウェビナーなど新規ユーザー獲得のための施策。アウトドア、子育てなどをテーマに

したメディアの運営

顧客データベース等を活用した電子版のユーザー増に向けた施策

アプリの強化

道新スポーツ 22年4月に無料のデジタル版をスタート 特になし

室蘭民報社 特になし 特になし

十勝毎日新聞社
農業、ビジネスサイトのリニューアルと新企画開始、SNSを使った発信、スマホ中

継を含む動画コンテンツ

記事配信だけでない生活便利サービスの検討

釧路新聞社 コロナ速報 データ分析、災害時の対応

苫小牧民報社 特になし 特になし

函館新聞社 YouTube動画 動画コンテンツ

東奥日報社

Google News Showcaseへの対応

動画のライブ配信

ニュース動画

Subscribe with Googleの実装

会員体系を分かりやすく見直す

デーリー東北新聞社
アプリ配信開始によるユーザーのUX／UIの向上

おすすめ記事を紹介するニュースレターの開始

有料会員のエンゲージメントを上げる、または無料ユーザーから有料会員へ

フェーズを上げられるような質の高いコンテンツ配信

岩手日報社
地域の課題解決型アプリ「いわぽん」 紙面から動画・音声が飛び出す二次元リーダー対応アプリ「いわぽんReader」

普及・強化

岩手日日新聞社 ウェブ上での報道写真販売 紙面とウェブの連動記事

河北新報社 ニュース速報、動画、オリジナルコンテンツ作成動画コンテンツの拡充 サイトのリニューアル
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社名 この1年で力を入れているサービス・コンテンツ 今後力を入れたいサービス・コンテンツ

秋田魁新報社
ウェブでしか読めないコンテンツを増やした

フローリッシュなどを使ったデータ可視化コンテンツの特設コーナーをスタートした

ウェブ独自のコンテンツ、有料会員を増やす

北羽新報社 特になし 特になし

山形新聞社
クラウドファンディング

モバイル収入増（会員、広告など）

クラウドファンディング

荘内日報社 ウェブサイト更新作業 紙面PDF配信業務

福島民報社

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故11年特集。福島県で開催され

た東京五輪のソフトボール、野球の試合速報と特集。新型コロナウイルス関連

情報。YouTube自社チャンネルによる動画配信

デジタル広告に関して「サードパーティークッキー廃止」への対応に力を入れたい

福島民友新聞社
速報を含む新型コロナウイルス関連のコンテンツ。東日本大震災・原発事故10

年の特集

速報など県民のニーズに迅速、的確に対応する情報発信

茨城新聞社 警察広報を基にした速報 音声コンテンツ分野

下野新聞社 動画広告 統合編集にもとづいたコンテンツ配信の充実、動画広告など広告商材の拡充

上毛新聞社 動画ニュースのノウハウを活用した、有料動画作成サービス アプリを開発しニュースサイトの有料会員増を図る

埼玉新聞社
SNSでの拡散をねらい、他部署と連携したプレゼント企画 編集局との連携強化と情報共有体制の整備

今後は動画配信にも取り組む

神奈川新聞社
有料記事の増加とCTR改善施策、蓄積コンテンツの整理と再活用、SEO対

策、SNSのエンゲージメント向上、アーカイブ記事の電子出版

データに基づく顧客分析、SNSのエンゲージメント向上、記事のパーソナライズ

化、ユーザー・読者とゆるやかにつながる会員組織づくり

千葉日報社

新規二次配信先の確保

速報・見出し作成等の最適化

デジタル広告収益の拡大

「デジタルマーケティング局」が発足予定。営業部門のデジタル広告受注を強化

するとともに、編集部門とも連携してコンテンツ配信・CV確保策等を戦略的な

面で支援する

山梨日日新聞社
翌日付紙面掲載記事を当日電子版へ先出しするようにした

休刊日電子新聞を発行した

速報のさらなる充実

アプリ化

静岡新聞社 「あなたの静岡新聞」のUI／UX改善、認知拡大 「あなたの静岡新聞」のサービスの充実化、購読者獲得

信濃毎日新聞社

ペイウォール型のニュースサイト「信毎web」を紙面ビューアー付きの購読者向け

と非購読者向けのプランを追加した「信濃毎日新聞デジタル」へと大幅にリニュー

アル

「信濃毎日新聞デジタル」のコンテンツ充実

MAツールを活用した有料会員増につながる施策

長野日報社 特になし 特になし

南信州新聞社 特になし 電子新聞移行への検討

市民タイムス 地元高校の文化祭の動画や、地元企業の会社案内の動画掲載 ホームページへの有料広告の掲載
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社名 この1年で力を入れているサービス・コンテンツ 今後力を入れたいサービス・コンテンツ

中日新聞社

中日新聞電子版の構築、経済サイト「中日BIZナビ」、GIGAスクール構想対

応の小中学生向けニュースサイト「中日新聞＠school」、東京新聞電子版と

東京中日スポーツ電子版、ドラゴンズ情報など有料サイト

中日新聞電子版、東京新聞電子版の利用者拡大、中日BIZナビの新規購

読者獲得

中部経済新聞社 特になし 特になし

東愛知新聞社
特になし 電子新聞の有料コンテンツ化、ウェブサイトの有料会員化、独自サイト開設など

岐阜新聞社

CMS更新

ウェブファーストを意識したニュース配信

ジャンルを問わず、動画（YouTube）の配信

本社事業のライブ配信

有料会員開始と、有料会員向け記事の充実

新潟日報社
課金型の新サイト「新潟日報デジタルプラス」を開設した。開設に伴ってCMSを

刷新した

新潟日報デジタルプラス、電子版の会員増

北日本新聞社

統合編集の強化（自社ウェブサイトの管理業務などをしていた編集局ウェブ本

部と、編集局報道本部のウェブ関係デスクのチームが21年4月に統合し、編集

局デジタル編集本部が発足）

デジタルならではのコンテンツ作り、速報体制の充実

北國新聞社 電子版「北國新聞デジタル」「富山新聞デジタル」の小中学校への導入 電子版アプリの作成や教育向けコンテンツの充実

福井新聞社 アンケートを活用したエンゲージメント向上 動画、音声コンテンツ、アプリ改善

伊勢新聞社 特になし 特になし

夕刊三重新聞社
特になし 現在、ニュースサイトの開発準備中（22年6月リリース予定）。付随する各種

サービスも検討している

京都新聞社
関連会社と共同でデジタルクーポンサイトを開発、法人会員プランやキャリア決

済を導入

自社の関連サイトの統合

神戸新聞社 21年新設した無料会員サービスコース、法人会員コースの会員増 サブスクリプションサービスの導入

奈良新聞社

新聞記事ページにペイウォール型課金システムを導入

編集局からウェブ出稿が行えるシステムを導入

Google News Showcaseへの配信

課金につながるコンテンツの配信

外部メディア配信
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社名 この1年で力を入れているサービス・コンテンツ 今後力を入れたいサービス・コンテンツ

紀伊民報社

新型コロナの感染情報を毎日速報 子育て支援コンテンツに記事（ブログ）を投稿してもらう「地域リポーター」の育

成

地元の高校と協業しての学校情報「学校新聞」の運用

GIGAスクール構想に対応して、各学校に授業用として有料電子版を無償提

供

高校の探究学習向け教材の開発

山陽新聞社
新型コロナウイルス対策の記者会見のライブ動画配信を始めた。 顧客基盤の構築、商品プランの多様化、統合編集体制推進による速報性の

強化

中国新聞社

中国新聞デジタルのリニューアル。UI／UXに配慮したサイトデザインに変更

中国新聞IDの新規登録数増加と有料会員へのアップセル

デジタル広告のうち自社獲得広告の増加

販売局や販売所と連携しての電子版新規有料会員の獲得

メルマガサービスを中国新聞IDに紐づいたサービスに変更

ニュースアプリを新たに設けて、若年層の取り込みを図る

中国新聞IDにひもづくデータを活用しての個別最適配信。コンテンツ、広告とも

デジタル自社獲得広告の営業強化。メニューの増加や営業スタッフのスキル向

上

サブメディアの運用拡大

新日本海新聞社 新聞購読契約者対象の電子版とコンテンツの利用促進、利便性向上 日本海新聞アプリの充実

山陰中央新報社

YouTubeチャンネルを活用した会見等の動画配信

所有する画像コンテンツを動画として編集し、映像コンテンツとして配信

いち早い速報の提供

娯楽系、教育系コンテンツの開発

決済方法の拡充

記事へのコメント機能の付加

防犯、防災対策サービスの付加

山口新聞社 特になし 電子版に限定して公開するコンテンツの制作

宇部日報社 特になし デジタル独自記事・企画、動画配信

徳島新聞社
デジタルオリジナル記事作成・配信

中継動画、音声コンテンツ（Voicy）

有料会員の増加

音声サービスのマネタイズ

四国新聞社 特になし サービス・コンテンツではないが、CMSやシステムネットワークを見直している

愛媛新聞社
アプリのクーポン提供、人事異動情報の充実 デジタル限定記事・動画の制作、提供

ニュースレターの発行

高知新聞社 速報（主に新型コロナ関係） ニュースアプリを使った自社商品の開発

西日本新聞社 西日本新聞me 西日本新聞me

佐賀新聞社 特になし 特になし

長崎新聞社 速報対応 ユーザと直接つながることができるツール検討

熊本日日新聞社
ページレイアウトを整理して、見やすいページに再構築した。ニュース以外では、

購読者だけが使用できるクーポンなどサービス向上を図った

顧客情報基盤を活用、「熊日電子版」を利用した全社的情報発信強化、

個々のユーザーのニーズに対応したサービスの提供
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社名 この1年で力を入れているサービス・コンテンツ 今後力を入れたいサービス・コンテンツ

大分合同新聞社
インフォグラフィックスを活用した各種特設ページ

ニュースレターの発行

未定

宮崎日日新聞社 特になし 特になし

夕刊デイリー新聞社 特になし 特になし

南日本新聞社

会員制サービス「みなみパス」を22年4月にリニューアルした。ポイント制を導入

し、アンケート機能やお得な情報をメールや郵送で配信するサービスを開始。た

まったポイントは、スマホ決済ポイントや商品券が当たる抽選に使える

2月、沿道応援自粛となった県下一周駅伝を盛り上げるため、YouTube番組

を生配信した。自社内にスタジオを設け、社員2人のトークに現地中継や選手

情報を交えて5日間放送した。GPS機能を使った各チームのリアルタイム位置情

報配信も前回に引き続き実施した

Google News Showcaseへの記事配信を開始した

会員制サービス「みなみパス」の会員数を増やす

会員制サイト「373る」の拡充へ新たな有料サービスを展開する

デジタルサイネージの新規配信先を獲得する

新聞活用学習支援サイトの利用学校を増やす

南海日日新聞社 特になし 特になし

沖縄タイムス社
有料会員向けのメールを配信し、会員の継続化につなげる施策を実施した 取材先映像のライブ配信に力を入れて、より多くの情報を届けられるようにしてい

く

琉球新報社
選挙情報に特化したアプリ開発

有料購読を増やすためのキャンペーン施策

ニュースレター配信
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オンライン・オフラインで各種講座を提供。日経テストも運営

ビジネスマンの課題解決のため、記事配信やイベント開催

アジアのビジネス情報を英語で提供

紙の新聞と電子版を連携させて楽しめるスマートフォンアプリ

Nikkei Asian Reviewに掲載した日本経済新聞の翻訳記事のうち数本を、音声入りで視聴できる

日本、世界最新ビジネス情報を中国語で提供

PCやスマホで日経産業新聞の紙面を読める。3,463円

PCやスマホで日経MJの紙面を読める。2,037円

PCやスマホで日経ヴェリタスの紙面を読める。2,241円

ペットメディア「sippo」、30歳前後の女性向けメディア「telling,」、ビジネスマンにファッションやライフスタイルなどの情報を伝える「AERA STYLE MAGAZINE」など11のバーティ

カルサイトを運営

英文ニュースサイト

毎日小学生新聞をデジタル紙面で提供。1,610円

読売新聞の医療・介護・健康情報サイト。220円で24時間電話医療相談サービスあり

日本各地で開催される美術展を紹介する無料情報サイト

英字紙「The Japan News」のサイト。海外在住者に有料サービスを展開

読売中高生新聞の投稿面と連動した無料情報アプリ

日本美術・文化の魅力を内外に発信するポータルサイトの運営。文化庁、宮内庁、読売新聞社が官民連携で取り組む

身近な防災情報を幅広く紹介

日経中文網

紡ぐプロジェクト

Yteen

日経MJビューアー

日経ヴェリタスビューアー

日経人事ウオッチ

NIKKEI Financial

日本経済新聞社

スポーツを通じて日本を元気にするプロジェクト

ライフ系の記事を配信

識者を軸とした、コミュニティーサイト

企業官公庁の人事情報の配信・検索サービス。998円

金融業界で働くエグゼクティブ、プロフェッショナル向けコンテンツサービス。6,000円

イベント情報提供

イベント情報提供

福岡のニュースや話題を深掘り取材してお届けする無料情報サイト

中学受験サポート

ささっとー読売新聞西部本社

元気、ニッポン！

Nikkei Asian Review

もっと日経

LiSSN-英語で聴く日経

日経BizGate

読売新聞東京本社

モバイルGIANTS

NEWS読売・報知

ヨミドクター

防災ニッポン

The Mainichi

発言小町

OTEKOMACHI

美術展ナビ

The Japan News

総合ニュースサービス以外のデジタル関連サービス

社名 サービス名 サービス概要　　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

◆テーマ・ターゲット特化型サービス

毎日新聞社

朝日新聞社

毎日小学生新聞デジタル

TETSUDO.com

バーティカルメディア

CNET Japan

バーチャル高校野球

ZDNet Japan

ハフポスト日本版

「論座」

withnews

ITサービスや機器などの最新情報が取得できるサービス（朝日インタラクティブ運営）

IT関連のビジネスソリューションなどの最新情報が取得できるニュースサイト（朝日インタラクティブ運営）

鉄道関連のニュース、運行情報など鉄道関連の情報をトータルに取得できるサービス（朝日インタラクティブ運営）

ハフポスト国際版から世相を映し出すニュースを読めるサービス（BuzzFeed Japan運営)

朝日放送テレビと協業の高校野球オフィシャルサイト。高校野球全国大会・地方大会の速報、ライブ動画などを提供する（運動通信社運営「SPORTS BULL」内コンテン

CNN.co.jp

総合ニュースサービス以外のサービス

日経産業新聞ビューアー

NIKKEI Style

COMEMO

日経イベント＆セミナー

日経イベンツガイド

日経ビジネススクール

読売新聞が運営する、働く女性を応援する無料情報サイト

私立中学受験を目指す親子に、受験と学校の最新情報を提供する無料情報サイト

読売新聞とスポーツ報知の記事・写真・動画を配信する。スマホ版は88円

読売巨人軍公式サイトに併設。スマホ版はプレミアムコース：330円、レギュラーコース：220円。速報メール、プレミアムコンテンツ、会員限定プレゼントなどの有料サービスを展

開

掲示板サイト・無料登録制有り

新聞を読む習慣のない若者層の関心に応えるニュースを発信する

自宅で身近な時事問題をテーマとした問題を解くことができる

紙面に掲載されないような専門性の高い情報を取得できるサービス。「政治・国際」「経済・雇用」「社会・スポーツ」「科学・環境」「文化・エンタメ」の各ジャンル250円（税

別）。全ジャンルパックは700円（同）

CNNが発信するニュースを日本語で閲覧できる（朝日インタラクティブ運営）

朝日の時事英語（学習コンテンツ）
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社名 サービス名 サービス概要　　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

県内の観光名所、グルメ、イベント・文化系情報などを紹介。無料、広告モデルのサイト

県民参加型の地域情報発信コミュニティーサイト

プロ野球・中日ドラゴンズのスマホ向け情報サービス。330円

F1情報のスマホ向け情報サービス。330円

J1名古屋グランパスエイトの情報サービス。330円

企業情報

記事掲載写真などの販売

本紙記事の一部を活用したアプリサービス

クラウドファンディング

東日本大震災と東電福島第一原発事故をテーマにした英語版サイト

栃木県内の観光スポットやレシピなどのオリジナル動画、イベントなどのライブ配信などを提供

競走馬の能力を数値化したコンテンツ、AI予想など。800円（税別）

記者ブログ

ゴルフ情報サイト

ボートレース情報サイト

中央競馬予想を中心とした課金情報サイト。1,500円

競輪予想を中心とした無料情報サイト

社イベントを中心とした無料情報サイト

夕刊紙「東京スポーツ」の紙面をそのまま電子版で販売、1部150ポイント、定期購読は25回2,200ポイント

新聞記事・オリジナルコンテンツを中心とするビジネスメディア

夕刊フジ東京最終版に、バックナンバー、スクラップ機能をつけたサービスを提供。24時間105円、30日間945円

「ニュースの核心 わかりやすく」をテーマにしたニュースサイト

産経ニュース、SANSPO.COM、zakzak、SankeiBizの4サイトの記事を集約したモバイルアプリ

世界最大級のゲーム・エンタメ情報サイトの日本版。今までの日本のニュースサイトとは少し違う視点で最新のゲームやエンタメ情報を届ける

PCでもスマホでもビジネス、経済ニュースが楽しめるサービス

競馬の予想を楽しめるサービス。ベーシックパック 550円・500pt

競馬情報サイト

アスリートのためのレシピサイト。トップアスリートの食生活、管理栄養士によるコラムなど掲載

サンケイスポーツ東京版、大阪の紙面情報提供とバックナンバー、切り抜き機能を備えた、iOS、Android専用アプリとしての有料サービス。iOS:東京版1,600円、大阪版

1,600円。Android：東京版1,500円、大阪版 1,500円

夕刊フジ東京最終版に、バックナンバー、スクラップ機能をつけたサービスを提供。945円

産経新聞東京朝刊、産経新聞大阪夕刊、フジサンケイビジネスアイ、夕刊フジの全紙面情報提供とバックナンバー機能を備え、産経ニュースを閲覧できる、iPhone、iPad専

用アプリとしての有料サービス。産経新聞(東京朝刊＋大阪夕刊)1,600円、フジサンケイビジネスアイ 960円、夕刊フジ 960円

FAN AKITA

グランパスウオッチャー

福島民報社

ドラゴンズ情報

FUKUSHIMA MINPO NEWS

生活情報サイト「イマカナ」

Movemate

サンスポ電子新聞

アスレシピ

極ウマ・プレミアム

ブログ報知

産経新聞HD

SankeiBiz

サンスポZbat!競馬

産経新聞Amazon版

産経新聞Android版

千葉日報社

トーチューF1EXPRESS

ちばとぴ！タウン

中日新聞社

神奈川新聞社

産経デジタル

スポニチプラスα

秋田魁新報社

下野新聞社

岩手日報社 岩手日報社の本

ウェブアルバム

十勝毎日新聞社

勝毎ビジネス

食料、農業、農村についての最新ニュースを英語で発信する

東スポ競馬

医療情報サイト（医療関連ニュースや特集記事、医師検索サービス等を掲載）

北海道内の子育て世代のママ・パパたちに、育児、教育、イベントなどの役立つ情報を提供。SNSも活用

小学生の自由研究投稿サイト。作品紹介、便利ツール、アドバイスなどを掲載

主に農業に関する写真を販売（ユーザーが写真を検索・発注できるサイトを運営）

日本農業新聞

道新スポーツ

時事通信社

北海道新聞社

いわぽん

北海道で就職・転職する人のための求人情報サイト

北海道に興味のある外国人、北海道に滞在・居住する外国人のための情報サイト。英語、中国語、韓国語、タイ語で提供

発行書籍のオンラインショップ

IPAT連携、競馬情報サイト。無料、無料会員、月額会員(ゴールド会員￥550、プラチナ￥1,430)のハイブリッド型

農畜産物の卸売価格が分かるサービス。日本農業新聞が独自に分析した野菜や果実などの価格トレンドも提供

「週刊釣り新聞ほっかいどう」の有料携帯サイト。標準コース（154円)、デラックスコース（209円)

農業情報

KEIRINスポニチ

The Japan Agri News（英字版ニュース）

東スポ電子版

日刊スポーツ新聞社

スポーツニッポン新聞社

農＋ビジネス北海道

mamatalk（ママトーク）

まなぶんチャレンジ広場

どうしんジョブダス就活・求人

スポニチ競馬WEB

東京スポーツ新聞社

時事メディカル

The Hokkaido Shimbun Press

iつりしん

netアグリ市況

あぐりフォトサービス

日刊工業新聞社 ニュースイッチ

ボートナビ報知

ゴルフ報知

馬トク

夕刊フジAmazon版

夕刊フジAndroid版

イザ！

産経プラス

IGNジャパン

報知新聞社

産経新聞東京朝刊、産経新聞大阪夕刊、フジサンケイビジネスアイの全紙面情報提供とバックナンバー機能を備え、産経ニュースを閲覧できる、Amazonアプリとしての有料

サービス。産経新聞(東京朝刊＋大阪夕刊)1,575円、フジサンケイビジネスアイ 945円

産経新聞東京朝刊、産経新聞大阪夕刊、フジサンケイビジネスアイの全紙面情報提供とバックナンバー機能を備え、産経ニュースを閲覧できる、Android専用アプリとしての有

料サービス。産経新聞(東京朝刊＋大阪夕刊)1,575円、フジサンケイビジネスアイ 945円
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社名 サービス名 サービス概要　　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

関西発のやわらかニュースサイト。グループ会社及び複数の地方新聞社なども参加

サブカル、エンタメに特化した総合情報サイト

奈良に特化した生活情報を掲載。参加型イベントの案内や物販など。フリーペーパー「ならリビング」と連携

グルメや美容、中古車、不動産などのお店紹介サイト

クラウドファンディング

教育関連のニュース、コンテンツをまとめた教育情報サイト。無料

子育て情報サイト

新聞記事などを提供するスマートフォン向け有料サイト。367円

子育てに関係する地域情報を提供

世界遺産に登録されている熊野古道に関係するイベントやツアー、見どころなどの情報を掲載

山陽新聞朝刊掲載の「MEDICA」の記事や岡山県内外の医療ニュース、主要病院・人間ドックなどの情報を紹介

子育て世代（特に女性）向けに生活、健康、おでかけ情報などを提供。要会員登録（会員登録すれば年会費、利用料等なく無料で全面閲覧できる）

原爆・平和報道や核兵器をめぐる国内外の状況を日本語・英語・中国語・フランス語・ロシア語で国内外に発信するサイト

プロ野球広島東洋カープのコンテンツに特化した球団公認アプリ。中国放送と共同運営。450円、年額4,900円

中国新聞購読者を中心とした会員組織「ちゅーピーくらぶ」の公式アプリ。コンテンツに紙面掲載記事を再編集して活用

パソコン・スマートフォン向けの有料ニュースサービス。330円

兵庫県下の中小企業の「採用」「育成」と大学生の「就活」を応援

兵庫県内の子育て支援団体や企業、専門家と連携して運営する会員制組織

福井新聞社

すきっぷ

mlabo（エムラボ）

YUIMA

琉球新報STORE

琉球新報NIE Room

RyukyuShimpo English

琉球新報Style

ほいねっと

COOL KAGAWA 香川の観光情報

盆栽

みなみEdu～新聞で学ぼう（NIE）

まいどなニュース

奈良新聞社

オー!エス!　OITA SPORTS

生活情報フェリア

高知新聞社

sandwich

ならリビング.com

ココハレ

よろず～ニュース

新潟日報教育モア

にいがた、いっぽ新潟日報社

コノコト北日本新聞社

子育て応援ひろば

紀伊民報社

ポケちゅピ

ヒロシマ平和メディアセンター

カーチカチ！

熊野古道コンシェルジュ

岡山の医療健康サイト「MEDICA」

LaLa Okayama

北東北3県の観光名所、イベント情報を紹介

沖縄のニュースを英語で配信

書籍や写真、グッズ、チケットを購入できる

クラウドファンディングサイト

宇部市の情報に特化したサイト

子育て世代向けサイト。無料

大分県内に特化したクラウドファンディングサービス

大分県内のスポーツを応援するサイト（テレビ大分と共同で運営）

グルメ、お出かけ、ファッションなど生活情報を紹介する総合サイト

NIE関連ニュース、新聞教室案内、ワークシートダウンロードなどNIE関連サイト

沖縄の毎日をちょっと楽しく、新しくするウェブマガジン。女性に好まれる記事を掲載

NIEに関する情報を提供

県内の観光名所、イベント情報を紹介

香川県の盆栽文化の紹介サイト

北関東の観光サイト

5社が協業し、各地の観光ニュース、イベント情報を発信

（複数社で運営するサービス）

東奥日報社、岩手日報社、秋田魁新報社

茨城新聞社、下野新聞社、上毛新聞社

社名 サービス名 サービス概要　　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

信濃毎日新聞社、新潟日報社、北日本新聞社、北國新

聞社、福井新聞社

北陸新幹線で行こう！北陸・信越観光ナビ

きたかんナビ

なびたび北東北

北日本新聞モバイル

福井新聞fast

神戸新聞社

KiiLife（キーライフ）

四国新聞社

大分合同新聞社

宇部日報社

中国新聞社

山陽新聞社

南日本新聞社

琉球新報社
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NEWSmart

四国新聞ニュース＆スポーツ

徳島新聞モバイル

愛媛新聞モバイル

とさあち

西日本新聞（NEWSmart）

四国新聞社

千葉日報の記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円

総合コース：中国新聞記事とスポーツ速報をスマートフォンに提供、330円。スポーツコース：スポーツ速報とスポーツ記事を中心にスマートフォンに提供、198円

新聞記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円

新聞記事を携帯電話向けに提供。330円

愛媛新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。300円（税別）

携帯電話向けニュース提供サービス。330円

新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円

四国新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。300円（税別）。NTTドコモ、ソフトバンク、au

スマホ、従来携帯向けニュースサイト。ベースは共同通信NEWSmart。220円

神戸新聞のニュースのうち、速報や主要ニュースを中心に提供するサービス。329円

デイリースポーツ運営の阪神タイガース関連ニュースを配信サービス。220円（Android版／ドコモdメニュー版）、250円（iPhone・iPad版）

デイリースポーツ運営の競馬情報サービス。330円～（Android版、利用コンテンツの選択により変動）、360円～（iPhone版、利用コンテンツの選択により変動）、220

円（携帯サイト版）

山陽新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。300円（税別）

中部経済新聞の記事を一部提供。1,100円

信濃毎日新聞社 信毎プレミアム

信毎スペシャル

宮崎日日新聞社

南日本新聞社 南日本新聞モバイル

沖縄タイムス社 ワラモバ スマホやタブレット、従来型携帯電話で330円で記事を閲覧できる

南日本新聞の記事、コラム、スポーツ速報などをスマートフォン向けに提供するサービス。330円

新聞記事を携帯電話とスマートフォン向けに提供するサービス。330円宮崎日日新聞ニュース＆スポーツ

愛媛新聞社

高知新聞社

中部経済新聞社 NEWSmart

厳選神戸新聞

新日本海新聞社

新潟日報社 新潟日報モバイル

山陽新聞社

神戸新聞社

阪神Vデイリー

デイリー馬三郎

山陽新聞モバイル（さんよも）

徳島新聞社

西日本新聞社

中国新聞社 ケータイde中国新聞

山梨日日新聞社

静岡新聞社

山日携帯ニュースサイト

静岡新聞

基本コース220円、プレミアコース440円

静岡新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。300円（税別）

信毎webの記事を従来型携帯電話向けに提供するサービス。300円（税別）

信毎webの記事の一部を従来型携帯向けに提供。96円（docomo・税別）、100円（softbank・同）

千葉日報社

上毛新聞社 じょうもばいる

千葉日報モバイル

福島民友新聞社 福島民友ニュースマート

茨城新聞社 モバイル茨城新聞

振込課金版モバイル茨城新聞

福島民報社 福島民報モバイルサイト

新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。198円

岩手日報の記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円

河北新報の記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円

秋田魁新報の記事を携帯電話向けに提供するサービス。220円秋田魁新報社

ガッ釣り

埼玉新聞社 モバイル埼玉新聞

東北の釣り情報を提供。220円

山形新聞の記事をスマートフォン向けに提供するサービス。300円（税別）

福島民報の記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円

福島民友の記事を携帯電話向けに提供するサービス。300円(税別)

NEWSmartを使ったサービス。300円（税別）

主要3キャリア以外からも閲覧可能なサービス。300円（税別）

上毛新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円

共同通信のNEWSmart 220円

河北新報社 NEWSmart河北新報

岩手日報社 岩手日報モバイル

苫小牧民報社 モバみん

さきがけモバイル

山形新聞社 モバイルやましん

◆従来型携帯電話向けサービス（共同通信社が運営する携帯ニュースサイトNEWSmartを含む）

朝日日刊インサイト

朝日・日刊スポーツ

日刊スポーツ新聞社

朝日新聞社

社名 サービス名 サービス概要　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

毎日新聞東京本社 FPサイト「毎日新聞・スポニチ」

ワールドベースボール

ニッカンプロ野球

ニッカンボート

ニッカン☆バトル

ニッカン芸能！

日刊スポーツ競馬

日刊スポーツ南関競馬

どこでも朝日新聞社と日刊スポーツのニュースを取得できるサービス。100円（税別）

朝日新聞社や日刊スポーツの名物記者らによる、読み応えたっぷりのコラムがモバイル端末でいつでもどこでも読めるサービス。200円(税別)

フィーチャーフォン利用者に最適なコンテンツを提供。無料

格闘技に関する記録、ニュース。200円（税別）

新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円（Androidは同額、iPhoneは480円）

時事通信社 時事通信ニュース

共同通信社 共同通信ニュース／NEWSmart

紙面未掲載の芸能裏話やコラム、海外ゴシップなど。200円（税別）

競走馬の能力数値のみに特化したサービス。200円（税別）

紙面未掲載コンテンツを中心にした南関東競馬サービス。200円（税別）

プロ野球ニュース、スコア速報などを提供。300円（税別）

全国24場のボートレース情報と予想サービス。200円（税別）

メジャーリーグのスコアなどを提供。200円（税別）

有料携帯ニュースサービス

携帯電話（スマートフォンユーザー向け）のニュースサイト。一部有料部分あり（号外速報100円等）・・・キャリア決済、クレジットカード決済が可能

十勝毎日新聞社 かちまいモバイル
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社名 サービス名 サービス概要　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

サービス概要　　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

（複数社で運営するサービス）

徳島新聞、神戸新聞、山陽新聞、中国新聞、山陰中央

新報、四国新聞、愛媛新聞、高知新聞、大分合同新聞、

福井新聞、西日本新聞、熊本日日新聞、長崎新聞、南

日本新聞、佐賀新聞、宮崎日日新聞

釣りタイムズ 地方新聞社の釣り関連ニュースを携帯電話向けに提供。330円

社名 サービス名

琉球新報モバイル 新聞の記事を携帯電話向けに提供するサービス。330円（税別）琉球新報社
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エヌピー通信社 NP News 配信サービス

中日新聞＠school 国のGIGAスクール構想に対応した小中学生向けニュースサイト。2022年度は岐阜県土岐市で有料契約。名古屋、岐阜、静岡県浜松、湖西の４市では21年度に本社と交わした連

携協定に基づき、サイトのブラッシュアップのための無料提供

中日新聞社

週1回（年間48回）テキストメール配信、記事数は1回2本、年間：51,700円

【月刊】納税通信 MONTHLY DIGEST 納税通信のダイジェスト版、A4サイズのPDF　8ページ前後　年間：13,200円

東奥日報社 東奥日報アプリ スマートフォンのアプリ向けに無料で速報記事を配信。プッシュ通知やクリッピング機能もある

宮崎日日新聞社 宮日ネットリサーチ ウェブ上で展開するアンケート（市場調査、意識調査など）事業

熊本日日新聞社 くまにちSDGsアクションプロジェクト

南日本新聞社 会員制サービス「みなみパス」 会員制デジタルサービスの会員IDとなる「みなみパス」に付随するサービス。ポイント制を導入し、会員にアンケートに回答してもらう「みなみアンケート」、お得な情報をメールや郵送で配信

する「みなみレター」、桜島が噴火した際の降灰エリアや桜島上空の風向き情報を配信する「桜島降灰メール」のサービスを運用している

熊本、日本、世界の明日をより良くしていくためのプロジェクトのウェブサイト

各種サイトへの記事配信 ノアドットやYahoo、SmartNewsなどに当社記事を配信日本農業新聞社

◆その他

社名 サービス名 サービス概要　※特に表記がない場合、価格は月額、税込
日刊スポーツ新聞社 プロ野球名鑑タップ プロ野球名鑑アプリ860円
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データベースサービス

読売新聞東京本社

日本経済新聞社

放送局、出版社、広告会社など

企業／団体

研究者、研究室を対象

企業／団体

図書館、教育機関、企業、官公庁

記事データ 応相談 記事

ヨミダス縮刷版DVD 132,000円

ヨミダス歴史館 明治以降を同時アクセス数制御型で利用した場合

39,600円～

記事・紙面イメージ・切り抜き

イメージ

図書館、教育機関、企業、官公庁

ヨミダスパーソナル 従量制。330円～ 記事・紙面イメージ・切り抜き 個人

ヨミダスforスクール 教育機関（小、中、高校）

朝日新聞クロスサーチ 26,000円～（月額・税別） 記事、写真

朝日けんさくくん 6,000円～10,000円／1アクセス（税別） 記事、写真 小学校・中学校・高校

朝日新聞フォトアーカイブ 価格は利用媒体や使用する写真の大きさなどによって異な

る

写真、動画

教育機関、自治体

個人、法人

毎日新聞社 記事、紙面データ

毎日フォトバンク モノクロ7,500円（税別）～

カラーおよびプレミアム写真15,000円（税別）～

写真

毎索 24,000円（税別）～

記事、切り抜き、授業での活

用事例集、時事問題のクイ

ズ、今日の朝刊1面（イメー

ジ）

河北新報データベース plus 日経テレコン 44,000円 同上

産経デジタル

The Japan Times Archives 買い切り、年間契約等により異なる 国内外の政治・経済・文化

から生活に密着したテレビ欄・

広告・読者投稿欄

1986年以降を利用する場合5,500円～ 記事・切り抜きイメージ

企業／団体

日経人事ウオッチPRO

日経バリューサーチ 非公開 各種企業情報 企業／団体

scoutAsia 非公開 アジア企業情報 企業／団体

日経スマートクリップ 83,000円（税別）～ 記事クリッピング 企業／団体

企業、教育機関など産経新聞データベース 年額145,200円／1アクセス 1992年9月以降の記事テキ

ストデータ

40,000円（税別）～ 人事情報 企業／団体、個人

岩手日日新聞社

日本農業新聞データベース 基本ID契約：30,000円（初期設置料金：50,000

円）

追加ID契約：20,000円

テキスト記事データ、切り抜き

記事PDF

企業・団体

3,850円 紙面イメージ 限定なし

河北新報社

紙面イメージ 6,000円

小・中・高等学校、高等専門学校

北海道新聞データベース「どうしんDB」 個人・法人　　：550円～

小中高・高専　：年22,000円～

短大・大学　　：年66,000円～

市町村立図書館：8,800円

記事、切り抜き

日本農業新聞社

DVD縮刷版東奥日報社

秋田魁新報社

PDFによる紙面イメージ

　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

社名 サービス名 価格 提供内容 販売先
朝日新聞社

記事

日経POS情報 見積もり POS情報

よみうり報知写真館 応相談 写真

NEEDS 見積もり

縮刷版

日経テレコン 6,000円（税別）～

各種経済データ

大学・公共図書館・法人

テレビ局・出版社・情報産業

企業・団体、個人

どうしん記事データベース「まなbell（べる）」 小中高校、高専：年63,800円～

（生徒用同時100接続、先生用1アカウント）

※オプションで接続数、アカウント追加可能

ジャパンタイムズ

個人、企業等法人、教育機関、自治体、図書館北海道新聞社

河北新報データベース パーソナル（2,200円）、アカデミック（16,500円）、スタ

ンダード（22,000円）

見出し、テキスト、記事イメー

ジ

企業・団体、教育機関、図書館、個人

さきがけデータベース 10,000円（税別） 記事のみ 企業・団体

主に企業

図書館
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社名 サービス名 価格 提供内容 販売先

山陽新聞社総合データベースSandex plus 日経テレコ

ン

1IDにつき月額20,000円（税別） 記事、写真、紙面イメージ 官公庁、教育関係機関、企業・団体、個人

中国新聞教育データベース 月1,100円から。ID数による従量制 見出し、記事、画像、切り抜

きPDF

企業・団体、個人など

中国新聞 plus 日経テレコン 月44,000円から。ID数による従量制 見出し、記事、画像、切り抜

きPDF、企業・団体情報、人

物情報など

教育機関

データベースサービス 26,400円（法人）、22,000円（教育関係）、5,240

円（個人）　1年有効

京都新聞社

紙面、写真 個人

公共図書館向け中国新聞 plus 日経テレコン 非公表 見出し、記事、画像、切り抜

きPDF、企業・団体情報、人

物情報など

公共図書館

日本海新聞記事検索サービス 月額利用料金 2,500円（税別）※長期契約割引あり。

検索回数はポイント制を採用。1か月100ポイント/3か月

300ポイント/6か月600ポイント/1年1,200ポイント。追加

ポイント料金は30ポイント900円（税別）

記事、写真 個人、教育機関、官公庁

記事、写真、紙面イメージ 官公庁、教育関係機関、企業・団体、個人

神戸新聞データベース plus 日経テレコン 40,000円（スタンダードプラン）、21,000円＋利用料

（フルメニュープラン）（すべて税別）

中日新聞・東京新聞記事データベース 大学・図書館向け　1ID10,000円（税別）～、小・中・

高校向け1ID1,000円（税別）～

記事 教育機関

北國新聞社

新潟日報社

岐阜新聞社

京都新聞データベース plus 日経テレコン 12,000円～40,000円（税別） 記事、写真 企業・団体、個人

企業、高校、大学、公立図書館など

記事 法人 1年有効、個人

紙面プリント・写真販売

岐阜新聞電子縮刷版 20,000円（2端末、税別） 紙面イメージ 図書館

4,190円（紙面）、1,570円（写真）

中日新聞社

公共団体、図書館、企業、学校、個人

企業・団体、個人

企業・団体、高校、大学、図書館、自治体

記事 企業・団体76,000円（税別）～

記事

記事 企業・団体、個人

企業・団体、個人など

企業・団体

静岡新聞 plus 日経人事ウオッチPro

10,000円（税別）～ 記事

信濃毎日新聞データベース 短期は500円、月額は2000円～（すべて税別） 記事と紙面イメージ（契約

内容により異なる）

茨城新聞社

静岡新聞 plus 日経スマートクリップ 157,700円（税別）～ 記事

記事、写真 教育機関、自治体、図書館

企業・団体、高校、大学、図書館、自治体

静岡新聞データベース 3,000円（税別）～ 記事 企業・団体、高校、大学、図書館、自治体

静岡新聞データベース plus 日経テレコン

茨城新聞マルチメディアデータベース データベースライト（4,400円）、データベーススタンダード

（11,000円）。教育機関はアカデミックパックとして半額で

提供

公共団体、企業、個人など928円(個人向けお試し30本プラン)、3,000円（同50本

プラン）、10,000円（企業・団体向け 100本プラン）、

15,000円（同300本プラン）、25,000円（同500本プ

ラン）、50,000円（同1000本プラン）（すべて税別）

記事のみ

新日本海新聞社

上毛新聞社

静岡新聞社

データベース（DB）コース ライトプラン（2,200円／検索50回）、スタンダードプラン

（5,500円／検索150回）（すべて税込）

記事

静岡県主要企業情報 1回500円（税別）

中日新聞　plus 日経テレコン 12,000～40,000円（税別） 記事

記事データベース 10,000～30,000円（税別） 記事、切り抜き

神戸新聞社

山陽新聞社総合データベースSandex 1IDにつき月額10,000円（税別）

山梨日日新聞社

信濃毎日新聞社

中国新聞社

山陽新聞社

上毛新聞WEBデータベース

下野新聞社 下野新聞データベース plus 日経テレコン 3,000円（企業タイプ）、23,000円（自治体・図書館タ

イプ）

記事、写真 企業、自治体、図書館
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社名 サービス名 価格 提供内容 販売先
愛媛新聞データベース 500円（個人：5件まで、超過分100円/件）、2,000

円（同：40件まで、超過分100円/件）、10,000円

（高校・中学・小学向け、＋10,000円で紙面追加可

能）、20,000円（企業・団体・自治体、＋10,000円で

紙面追加可能）、20,000円(図書館・大学・高専向け、

記事、切抜、紙面 個人、高校・中学・小学校、企業・団体・自治体、図書館・大学・高専

企業・公共図書館、大学図書館西日本新聞記事DB 月10,000円（税別） 記事

一般（企業、団体、事業所、個人）、自治体向け、公立図書館、大学、小中

高校

長崎新聞データベース plus 日経テレコン 1ID　月額33,000円 記事 図書館

非公表 紙面の縮刷版 学校、図書館

琉球新報社

キジサガス 3,630円 10年分の記事。紙面イメー

ジは約1年分

企業や個人など

琉球新報記事データベース

36,000～50,000円（税別） 記事、写真 企業・団体、個人、教育機関

企業14,800円、自治体・図書館11,800円（すべて税

別）

記事・紙面イメージ 企業・団体・自治体・図書館など

沖縄タイムス社 新聞記事データベース 12,800～16,800円（税別） 記事、写真 企業・団体、個人、教育機関

沖縄新聞 plus 日経テレコン

西日本新聞社

南日本新聞社 南日本新聞データベース 1ライセンスで個人・企業・団体：月額11,000円（学割あ

り）、図書館・学校：月額8,800円の年間契約

記事、切り抜きPDF 個人、企業・団体

宮崎日日新聞社

佐賀新聞社 企業・団体、個人、教育機関一般企業・団体・自治体：月16,500円、図書館・大学・

学校：月11,000円※2アカウント目以降は減額

記事、写真、クリッピングサー

ビス

佐賀新聞電子版　法人会員

長崎新聞社 電子縮刷版

宮日データベースサービス 3,000、8,000、10,000円（すべて税別）

※契約ID数に応じて割引も適用

記事

愛媛新聞社
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法人向けサービス。アフロ通じてのほか、直接要望に対しても本社写真映像部が対応東京スポーツ新聞社 写真、動画データ販売、貸出

みなと新聞電子版 水産と食に関する専門情報の提供。5,500円、セット価格は購読料＋2,200円

英文ニュースサービス

中文ニュースサービス

省庁や地方自治体における政策立案に役立てる、行財政ニュース専門の有料サイト。地方新聞社と共同通信が持つニュースを提供

鉄道の駅や空港、交通機関、商業施設、金融機関などに設置されているデジタルサイネージ（電子看板）へのニュース配信事業

配信記事を新聞紙面形式にしたニューズレター「共同ニュース」で365日、洋上の船舶や海外ホテル向けに朝刊と夕刊を発行している

選挙関連専門情報サービス

海外で起きるテロや事件、政情不安などのリスク情報を提供。海外に展開する企業の危機管理部門、旅行代理店等が対象

閣僚と業界団体代表、大手企業トップなど定例記者会見をテキストに書き起こし、電子メールで有料配信するサービス

共同通信社 KWS

愛媛の経済サイトE4 「愛媛新聞＋愛媛経済レポート＋E4独自取材」の経済ニュースが読み放題。愛媛県内に本社を置く企業や県外企業の出先機関等約2,000社の企業データベースも掲載。880

円

南日本デジタルサイネージ 銀行や病院などの待合スペースのモニターにニュースや天気予報などを配信するデジタルサイネージサービス

千葉日報社 千葉日報オンライン法人プラン 法人プラン（有料記事読み放題＋電子新聞）：3,400円

夕刊三重新聞社 写真販売 紙面掲載された写真の有料プリントサービス。1枚500円～

中国新聞社 47行政ジャーナル 行財政情報に特化した自治体や公務員向けサービス。プラットフォームは共同通信社

船舶ニュース

デジタルサイネージ

新聞各紙の記事データなどを検索することで、取引先企業のコンプライアンスチェックができる

サービス名 サービス概要
地域紙配信 地域紙が紙面に掲載するニュースを配信

共同網

47行政ジャーナル

e-WISE

海外リスク情報

会見全文速報

日本経済新聞社

読売新聞東京本社

日本経済新聞 電子版Pro

日経リスク＆コンプライアンス

NIKKEI The KNOWLEDGE

データベース以外の法人向け情報提供サービス

おはようネット県外版法人プラン 電子新聞（紙面イメージ）を閲覧できる県外の法人向けサービス

児童・生徒のタブレット端末を使った授業をサポートする小中学校向け新聞活用学習支援サイト。身近な地域の話題を授業の教材として活用できる

神戸新聞社 ひょうご経済＋ 地元企業向けに、就活情報、決算情報や企業人事を提供

南日本新聞社

すくーる373る

愛媛新聞社

山口新聞社

日本経済新聞の記事や企業情報、人事異動情報などからビジネスに必要なものを効率的に取得できる。6,600円

日経各紙や業界紙、ウェブメディアなどからAIがユーザーのビジネスに必要な情報を配信、チーム内で共有できる。30,000円（税別）～

　※特に表記がない場合、価格は月額、税込

社名
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朝日新聞社 朝デジ事業センター 21年4月 「朝日新聞デジタル」の事業運営

プロダクトプランニング部 20年4月 「朝日新聞デジタル」事業の商品戦略、分析、プロモーションなどを担う。中長期的な新サービス開発も担当する

カスタマーエクスペリエンス部 20年4月 顧客価値向上を意識した「朝日新聞デジタル」のUI・UXの改善、設計、運営などを担う。アプリ開発なども担当する

法人営業部 18年6月 販売局や販売店と連携して「朝日新聞デジタル」の販売営業の戦略立案に取り組む。またニュース外販も担当する

国際発信部 14年4月 英語のデジタルサービスおよび週刊英和新聞「Asahi Weekly」の企画、制作、編集に関する業務を担当する

メディアデザインセンター 20年4月 「朝日新聞デジタル」以外のメディア運営やコンテンツマーケティングを担う

編集第1部 20年4月 広告型バーティカルメディアの運営

編集第2部 20年4月 サービス型バーティカルメディアの運営

編集第3部 18年6月 ウェブマガジン「&」の運営. ネイティブアドを含む広告コンテンツの制作・ディレクションを担う

グロースプラットフォーム部 20年4月 サイト開発と業務推進の両面から各サイトのグロースを支援する

ビジネス開発センター 21年4月 アライアンス、新規事業、データベース事業を担う

アライアンス事業部 18年6月 外部企業と提携するデジタルサービスの企画、開発、運営を担当する。また、本社内部局と連携して新事業領域の開拓を推進する

データベース事業部 21年4月 記事検索サービスなど本社コンテンツのアーカイブ資産を活用したサービスの企画、開発、セールスを担う

デジタル企画室 21年4月 デジタル事業の人事、労務、財務など担う

メディアラボ 13年6月 新規事業・サービスを創造を担う

デジタル財務企画チーム 16年5月 デジタル事業の経理に関する業務を担当する

コンテンツ編成本部 20年11月新設 統合編集部門として創設

総合プロデュース本部 デジタルソリューション部 20年4月

（旧デジタル広告部）

デジタル広告の商品開発・企画・営業・配信・アドテクノロジーを担う

朝日インタラクティブ 09年9月 「CNET Japan」などの運営・編成

BuzzFeed Japan 21年5月 ハフポスト日本版の運営・編成

サムライト 13年9月 デジタルマーケティング会社　コンテンツマーケティング事業、コンサルティング事業、広告運用など

毎日新聞社 デジタル推進本部 22年4月 会社全体のデジタルトランスフォーメーションの推進組織。総本部機構

ソリューション開発センター 22年4月組織改正で、デジタルメ

ディア局から移管

毎日新聞ニュースサイトの開発・運営。ライブページの運用開発、アプリの開発・改修。サイト閲覧スピード、デザインの向上。会員のデータ管理。旧デ

ジタルメディア局デベロップメントグループ

東京本社編集編成局 デジタル編集本部 22年4月組織改正で新設 デジタル編成グループ、戦略グループ（新設）、サイトビジネスグループの３グループ。編集編成局内でニュースサイトの編成とともに、コンテンツ外販と

サブスクプリプションを担う。編成グループはコンテンツ編成センター、サイトビジネスグループは旧デジタルメディア局から合流。戦略グループはデータやト

レンド分析に基づくコンテンツの作成

コンテンツ編成センター 21年4月組織改正で設置 デジタル編成と紙面整理を担う。デジタル編集本部と一体運用。ウェブや紙面で共用のビジュアル素材も制作

英文毎日室 15年７月組織改革で移行 英語ニュースサイトの編集・編成

営業総本部 パートナーリレーションズセン 21年4月組織改正 営業分野のDXの中心となり、広告営業を担当

ライブコンテンツ事業室 22年４月組織改正 選抜高校野球、都市対抗野球などの主催事業のライブコンテンツの開発と配信を担当

毎日新聞出版 デジタル戦略部 15年4月に分社 電子書籍、電子雑誌の企画、編成

毎日新聞ネット社 編集制作部 84年設立。14年7月に社名変更 毎日新聞社からのデジタル業務受託

デジタルメディア対応組織の設置状況

設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

朝日インタラクティブ

BuzzFeed Japan

サムライト
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

読売新聞東京本社 編集局 ニュースセンターデジタル編集

部

21年12月

(旧配信部から名称変更）

「読売新聞オンライン」へのニュース記事・動画の配信、特集・企画コーナーの作成。ニュース速報。ラジオ・テレビ局・文字ニュースへの記事配信。グー

グルニュースショーケース、LINEアカウントメディアにも記事を配信

メディア局 00年6月

(95年6月＝旧組織の設置年月)

インターネット、テレビ、携帯端末などデジタル・メディア分野の事業を総合的に展開する

オンライン部 19年1月 ウェブサイト「読売新聞オンライン」の運営（企画、宣伝、会員対応、連絡調整）

編集部 95年6月 ウェブサイト「ヨミドクター」「OTEKOMACHI」「発言小町」の運営（企画・制作・編集）、外部配信対策

事業部 18年6月 IT関連新規事業の企画・運営、各種メディアへのニュース配信の企画・営業、外販用データベースの企画・制作・営業。総合データベースの編集・制

作。知的財産の使用許諾等

企画開発部 14年6月 デジタル関連のシステム開発・運用

管理部 95年6月 局運営に関する総務、経理管理

ネットワーク戦略委員会事務 18年6月 ラジオ・テレビ局対応。電波行政、放送業界の情報収集

読売新聞大阪本社 役員室 メディアセンター 21年4月 ラジオ・テレビ局対応。データベース商品販売やニュース配信事業。著作権管理。IT関連事業の企画。メディア部門での東京・西部本社との連絡、

調整。写真データベース入力。マイクロフィルム・図書室管理。DX推進。経理管理

読売新聞西部本社 事業推進室 企画共創部 21年1月 学校・企業向けデータベース商品の販売、各種デジタルサイネージ(電子看板)へのニュース配信の営業、著作権管理、地域ウェブサイト「福岡ふかぼ

りメディアささっとー」の運営、メディア部門における東京・大阪本社との連絡・調整
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

日本経済新聞社 電波本部から19年4月に改称 日経およびグループ会社のテレビ、ラジオ、衛星放送などメディア戦略の企画、調整。出資管理

21年4月 記事に連動したイベントやイベントコンテンツを企画・実施

データビジュアルセンター 21年4月に組織を刷新。昨年までの

メディア戦略部に加えデータ報道部

や写真映像部・デザイン部を統合

データジャーナリズムやインフォグラフィックス、音声などの新しいコンテンツを手掛ける

総合編集センター 21年4月に組織を刷新。従来の総

合編集センターに校閲や調査関連

の部署を統合

電子版と紙面の一体編集を手掛ける。オーディエンスエンゲージメント分析によるコンテンツ改革やSNSを使った新しい発信手法も実現していく

17年4月 AIを利用したコンテンツ作成・配信など最先端のITを使い、デジタルメディアの競争力を高める役割

22年4月 デジタルサービスの共通基盤の構築・運営を担うエンジニア中心の組織

20年1月に設置。22年4月にDX推

進室から改称

社内および日経グループの日経IDおよびデータ活用のプラットフォーム整備を担う組織。全社的なデジタルサービスの一体化のための戦略策定やデジ

タルマーケティング活動を推進する

21年1月に設置。22年4月に技術

戦略グループから改称

ソフトウェアエンジニアの採用・評価などHR系の体制整備や、事業横断のリソースや技術課題の共有・調整を行う組織

19年1月、デジタル事業BtoCユニッ

トをデジタル事業 編成ユニットに名

称変更。22年4月に現在の名称に

BtoC向けデジタル関連事業(日経電子版その他関連サービス)の営業、システム開発・運用。新規事業の企画、開発。日経グループのデジタル事

業の中長期的な戦略の企画、調整

18年1月名称変更。22年4月にサ

ブスクリプション事業部門のCSセン

ターに名称変更

日経ID関連事業の課金・決済システムの企画・運用や顧客の問い合わせ対応などを行う組織

09年4月に「事業運営部」として発

足。17年1月事業運営グループに名

称変更。22年4月にサブスクリプショ

ン事業部門の事業運営センターに名

称変更

デジタルサービスに関連する部署全体の法務、経理などをカバー。事業スピードをあげるために全社的な法務・経理部門とは別の組織

22年4月 日経電子版などのデジタル広告を中心とした企画立案、営業活動、広告運用業務全般を行う組織

22年4月 電子版のタイアップ広告の製作・監修やサイトの管理・運用・開発などを行う組織

22年4月 日経IDを中心とする事業やサイト・コミュニティの開発・運営を担う組織

19年1月にデジタル事業BtoBユニッ

トをデジタル事業情報サービスユニッ

トに名称変更。22年4月名称変更

BtoB向けデジタル事業(日経電子版Pro、日経テレコン、NEEDS、POSならびに付帯、関連サービス)の営業、システム開発・運用、顧客管理など

を担当。新規事業の企画、開発。日経グループのデジタル事業の中長期的な戦略の企画、調整

情報サービス部門情報サービスユニット

編集

技術企画グループ

サブスクリプション事業部門デジタル編成ユニット

サブスクリプション事業部門CSセンター

サブスクリプション事業部門事業運営センター

メディアビジネス部門

映像戦略本部

日経LIVE室

日経イノベーション・ラボ

技術戦略ユニット

プラットフォーム推進室

メディアビジネス部門Nブランドスタジオ

ライフ＆キャリアビジネス部門IDビジネスユニット
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

産経新聞社 東京本社 電波企画室 02年7月

(05年2月から社長直属組織、デジ

タルメディア局から分離)

電子電波メディアの事業に関する調査研究、新規事業の企画立案。テレビ局など関連企業との連携・調整

DX本部 20年7月 産経新聞社が持つデジタルコンテンツの収益最大化をミッションとし、産経ニュースをメーンターゲットにデータマーケティングなどを行う

編集局WEB編集室 20年2月 会員向けコンテンツマネジメント、電子媒体編成、CMS「arc Publishing」導入に伴う電子媒体運用の研究、産経ニュースリニューアル推進、東京

五輪特設サイト開設準備、課金コンテンツ拡充推進、テクノロジー導入推進、その他電子媒体に関する業務全般

販売局デジタル部 16年10月 販売店による「産経新聞電子版」の販売

メディア営業局クロスメディア本

部

デジタル・プロモーション部、サテ

ライトメディア・ビジネス部

19年7月 紙面、デジタル、SNS、他媒体、OOH（屋外広告）、動画などによるクロスメディアを使ったメディアプランニングを推進する

大阪本社 電波企画室大阪分室 05年2月 電子電波メディアの事業に関する調査研究、新規事業の企画立案。テレビ局など関連企業との連携・調整

編集局web編集室 15年10月 産經ニュースサイトのより効率的な運用を図り、ページビューのさらなる増加と浸透を目的とした組織とする

産経デジタル 21年10月にスポーツ・エンタメメディ

ア部とオンラインメディア部、コンテンツ

プロデュース室を統合

「iza」「SANSPO.COM」「ZBAT!競馬」「競馬エイト電子版」「zakzak」「sankeibiz」のウェブサイトの編集と配信および携帯サイトの編集・運営

ウエブ専用コンテンツの制作

06年2月

(07年4月にシステム部から改称、

16年10月デザイン部をデザイン担当

として統合)

システムとプログラムの保守・管理、新規プログラムの開発など

18年4月

(営業部を改組)

デジタル・ウェブ広告の立案と展開、イベント事業

22年10月にコンテンツソリューション

室と統合

アドネットワーク運用、クリエイティブ審査・割付管理・入稿

産経新聞、ビジネスi、サンスポのデータベースの管理運用、コンテンツ素材の管理、ニュースサイト「iza」の編集・運営、記事配信、有料モバイルサービ

スの運用

19年9月マーケティング部から改組 「産経ニュース」など各ウェブサイトの解析および集客、回遊分析、イベント企画

10年10月 インターネット等を通じた商品およびサービス等の販売、取次ぎならびに問屋業、卸売業、古物売買業および輸出入業務

国際室 19年11月設置 IPビジネスの海外展開

総務経理部 19年9月、企画総務部から改組 総務・経理業務および産経デジタルの権利(著作権問題など)関係などの管理など

営業局 デジタルプロモーション部 96年1月ホームページ開設、05年

10月電子メディア局に改め、07年4

月編集局内部に変更、12年10月

デジタル事業部に改変。17年4月か

らメディア制作部の一部となる。

19年1月よりメディア事業局 マーケ

ティング室としてミッションを引き継ぐ。

20年11月より営業局　デジタルプロ

モーション部としてミッションを引き継

ぐ。現在に至る

ジャパンタイムズのデジタル会員・サブスクリプション事業の企画・推進

編集局 メディア制作部 17年4月 ジャパンタイムズのウェブサイト全体の管轄（ニュース更新・運営など）

EC事業部

ビジネスデザイン部

Webソリューション部

マーケティング企画部

ジャパンタイムズ

※産経デジタルは05年11月1日設立。産経新聞社のデジタル事業を引き継ぎ、産経新聞グループ各媒体のウェブサイト運営や、ポータルサイト・モバイル端末などへのニュースコンテンツなどの配信を手がけている

ニュースメディア部

情報システム部
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

本部付 業務全般を統括、監視

開発営業部 システム管理、コンテンツの企画・開発、インターネット広告営業、コンテンツ販売、データベース編集

局付 業務全般を統括、監視

デジタル編集部 自社ニュースサイトの編集・編成、外部への記事配信

デジタルメディア局 DX編集部 21年4月 ニュースイッチおよびECサイト「TREC」の運営

編集局 19年4月 電子新聞の制作、記事データベースの制作など

営業企画部 インターネット広告、記事配信事業

デジタル編集部 インターネット、外部データ販売用のすべてのコンテンツを制作、編集

テック統括室 フロントエンド、バックエンドの対応

サービス開発部 バーティカルサイトの運営、マネタイズ

営業企画部 インターネット広告、記事配信事業

デジタル編集部 インターネット、外部データ販売用のすべてのコンテンツを制作、編集

テック統括室 フロントエンド、バックエンドの対応

デジタル開発本部 サービス開発部 バーティカルサイトの運営、マネタイズ

98年10月開設「電子メディア事業

室」が、00年4月「電子メディア事業

局」(サイバー情報部＆営業部)に改

組し、07年4月「マルチメディア事業

本部」、19年4月「DX本部｣に改

称。22年4月「デジタル本部」に改称

本部の管理運営

デジタル事業部 22年4月マーケティングCX部から改 広告集稿、コンテンツ外販、サイト・事業企画の立案・運営

編集局 総合コンテンツ部 18年4月にマルチメディア事業本部

から編集局に移管。名称をメディア編

集部からデジタル編集部に変更。22

年4月「総合コンテンツ部」に改称

ウェブサイト、外販向けのコンテンツ制作・更新、取材、写真のアーカイブ

東京スポーツ新聞社 編集局 デジタル事業統括本部 21年12月 旧「デジタル・事業室」から改編。デジタル事業統括本部にデジタルメディア室、マーケティング室、事業準備室を設置。メディア運営、広告運用、EC

サービス展開などをそれぞれが担う。

水産経済新聞社 編集・制作局から選出された社員が定期的に会議を開催し運営をしている。　次の電子版に向けた準備など

番組メディアセンター 企画営業部 15年4月 デジタルメディア向けのコンテンツ・情報の営業窓口

コンテンツ営業部 18年4月 TVガイドwebの運営および企画・マーケティング担当窓口

第二編集部TVガイドweb担

当

19年4月 サイトの編集業務

21年9月 デジタル事業を伸ばすため、局に属さず、常務直轄の専任部署として新設。デジタル事業全般の司令塔機能を果たす。公式サイトのブランディングは

経営企画部が、データベースおよび英字版ニュースは業務局普及推進部が引き続き担当する

編集局 メディア映像写真部 21年9月 今後のデジタル化を見据え、編集局の写真部とニュースセンター部メディアグループ、市況グループ、総務企画局経営企画部のシステム部門（編集

局担当）を統合。電子版（公式ウェブサイト）の記事登録、記事の外部配信等、ウェブコンテンツ全般の運営管理を担当。このほか、法人向け

データベースの記事登録、netアグリ市況、写真検索サイト「あぐりフォトサービス」の登録写真選択等を行う

デジタルイノベーション室

報知新聞社

日本農業新聞

デジタル戦略本部 21年4月に別会社「日刊スポーツ

NEWS」設立。日刊スポーツ新聞社

のメディア戦略本部の各部と業務を

移管。22年4月組織改編

コンテンツ事業局

デジタル本部

22年1月、デジタル編集部発足編集局

デジタル戦略本部 20年3月、ウェブ配信業務を編集局

に移管、メディア局はデジタル戦略本

部に改称

スポーツニッポン新聞

社

日刊スポーツ新聞社

日刊スポーツNEWS

東京ニュース通信社

日刊工業新聞社

メディア戦略本部

※すべて「日刊スポーツNEWS」との兼任

96年10月電子電波情報本部設

立。04年電子メディア局に。その後

組織改編を経て現在に至る
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

共同通信社 メディアセンター 21年11月 デジタルコンテンツ統括

デジタル編成部 13年4月 デジタルコンテンツ(テキスト)の制作・配信

デジタルコンテンツ部 21年11月 デジタルコンテンツの企画・運営

ビジュアル報道局 映像音声部 12年6月 デジタル映像や音声の取材・制作配信

事業局 デジタル事業部 21年11月 民間企業などとの契約・交渉

業務局 デジタル業務担当 21年11月 共同通信加盟社のデジタル関連業務対応

営業本部 第1営業部、第2営業部

技術本部 開発本部、開発推進部

スポーツデータ事業部 スポーツデータ部、スポーツ営

業部

17年4月 スポーツデータの対外向け営業、それに関するシステム全般

インキュベーションセン

ター

ニュースソリューション部 19年4月 ニュースキュレーション業務

時事通信社 編集局 デジタル編成部 17年7月 時事ドットコム・時事モバイルサイトの管理運営、コンテンツ制作

メディア編集部 01年11月 有料情報端末サービス、ポータルサイト、モバイルサイト向けのニュース編集・配信

メディアソリューション部 17年7月 デジタルメディア事業研究開発、時事ドットコム・時事モバイルサイトの管理運営、コンテンツ販売

コンテンツ部 17年7月 コンテンツ制作

エヌピー通信社 編集局 新聞制作室 20年 新聞組版、コンテンツ配信

デジタル推進本部 19年8月 全社的なデジタル戦略の立案・推進、各局で進められるデジタル事業の相談・調整

編集局 編集本部・速報チーム

編集本部・デジタル編集チーム

報道センター・デジタルチーム

20年4月 （編集本部・速報チーム）CMSへの記事投入や速報、LINE定時配信、SNS、外部配信

（編集本部・デジタル編集チーム）映像編集、電子版専用コンテンツ作り、ニュースレター作成、一部SNS

（報道センター・デジタルチーム）電子版専用記事の取材・執筆

制作局 システム本部開発グループ 電子版システム、紙面ビューアー等の管理、改修、更新

営業局 営業本部デジタル・業務推進

グループ

21年7月 電子版広告の営業・管理、外部メディアへのニュース配信営業、記事等データベースの外部販売

販売局 管理チーム 電子版会員の管理、販売所との連絡・調整

道新デジタルメディア 11年12月 社内外向けデータベースの編集、電子版会員の現読者確認・サポート業務、電子版コンテンツの更新など。ほかにネット通販サイトの運営、デジタル

系業務の管理システムの開発・運用など

北海道新聞

HotMedia

釣り新聞編集部 01年4月 「週刊釣り新聞ほっかいどう」発行の傍ら、コンテンツを二次利用した有料携帯サイト「ｉつりしん」の運営を行う部署。デジタルメディアに特化した組織

ではない

室蘭民報社 編集局 デジタルメディア部 20年4月 電子版製作、システム管理、メディア情報サービス、技術研究

デジタルメディア局 営業部

開発部

14年4月(前身のデジタルメディア室

は97年1月に設置し、08年10月に

メディア局へ)

十勝毎日新聞社およびグループが持つコンテンツをメディアミックスし、デジタルコンテンツの企画、開発および運営(携帯、スマートフォン、PCサイト含

む)。関係システムの保守、維持管理。新聞制作業務のデジタル化推進。紙面データベースの構築管理

編集局 メディアコンテンツ部 21年2月にデジタルメディア局デジタ

ル報道部と編集局メディア統括（旧

写真部）が合併し、電子版コンテン

ツ、写真・映像を管轄する部局として

スタート

電子版等デジタルコンテンツの作成、紙面も含めた写真、動画コンテンツの作成、電子版の運営、知財管理

釧路新聞社 22年4月 電子版の開発・運用、事業の運用、関連会社など

苫小牧民報社 09年4月(前身のメディア室は00年

7月発足)

ウェブサイト、電子版、社内システム全般の運営、管理、構築支援

函館新聞社 メディア局 デジタルメディア部 97年1月 紙面広告の自社制作。ホームページへの記事掲載。掲載済み記事のデータベース化

共同通信のコンテンツの対外向け営業・販売。携帯サイト「NEWSmart」の運営など共同通信デジタル

北海道新聞社

十勝毎日新聞社

総合メディア局

編集局

11年4月

経営企画室

メディア局
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

東奥日報社 デジタル局 編集部 20年11月

システム局 システム部ウェブ班 19年4月

(99年4月メディア情報部発足、08

年4月　編集局デジタル編集部、11

年4月営業編成局デジタル企画部、

12年4月同局デジタル制作部、16

年4月営業局デジタル企画部)

編集局 デジタル本部 22年4月(コンテンツ本部から名称変

更)

ホームページ、携帯サイトの制作・運用、およびYahoo、LINE等外部メディアへの記事配信など

システム局 システム開発部 20年4月 多メディア関連事業の推進、データベース構築、各種システムの開発、管理、保守など

地域ビジネス局 業務推進部 21年4月 インターネット広告の企画、営業など

岩手日報社 総合メディア局 デジタル戦略部 19年4月 ホームページ、携帯サイトの運営、ラジオ局への放送原稿提供、テレビ・ラジオ欄に関する業務

デジタル編集部 20年10月 クロスメディアや電子新聞に関する調査研究、有料コンテンツ「momotto」「Iwanichi Online」担当

報道部 14年4月 動画の撮影、コンテンツの提供

整理部 14年4月 掲載記事、コンテンツの作成および提供

営業局 営業企画部 11年9月 印刷物およびウェブ関連業務

河北新報社 編集局 コンテンツセンター 21年4月(デジタル推進室を解体

し、ニュースサイト制作部門を編集局

に移行)

ニュースサイトのコンテンツ作成と投入、システム管理

外部サイト、サイネージ等へのニュース配信、システム管理

デジタル紙面のコンテンツ、システム運営・管理

有料携帯サービスのコンテンツ、システム管理

ソーシャルメディア活用に関する業務

三陸河北新報社 メディアセンター 10年4月 ニュースサイトのニュース更新支援

秋田魁新報社 デジタル編集部 20年4月 デジタル事業に関する企画立案、動画などを含むコンテンツ制作、ニュース更新など

システム部 20年4月 システム面でのサポート

統合編集本部制作セン

ター

制作部DB班 11年2月 DBの書誌作業。DB公開コンテンツの更新

営業部 16年5月 デジタル事業に関する企画立案、コンテンツ更新(秋田魁新報社からの業務委託による)

開発部 19年4月 デジタル事業に関する企画立案、コンテンツ更新、システム構築、運用管理(秋田魁新報社からの業務委託による)。旧来のコンテンツ編集部とコンテ

ンツ開発部を統合

北羽新報社 総務局 システム開発室 97年11月 編集、広告の編集ネットワーク、新メディア開発研究

山形新聞社 DX推進局 DX推進部 21年4月 ホームページ、モバイルサイトの管理、更新や新規企画の検討

荘内日報社 営業局 08年7月、開発局(電子メディア部

門)を統合

電子メディア事業に関する情報収集、調査研究。全社的な事業統括、データベースの編集制作、ニュース配信等

総合メディア局 メディア事業部 ホームページの作成・更新、携帯サイト(ドコモ、au、ソフトバンク)への情報発信、外部メディアへの情報・素材提供、データベース管理

システム部 CTSの運用と管理

広告局 デジタル推進室デジタル推進

部

21年4月 デジタル事業の企画立案。動画などデジタルコンテンツの制作

福島民友新聞社 制作局 デジタルメディア室 22年4月 ニュースサイト「みんゆうネット」、携帯電話向け情報サイトの編成および運用管理

茨城新聞社 編集局 デジタル編集室 17年4月 公式サイト更新、外部サイトへの記事提供、有料携帯サイト運用、記事データベース運用

21年4月

岩手日日新聞社

デーリー東北新聞社

編集局

PC向けニュースサイト「Web東奥」とモバイルサイトの管理運営。電子版の製作。携帯電話・スマートフォンを利用した情報提供サービス。スマートフォ

ン向けアプリを通じたプッシュ速報と記事配信。動画撮影、編集、東奥日報デジタルサイネージコンテンツ制作、配信、サポート、デジタル関連企画・

立案。システム部ウェブ班が実作業、デジタル局編集部が統括でデジタルメディアを共同運営

さきがけデジタル

福島民報社

統合編集本部デジタル

センター

※ 01年メディアシステム局として発足。06年4月からシステム担当が他局に移り、局名もメディア・システム局からメディア局に変更。08年4月に経営デジタル戦略室、10年4月経営企画デジタル戦略室、11年4月デジタル戦略室に。12年10月

デジタル戦略室に広告局編成部を編入。14年4月、新聞制作支援部門と広告編成部門を併せて制作部として、デジタル戦略室から新たに発足した編集局制作センターに編入。同時に編集局ビジュアル報道センターを廃止し、同センターメディ

ア部をデジタル戦略室に編入。16年4月100％出資子会社(株)さきがけデジタル設立。同5月本社ウェブサイト制作、ニュース更新などデジタル戦略室のネット関連業務をさきがけデジタル社に委託。18年3月編集局を統合編集本部に改変。同

本部にデジタルセンターを設置し、ニュースコンテンツ掲載業務をさきがけデジタルから移管。20年4月デジタル部をデジタル編集部とシステム部に分割
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

企画開発部 デジタル領域全般での戦略構築、自社デジタル媒体の運営・管理、動画関連事業、ウェブ関連システム開発、ネットワーク広告などの管理、データ

ベースの登録・管理・販売、著作物の管理・承認、データ類の販売、紙面や写真などアーカイブ資料の保存など

デジタルビジネス部 デジタル領域全般での戦略構築、デジタル広告・企画等の立案・実施、デジタルマーケティングなど自治体・クライアントからの委託事業受託、サイ

ネージ関連事業など

編集局 デジタル報道部 11年4月総合メディア局メディア報道

部を編集局に移管。17年4月よりデ

ジタル編集班に改組、21年4月に電

子新聞編集グループと統合。22年4

月、組織を拡充し、部に昇格

自社デジタル媒体のニュース(動画含む)配信、外部プラットフォームへのニュース配信、FMラジオ等他媒体へのニュース送稿、電子号外の発行、下野

新聞電子版の制作

上毛新聞社 営業局 デジタル営業部 22年2月にデジタルビジネス局より移

管、新設

デジタルコンテンツ、ネット、デジタルサイネージ事業に関する営業業務

DX推進局 メディア配信部 22年2月にデジタルビジネス局より移

管、新設

他媒体への情報提供、ニュースサイトの運営、有料携帯サイトへのニュース配信

システム管理部 22年2月にデジタルビジネス局より移

管、新設

上記のセクションに対する支援、記事DBの登録作業。主な業務はCTSの運用担当

埼玉新聞社 クロスメディア局 デジタル事業部 17年10月 1)自社携帯サイト(有料)への情報提供と、それらに関する事業全般

2)自社ウェブサイトへの記事入稿などの事業全般

3)47行政ジャーナル、47CLUBなどの電子媒体営業全般

IT関係以外、広告管理やクライアントフォロー

ローテーションで早朝から夜まで

デジタルビジネス局 デジタルビジネス部 15年2月、お客様サービス室として

発足。同10月、総合メディア局の一

部を統合。17年4月、デジタルサービ

ス室が組織改変し現在の局に発

展。18年5月に統合編集局アーカイ

ブ室を統合

PC・タブレット・スマートフォン向けウェブサイト「カナロコ」の会員、課金管理

マーケティングとプロモーション

ウェブ広告の制作、管理運営

ニュース配信先の拡充

著作権関連の管理

その他デジタルメディア商品の販売、集客イベント

紙面のアーカイブ化、ビジネス転用

統合編集局 編成部（デジタル担当） 08年2月デジタルメディア局カナロコ

編集部を改組、統合編集局配下

に。13年3月統合編集局多メディア

センターから独立、総合メディア局配

下に。15年10月統合編集局に統

合。18年5月、統合編集局の整理

部とデジタル編集部を統合し、「編成

部」と名称変更

PC・タブレット・スマートフォン向けウェブサイト「カナロコ」の開発・運営

写真や動画など映像系コンテンツ制作

外部メディアへの情報・ニュース提供

その他デジタルメディア商品の製作

SNSでの発信

千葉日報社 システム開発部 20年5月 ホームページの管理・運営、社内システムの保守・開発、本紙掲載写真頒布、ネット広告窓口等。97年2月発足、15年4月名称変更の編成セン

ターシステムデジタル部が前身

デジタル編集部デジタル編集

担当

20年5月 旧システムデジタル部より自社ホームページ記事更新、二次配信、SNS管理、47行政ジャーナル・クリッピングサービスの事務局を引き継ぎ、業務推

進部ちばとぴ編集部よりホームページ「ちばとぴ」運営を引き継ぐ形で発足。日中～夜間にかけた速報、コンテンツの管理やデジタル広告の掲載対

応、メールマガジンの配信などを担う

千葉日報デジタル 21年5月 各種団体のデジタル化等を業としてサポートするとともに、本社営業部門と連携しデジタル広告事業の拡大を図る

編集局

神奈川新聞社

01年4月に総合メディア局開設。11

年4月デジタル推進室に組織改編。

18年4月にクロスメディア局に改編。

22年4月、デジタル局創設のため改

組

下野新聞社 デジタル局
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

データベース部 06年4月

(デジタル情報部から改称)

データベース構築、メールマガジンの発信、記事・写真サービス、著作権管理、電光ニュースの情報作成

デジタル営業部 21年4月

(営業開発部から改称)

デジタルネット分野の新規事業の開発、メディア事業の調査研究、新聞電子版・携帯サイトの企画、運用、47クラブ、動画配信、広告営業、電子

版営業

出版部 00年3月

(出版局廃止による改組)

出版関連業務

編集局 デジタル報道部 21年4月 電子版記事配信業務全般、ラジオニュース・携帯サイトニュース・電光ニュース・CATV向け文字ニュースの情報作成、動画配信

静岡新聞社 編集局 未来戦略チーム 20年3月 ウェブサイトをはじめとするデジタルメディアのコンテンツ(主にニュース、スポーツ)の編集と管理。新聞コンテンツを活用した各種デジタルメディアの総合的

デジタルビジネス局 マーケティングセンター 20年8月 新デジタルサービスの立ち上げ、システム管理、運用、インターネットビジネスの展開。インターネットによる収支および予算の管理

87年10月 メディア政策全般

デジタル事業部 19年4月

(ネット事業部とデータベース部を統

合)

ホームページを含むインターネット関連全般の構築、運用。ラジオ、テレビ、CATV等関係メディアへの対応。マルチメディアの調査・研究、政策立案、

渉外、事業化など

データベース構築とデータベースサービスに関する業務

過去の紙面、写真のデジタル化保存

資料管理、著作権管理に関する業務

編集局 デジタル編集部 21年4月

(前身の組織は92年4月)

インターネット、テレビ、ラジオ等各種メディアへの情報作成と送出

長野日報社 編集局 システム管理室 社内システム、ネットワーク全般の構築、管理

整理部 ウェブサイトの更新、管理

南信州新聞社 web運営委員会 03年 公式サイトの運営やウェブを使った事業の検討

市民タイムス 編集局 編成部 03年4月 ホームページの更新、デジタル新聞の作製、送信

09年8月(名称変更) 電子、電波メディアに関する連絡調整、事業開発、調査研究

企画営業部 12年3月(統合) 中日スポーツ・東京中日スポーツWeb、スマートフォンサイト、記事データベースなどの企画と立案、運用、管理。フォトサービス。著作権管理

ウェブ運営部 21年3月(名称変更) 中日新聞Webと中日新聞プラスの企画、立案、運用、管理

開発部 21年3月 電子メディアに関するシステムの開発、運用、管理、連絡調整

東京メディア事業部 10年8月(名称変更) 東京新聞Web、東京新聞電子版、東京中日スポーツ電子版、記事データベースなどの企画と立案、運用、管理。著作権管理

編集局 デジタル編集部（名古屋＆東

京）

21年3月(名称変更) インターネット、携帯電話など中日新聞社が運営する電子媒体への速報、ニュース配信

中日スポーツ総局＆東

京中日スポーツ総局

報道部＆整理部（名古屋＆

東京）

インターネット、携帯電話など中日新聞社が運営する電子媒体への速報、ニュース配信

中部経済新聞社 編集局 編集センター 97年4月 新聞整理・HPやスマホサイトの更新などメディア対応全般

東愛知新聞社 編集制作グループ 編集制作グループ整理 19年 報道:取材・記事作成、整理:紙面レイアウト、ホームページへ記事データなどをアップ

岐阜新聞社 統合編集局 メディア本部デジタル報道部 20年7月

(編集局に総合メディア局を統合、メ

ディア本部に)

ウェブサイト、電子版、サイネージ、データベース等の管理運営、編集・制作

新聞制作システムの運営管理、社内ネットワーク、端末(PC)の管理

新聞制作での画像最適化処理、組版補助、グラフィック作成、ラテ面制作補助

営業局 デジタル事業部 18年10月

(機構改革で広告局を営業局に改

称、デジタル事業部を新設)

ウェブサイト、サイネージ、データベースの広告企画、営業

統合編集本部編集局 デジタル・グラフィックスセンター 22年4月 統合編集体制の強化を目的に設置。局内デジタル化加速の推進役を担う。ウェブ運営や多メディア配信に加え、紙面のグラフィック、サイト構築など

も行う

経営管理本部企画総

務局

デジタル統括室 21年4月 全社的なデジタル化促進、デジタル戦略の策定などを進める。室長専任（1名）、室次長など各局兼務室員12名で構成し、各局のデジタル化情

報の共有も図る

メディア局

新潟日報社

電子メディア局

山梨日日新聞社 デジタル推進局

中日新聞社

信濃毎日新聞社
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

映像ソフト局

企画営業部 県内CATV局向け番組営業、コミュニティーFMの営業など

報道制作部 県内CATV局向けニュース番組の制作、及びCATV局の自主放送運営(関連会社・とやまソフトセンターに制作委託)

デジタル戦略局 社内のDX戦略を推進する拠点セクションとして、ウェブ戦略室とシステム情報部を統合

デジタル企画部 各局で取り組むデジタル事業を全社的見地から調整し、デジタル戦略を推進、

システム部 新聞制作システム全般の管理、社内OAシステムのメンテナンス、ホームページの技術支援など

編集局 デジタル編集本部 21年4月 本社ホームページの記事出稿・更新、地域ポータルサイトへのニュース配信、コミュニティーFMへのニュース配信および番組出演協力、県内CATV各

局向けニュース番組へのニュース配信、おくやみ情報の有料メール配信

読者センター 22年4月 データベース、紙面掲載情報(記事、画像、紙面イメージ)の検索・FAXサービス、著作権の許諾窓口

北國新聞社 編集局 デジタル編集部 20年4月 電子・電波メディアに関する情報収集、ウェブサイトの運用、データベースに関するIT業務全般など

福井新聞社 編集局 デジタルラボ 14年9月 福井新聞D刊のニュース更新、コンテンツ作成、速報。読者会員拡大。無料サイトの福井新聞オンラインの更新、アドネットワークの管理。携帯電話

サイトへのニュース配信、各種サイネージ配信、電子書籍制作販売など。編集部門と、営業開発部門と一体化。ネットワークサービスの構築、更新

伊勢新聞社 デジタルメディア課 99年

(16年6月IT事業部から名称変更)

ウェブ事業に関する情報収集、ホームページ管理、全国地方紙ECネットワーク関連

総務課 00年6月 電子電波メディア事業に関する情報収集、全社的な事業統括、オンラインニュース、データベースの編集、制作、配信

企画営業課 07年7月 電子メディア事業の広告・企画営業

編集局 クロス報道センター 21年10月 自社サイトと他媒体へのニュースコンテンツ配信、コンテンツ開発

メディア局 知財センター 18年10月 新聞紙面、写真のデータベース化や各種資料の収集、整理保存。写真、外部へのデータベース提供など

デジタルビジネスセンター 18年10月 自社サイト運営、サイネージやラジオへのニュース配信、デジタル版の発行、ネット技術研究、ウェブ広告

神戸新聞社 19年2月

WEBマーケティング部 19年2月 各種企業、自治体との調整・折衝。新規事業の立案・遂行。メディア関連システム開発、ネット関連事業の営業推進、ウェブ広告（純広）、サイ

ネージ管理

データベース部 19年2月 統合データベースと記事データベースの運用・著作権管理

WEBエンジニア部 19年2月 デジタルコンテンツ発信の技術開発・支援

データ戦略部 22年2月 ウェブ広告（運用型）の運用、ウェブテクノロジーに関する最新動向の収集

プロジェクト編集部 19年2月 新媒体の運営。グループ各社や協業パートナーと連携した良質なビジネスコンテンツの企画、開発

編集局 ネクスト編集部 14年3月 神戸新聞のニュース速報発信、神戸新聞メディア事業のコンテンツ編集・配信

DX統括本部 DX推進部 21年2月 社内外のデジタルトランスフォーメーションの推進

デイリースポーツ 編集局 報道部デジタル担当 11年1月 デイリースポーツコンテンツの多メディア発信

奈良新聞社 21年6月 社内DX事業の推進、奈良新聞デジタル上の企画推進

イノべーションデザイン室 22年4月 広告クリエイター向けコンテンツの企画・配信

企画部 営業課 各種媒体用広告(ウェブ等を含む)取り扱い、文化事業、イベント運営、その他

ならリビング編集室 フリーペーパー「ならリビング」等の発行（ウェブ含む）、文化教室など

編集部 整理課システム係 06年4月 社内コンピューターネットワーク開発維持管理(主に組版システム系。主に1人、補助1人)、インフラに関する調査研究、システム関連の開発管理

（社内向け）、社内コンピューターネットワーク開発維持管理(主に組版システム以外全て、1人)、その他

WEB制作部 WEB制作課 20年1月 インターネットに関する総合サービス業務（一部デジタル事業部に移管中）、新聞社を含むグループ会社各社のホームページによる各種情報発信、

インターネット上の広告、顧客ホームページ作成、そのほか。20年1月、奈良新聞コミュニケーションズのクリエーティブ事業部ならびに営業部を奈良新

聞社に移管し、クリエーティブ事業部をWEB制作部とする。旧クリエーティブ事業部は99年10月設立

紀伊民報社 業務局 制作部マルチメディア事業部 00年6月 ネットメディアへの情報発信、コンテンツ提供。企業・商店へのネット営業・企画編集・制作・管理

デジタル推進局

北日本新聞社

22年4月

22年4月

DX推進室

京都新聞社

夕刊三重新聞社 総務部
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

編集局 デジタル編集センター 19年12月 電子版・ニュースサイトの運営とウェブ用取材編集・コンテンツ配信、外部媒体への記事配信、動画取材・編集、ラジオ局・デジタルサイネージへの

ニュース配信、メディア事業に関する情報収集

DX推進本部 DX推進本部事務局 22年3月 社内各種DX推進プロジェクトの企画管理

DX技術支援室 22年3月 社内コンピューターネットワークの開発維持管理、コーポレートサイトの開発運用、社内DX推進事業の技術支援、デジタルサービスの企画・技術開

発

マーケティング企画部 22年3月 デジタルマーケティング、電子版顧客管理・サポート業務、会員組織「さん太クラブ」運用、出版事業

知財事業部 16年9月 データベースの運用・販売、著作権管理

メディア開発局 21年3月 ①全社的なデジタルメディア戦略の企画立案に関する事項、②デジタル素材を活用したビジネスの開発、運用に関する事項、③既存のデジタルメディ

ア、デジタルサービスの改善、運用に関する事項、④デジタルメディア、デジタルサービスに必要なシステムの開発、運用に関する事項、⑤新ビジネスの

立案・展開、営業活動などに関する事項、⑥その他特命事項

ちゅーピーくらぶ事務局 03年 読者会員組織「ちゅーピーくらぶ」会員を中心としたお客さま対応、会員管理、会員サービスの企画・営業

デジタルチーム 21年3月 中国新聞のニュース速報配信、中国新聞のメディア事業のコンテンツ編集・企画・配信

編集センター・データ管理チー 20年3月 統合データベースと記事データベースの管理・運用、外販用データベースへの記事配信、著作権・知財管理

地域ビジネス局 営業部 18年3月 デジタル広告の営業・企画、デジタルサービス・商品の営業

20年3月 デジタル広告の営業・企画

販売局 販売所・販売センターと連携して電子版購読者の管理

技術局 システム部 20年3月 デジタルコンテンツ発信の技術支援・開発

メディア中国 メディア編集本部 メディア部 08年2月 電子・電波メディアの業務を具体的に実施(ホームページ運用、モバイルサイト運営、ラジオ・テレビ局へのニュース送出、ケーブルテレビ文字ニュース・

デジタルサイネージ・電光などへのニュース送出)など

中国新聞システム開

発

97年10月 デジタルメディアを含む一部システムの運用・保守・セキュリティー管理

新日本海新聞社 総務局 デジタル戦略部 21年8月 ウェブサイト・アプリ運用、パソコン・サーバー保守管理

山陰中央新報社 コンシェルジュ局 Sデジ編集部 21年3月 アプリ版を含めた有料ニュースサイトの運用・管理、外部媒体への配信

山口新聞社 山口新聞本部 デジタルメディア企画開発室 20年4月 デジタルメディアへの対応

宇部日報社 17年3月 社内LANの運用管理。ニュースウェブサイト更新

17年3月 地域ポータルサイトの運営・ウェブサイトの受注製作

徳島新聞社 デジタル推進局 デジタルマーケティング部 22年4月（名称変更） デジタルコンテンツの作成、ニュースサイトの運用、コンテンツ拡散業務、徳島新聞電子版のユーザー対応及びセールス対応、コンテンツ販売先の開

拓、デジタル広告・新規デジタルビジネスの開発

編集局 デジタル報道部 21年4月 ニュースサイトの運用及びコンテンツ発信、デジタルコンテンツの企画、取材、出稿、デジタル編成作業、電光ニュース・CATVなど各種メディアへの情報

配信

徳島新聞メディア 編集部 21年4月 デジタルコンテンツの企画、取材

整理部 書誌作業

メディア事業部 01年4月 サイトの運用、マルチデバイスへの情報発信、メディア事業に関する研究開発、ウェブ事業化の運用と開発

情報管理部 01年4月 マイクロフィルム、紙面イメージCDの管理･運用および著作権全般の窓口業務・運用・管理、印画紙データの保存管理

中国新聞社

四国新聞社

山陽新聞社

ソリューション推進チーム

※電子・電波メディア展開は、中国新聞社のメディア開発室および編集局が統括し、メディア中国メディア編集本部メディア部が実務を担当する。

編集局

編集局

広告局

メディア室

ビジネス開発局
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

愛媛新聞社 総務企画局 経営企画部 08年4月 電子・電波メディアを含む媒体研究に関する事項。メディア戦略に関する事項。その他

メディア推進局 メディア開発部 12年4月 ①メディア商品や営業サイトの企画開発・運用・販売に関する事項。②放送、通信など多メディア向けデータ販売、事業展開に関する事項。③デー

タベースに関する事項。④ホームページの制作・運営に関する事項。⑤メディア商品のデザインに関する事項。⑥電子新聞に関する事項。⑦その他、

取材等これらに付随する事項

13年4月に地域読者局読者部のデータベース業務を移管

デジタル戦略室 21年4月 ①デジタル戦略に関する事項 ②デジタル媒体の開発、マネタイズに関する事項 ③デジタル媒体のデータ収集、分析に関する事項

報道部 16年4月 ①政治の情報・記事に関する事項。②経済の情報・記事に関する事項。③社会一般の情報・記事に関する事項。④松山市および同市周辺地域

の情報・記事に関する事項。⑤支社、支局、通信所の報道連絡に関する事項。⑥ホームページ、放送、通信など多メディア向けニュース速報配信に

関する事項。⑦その他、これらに付随する事項

オンライン編集部 21年4月 ①デジタル媒体の開発・制作・運営に関する事項。②デジタル媒体等の会員、売り上げ管理に関する事項。③デジタル媒体、放送、通信など多メ

ディア向けニュース・情報、写真・映像配信に関する事項。④ホームページの制作・運営に関する事項。⑤デジタル媒体のデータ収集、分析に関する

事項。⑥CATV向け放送番組制作に関する事項。⑦データベースに関する事項。⑧電子新聞に関する事項。⑨デジタル媒体の顧客対応に関する

事項。⑩その他、取材等これらに付随する事項

営業局 営業開発部 12年4月 ①広告の企画・集稿や印刷物の受注、売り上げの計上・確認、新媒体の開発など営業活動全般に関する事項。②情報の開発およびその記事企

画、作成に関する事項。③営業商品売上高の分類、集計、統計に関する事項。④関連会社との営業連携に関する事項。⑤営業関連サイトの営

業・企画・運用に関する事項。⑥クロスメディアに関する事項。⑦電子新聞に関する事項。⑧その他、これらに付随する事項

メディア戦略局 メディア戦略部 デジタルビジネス・IT戦略の立案

メディア事業部

技術局 技術企画室 20年8月 デジタル事業に関する技術的サポート

クロスメディア報道部（編集

チーム）

22年4月 西日本新聞me・携帯サイト、のページ製作・コンテンツの運用。全国新聞ネットへのニュース配信作業。記事データベースの制作と社内提供。日経

テレコン21、デジアナコミュニケーションズ、G-Search、Factiva、ELへのデータベースへの記事配信作業。Yahoo!など外部へのニュース配信作業。

西スポプラスなどの電子媒体への配信作業

クロスメディア事業部 22年4月 西日本新聞パスポート会員管理、問い合わせ対応

クロスメディア報道部（取材

チーム）

22年4月 デジタルオリジナル記事の取材執筆、新技術を用いた報道の実験、SNSを用いた調査報道

クリエイティブソリューショ

ン本部

WEB制作部 19年4月 デジタルサービスのシステム開発・保守

DX推進室 22年4月 ウェブ広告の営業・チューニング、データベースサービスの営業

コンテンツ部 18年4月

システム編集部 20年4月(システム部とメディア編集

部を統合)

統合編集本部編集局 デジタル報道部 21年4月 「報道部」を「デジタル報道部」と改称し、統合編集デスクを5人にして、午前中から深夜まで交代で対応する

長崎新聞社 20年12月 営業部門との連携を強化、シナジー効果を発揮する

長崎新聞ホームページをさらに活かし、増収を図る

熊本日日新聞社 デジタル化推進室 20年3月、総合メディア局情報企画

部から改組

IT戦略、ビジネス化の企画・立案と実施。大型ビジョンの運営と動画製作。熊日電子版管理。

情報技術局 システム・IT推進部 12年3月、システム部として設置。

18年3月、全社的なIT関連業務の

推進と支援を目的に拡充

新聞制作系や業務・管理系の全社システムの構築と運営管理。全社的なIT推進の支援

編集局 デジタル編集部 20年3月、編集局デジタル編集セン

ターから改称

統合編集を推進。SNSへの情報発信、ラジオ等他媒体へのニュース配信

佐賀新聞社

西日本新聞メディア

ラボ

ウェブ戦略室

西日本新聞社

18年4月、紙とウェブの融合をさらに進めるため編集本部に統合。ウェブサイトを会員制に移行し①有料記事②紙面ビューア③記事データベースの3

サービスを統合した「佐賀新聞電子版」へのコンテンツ増強を促進する。整理記者のメディア編集部が多面担当、ウェブ配信まで担い、コンテンツ部が

一層のコンテンツ充実を進める

20年4月、整理部門の合理化のため、システム部とメディア編集部を統合しシステム編集部とした

21年4月、「編集本部」を「統合編集本部」に改称し、11人だったコンテンツ部に報道から学芸班5人、営業局から生活情報紙「フィット」の編集記

者3人を統合し、ウェブファーストを全編集部に拡大していく

編集局

21年8月

コーポレートマネジメント

本部

統合編集本部メディア

局
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設置年月 組織の役割・業務社名 局・本部等の名称 部署の名称

デジタル戦略局 デジタル戦略部 21年4月 デジタルマーケティング、ウェブ関連の収益力強化

システム・ネットワーク開発部 21年4月 システム開発・運用

編集局 ニュース編集部 20年4月 紙面とウェブのニュースコンテンツ編集・制作

デジタル推進局 デジタル企画部 07年4月 ホームページ、ニュースサイトの更新、バナー等の製作、携帯サイトの更新、FMニュースの配信、電光ニュース配信、ホームページに関するバナー広告

管理、デジタルサービス（47行政ジャーナルなど）の営業、会員管理、ウェブアンケート

データベース部 07年4月 データベース作成、図書、資料管理

夕刊デイリー新聞社 21年10月 ①更新作業および、記事ソースのウェブコンテンツ用へのリコンパイル作業、②記事ソースのデジタルコンテンツへの再利用に対しての、インフラおよび

ワークフローの設計・設立業務

デジタル編集部 21年4月 自社サイトや外部ニュースサイト、デジタルサイネージへのニュースアップ、動画アップ

デジタル営業部 21年4月 自社サイトやデジタルサイネージの企画・コンテンツ制作。会員サイト対応窓口

ネットワーク広告やバナー広告などの営業。デジタルサイネージ営業

デジタル技術部 13年4月 自社サイトの運用・管理、ウェブサーバの運用・保守、ウェブシステム開発、コンテンツ制作、デジタル商品の開発

編集局 写真部 14年4月 写真・動画の撮影や編集作業。写真販売サイトへのアップ作業

総合メディア局 システム部 15年11月 新聞製作システムの運用･管理・保守

紙面閲覧サービスの紙面データアップ

データベース部 02年4月 データベースの運営・登録・管理、スクラップ作業、記事・写真遡及、図書資料管理、著作権管理

商用データベースへのデータ提供

読者総務部 19年10月 新聞購読者向けサービスの読者確認、販売所割り当て

南海日日新聞社 編集局 WEB編集部 01年11月 HP作成・更新、携帯サイト作成・更新

編集部資料室 89年1月 新聞資料保存、データベース構築

営業局 月刊奄美編集室 01年11月 HP作成(編集部と連携)。月刊紙、書籍の発行

DX戦略局 DX推進部 21年4月 社内のDX化を促進し、デジタル収入の獲得を強化する。HPサイトのリニューアルやデジタル広告戦略の策定、顧客分析による会員の増強に取り組

むほか、RPA導入による作業効率化で労務負担の軽減を図る

編集局デジタル報道本

部

デジタル部 96年11月

(20年9月に組織改編)

ウェブサイト「沖縄タイムス＋プラス」での報道(速報、新聞掲載記事のアップ)。サイト独自のコンテンツ制作・管理・運営・広告配信。自社データベー

スの管理・運営・外部販売。記事・画像・映像など自社著作物に関する使用許諾等管理業務。Yahoo!、LINE、SmartNewsなどへの記事提供

デジタル推進局 デジタル編集グループ 20年11月 自社ニュースサイト、外部サイト、ニュースアプリなどへニュース配信、ニュース速報、独自記事執筆、ニュースレター配信、音声映像コンテンツ配信

デジタルビジネスグループ 20年11月 紙面ビューアー含むデジタルサービスの販売、顧客管理。データベースの管理運営。有料携帯サイトの管理運営。ソーシャルメディアアカウントの運営。

47行政ジャーナル運営・営業。ネット広告販売管理。イベント時の写真販売。著作権管理

データベースの登録・修正。外部配信用データの作成・配信。ホームページへの掲載作業。写真販売

沖縄タイムス社

琉球新報社

電子メディア局

デジタル室

大分合同新聞社

宮崎日日新聞社

南日本新聞社

読者局
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議題４－⑤           メディア開発委員会（2022.7.29）資料 

２０２２年「デジタルメディアを活用した新聞・通信社の情報サービス現況調査」 

報告書ダウンロードサイトのご案内 

 

 標記調査の報告書は、専用サイトからダウンロードできます。下記 URL に直接アクセ

スし、ID・パスワードを入力してください。当協会ウェブサイト「プレスネット」や会員

社専用サイトからはアクセスできません。 

 ダウンロードサイトのアドレスや ID・パスワード、報告書データのお取り扱いには、ご

注意ください。 

 

◇報告書の取り扱い要領 

 ・本報告書ならびに関連資料は、原則、メディア開発委員会委員社と回答協力社のみに

公開いたします。社外の方に本サイトの URL や ID・パスワード、報告書等のデータ

を提供しないでください。 

 

◇ダウンロードサイトアドレス 

https://www.pressnet.jp/digital/chousa/2022/houkokusyo2022.html 

 

◇ID 

chousa2022 

 

◇パスワード 

xRz3PhB2 

 

◇本サイトからダウンロードできるもの 

・第 1 分冊（調査結果概要） 

・第 2 分冊（総合ニュースサービスの詳細） 

・第 3 分冊（各社の概況Ⅰ） 

・第 4 分冊（各社の概況Ⅱ、総合ニュースサービス以外のデジタル関連サービス、対応組

織の設置状況） 

・第 2 分冊、第 3 分冊の Excel データ版 

・2020、2021 年度「デジタルメディアを活用した新聞・通信社の情報サービス現況調査報

告書」 

 

以  上 



議題５－①            メディア開発委員会（2022.7.29）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、7 月 1 日に第 220 回会合を開催した。第 7 回デジタル

メディアセミナーの実施案、デジタルメディアを活用した新聞・通信社の情報サービス現

況調査結果などを了承した。また、北海道新聞社、中国新聞社から事例報告を受けた。 

 

第 220 回専門部会（7 月 1 日） 

◇デジタルメディアセミナーに関する件 

 標記セミナーの実施案について報告を受け、了承した（議題３参照）。プログラムの一部

について、テーマの絞り込みを行うためのアンケートを実施することとした。 

 

◇デジタルメディアを活用した新聞・通信社の情報サービス現況調査に関する件 

 標記調査結果について報告を受け、了承した（議題４参照）。 

 

◇プラットフォーム問題への取り組みに関する報告 

プラットフォーム問題への取り組み強化に向け実施したアンケート結果や今後のスケジ

ュールなどについて報告を受け、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。 

 

・「ASATTE CAMP」について 

北海道新聞社 デジタル推進室 門馬羊次氏 

北海道新聞社は今年 4 月、複数のバーティカルメディアを立ち上げた。その一つが 4 月

7 日に立ち上げたアウトドア・キャンプ関連のウェブサイト「ASATTE CAMP」だ。コン

セプトは「キャンプが好きになると、北海道が好きになる」。キャンプや地域を好きになり、

北海道を良い場所だと思ってもらうのが目標だ。ターゲットは 20～40 代のキャンプライ

トユーザーの新聞非購読層で、特にファミリー層を意識している。掲載記事やサービスは

すべて無料で、広告で収益を上げる。バナー広告もあるが、特に記事体広告やタイアップ

記事を中心に、ネイティブ広告に注力している。 

デザインはファミリー層を意識した柔らかい印象を心がけている。サイトでは道内の

500 件近いキャンプ施設のうち、約 300 件を紹介。PC、スマホサイトのいずれもファース

トビューはキャンプ施設の検索画面で、道内のキャンプ施設を地域やロケーションで検索

できる。その他にもさまざまな特集記事がある。便利で役立つサービスだと認知してもら

い、サイト回遊の先の奥行きとして記事を読んでもらう狙いがある。リアルタイムのキャ

ンプ施設の状況を、ユーザーにアンケート形式で答えてもらう口コミ機能もある。 

記事は社内でも書くが、大部分をアウトドア専門のライターに委託している。キャンプ

用品（ギア）の情報を中心に、キャンプ施設やイベント情報に関する記事を発信し、キャ

ンプ場とユーザーをつなぐ唯一無二のプラットフォームを目指している。 
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バーティカルメディアの設立には、本紙では接触が難しい若い世代との接点を作る期待

がある。本サービスに加えて、妊活中や未就学児の子育て層を対象にした「mamatalk」や

食と観光に関する「TripEat」、読者参加型の「MouLa HOKKAIDO」など、さまざまなメ

ディアを立ち上げている。いずれも広告での収益を見込んでおり、ターゲットに沿ったセ

ールスを展開している。アウトドア関連は ASATTE CAMP、子育て関連は mamatalk な

どとクライアントに合わせた出稿の選択肢を増やしている。 

サイトの編集作業、収益の拡大、SNS 運用などに一貫して携わることで、仕事の幅が広

がったと感じている。北海道らしいメディアを立ち上げて広告収益の増加を実現できれば、

新たな存在意義が生まれると考えている。 

＜質疑応答＞ 

○ウェブサイトは何人体制で運営しているのか。広告営業はどの部署が担当しているのか。 

→基本的にはデジタル推進室内に編集部を設け、2、3 人で運営している。広告営業はデジ

タル媒体の営業を担当する営業局と二人三脚で行う。一つの部署で抱え込まず、役割ご

とに連携している。 

○リアルタイムの口コミを投稿してもらうための工夫はあるか。 

→サイトを立ち上げてすぐ、口コミ機能を始めた。認知がないと投稿されないので、社内

横断的に力を借りた。出版部門からの情報提供に加え、同部門で制作していた道内のキ

ャンプ場マップを投稿者にプレゼントする企画を始めた。これが好評で投稿が増えた。

現在約 2 か月運用して 100 件ほどの口コミがある。複数回投稿してくれる利用者もい

て、こうしたユーザーの定着が重要だと感じる。投稿はすべてツイッターで紹介してお

り、認知を広げている最中だ。 

 

・「デジタルを活用した折り込み広告の最適化」について 

中国新聞社 メディア開発局部長   園部 貴之副代表幹事 

GPS を活用した分析ツール KDDI Location Analyzer（KLA）を用いた折り込みチラシ

の効果分析や営業への活用と、ターゲティングメルマガ「オリコメール」の活用について

紹介する。 

KDDI が提供する KLA は au ユーザーの情報を利用し、同意を得たユーザーから性別や

年代などの情報をリアルタイムで収集できる。折り込み広告を取り扱う中国新聞サービス

センターは 21 年 4 月に KLA を導入し、広告営業に活用している。例えば、ある店舗の来

店者の居住地を折り込み地図システムとデータ連携して分析すると、折り込みチラシの配

布外だが来店者数の多い地域や、配布していても来店者の少ない地域がわかる。若い世代

の来店が少なければ、新たなニーズの掘り起こしが可能として新たな提案が可能となる。

数値化された明確な情報により営業に説得力が生まれるとともに、記事体広告やデジタル

広告、SNS の運用など新しいニーズの発掘にも役立つ。GPS によるため階層構造の店舗

は分析が難しいなどの欠点はあるが、全社員がアクセス可能なクラウドシステムである点

や撤退時の損失が少なく済むサブスクリプションサービスである点、データ連携が可能で

販売店エリアとの同時分析ができる点は長所だと感じている。 

21 年秋から始めたオリコメールはスマホやパソコンにチラシ型のメールマガジンを届
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けるサービスで、現在約 26 万の中国新聞 ID に配信している。中国新聞 ID は登録に性別

や住所、年代は必須ではないが、回答してくれることが多く、新聞社への信頼を感じる。

折り込みチラシを HTML 化したメールを作成し、折り込みチラシと併せて送信する。自

社サイトへの誘導を狙い、メールに顧客ホームページの URL などを組み込める。開封率

は約 30%と高水準だ。単独メール送信、他商品とセットの場合など複数の価格帯を用意し

ている。地域や性別、購読の有無、年代などのセグメントを掛け合わせた配信も選択でき、

販売所のエリアより狭い地域での広告も可能だ。メールを開封した人はプライベートDMP

に情報が付与され、次回のビジネスに活用できる。一方で、メール配信によって一定数の

ID の退会や削除がある点がデメリットだ。退会や削除をどう減らしていくかが重要で、配

信頻度を増やしすぎないのがポイントではないか。 

＜質疑応答＞ 

○字が小さいチラシのデータを HTMLメールで配信する際、工夫していることはあるか。 

→オリコメールには得手不得手があることを説明しながら調整するが、再構成した方がよ

い場合が多い。 

○GPS を活用した折り込みチラシの配布は、顧客の新規獲得と維持・増大のどちらを目的

に据えているのか。成果が如実に表れた業種は飲食店以外にあるか。ナショナルチェー

ンにはアプローチできているのか。 

→開始当初は顧客の維持を目的としていたが、ノウハウの蓄積に伴い、現在は新規顧客の

獲得にも力を入れている。飲食店やスーパーなどの中小・零細企業を基本的な対象とし

ており、ナショナルチェーンにはアプローチしていない。 

 

◇講演 

ライター・編集者で「映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテ

ンツ消費の現在形」の著者である稲田豊史氏から「倍速視聴世代のコンテンツ消費傾向か

ら考えるニュースサイトの在り方」をテーマに話を聞いた。概要は次ページ以降。 

 

以  上 
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第 220 回メディア開発委員会専門部会（2022.7.1）講演抄録 

倍速視聴世代のコンテンツ消費傾向から考えるニュースサイトの在り方 

ライター・編集者 稲田豊史氏 

 

（１）若者（現代人）のコンテンツ消費スタイル 

2021 年に「現代ビジネス」で、若者の映像作品への倍速・スキップ視聴の態度を分析し

たウェブ記事を不定期連載した。連載をもとに 22 年 4 月に「映画を早送りで観る人たち 

ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形」（光文社）を刊行し、大きな反響を

得ている。 

動画コンテンツの倍速視聴実態に関する調査では、20～69 歳の約 3 割が倍速視聴の経

験があると回答した。映像コンテンツの倍速・スキップ視聴は若者に限った習慣ではない。

他方、20 代全体では約半数が視聴習慣を持つなど、若い世代ほど倍速視聴経験の割合が

高い。倍速視聴したいジャンルという質問ではドラマ、ニュース・報道、バラエティ、映

画、ユーチューバーの企画動画の順に多かった。物語コンテンツと情報コンテンツが混在

していることがわかる。 

青山学院大学の 2～4 年生を対象としたアンケートでは、3 人に 2 人が倍速視聴を、4 人

に 3 人が 10 秒スキップ視聴をしていることがわかった。学生が倍速視聴しているコンテ

ンツのジャンルをみると、大学の講義、ユーチューバーの企画動画、ドラマ、アニメ、報

道・ドキュメンタリー、映画の順となっている。倍速・スキップ視聴派からは「お金を払

ったのだからどう見ようが勝手」「作り手のエゴを押し付けないでほしい」「時間がなく、

等倍速だと見たい本数をこなせない」「普段から大学の講義も 2 倍速で聴いているので、

通常の速さだとまどろっこしい」「見たいシーン以外の場面は飛ばす」といった意見があ

る。 

倍速・スキップ視聴の広がりには三つの背景があると分析している。一つ目は供給作品

の過多だ。サブスクリプションサービスが増え、映像作品を安く多く見られる環境になっ

た。見る必要のある作品が増えて時間が足りなくなり、早送り視聴が必須となった。二つ

目はタイムパフォーマンス（タイパ）を求める人の増加だ。タイパは近年生まれたマーケ

ティング用語で、時間対効果を意味する。短時間で多くの情報・コンテンツを消費しよう

とする効率主義が広がっている。三つ目はセリフですべてを説明する映像作品が増えたこ

とだ。一つ目と三つ目は視聴者を取り巻く外的要因、二つ目は視聴者の内的要因だ。 

まず、外的要因からみていきたい。1990 年代、映像作品の視聴手段は映画館やテレビ、

レンタルビデオに限られていた。現在は安価なサブスクリプションサービスや YouTube、

TVer などの無料メディアが加わった。従来は一人あたりの視聴本数と映像作品への思い

入れは比例関係にあったと整理できる。動画サービスの普及以降、簡単にコンテンツに触

れることができるようになり、多くの作品に触れることと映像作品への思い入れが比例し

なくなっている。多くの作品には触れているが愛着度が高くない層が倍速視聴者だと理解

できる。 
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心情や情景を説明するセリフが増え、わかりやすさを求める世情には作り手からも言及

がある。脚本家の佐藤大氏は「口では相手のことを『嫌い』と言っていても本当は好きと

いう描写が、今は通じない」と語っている。アニメプロデューサーの真木太郎氏は「制作

委員会で脚本が回し読みされる際、説明が少ないと『わかりにくい』という意見が出る。

観客が理解できるかどうか、不安なのだろう」と証言する。視聴者の理解を促すために「説

明ゼリフ」が多くなり、見続けるとそれが当たり前になる悪循環が生じる。結果、「スト

ーリーが進んでないのだから、セリフのない場面は飛ばしても構わない」という考えにつ

ながる。私たちはセリフのない場面にも意味があると知っているが、セリフ過多の作品を

見て育ってきた人にはセリフのない場面は「無」だ。セリフがない場面にも意味があると

説明すればわかってくれるが、そうした説明がなければ理解されない。 

倍速・スキップ視聴の内的要因は①タイパ至上主義の台頭、②コミュニケーションコス

パの追求、③早く正解を知りたいがゆえのネタバレ消費、④「失敗したくない」「回り道

＝無駄」の思考――の 4 つに分類できる。ある大学生は「ドラマ 1 話を 30 分で見れば、

1 本分の時間で 2 本見られて得だ」と話し、別の大学生は「2 時間の映画を 2 時間かけて

見たら『もったいない』と感じる」といい、映画やドラマを見る前に必ずあらすじを読み

込んでいるという。「事前にあらすじを読むと楽しみがなくなるのでは」と質問したとこ

ろ、「時間を無駄にしたくないので、自分にとって見る価値があるか判断してから見たい。

面白いか確信が持てない時間はストレスだ」と語っている。面白くなるまでの時間を無駄

に感じてしまうので、最初から面白くしてほしいと話している。これは映像作品に限った

話ではなく、音楽やテキストコンテンツでも同様だろう。例えば最近の流行曲は、冒頭が

サビのものが多いという。イントロからサビまでの間で聞かなくなってしまうためだ。読

んでほしいのなら、最初に最も面白いものを提示する必要がある。また別の大学生は、映

画やドラマを見る前にネタバレサイトや考察サイトを読み込むという。「先に結末を知っ

たら楽しめないのでは」と問うと、「先に犯人が分かった状態で見た方が、『犯人なのにこ

ういうことをしているのか』という見方ができる。無駄なく見られる」と答えた。この行

為はハズレを引いて時間を無駄にしないための事前審査（スクリーニング）といえる。あ

る 10 代男性はファスト映画で結末までの内容をチェックし、気に入ったものは配信サー

ビスや DVD のレンタルで何度も見るという。20 代女性は「TikTok や YouTube ショート

でドラマやバラエティ番組の切り抜き動画を見る。その中で面白そうなものは本編を見る」

と語った。これもスクリーニングだ。 

時短視聴の極致に連続ドラマの「話
わ

飛ばし視聴」がある。ある大学生は「『愛の不時着』

（全 16 話）は途中まで普通に見ていたが、早く結末を知りたかったのでいきなり最終話

を見た」と語る。驚く人もいるだろうが、珍しい話ではない。別の女性は「結末を知って

安心したので、改めて最初からじっくり見た」という。重要なのは 2 周目を見ていること

だ。単に時短が目的ならば 1 周でよいはずだが、面白いかどうかの確信を得たかったため

に話飛ばし視聴をしたのだ。「『イカゲーム』（全 9 話）は第 1 話から見始めたが、よくあ

る内容だった。話の流れはわかったので、第 3 話以降は飛ばして最終話を見た」という大
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学生もいた。誰が生き残るかが作品の最大の見どころで、最後に生き残った人を確認して

安心したそうだ。 

なぜそこまで効率的かつ大量に映像作品を見る必要があるのか。それは友人間の円滑な

コミュニケーションのためだ。インフルエンサーのゆうこす氏は「私たちが若い時に使っ

ていたミクシィやフェイスブックは、『人とのつながり』を重視するメディアだった。し

かし、そこで過度に人とつながったことで『SNS 疲れ』するユーザーが続出した。反動

で、私たちより下の Z 世代では、つながりよりも『発信すること』がメーンのツイッター

やインスタグラムが主軸になった」と語る。キーワードは「発信すること」だ。LINE で

は一人が何種類ものグループに入っており、それぞれで異なった話題が展開されている。

コンテンツがコミュニケーションツール化しており、発言するためには話題のコンテンツ

を見る必要がある。自分しか知らないものを見ても話題として盛り上がらず、みんなが見

ているものを見なくてはならない。みんなが見ているコンテンツはコミュニケーションツ

ールとしてコスパが良いということだ。 

失敗を恐れるという Z 世代の傾向が「ネタバレ消費」につながる。Z 世代の消費傾向を

分析した「ビジネスインサイダー」の記事では、「クライマックスが感動で泣ける映画な

ら、先に教えてほしい」「プレゼントをくれるなら、先に希望を聞いておいてほしい」「サ

プライズパーティーは絶対に嫌だ」といった声が紹介されている。その記事によれば「ミ

レニアル世代が未体験に価値を求めるのに対し、追体験に価値を求めるのが Z 世代。未知

のことや想定外の出来事による気持ちのアップダウンを、ストレスと捉える傾向が強い」

という。ネタバレ視聴は効能書きを熟読してから薬を飲むのと一緒だ。先ほど紹介した、

映画やドラマを見る前に必ずあらすじを読み込むという女性は「楽しみがなくなるのでは」

との質問に対して「ミステリーでドキドキするのが苦手。理解できなくなるのも気持ち悪

いので避けたい。娯楽のために見ているのに不快になる」とも言った。「不快」はある種

のキーワードだ。コンテンツを視聴する際、不快を徹底的に避けたい人は 20 代や 30 代

にも多い。倍速視聴は時間を無駄にする不快を、スキップ視聴はつまらないシーンという

不快を、ネタバレ視聴はどうなるかわからない話という不快を避ける行為なのだ。 

なお、若い世代は作品の評論も不快に感じるようだ。ある大学生は「知らない人の考え

を書いた記事を読んでも面白くない」と語る。評論ではなく、応援やファンの絶賛コメン

トが求められている。評論が不快に思われる理由について、博報堂 DY メディアパートナ

ーズメディア環境研究所の森永真弓氏は「推している作品や人物を批判されたくないのは

当然だ。客観的な分析は必要とされない。『推し』の輝きを失わせるようなことは言わな

いでほしいのだ」と解説している。「恋人のことを悪く言ってほしくない」と同じ感覚だ。 

 

（２）「長い文章が苦痛」問題 

これまで説明してきた映像コンテンツの視聴行動の特徴は、すべてテキストコンテンツ

にも当てはまる。サブスクリプションサービスがもたらした視聴可能作品数の多さは「無

料で読めるテキストが膨大に存在すること」に、説明セリフの過多、わかりやすさを求め



7 

 

る世情は「『この記事は結局どちらの味方で、誰をたたけばよいのか』という反応が相次

ぐ風潮」に読み替えられる。追体験主義、ネタバレ視聴は「先に結論を書いてほしい感覚」、

コスパ・タイパ至上主義は「本文や長い文章を読まない人の多さ」、評論が不快に思われ

ることも「評論テキストが最も読まれにくいこと」にそれぞれ対応する。 

長い文章が苦痛に思われる傾向は、LINE 傘下の無料ニュースサイト BLOGOS のサー

ビス終了にも表れている。たとえ無料であっても長い文章や論評は読まれにくく、硬派な

テキストメディアは劣勢に立たされる。批評家の東浩紀氏は「無料なら読まれるわけでも

ない。今やネットで拡散されるのは短いつぶやきばかりで、若い世代の情報源は数分の短

尺動画に移行している。長い文章を通じて世界を捉えることが時代遅れのようだ」と語っ

ている。Z 世代以下の若者はテキスト検索をあまりしない。大手広告代理店のリサーチャ

ーによれば、今の大学生は新しいことを調べる時に YouTube 検索を使うという。テキス

トで読んだ方が早いと思うかもしれないが、「テキストの黙読が苦手な大学生が多い。彼

らはまとめ記事を読むよりも 10 分の YouTube 動画を 2 倍速で見る方が、情報摂取効率

が高いと感じている」「目に入る文章の長さがツイッターや LINE レベルでないと読まな

い」という声もある。 

数百字の本文すら読むのがおっくうな人が増えている。例えばライブドアニュースの記

事には本文を 3 項目の箇条書きにまとめた「ざっくり言うと」というコンテンツが表示さ

れる。若い世代はニュースサイトを読まないという意見もある。あるリサーチャーによれ

ば「Z 世代の一定数は SNS でニュースに触れており、ニュースサイトはおろか、まとめ

サイトすら読んでいない」という。東氏は「今は文章が読まれない。特にノンフィクショ

ンや評論は驚くほど読まれない」と語っている。読者は結論を早く知りたがるが、評論や

ノンフィクションは長く読み込んだ末に結論があるからだ。長い上に、結論が白か黒かは

っきりしない評論もある。わかりやすさが渇望される理由について、経営学を専門とする

金間大介氏は「現在の若者は、消費者が受け取った情報を自分で解釈しなければならない

一方通行のマスメディアよりも、自分で決めるというストレスなしに購買に至ることがで

きる SNS の消費体験やインフルエンサーの情報を好む。自分で決めることや、いったん

球を持たされることに抵抗がある。自分の意見に自信がない」と説明している。 

 

（３）「彼ら」はニュースサイトに何を求めているのか 

一定の年齢以下の層をニュースサイトに引き込むには、読み始めの早い段階で結論がわ

かることと一目瞭然であることが求められる。ある NPOが運営するウェブサイトでは「選

挙公約比較」として各政党の気候・エネルギー政策を○△×などで評価し、1 枚の表にま

とめている。単純化すると物事を語るのが難しくなるが、こうした工夫なしでは食いつい

てくれない。 

読者にニュースについて一から考えさせるのではなく、「影響力のある人間はこういう

意見だ」「世論の風向きはこうだ」という情報が提示されていることも重要だ。例えばヤ

フーのニュースアプリでは、ニュースの本文より先にコメントが目に付く仕様となってお
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り、これに慣れている人が多い。本文を読む前に「世論はこうだ」というわかりやすい意

見が見えてしまう。NewsPicks も同様の作りになっており、記者が「NewsPicks は『ソ

ーシャル経済メディア』を標榜しているが、他の人がそのニュースにつけたコメントしか

読んでいないという声もよく聞く」と語っていた。意識の高い硬派な読者が多いイメージ

だが、そうではない利用者も多くいる。そうした読者が真っ先に知りたいのは公正中立な

報道や事実ではなく、「世論や自分の観測範囲内にいるオピニオンリーダーがどう思って

いるか」だ。自分の意見に自信がないため、まず評判が気になるのだ。 

ニュースコンテンツを作った人の顔やキャラクターが明示されている記事の方が読ま

れる。「何を言ったかではない。誰が言ったかだ」とよく言われるが、プラットフォーム

上でもユーチューバーやインスタグラマー、ティックトッカーなど作り手が注目を集めて

いる。人気ティックトッカーのけんご氏が筒井康隆の『残像に口紅を』を紹介したところ、

6 回もの重版がかかり、11 万 5 千部の増刷となった。コンテンツ自体の評価ではなく、

「この人が紹介したから興味を持って買う」という行動に着目したい。チャンネル登録者

数 347 万人のグループユーチューバー・コムドットの人気について、ユーチューバー作家

のすのはら氏は「メンバーの関係性や目標に向かう姿などが垣間見える日常を切り取って

動画にしている。ある種、『プロセスエコノミー』に近い。YouTube チャンネルのファン

というよりも、コムドットというチームやメンバーのファンを作るための工夫を細やかに

行っている」と語る。ここでいうチャンネルの企画・コンテンツのファンは新聞のファン、

チーム・メンバーのファンは記者・書き手のファンに該当するのではないか。新聞には署

名記事があるが、記者の顔は見えない。すべての記者がキャラを出し、署名記事を出せば

よいという短絡的な話ではないが、誰が書いているかは読む人にとっては重要だ。前出の

森永氏は「以前、テレビを見ないという大学生がワークショップでテレビ局の方と直接話

したら、『テレビ局の人がどんな人かわかったので、知り合った方が関わっている番組を

見てみる』と言っていた」「知らない人が作ったものにばくちはできないが、作り手の顔

が見えているユーチューバーの番組は見る。コンテンツの良し悪しよりも、作り手の顔が

見えていることが優先される」と話す。 

ニュースサイトを運営する上で、若い読者と関係を構築するには、早い段階で結論を明

示すること、ニュースへの著名人の反応や世間の風向きを明示すること、ニュースを書い

た人の顔・キャラを明示することが必要だ。 

 

（４）「テキストは無料であるべきか」問題 

コンテンツの視聴本数と思い入れ度が比例しなくなっており、多くのコンテンツに触れ

ながら愛着度が高くない層が倍速視聴者だと説明した。テキストコンテンツでもこれと同

じように、記事を読む本数と思い入れ度が比例しなくなっている。倍速視聴者に該当する

「無料で記事をぞんざいに読む人」がいると分析できる。 

cakes や SlowNews など、有料のウェブテキストメディアが相次いでサービス終了を発

表した。ある全国紙の文化部記者は「新聞社は長らく、無料で読めるニュースをヤフーに
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提供し続けてきた。今さらウェブのテキストコンテンツを買ってくれと言っても、通らな

いだろう」と言っていた。この問題について考えてみたい。 

どの世代がウェブコンテンツに無料を求めているのか。TBS と博報堂 DY メディアパ

ートナーズメディア環境研究所の調査によれば、Z 世代（18－24 歳）、Y 世代（25－40

歳）、X 世代（41－59 歳）のうち、最もウェブコンテンツへの課金に消極的なのは X 世代

だった。サブスクに慣れていないとも言える。Z 世代はお金を払いたいものには払うとい

い、最も積極的に課金するのは Y 世代だという。 

コミックスの期間限定無料配信のように、無料で記事に触れた読者の一部が有料で読ん

でくれるのではないかという仮説はどうか。しかし、コミックスとテキストではマーケテ

ィングが根本的に異なる。コミックスは無料期間内にすべて読めず、「続きを読みたい」

「一気にすべて読みたい」という欲が生まれる。物語やキャラクターを気に入れば「推し」

となり、応援欲や所有欲も生まれる。一方で後者は記事を読めば完結してしまう。情報を

摂取して終わりになるので、別のニュースもお金を払って読みたいとはなりにくく、無料

の導入モデルはニュースサイトでは成立しないのではないか。 

人はどんな時にテキストに課金するのか。青山学院大学経営学部マーケティング学科の

久保田進彦教授は「回避的動機づけ」という概念で説明する。久保田氏は「0 から 1 にな

るものにお金は払わないが、マイナスから 0 になるものには払う。脱毛や痩身
そうしん

、健康系の

広告が良い例だ」と語っていた。「読まないと大きな不利益を被る」と危機感をあおるノ

ウハウ本やビジネス本は課金しやすいが、コラムや論評などの、より楽しくなるものには

お金を払わない。この傾向が原因で、有料の硬派テキストサービスが閉鎖に追い込まれて

いるのではないか。 

 

＜質疑応答＞ 

○ニュースサイト運営では、短いストレートニュースよりも深掘りした内容の記事が求め

られると言われることが多い。しかし、講演を聞いて「若い世代には深掘りした記事は

敬遠されて、短いストレートニュースが好まれるのではないか」と考えたが、どう考え

ればよいか。 

→誰が深掘りするかが重要だ。深掘りが絶対いけない、短ければよいというわけではない。

どういう人が解説しているのかが明示されれば、おそらく読んでもらえるだろう。極論

だが、コムドットが解説すれば読まれる。数千字かけた論考も個人的には大切だと思う

が、読んでもらうには工夫が必要だ。 

○新聞社のニュースサイトやコンテンツの作り方も変えていく必要があるのか。リードで

結論を書くのがこれまでの新聞記事のスタイルだったが、ウェブ記事では本文を読まな

いとわからない書き方に変わってきた。今後はどのように変えるべきか。 

→本文を読み進めないとわからない書き方で、若い世代が読むとは思わない。長い記事を

読んでくれる数パーセントの人だけに届けたいならば現状でよいだろうが、裾野まで読

者を広げたいならば書き方を変える必要がある。 
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○Z 世代の人口は少ない。自社のニュースサイトの主要な読者層は 25 歳～50 代半ばくら

いまでで、市場も大きいのではないか。 

→Z 世代の人口は世界的には多いが、日本は少子化で少ない。市場規模の観点からは Z 世

代を切り捨てる選択肢もあるが、情報の拡散者として力がある。Z 世代を拡散に利用し

た上で、想定読者をより上の年齢層に設定するやり方もある。 

○Z 世代は年齢を重ねても、長文記事や長い映像作品を避けるコンテンツの消費傾向を続

けるのか。 

→基本的には続けるだろう。倍速視聴を否定的に捉える人もいるが、映画がテレビやビデ

オで見られるようになった時にも「映画を映画館で見ないとは何事だ」という人が多か

った。今や映画を配信サービスで視聴することが非難の対象となることはない。今は過

渡期だが、世間も倍速視聴に慣れていくだろう。 

○Z 世代以降の世代はどのような視聴傾向になるのか。 

→現在小学生の世代をα世代と呼ぶが、彼らは物心ついた時からタブレットを見ている。

動画の再生バーを触って面白いシーンだけを見るのが習慣になっている。倍速・スキッ

プ視聴どころではなく、さらに傾向は進行していくだろう。 

以  上 
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