
 

 

第 218 回メディア開発委員会 

（２０２２．１２．９） 

【講 演】 

「デジタル化の中でのニュースの読まれ方 

～国際比較調査『ロイターデジタルニュースリポート』から～」 

NHK 放送文化研究所上級研究員  税所玲子氏 

＜略歴＞ 

1994 年、NHK 入局。新潟局、横浜局を経て報道局国際部記者。中東地域などを取材後、

2004 年にヨーロッパ総局特派員。帰国後、BS 朝の報道番組キャスターを経て、報道局ニ

ュースデスク、国際放送ワールドニュース編集責任者、15 年英ロイター・ジャーナリズム

研究所フェロー。16 年、ロンドン支局長としてイギリス・北欧・EU を取材。20 年から放

送文化研究所で海外のジャーナリズム・メディア動向調査に従事。 

 

【議 事】 

１．２０２３年度メディア開発委員会日程に関する件 

 

２．２０２３年度役員体制に関する件 

 

３．プラットフォーム問題への取り組みに関する件 

 

４．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 

（１）NHK 経営計画（２０２１－２０２３年度）の修正案等に対する意見提出につ

いて 

（２）総務省「公共放送ワーキンググループ」のヒアリングについて 

 

５．デジタルメディアセミナーに関する報告 

 

６．専門部会活動報告 

 

７．その他 

以  上 



メディア開発委員会 メディア開発委員会専門部会

2023年 4月 21日（金）

5月 19日（金）

6月 30日（金）

7月 28日（金）

8月

9月

10月

11月 17日（金）

12月 8日（金）

2024年 1月

2月 20日（火）

3月 8日（金）

以　　上

２０２３年度　会議日程（案）

デジタルメディアセミナー 28日（木）、29日（金）（仮）

議題１－① メディア開発委員会（2022.12.9）資料
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日本新聞協会メディア開発委員会規定 

１９９９年５月２６日制定 

２００１年５月１６日改定 

第１条（名称）本委員会の名称は日本新聞協会メディア開発委員会とする。 

第２条（目的）委員会は、新聞界と放送、情報通信等のメディアとの関連について動向を 

把握するとともに多角的な視野から調査研究を行い、必要に応じ関係官庁等への提言を 

行う。 

第３条（委員）委員会の委員は、会員新聞・通信社（原則として理事・監事社に限定）の 

役員・局長クラスで構成する。 

第４条（委員会の運営）委員会には委員長および若干名の副委員長をおく。委員長、副委 

員長は委員の互選とする。委員長は委員会を代表し、委員会および常任委員会を召集し

てその議長となる。委員長事故あるときは副委員長のうち１名がその職務を代行する。 

第５条（常任委員会）常任委員会は委員長の諮問を受け、委員会の運営について協議する 

とともに、委員会として緊急に対処すべき事項に対応する。 

第６条（部会の設置）委員会は、専門部会・研究会などの下部組織を設け、必要事項の調 

査・研究を委嘱することができる。 

第７条（情報交流）委員会は委員社間、会員社間の情報交流を促進するため、必要に応じ、 

講座、セミナー、見学会を開催する。 

第８条（委員派遣）委員会は既存マスメディア団体との連絡・折衝にあたるほか、放送・ 

情報通信関係官庁・団体等の調査・審議機関に対し、会員社または事務局から代表を派

遣することができる。 

第９条（運営細則）委員会の運営に関する事項は運営細則により定めることができる。 

以  上 

議題２－① メディア開発委員会（2022.12.9）資料
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メディア開発委員会運営細則 

 

１９９９年 ５月２６日制定 

２００１年 ３月２９日改定 

２００４年 １月２９日改定 

２００７年１０月１５日改定 

 

第１条 正副委員長の選出方法 

  １．委員長は在京理事・監事社８社の輪番制とし、その順序は朝日→産経→時事→読

売→日経→毎日→東京→共同とする。 

  ２．副委員長は５名とし、次の方法により選出する。 

・在京紙副委員長＝次期および次々期委員長予定社委員を選出する。 

・ブロック紙副委員長＝北海道、中日、西日本の３社の輪番制とし、１名を選出

する。 

・地方紙副委員長＝在京・在阪各社を除く地方紙各社を東日本、西日本の２地区

に分け、両地区から各１名を選出する。 

       

第２条 正副委員長の任期 

  １．正副委員長の任期は４月１日から次年度の３月３１日までの１年間とする。 

  ２．正副委員長が任期途中で退任した場合は、原則として当該社の後任委員が残余期

間を務める。 

 

第３条 正副委員長の選任 

   正副委員長の選任は、本運営細則に基づき、常任委員会で候補を選出し、その結果

を３月度委員会に諮り決定する。順番の変更または辞退の申し出があった場合は常任

委員会により対応する。 

 

第４条 常任委員の構成 

   常任委員は、正副委員長および在京の委員長輪番社の委員で構成する。 

 

 

                                                                     以  上 
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＜別紙＞ 地方紙副委員長選出表 

東日本地区 

北海道・東北地区  十勝毎日、東奥、岩手日報、河北、秋田魁、山形、福島民報、 

福島民友 

関東・甲信越地区  茨城、下野、上毛、神奈川、千葉、山梨日日、信濃毎日、新潟 

中部・北陸地区  静岡、岐阜、北日本、北國、福井 

  近畿地区  京都、神戸 

  中国・四国地区 山陽、中国、山陰中央、徳島、四国、愛媛、高知 

  九州地区  佐賀、長崎、熊本日日、大分合同、宮崎日日、南日本、沖タイ、

琉球 

西日本地区 



2022年12月現在

①近畿地区 ②中国・四国
地区

③九州地区 ①北海道・東
北地区

②関東・甲信
越地区

③中部・北陸
地区

８社輪番
（朝日→産経
→時事→読売
→日経→毎日
→東京→共
同）

在京紙２社＝次期と次次期委員長社
ブロック紙＝３社輪番（北海道→中日
→西日本）

京都、神戸

山陽、中国、
山陰中央、徳
島、四国、愛
媛、高知

佐賀、長崎、
熊本日日、大
分合同、宮崎
日日、南日
本、沖縄タイ、
琉球

十勝毎日、東
奥、岩手日
報、河北、秋
田魁、山形、
福島民報、福
島民友

茨城、下野、
上毛、神奈
川、千葉、山
梨日日、信濃
毎日、新潟

静岡、岐阜、
北日本、北
國、福井

2023年度 産経東京 ①時事②読売東京③北海道 ○ ○

2022年度 朝日東京 ①産経東京②時事③西日本 沖タイ 福井

2021年度 共同 ①朝日東京②産経東京③中日 高知 上毛

2020年度 東京 ①共同②朝日東京③北海道 神戸 岩手日報

2019年度 毎日東京 ①東京②共同③西日本 琉球 静岡

2018年度 日経 ①毎日東京②東京③北海道 山陽 茨城

2017年度 読売東京 ①日経②毎日東京③西日本 京都 秋田魁

2016年度 時事 ①読売東京②日経③中日 長崎 岐阜

2015年度 産経東京 ①時事②読売東京③北海道 愛媛 山梨日日

2014年度 朝日東京 ①産経東京②時事③西日本 神戸 河北

2013年度 共同 ①朝日東京②産経東京③中日 大分合同 福井

2012年度 東京 ①共同②朝日東京③北海道 中国 下野

2011年度 毎日東京 ①東京②共同③西日本 京都 山形

2010年度 日経 ①毎日東京②東京③北海道 宮崎日日 北國

2009年度 読売東京 ①日経②毎日東京③中日 徳島 信毎

2008年度 時事 ①読売東京②日経③西日本 神戸 秋田魁

2007年度 産経東京 ①時事②読売東京③北海道 佐賀 北日本

2006年度 朝日東京 ①産経東京②時事③中日 山陽 新潟

2005年度 共同 ①朝日東京②産経東京③西日本 京都 河北

2004年度 東京 ①共同②東京朝日③北海道 南日本 静岡

2003年度 毎日東京 ①東京②共同③西日本 四国 信毎

2002年度 日経 ①毎日東京②東京③北海道 神戸 岩手日報

2001年度 産経東京 ①日経②毎日東京③西日本 熊本日日 静岡

2000年度 読売 ①産経東京②西日本 山陽 神奈川

1999年度 朝日東京 ①読売②中日 京都 下野

1998年度 時事 ①朝日東京②北海道 中国

1997年度 共同 ①時事②北海道 河北

1996年度 東京 ①共同②西日本 大分合同

1995年度 毎日東京 ①東京②西日本 高知

1994年度 日経 ①毎日東京②中日 京都

1993年度 産経東京 ①日経②中日 新潟

1992年度 読売 ①産経東京②北海道 愛媛

1991年度 朝日東京 ①読売②北海道 京都

1990年度 時事 ①朝日東京②北海道 京都

1989年度 共同 ①時事②西日本 高知

1988年度 東京 ①共同②西日本 高知

1987年度 毎日東京 ①東京②西日本③北海道 熊本日日

1986年度 産経東京 ①日経②毎日東京③中日 熊本日日

1985年度 読売 ①産経東京②中日 新潟

1984年度 朝日東京 ①読売②中日 新潟

（2001年度5月度委員会で副委員長を5人に拡充）

（1999年3月度委員会で副委員長を4人に拡充）

メディア開発委員会　正副委員長選出表

委員長

副委員長

（在京紙、ブロック紙）

（西日本地区で互選） （東日本地区で互選）

議題２－② メディア開発委員会（2022.12.9）資料



プラットフォーム問題への取り組みに関する報告 

１１月１６日開催の新聞協会理事会で、メディア開発委員会の下部組織として７月に発

足したプラットフォーム問題分科会の活動報告が了承された。  

「ニュースの流通構造と法制度」を検討テーマとする第１分科会と、「健全な言論空間／

世論形成」を検討する第２分科会が、特別委員会の設置に向けて検討テーマの深掘りを行

ってきた。メディア開発委員会は、理事会に先立ち開催された運営委員会に対し、プラッ

トフォームにまつわる喫緊の課題や構造的な問題があることをあらためて確認し、今後は

解決策を実務的な面からさらに具体化して実行していくため、「デジタル特別委員会（仮

称）」を設置するとの上申を行った。運営委員会で審議の結果、デジタル特別委員会を設置

する方向で意見が一致し、具体的な検討を行う実務組織、今後の活動内容などを検討の上

うえ、１２月度理事会に諮ることとなった。 

両分科会は８月から１０月末まで、３か月間で延べ２０回の会合を開催し、課題を深掘

りし、報告書をまとめた。諸外国の状況については簡易調査を実施して情報を収集した。

多くの会合で外部から講師を招き、講演を聞いた。その際には専門部会委員に聴講を案内

し、問題意識の共有に努めた。下記の専用サイトに、分科会各回の講演資料（報告書には

未収録）を１２月１６日（金）までの期間限定で掲載している。 

サイト URL ： https://pressnet.jp/txtpf/

ID ： 2022platform 

パスワード ： r6F3Ht8a 

以  上 

議題３－① メディア開発委員会（2022.12.9）資料



第１分科会報告書の要点

朝日新聞社メディア戦略室福山崇
（第1分科会座⻑）

2
2

問題意識① ⻑期低落傾向にある新聞業界
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出典：日本新聞協会
新聞社の数は96社から89社に減少
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各年10月時点の部数を集計

新聞業界が「購読料」と「広告」という“二大収入”を失いつつあるのは、
インターネットやスマートフォンの普及が大きな原因の一つ
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＊分科会報告書にこれらの細かいデータ
は記載しておりませんが、背景説明です

議題３－③ メディア開発委員会（2022.12.9）資料
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■あなたが最も利用しているテキスト系ニュースサービスは？ ■あなたが利用しているテキスト系ニュースサービスは？（複数回答）

総務省が毎年、ニュース媒体の利用状況を調査。左図の「最
も利用しているニュースサービス」では、ポータルサイトの利
用者が年々増え、ここ5年で新聞各社のサービス（紙＋電子版）
を逆転した。

また、国⺠の7割がヤフー・LINEなどの「ポータルサイト」を
利用する一方、新聞社系サイトは1割前後にとどまる（上図）。

つまり、多くの新聞社・通信社はヤフーなどのプラット
フォーマーに「庇（ひさし）を貸して⺟屋を取られている」の
ではないか？

問題意識② プラットフォーマー（PF）がメディアのリーチ力で首位に

出典：総務省「令和3年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

＊分科会報告書にこれらの細かいデータ
は記載しておりませんが、背景説明です

4

問題意識③ PFと新聞社のニュースサイトの規模

■各ニュースサイトの月間ページビュー（ＰＶ）数

233億（21年8月実績）

全国紙の各社サイト 2〜3億規模

175億（20年7月実績）

週間ユニークブラウザ数 3182万（22年7〜9月）

ブロック紙・地方紙 数百万〜数千万規模

＊NHKオンラインでのウェブサイトとアプリの合計

月間アクティブユーザー数 2千万以上（19年公表）

ヤフーは国内最大の記事集積地

2021年12月末時点

・契約社数 434社
・契約メディア数 677媒体
・1日の記事本数 7500本

＊分科会報告書にこれらの細かいデータ
は記載しておりませんが、背景説明です



理事会のご指示を受け、第１分科会では主に３つのテーマを深掘り

5

①検索事業者とのバリューギャップ問題（グーグルなど）

②ニュース配信取引における問題（ヤフーなど）

③PFが助⻑する著作権侵害（まとめサイトなど）

6

①検索事業者とのバリューギャップ問題

■問題の概要

グーグルなど検索事業者は、記事コンテンツの一部を利用して収益を上げているが、報
道機関には対価が支払われていない

＊参考 関連として「ゼロクリックサーチ問題」。グーグル検索を使うユーザーの57%は検索結果に表示される抜粋情報だけで
満足し、各サイトへ飛ぶクリックはしないとの調査結果も（米マーケ企業Semrush調べ https://forbesjapan.com/articles/detail/51605）。

□取り組みの方向性（検討する選択肢）

・著作権法等を改正し、PFに支払いを義務づける

・競争法等を改正し、 PFに支払いを義務づける

・“行動規範”やソフトロー的な手法で解決をめざす

各国の制度の⻑所・短所を吟味し、“日本型モデル”を検討
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②ニュース配信取引における問題
■問題の概要

・ヤフーなどとのニュース配信契約において、契約内容が不透明・一方的であること

・ニュース配信料をめぐるPFとの交渉力格差

・ＰＦがニュースを無断で使って収益を上げたり、商品力を増したりしていること

□取り組みの方向性（検討する選択肢）

・PFへの共同要請（データ開示・技術的な提案・契約書式・契約締結要請など）

・業界横断の問題事例調査、独禁法や公取委の諸手続きの活用

・ニュース流通の構造的課題への根本的アプローチ（法改正、著作権集中管理、アウトリンクなど）

8

③PFが助⻑する著作権侵害（まとめサイトなど）

■問題の概要

引用の範囲を超えて記事・写真を無断転載し、広告収益を得ている“まとめサイト”
事業者が無数にいる。動画サイトなども含め、タダ読みの被害額は業界全体で年間数
十億円、複数年では数百億円に上る可能性がある

□取り組みの方向性（検討する選択肢）

・業界全体での被害実態・被害額の精査

・PFへの協力要請、連絡・相談窓口の設置
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＊参考 まとめサイトによる著作権侵害の事例

大手広告主（ナショ
ナルクライアント）
などの広告

朝日新聞デジタルか
らの見出し、記事、
写真を無断転載

ＡＮＮ系列テレビ局
のニュース動画を無
断で設置

今後の取り組み方、推進体制

10

短期

PFへのニュース配信をめぐる
不透明・一方的な取引環境

○PFへの共同要請
（データ開示・技術的な提案・契約書式、契約締結要請等）

○業界横断の問題事例調査、独禁法や公取委の諸手続きの活用

PFが助⻑する著作権侵害 ○業界全体での被害額・実態の調査
○PFへの協力要請、連絡・相談窓口の設置

中⻑期 バリューギャップや交渉力格差など
ニュース流通の構造的課題

○諸外国の事例研究とアップデート
○日本型モデルの構築、法制度改革
（プレス著作隣接権、著作権法、独禁法、PF透明化法等）

＊詳細は報告書14ページの表に

■課題解決のための取り組みを短期・中⻑期に分けて同時並行で進める

■推進体制

・新聞協会にデジタル特別委員会（仮称、理事会運営委メンバーで構成）を設置する

・あわせて実務を担う組織も設置し、デジ特委での合意形成とご指示を得ながらスピード感を持って取り組む



最後に
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G A F Y

■３つの課題の本質について

・①検索におけるバリューギャップ、②ニュース配信取引、③著作権侵害、という３つの課題に共通しているのは“ニュース
記事がタダで読めること”

・PFを通じてニュースが無料で読めてしまう状況や、広告のターゲティング精度を高める閲読データ（ファーストパー
ティーデータ）をPFに握られてしまう状況は、どの新聞社・通信社にとっても望ましいとは言えないのではないか？

・デジタル空間における現在のニュース流通構造そのものを再検討する時期に来ているのではないか？



第２分科会の報告書の前提

深掘りすべきテーマ

①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を踏まえた新聞業界のガイドライン制定の在り方 など

②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「ＰＦサービス研究会」、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

③ＰＦ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

1

第２分科会の報告書の概要①-１
▼協会として個人情報保護に関する「ガイドライン」をまとめる方向性で一致

▼一部加盟社のプライバシーポリシーの内容は不十分な面も。協会として加

盟社への啓蒙が必要。将来的に、プライバシーポリシーのひな型作成も有用

制定の意義付けは、

• データの利活用でＰＦと一線を画し、透明性の高さを示す

• 新聞社・通信社のニュースサイト・電子版は、内容だけでなく、プライバシー

の点でも信頼性が高いことを示し、安心して使ってもらう

• 様々な法的優遇措置を受ける業界だからこそ、内容の正確性・公正性の

みならず、個人情報取り扱いの面においても高い倫理観が求められる（自

ら襟を正す）
2

議題３－④ メディア開発委員会（2022.12.9）資料



第２分科会の報告書の概要①-２
▼各社は既にプライバシーポリシー（ＰＰ）を作成し、サイトを運営

⇒各社ＰＰの最大公約数に近い形にするのが現実的

⇒詳細な規定を定めた「ガイドライン」ではなく、主要項目を列挙する形と
し、「宣言」「綱領」「憲章」といった名称にするのが望ましい

▼一方で、報道機関ならではの特色を出せないか。
▼例えば、

• 要配慮個人情報（信条、病歴等）については、本人が同意した場合を除き、
「取得」だけでなく、「推知」も、行わない（※閲覧履歴から支持政党を推定
するといったことの自粛を想定）

• データ利活用の方法を分かりやすく説明する
• 厳重な安全管理措置を講じる
などを盛り込むことが考えられる（ただし、制定しても自主ルール）

3

第２分科会の報告書概要②

▼新聞、社内に何重ものチェック体制を構築し、質を担保した情報を発信。
ネット上の偽情報に対しても、取材・報道を通じて正していく

▼とりわけ、災害時に出回る偽情報や、ヒトの命にかかわるような誹謗中
傷、深刻なプライバシー侵害には積極的に対処

▼日本ファクトチェックセンター（ＪＦＣ）の設立は前進。ファクトチェック機関
の動向を注視。なお、ＪＦＣは、原則として報道機関のニュースはチェックの
対象外にすると内部で規定。これについては「妥当な措置」

▼無責任な意見が目立つコメント欄（ヤフコメ等）の在り方については早急
に改善すべき課題

▼ＮＩＥを通じたニュースリテラシー向上は強化すべき

4



第２分科会の報告書概要③

▼新聞の発行部数は国内外を問わず、長期低落傾向が続く。日本ではこ
の20年間で発行部数が2000万部（4割弱）減った。今回の海外簡易調査で
も、新聞業界の厳しさが明確に

▼米国では、2005年以降、毎週2紙程度の新聞が廃刊に。米国では、５分
の１が、新聞がない「ニュース砂漠」に住む

▼デジタル分野で十分な収益をあげられている新聞は多くない

▼市場を支配するＰＦが公正な報酬を支払っていないのが大きな要因

▼加盟社の協力が得られれば、ＰＦと新聞社で何が起きているのか、新聞
がどんな影響を受けているのか、詳細なデータを集め検証するのは一案

▼新聞社・通信社の報道機関としての機能低下⇒国民の「知る権利」を阻
害⇒民主主義の根幹を揺るがす可能性 5
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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 10 月 14 日に第 4 回会合を開催した。NHK 経営委員会が実

施する「NHK 経営計画（2021－23 年度）」（中期経営計画）修正案などに対する意見募集

への対応および総務省「公共放送ワーキンググループ」（公共放送 WG）での意見表明への

対応について審議した。その結果、ともに意見表明することをメディア開発委員会に上申

することを決め、同常任委員会での持ち回り審議で意見内容を確定させた。中期経営計画

修正などへの意見については 11 月 10 日付で経営委員会に提出（資料 4－②）。公共放送

WG については 11 月 24 日開催の第 3 回会合に高野健一委員長（朝日東京）らが出席し、

意見表明した（WG の概要は資料 4－③、意見書は 4－④、説明資料は 4－⑤）。それぞれ

の概要は以下の通り。 

 

（１）NHK 経営計画（2021－23 年度）修正案等に対する意見募集への対応について 

NHK 経営委員会は 10 月 11 日、中期経営計画の修正案に対する意見募集を開始した。

従来の中期経営計画では、2023 年度に 700 億円程度を原資に受信料を値下げする方針を

示していたものの、具体的な値下げ額や時期を明らかにしていなかった。今回の修正案で

は、23 年 10 月に地上・衛星契約の受信料をそれぞれ 1 割程度値下げする方針を表明し、

原資を 1500 億円程度まで積み増すとした。また、NHK 経営委員会は同じ期間で、受信料

を支払わない人を対象にした「割増金制度」導入に伴う NHK 放送受信規約の一部変更に

関する意見募集も実施した。 

メディア開発委員会常任委員会での持ち回り審議を経て、11 月 10 日付で NHK 経営委

員会あて意見書を提出した（資料 4－②）。意見書の骨子は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）総務省「公共放送ワーキンググループ」での意見表明について 

総務省は 22 年 9 月、有識者会議「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」の下部組織として「公共放送ワーキンググループ」を設置した。NHK のインターネ

ット活用業務の在り方などをテーマに議論する中、新聞協会メディア開発委員会に対して、

ヒアリング要請があった。 

表明する意見書案と説明資料案については、メディア開発委員会常任委員会での持ち回

り審議で了承された。11 月 24 日開催の公共放送 WG 第 3 回会合に、メディア開発委員会

・受信料の値下げ方針を示した経営計画修正案や、これまでの NHK の取り組みをも

って、業務・受信料・ガバナンスの「三位一体改革」が終わっているとは到底言えな

い。公共放送として必要な業務範囲を絞り込み、子会社の業務範囲を再定義して適

正なガバナンスを確保し、それに見合った受信料体系や水準を示すことが必要だ 

・NHK の番組制作費は公共放送としてふさわしい報道・防災・教育・福祉・伝統芸能

といったジャンルに集中すべきだ。また、「理解増進情報」の定義を厳格化し、抑制

する方向で見直すべきだ 

・割増金制度の運用は抑制的であるべきだ。受信料の公平負担に向け未契約者に契約

と受信料支払いを促す一定の効果があると考えられるが、ある種の「罰金」と捉えら

れかねない危うさがある 

議題４－① メディア開発委員会（2022.12.9）資料
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の高野委員長、堀竜一常任委員（読売東京）、松本元裕氏（日経、急きょ欠席となった吉田

透常任委員の代理）が出席した。 

表明した意見の骨子は以下の通り。公共放送 WG の概要とこれまでの議論の経緯・意見

表明した会合の詳細は資料 4－③、意見書と意見表明時の説明資料は資料 4－④、⑤。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇第４回研究会（2022.10.14） 

１．総務省「公共放送ワーキンググループ」での意見表明に関する件 

公共放送 WG からのヒアリング要請への対応について審議した結果、新聞協会メディア

開発委員会として同 WG の第 3 回会合（11 月 24 日開催）に出席し、意見表明することを

同委員会に上申することを了承した。上申する意見案は正副幹事を中心に作成し、持ち回

り審議によって確定させることとした。 

 委員から寄せられた主な意見は以下の通り。 

・ネット業務の本来業務化の議論の前に、公共放送の在り方やそれに見合った受信料制度

についての議論が必要だと訴えるべきだ 

・三位一体改革が進んでいない論拠や民業圧迫の具体事例についても答えられるようすべ 

 きだ 

 

２．NHK 経営計画（2021－23 年度）の修正に対する意見募集に関する件 

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正副幹事を中心に意見書案を作成し、持ち回り審議を経

て上申することとした。 

 本件につき、寄せられた主な意見は以下の通り。 

・受信料値下げが行われているものの、受信料制度を含めた改革の全体像が示されなけれ

ば評価できないと訴えるべきだ 

 

３．「放送受信規約の一部変更」に対する意見募集について 

「NHK 経営計画（2021－23 年度）」の修正案と同じ期間で実施される標記意見募集へ

の対応について審議した結果、修正案への意見表明と併せて対応することを了承した。受

信規約の変更案に盛り込まれた割増金制度に対し、メディア開発委員会は過去の意見表明

において抑制的な運用を求めていた。 

 

以  上 

・WG では NHK のインターネット業務を拡大すべきとの議論がなされているが、ネ

ット業務を際限なく拡大していけば公正競争が阻害され、言論の多様性やメディア

の多元性が損なわれてしまいかねない 

・NHK には、公共放送としてふさわしい業務範囲の絞り込みを行い、それに見合った

受信料体系を示す不断の改革が求められる。WG では「本来業務化ありき」ではな

く、公正競争に十分留意した精緻な議論を求めたい 

・すでに「理解増進情報」の名目でネット展開をなし崩し的に拡大している。ネット業

務が本来業務に格上げされた場合、予算の歯止めすらなくなる可能性がある 
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２０２２年１１月１０日 

NHK経営計画（2021-2023年度）の修正案等に対する意見 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

 日本新聞協会メディア開発委員会は、今般示された「NHK経営計画（2021-2023年度）の

修正案」（以下、修正案）および「日本放送協会放送受信規約（素案）」に対して以下の通り

意見を述べる。 

 当委員会はかねて、NHK改革の大前提は子会社等を含めたグループ全体を対象に業務、受

信料、ガバナンスの「三位一体改革」を不可分で進めることだと指摘してきた。NHKは修正

案で 23 年 10 月に地上・衛星契約の受信料をともに約 1 割値下げする方針を示し、前田晃伸

会長は「NHKが進めてきた三位一体改革の総仕上げ」と説明している。受信料の値下げや費

用削減の実績などが盛り込まれているが、この修正案やこれまでの NHK の取り組みをもっ

て、改革が終わったとは到底言えない。三位一体改革は NHK 自らがまず公共放送として必

要な業務範囲を絞り込み、民間と競合する事業も多い子会社の業務範囲を再定義して適正な

ガバナンスを確保し、それに見合った受信料体系や水準を示すことが必要だ。NHKが自ら改

革のグランドデザインを示し、その作業を不断に進めていくことが、「公共メディア」を標榜

するNHKとして、国民・視聴者から理解を得ていくためには欠かせない。 

以下、個別項目について、三位一体改革の項目に沿って指摘する。 

＜受信料改革について＞ 

修正案は値下げの原資に、「財政安定のための繰越金」から 1500 億円を充てるとしている。

コスト削減など経営努力によるものとのことだが、繰越金が約 2300億円と現経営計画策定時

よりも大幅に積み上がっている以上、当然の取り組みである。子会社には依然膨大な内部留

保があり、大半は、受信料を NHK の経営原資として負担している国民・視聴者への還元原

資として活用されるべきではないか。業務範囲の再定義を踏まえてさらなる抜本的な経営合

理化策を講じるとともに、こうした原資を活用することで引き続き国民・視聴者に還元する

姿勢を示してほしい。 

中長期的には、より公平で低廉な受信料制度への移行についても検討を深めるべきで、イ

ンターネット活用業務との整理も必要だ。総務省「公共放送ワーキンググループ（WG）」で

も検討課題となっているが、まずは NHKが自らの考えを示すことが議論の出発点になる。 

＜業務改革（NHK本体）について＞ 

NHKは現経営計画から、番組のジャンル別管理によって制作費の総量を圧縮するとしてい

議題４－② メディア開発委員会（2022.12.9）資料
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る。制作費は公共放送としてふさわしい報道・防災・教育・福祉・伝統芸能といったジャン

ルに集中すべきだ。収支を勘案する民間企業では取り組みにくいコンテンツの制作に注力し、

該当しないジャンルについては撤退または縮小することで、大胆に経費を削減するよう求め

る。 

200 億円という膨大な原資を基に展開しているインターネット活用業務については、「放送

の補完」として抑制的な運用が必要だ。なし崩し的な業務拡大の一因となっている「理解増

進情報」の定義を厳格化し、抑制する方向で見直すべきだ。同時に、現経営計画はネット業

務にかかる抑制的な費用管理の仕組みを具体化することを掲げており、その進ちょくや費用

の詳細な内訳を開示すべきである。 

なお、今後のネット業務の在り方については、公共放送 WG の論点の一つにもなっている

ことを踏まえ、受信料制度との整合性や他の事業者との競争の公正性、言論の担い手の多様

性などさまざまな観点から議論が行われるよう、NHKが自ら考えを示すべきだ。 

 

＜業務・ガバナンス改革（子会社）について＞ 

三位一体改革を進めるにあたっては、子会社改革を含めた議論が欠かせない。修正案で

NHKは業務委託費や子会社役員の削減によって改革を進めていると説明している。しかし、

問われているのは、子会社が民間と同じような業務を行って利益を得ることではなく、子会

社が本来担うべき、民間に担えない業務を整理して、行うことではないか。業務の線引きが

不十分だ。統合後の管理部門の効率化、重複業務の削減など、さらなる業務効率化、ガバナ

ンス強化の推進とともにグループ経営がどう変わったかを検証していくことが必要だ。 

会計検査院は 2007 年と 17 年の二度にわたり、NHK の関連会社が行う業務の妥当性や内

部留保、随意契約の割合の高さを指摘した。これらに応え、それぞれの社について進ちょく

を明らかにすると同時に、改革の道筋を示すことを求めたい。特殊法人である NHK の子会

社・関連団体が、受信料を原資として制作された NHK のコンテンツを使って事業を行って

いることに鑑みれば、その業務範囲は NHK 本体業務の枠から逸脱しない範囲にとどまるべ

きだ。NHKには、子会社・関連団体の業務実態を開示し、第三者のチェックを受け、グルー

プ企業としてふさわしくない業務は廃止するよう求める。 

 

＜割増金制度について＞ 

放送受信規約（素案）に盛り込まれた割増金制度の運用は抑制的であるべきだ。受信料の

公平負担に向け未契約者に契約と受信料支払いを促す一定の効果があると考えられるが、あ

る種の「罰金」と捉えられかねない危うさがある。安易な運用によって、視聴者のテレビ離

れ、さらには放送制度全般に対する信頼を損なうことになれば本末転倒だ。NHKは「割増金

が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義を理解してもらい、納得して手続きや支払

いをしてもらうという、これまでの方針は変わらない」との考え方を示しており、この方針

を厳守すべきである。 

 

以  上 
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総務省「公共放送ワーキンググループ」について 

１．総務省「公共放送ワーキンググループ」設置の経緯と概要 

・総務省は 9月、有識者会議「公共放送ワーキングループ」（公共放送WG、主査＝三友仁

志・早稲田大院教授）を立ち上げた。21年 11月から放送の将来像や今後の放送制度につ

いて検討してきた「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」（在り方検）

の下部組織。在り方検は 8月に公表した取りまとめで、NHKのインターネット配信の在

り方を今後の検討テーマの一つとして挙げ、「具体的かつ包括的に検討を進めた上で、制

度的措置についても併せて検討していくべき」としていた。

・公共放送WGの検討テーマは、①インターネット時代における公共放送が担うべき役割、

②NHK のインターネット活用業務の在り方、③NHK のインターネット活用業務に関す

る民間放送事業者との協力の在り方、④NHKのインターネット活用業務の財源と受信料

制度――の 4点。在り方検の三友座長が主査を務める。林秀弥・名大院教授、落合孝文・

弁護士、山本隆司・東大院教授らが在り方検と構成員を兼ね、宍戸常寿・東大院教授や曽

我部真裕・京大院教授らが新たにメンバーとなった。 

・初回会合（9月 21日）ではWGの論点案が示されたほか、構成員から現在は放送の補完

である NHKのネット業務の「本来業務化」に向けた議論を進めるよう意見が寄せられた。

第 2回会合（10月 17日）では、曽我部構成員から「デジタル時代における公共放送の役

割と受信料制度の在り方」をテーマにした報告などがあった。

２．第 2回までの会合で有識者から寄せられた意見の概要 

〈インターネット時代の公共放送・情報空間の在り方〉 

・「同時配信の本来業務化により、NHKに先導的な役割を果たさせ、民放も含めて公共的な

情報が適切にネットに供給され、健全な世論が形成されることを、デジタル社会の基本政

策として確保することが必要」（宍戸構成員） 

・「メディアの多元性の観点から、新聞なども視野に入れた検討が必要だ。NHKのネットへ

の進出は、情報空間の健全化のためであり、メディアの多元性から提供される価値を毀損

してはならない。NHKの進出によって他のメディアの存在が脅かされることになると情

報空間全体としてはプラスにならず、本末転倒だ」（曽我部構成員） 

・「本来業務化を議論する上で、民放や新聞業界との競争上の観点から、『何をして良いのか

悪いのか』について議論していくことが重要だ。新聞協会や民放連が、情報空間における

課題をどのように考えているかということ、その中で民放・新聞が担う役割はどこなのか

ということ、実際にNHKとの関係において本当に困るという業務の事例があれば示して

ほしい」（落合構成員） 

〈ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方〉 

「NHKの活動が健全な世論形成を妨げないためにも、メディアの多元性を損なっていない

かについて、適切な競争評価が必要だ。こうした点について抽象的ではなく具体的に、他

のメディアが指摘するべき」（宍戸構成員） 

議題４－③ メディア開発委員会（2022.12.9）資料
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・「これまでは抽象論のレベルで民業圧迫が指摘されてきたと感じる。民業圧迫になり得る

具体的な事例を示した上で議論する必要がある」（山本構成員） 

・「本来業務化の方向で議論を進めるにしても、競争に具体的な悪影響を生じさせ得る市場

は本来業務化から外す、実施時期を遅らせるなど段階的な手法を採用すべきだ。BtoBtoC

分野での競争への影響を個別具体的に見るべきだが、BtoC分野では競合する事例はあま

りなく、本来業務への移行も適切な分野だと位置づけることもあり得る」（林構成員） 

・「仮に NHK のネット業務の範囲を拡大するときには規律が求められる。NHK の設置目

的および公正競争の観点から客観的判断する仕組みが必要だ。また、放送とは異なり、イ

ンターネット上の業務は多様なため、より具体的な規律が求められる」（曽我部構成員） 

 

〈ＮＨＫのインターネット活用業務の財源と受信料制度〉 

・「スマートフォンやパソコンなどインターネットに接続する機器を保有しているだけで受

信料を支払う仕組みにすべきではない」（落合構成員） 

・「いわゆるネット受信料は現実的ではない。しかし、アプリをインストールするなど自ら

受信できる環境を整えようとした視聴者を受信料契約の対象とするかについては議論す

るべき」（林構成員） 

 

３．第 3回会合の概要 

第 3回会合（11月 24日）では、新聞協会メディア開発委員会のほか、民放連、NHKへの

ヒアリングが行われた。各団体による説明・質疑応答の概要は以下の通り。 

【新聞協会メディア開発委員会】 

・初回、第 2 回会合で複数の有識者から「新聞業界として情報空間における課題をどう捉

え、どのような役割を担っているか」「公正競争を阻害する具体的な事例を挙げてほしい」

との意見が寄せられていたことなどから、情報空間における新聞・通信社の役割と具体的

な NHKとの競合領域に焦点を当てた説明資料（資料４－⑤）をもとに説明した。 

・説明に対しては、「新聞協会から、NHKの理解増進情報の提供をめぐる問題について具体

的な指摘があったことは、重く受け止める必要がある」「理解増進情報は、今後の規律の

あり方を考える重要な素材として、現状の明確化と対応のあり方を掘り下げて検討する必

要がある」（ともに曽我部構成員）、「理解増進情報という枠組みはガバナンスが効いてい

ない可能性があり、公共目的や公正競争の観点でレビューする必要がある」（落合構成員）

との発言があった。また、曽我部構成員から「NHKのインターネット活用業務が拡大さ

れた暁には、NHKの設置目的や公正競争の観点から歯止めが設けられるとしても、民放

や新聞には一定の不利益が生じることは避けられない」との指摘があり、情報空間全体の

メディアの多元性を視野に入れた議論が必要だとの意見があった。 

 

【民放連】 

・「NHK がインターネット活用業務の本来業務化を検討しているのであれば、その趣旨や

業務内容を具体的に説明してほしい」と主張した。本来業務化を検討するのであれば、「理
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解増進情報」を拡大解釈しない、ネットオリジナルコンテンツの制作・配信をしない、広

告収入を得ない、予算に厳格な歯止めを設けるなどの取り組みが最低限必要であると提起

した。 

・NHK のネット業務拡大について考えるためには、「財源に関する議論は抜きにはできな

い」と述べた。また、「NHKが新たなミッションを担うことにより新たな規律や考え方が

入ることになれば、民間放送が引きずられかねない」と懸念を示した。 

 

【NHK】 

・インターネット空間において、「安全・安心」できる情報を広くあまねく国民・視聴者に

届ける「情報空間の参照点」としての役割を担えると強調した。そうした役割やメディア

の多元性の観点から、ネット業務の範囲や規律、負担を考えるのが適切だと述べた。 

・事前に構成員から今後のネット業務の将来像や本来業務化によって可能になる業務につ

いて回答を求められていたものの、具体像は示さず、本来業務化への要望についても言及

しなかった。 

 

４．今後の予定について 

・次回会合（第 4 回）は 12 月 22 日に開催予定。海外の公共放送のインターネット配信に

関する制度などについて事務局から説明されるほか、これまでの議論の整理が行われる予

定。23年 5月ごろまでに複数回会合を開催し、6月をめどに取りまとめる。 

・WGの取りまとめ案は親会の在り方検に報告。新たに設置される予定の放送事業者のプラ

ットフォーム活用の在り方などを議論するワーキンググループのほか、放送ネットワーク

インフラに関して議論している「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する

作業チーム」からの報告も踏まえ、在り方検は 23年 7月をめどに第 2次取りまとめ案を

公表する見込み。 

以  上 
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２０２２年１１月２４日 

公共放送ワーキンググループに対する意見 

（総務省 第３回「公共放送ワーキンググループ」ヒアリング） 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

インターネット上に大量の情報があふれ、フェイクニュース（偽情報）の拡散といった問題

が情報空間で顕在化するなか、正確な情報は欠かせず、信頼できる報道へのニーズはより高ま

っている。新聞・通信社は国内外に広く記者を配置し、社内に何重ものチェック体制を構築し、

正確で信頼できる情報の発信に努めている。 

公共放送ワーキンググループ（WG）ではインターネット上の情報空間の課題解決に向け、

NHKのインターネット業務を拡大すべきだとする議論がなされている。ネット上ですでに存

在感を高めているNHKが、巨額の受信料を財源にインターネット業務を際限なく拡大してい

けば、新聞をはじめ民間メディアとの公正競争が阻害され、言論の多様性やメディアの多元性

が損なわれかねない。言論・表現の自由や国民の「知る権利」を棄損し、民主主義の維持・発

展に影響を及ぼすことにもつながるのではないか。 

今般示された、NHKの経営計画（2021-23年度）の修正案で、受信料の１割値下げが盛り

込まれたが、NHKのこれまでの取り組みをもって、受信料、業務、ガバナンスの「三位一体

改革」が終わったとは到底いえない。公正な競争を阻害しないという観点が極めて重要で、

NHK自ら公共放送としてふさわしい業務範囲を絞り込み、それに見合った受信料体系を示す

べきで、不断の改革が求められる。 

NHKが公共的な役割を今後も果たさなければならない存在に変わりはない。WGにおいて

は、「本来業務化ありき」の議論ではなく、NHKの在り方をまず問い直し、公正競争の確保に

十分留意した精緻な議論を求めたい。そのことが、情報空間における言論の多様性やメディア

の多元性、民主主義の維持・発展につながると考える。 

以下、具体的に述べる。 

情報空間における多元性の価値について 

本年 8 月に公表された「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」は、フェイクニュースやエコーチェンバーなど、ネット上の情報空間のゆがみを是正

するには、NHKと民放による「二元体制」がネット空間でも維持されることが重要だと指摘

した。しかし、ネット空間には NHK、民放だけでなく、新聞・通信社をはじめ多様な民間の

メディア事業者がすでに存在し、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報を発信してい

る。第 2回WGで、曽我部真裕構成員は、NHKのネット業務拡大について「偽情報やフィル

ターバブルなど情報空間の弊害を直接是正する可能性は限定的」だと指摘した。さらに「二元

体制の維持はメディアの多元性の観点から新聞なども視野に入れるべきであり、NHKのネッ

議題４－④ メディア開発委員会（2022.12.9）資料
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ト進出がメディアの多元性によって提供される価値を毀損してはならない」との発言もあり、

当委員会も賛同するところだ。 

情報空間全体の環境をよりよくするために NHK がネットに先導的に広く進出したとして

も、他の報道機関があおりを受けてしまい、結果として改善につながらないならば本末転倒で

はないか。正確で信頼できる情報を発信するメディアの多元性こそが、健全な情報空間の基盤

になる。インターネットで多元的なジャーナリズムを維持していくため、WGには責任ある議

論を求めたい。 

 

公正な競争と求められる規律について 

公正な競争を阻害してはならない、という視点は極めて重要だ。NHKの受信料はそもそも

公共放送を維持・運営するために独占的に徴収権を与えられている「特殊な負担金」で、年間

収入は約 6800億円（2021年度）。インターネット業務はあくまで「放送の補完」との位置付

けでありながら、予算上限は 200億円にのぼっている。新聞・通信社は広告収入や課金型モデ

ルなど収支を勘案し、経営努力を積み重ねながら、ネット空間でも取材に裏打ちされた質の高

い報道とサービスを早くから提供してきた。200億円という NHKのネット予算の上限は、す

でに、新聞・通信社単独のデジタル事業の予算を大きく上回っている。NHKネット事業が本

来業務に格上げされた場合、予算の歯止めすらなくなる可能性があり、事業が継続できなくな

るメディアも出てきかねない。 

NHKは放送番組の「理解の増進に資する情報」との名目でネットコンテンツを展開してお

り、なし崩し的な業務拡大の一因となっている。「NHK NEWS WEB」や「NHKニュース防

災」アプリはコンテンツの内容や訪問者数を見る限りその存在感は大きく、デジタルサービス

での有料会員や広告収入獲得を目指す新聞・通信社と競合している。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のではないか。ニュースを深掘りして解説するようなイン

ターネットでのオリジナルコンテンツを展開している事例も散見される。民間ならば有料にし

なければ採算が合わないものばかりだ。すでに外部のプラットフォームを通じてテキスト記事

を配信する事例も多くあるが、今後、さらにプラットフォーム事業者と結びつきを強め、配信

を拡大することになれば、民間報道機関のデジタル事業が影響を受けるのは明らかだ。 

理解増進情報は NHK 自らが「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」と定義しているが、実態はこれを逸脱して拡大している。公正競争という観点だけでなく、

受信料制度との整合性の観点からも課題だ。「理解増進情報」の在り方を抜本的に見直すべき

だ。 

民間報道機関のデジタル事業との関係でいえば、NHKはすでに各種のデジタルサイネージ

（電子広告）にも記事を配信している。すでに NHK の子会社を通じた業務との競合により、

価格設定などに悪影響が生じたとの指摘もある。 

現状、インターネット業務は「放送の補完」であるにもかかわらず、すでに動画やテキスト

コンテンツ、アプリなどさまざまな形態で広がっている。今後、法的な位置付けを変えて、際

限なく拡大することを危惧する。公正競争の観点から客観的に判断する仕組みの構築を求める
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意見が複数の有識者から上がっており、その点は同意する。 

 

ＮＨＫ改革の評価について 

NHKのネット業務の在り方を議論するにあたって、これまでの改革の取り組みの評価がき

わめて重要だ。今般、NHK経営計画の修正案が示されたが、「三位一体改革」について、改革

が終わったとは評価していない。「本来業務化」ありきではなく、まず公共放送の役割につい

ての国民的な議論を尽くす必要がある。本業としての公共にふさわしい放送番組や事業はどの

ようなもので、そこから公共放送としてふさわしい業務範囲や付随する予算を導き出し、業務

範囲に応じた受信料制度をつくり、国民や視聴者が納得する料金水準を定める、というプロセ

スをたどるべきだと考える。 

それこそが、当委員会だけでなく政府・国会が繰り返し求めてきた業務、受信料、ガバナン

スを一体的に見直す「三位一体改革」の本旨ではないか。松本剛明総務大臣はNHKが三位一

体改革を不断に進めることが重要だとし、改革の中でネット業務の在り方について検討する必

要性について指摘した。さらに、「一層効率的な運営を通じ、さらなる値下げの原資が確保で

きるよう努力することが期待される」と述べたが、これに同意する。 

当委員会はこれまで、改革の進ちょくについて指摘や質問を重ねてきたが、十分な説明が果

たされていない。本業の放送番組では視聴者ニーズにかかわらず、公共放送としてふさわしい

ジャンルに集中すべきではないか。収支を勘案する民間では取り組みにくい報道・防災・教育・

福祉・伝統芸能などが公共放送にふさわしい分野といえないか。NHKがこれまで、こうした

分野で良質な番組を制作してきたことは評価しており、視聴率を意識せざるを得ない民放とは

異なる観点から番組制作に集中する必要があるのではないか。近年拡大傾向にある「番宣」に

ついても、放送時間を使ってまでやるべきものか再検討すべきだ。 

子会社の業務やガバナンスに関する改革についても課題は山積している。子会社が担うべき

業務は NHK本体同様、民間に担えない業務に限定するべきではないか。会計検査院から指摘

された業務の妥当性や内部留保・随意契約の割合についてその後の改善状況の具体的な開示を

求めたい。関連団体への業務委託はその業務に従事する出向者の給与を業務委託費として支払

う仕組みになっているケースもあり、会計検査院から経費削減に結びついていないと指摘され

ていた。改正放送法で中間持株会社の設立が認められたが、大事なのはグループ経営がどう変

わったかを検証することだ。改革にあたっては、経営委員会にも情報開示の徹底や監視強化の

舵取りを求めたい。 

 

情報空間における課題と新聞・通信社の役割について 

ネット空間が急拡大するなか、フェイクニュースの横行が民主主義への深刻な脅威になる。

新聞・通信社は一次情報に接し、多くのコストをかけて信頼できるニュースを手がけ、情報の

質の確保に努めている。メディア環境が激変するなかでも、世の中に流通するニュースの発信

源を担い、公共性の高い情報や地域情報などを届け続ける責務がある。 

しかし、情報空間が広がり、コンテンツと時間の奪い合いが激しくなるなか、ニュースの担

い手の確保も切実な課題だ。第 2回WGで野村総研が示した調査では、「報道・取材制作を担



 

4 

う事業者の衰退で報道コンテンツが手に入りにくくなる」ことに「問題」「どちらかといえば

問題」と答えた割合は 75％にのぼり、「地域で報道・取材する事業者の衰退で地域情報が届け

られにくくなる」ことにも、同様に 74％が問題視している。プラットフォームとの関係も含

めた持続可能なジャーナリズムの在り方に関する議論が国際的にも広がっている。 

ネットの情報空間においては、NHKだけでなく、ニュースの送り手でもある新聞・通信社、

民間放送事業者が、それぞれの役割を果たすことで、民主主義に資する多様な言論が維持され

ており、NHKの在り方について拙速な議論を行えば、こうしたシステムが毀損されかねない。

WGには、そうした観点から、三位一体改革をはじめ「NHKが取り組む業務」についてさら

なる議論を求めたい。 

以  上 
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1 22 4 18,497 https://www.pressnet.or.jp/data/employment/employment02.php
2 21 7 1 2022
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https://www.kochinews.co.jp/article/detail/379308

https://www.kobe-
np.co.jp/news/sougou/202007/0013549466.shtml
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https://www.yomiuri-osaka.com/lp/kyojitsu/

https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=1568

https://www.nikkei.com/theme/?dw=18032300

8

News Video https://newsvideo.jp/ https://anatoku.jp/
https://static.chunichi.co.jp/chunichi/pages/feature/stats/traffic_accidents_in_yo
ur_neighbourhood.html
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会場：日本新聞協会 8 階会議室 

（Zoom ウェビナーでも配信） 

《１日目》 
13:00 開場 

13:30 開会・基調講演 

■基調講演：「DX の思考法」

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 

株式会社経営共創基盤シニア・エグゼクティブ・フェロー 

三井住友海上火災保険株式会社顧問 

14:30 終了 

■セッション：「DX と組織変革」

14:45 開講

◇講演 「『だから僕たちは、組織を変えていける』――【デジタル時代のアナログ

志向】やる気に満ちた、やさしい組織をつくる」 

斉藤  徹氏 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授 

◇パネルディスカッション

斉藤  徹氏 

今城 敬之氏 産経新聞東京本社 DX 本部長 

杉谷 貢一氏 福井新聞社執行役員 DX ビジネス担当 

モデレーター：中川 郁夫氏 株式会社ソシオラボ代表取締役

17:00 終了 

 

 

 

 

 

 

日本新聞協会 第７回デジタルメディアセミナー 

2022 年 9 月 29 日（木）、30 日（金） 

西山 圭太氏（にしやま・けいた） 

東京大学法学部卒業後、通商産業省入省。オックスフォード大学哲学・政治学・経済

学コース修了。株式会社産業革新機構専務執行役員、東京電力経営財務調査タスクフ

ォース事務局長、経済産業省大臣官房審議官（経済産業政策局担当）、東京電力ホール

ディングス株式会社取締役、経済産業省商務情報政策局長などを歴任。日本の経済・

産業システムの第一線で活躍したのち退官。2020 年より現職。著書に『DX の思考法

――日本経済復活への最強戦略』（文藝春秋）など。 

斉藤  徹氏（さいとう・とおる） 

1985 年日本 IBM 株式会社入社、91 年株式会社フレックスファームを創業。2005 年

株式会社ループス・コミュニケーションズを創業。16 年学習院大学経済学部特別客員

教授に就任。19 年社会人向けスクール「hint ゼミ」を創業。20 年より現職。著書に『だ

から僕たちは、組織を変えていける――やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた』（クロス

メディア・パブリッシング）など。

今城 敬之氏（いまじょう・けいじ） 

1990 年産経新聞社入社。福山支局、神戸総局、大阪本社運動部、社会部、東京本社

社会部、大阪社会部次長、大阪秘書室長などを経て、2013 年から産経デジタルメデ

ィア部長として「産経ニュース」「サンスポコム」「イザ！」などのニュースサイト運

営に関わる。その後、大阪編集局編集長兼 WEB 編集室長、東京編集局編集長兼 WEB

編集室長を経て、22 年 6 月より現職。 
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《２日目》 

9:30 開場 

■セッション：「Web3.0+BC3.0 で実現する事業戦略 ブロックチェーンビジネス 

最先端トレンド ～デジタルアイデンティティを「証明」から「権利」へ～」 

10:00 開講 

鈴木 淳一氏 株式会社電通グループ 電通イノベーションイニシアティブ 

プロデューサー 

12:00 終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 開場 

■セッション：「サービス成長につなげるデータ分析」 

13:30 開講 

田島 将太氏 apnea 共同代表、ストリーツ株式会社代表取締役 CEO 

15:30 終了 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木 淳一氏（すずき・じゅんいち） 

2019 年から株式会社電通の R&D 組織「電通イノベーションイニシアティブ」（20

年から株式会社電通グループに移管）にて AI、NFC、量子コンピュータ、DLT など

先端技術の利活用による競争優位戦略、コンテンツ流通戦略などを担当する。このほ

か一般社団法人ブロックチェーン推進協会理事、『MIT テクノロジーレビュー』

Innovators Under 35 アドバイザリボード、放送大学客員准教授などを兼務。トー

クンエコノミーの未来についてホワイトペーパー “Blockchain 3.0”(IHIET)にて概

念化し、近著・監修『ブロックチェーン 3.0』(NTS)にて具体化を試みる。 

 

杉谷 貢一氏（すぎたに・こういち） 

1986 年福井新聞社入社。広告局広告部、東京支社営業部、97 年生活情報誌部、生活

情報誌「fu」の創刊に携わる。2007 年広告部部長、11 年東京支社営業部部長、13 年

地域読者局（販売）部長を経て、15 年編集局デジタルラボ部長。福井新聞 ONLINE

や有料電子版 D 刊の業務、デジタル関連に取り組む。社内のウェブはじめ、デジタ

ル、システム施策にも関わる。20 年 6 月より現職。 

 

中川 郁夫氏（なかがわ・いくお） 

1993 年東京工業大学修士課程修了、同年株式会社インテック入社。研究職を経て 

2002 年株式会社インテック・ネットコア設立、取締役就任。05 年東京大学より博士

（情報理工学）授与。12 年大阪大学招へい准教授。21 年より現職。このほか一般社

団法人 DeruQui 発起人・理事、T クラウド研究会発起人・幹事、杉並区デジタル戦略

アドバイザー、高岡市 DX 推進アドバイザー、株式会社ジンテック未来ビジネスアド

バイザーなどを歴任。 

 

 

 

 

 

 

田島 将太氏（たじま・しょうた） 

2016 年東京大学卒業。同年スマートニュース株式会社に入社し、メディア事業開発

を担当。19 年に独立し、コンサルティングチーム apnea を率いて多数の Web メデ

ィアの成長支援を行う。21 年にヘイ株式会社に入社し、データアナリストとして

SMB 領域の分析業務を行う。22 年にストリーツ株式会社を起業し、地域の情報流通

の課題解決を目指す。 
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第７回デジタルメディアセミナー（2022.9.29-30）について 

１．受講者概要 

◎受講登録者数：67 社 709 人

◎セッションごとの受講者数

※会場受講は申し込み人数、オンライン受講は接続デバイス数。

※リアルタイムでのオンライン受講数には関係者を含む。

190

27%

126

18%
124

17%

79

11%

63

9%

51

7% 35

5%

18

2%

12

2% 11

2%

受講登録者の内訳（所属組織別）

メディア・デジタル

営業・メディアビジネス・広告

編集

システム・制作

経営企画・新規事業

その他不明

役員

コーポレート

販売

事業・出版

（人、n＝709）

会場受講 リアルタイム受講 オンデマンド受講

基調講演「DXの本質と新聞業界の変革に向けて」 158

午
前

セッション「Web3とメディア」 34
313

（最大同時受講：277）
100

午
後

セッション
「サービス成長につなげるデータ分析」

30
297

（最大同時受講：266）
162

141

１
日
目

午
後

２
日
目

428
（最大同時受講：367）

セッション「DXと組織改革」

31
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２．各セッションの評価（受講者アンケートより） 

 

（１）基調講演「DX の本質と新聞業界の変革に向けて」 

 

＜肯定的評価＞ 

○考え方が体系的に整理されており、具体的な例示も含めて分かりやすい講演だった。メ

ディアの未来像に関する指摘も示唆に富んでいた。 

○単にデジタルを取り入れるのが DX ではなく、ビジネスのフローとその後の展開も視野

に入れ、でき上がったスタイルを再定義することを出発点にしなければならないことが

重要と分かった。 

○強烈な縦割りとなっている新聞社に横串を通すだけで、かなり変革は起きると感じる。

かけ声だけでも、まずは「横串」と言ってもらえてよかった。  

○現在の環境で縦割りをレイヤー構造にというのは難しいところはあるが、データの共有

法をもっと簡潔にするなど、部分的にでも取り入れられるとよいと思った。  

＜意見・要望＞ 

○大変有意義な内容だったが、経営陣が聞くべきテーマで、われわれ現場からは少し遠い

話に感じた。 

○考え方として参考になったが、その考え方を新聞社（特にブロック紙や地方紙）でどう

援用するかが難しい。 

  

22

31%

46

64%

4

5%

0

0%

参考になったか

とても参考になった

参考になった

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

（人、n＝72）
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（２）セッション「DX と組織変革」 

 

＜肯定的評価＞ 

○斉藤氏の思考方法は即座に実践したい。福井新聞社の取り組みは驚異的で、経営者、管

理職の柔軟な姿勢が生み出すものだと感じた。若い人材を重用し、リーダークラスが統

率して団結する様子が想像できた。 

○「エンゲージメント」という言葉は知っていたが、概念として初めて理解できた気がし

た。価値観の共有や自走できる社員など、重要だが欠けている部分に気付かされた。  

○DX のみならず、既存の体制の組織変革全般に役立つ素晴らしい講義だった。  

○温度差の問題や、始めたことを続ける難しさなど、新しいことを始める段階で起こる問

題はどの社にも共通していると分かった。 

＜意見・要望＞ 

○斉藤氏の講演は、現代的な組織運営とメンバーの在り方について勉強になった。産経新

聞東京本社と福井新聞社の取り組みも興味深かった。一方、パネルディスカッションで、

組織変革をイメージできる具体的なやりとりにはなってはいなかったように感じる。組

織の運営現場における悩み相談のようなディスカッションになればよいと感じた。  

○組織変革が進んでいない具体的な状況を掘り下げてほしかった。  

  

16

22%

42

58%

12

17%

2

3%

参考になったか

とても参考になった

参考になった

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

（人、n＝72）
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（３）セッション「Web3 とメディア」 

 

＜肯定的評価＞ 

○インターネットを巡る過去と今後の見通しが分かり、考えを整理できた。新聞社の今後

のデジタル展開を考える上で、ユーザーがインターネットを使用する理由や傾向を知る

ことは非常に重要だと思う。とても参考になった。 

○新聞という紙媒体が Web2.0 にすら移行できていないことを痛感した。時代背景に適応

し、どのように事業モデルを再構築していくか、マネタイズしていくかを模索しなけれ

ば未来がないと再確認できたよい機会となった。Web2.0 にも移行できていない新聞を

どのように 2.0、3.0 へ移行していけばよいのか。考える必要のあることに役に立つセミ

ナーとなった。 

○DX の現状を学ぶ意味で文句なしに面白かった。技術論に深入りせず、概説にとどめて

今後の展望を示した点が優れていた。新聞業界の文化、進化速度との乖離が大きいと痛

感したことも含めて刺激的だった。 

○ところどころ難しい言葉が出てきたが、大変勉強になった。新聞業界とは無関係な話の

ようで、実は密接に関係しており、今後の価値観の共有は社としての大きな課題だと感

じている。 

＜意見・要望＞ 

○ブロックチェーンや NFT の概念を理解する助けになった。しかし、これらが新聞社の

未来にどうつながるのか分からなかった。 

○NFT の必然性が伝わりにくかった。無理に非代替性に価値を持たせようとするが、デジ

タルの有効性（コピー、共有、拡散）に逆行する印象ではないか。アナログの置き換え

ではないかと感じた。 
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（人、n＝70）
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（４）セッション「サービス成長につなげるデータ分析」

 

＜肯定的評価＞ 

○デジタルメディアの展開について整理でき、頭がすっきりした。文春デジタルの記事ア

ップの方法の紹介のような具体的な話がとても参考になった。実践的な内容で、どこま

で自社内にフィードバックできるか自信はないが、すぐに試してみたい。 

○「必ずしも逆三角形がいけないわけではない」「よい記事とはなにかを突き詰め出すと、

結局は他社と同じになってしまう」という指摘にはなるほどと思った。プラットフォー

ムに依存している現状の構造からどう脱却するのか。田島氏の問題提起は、社内の議論

と合致するもので、大いに勇気づけられた。 

○デジタルメディアだけでなく、全てのメディアやメディアの枠を超えたマーケティング

に通底する話だ。組織の在り方、重要なデータの種類、全てが参考になった。  

○ビギナーでも十分理解できるようにまとめていただき、編集コンテンツの運用に悩んだ

り迷ったりしている社にとって、教科書的な講演になったのではないか。  

＜意見・要望＞ 

○もう少しマーケティングの施策に言及してもらえるとよかった。分析後の施策が結局は

サービス成長につながるのではないか。 

○データ分析が必要なのは分かっているが、課題は人材ではないか。 
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（人、n＝69）
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３．セミナー全般について 

（１）セミナー開催形式に対する意見（受講者アンケートより） 

 

＜併用形式＞ 

○今回会場参加して、講演後の名刺交換などリアルならではのメリットを享受した。リア

ル開催がよいと思いつつ、遠隔でもエッセンスを吸収できるリモートとの併用を望む。 

○資料を参照しながら聴講できる点で、ウェビナー形式は対面形式よりも利点があった。

質疑応答の際は、web 参加者も司会者の指名の上で音声発言する形でよかったのではな

いか。 

○経営層やリーダー向けの組織運営系のセミナーと、現場向けの実務系のセミナーを分け

て実施してほしい。 

○併用形式のおかげで取材の移動時間に視聴でき、とても有意義だった。 

 

＜ウェビナー単独＞ 

○今後のセミナーはこの形態がよいと思う。 
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今後の開催形式の希望

併用形式

ウェビナー単独

会場単独

（人、n＝72）
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（２）希望のテーマや講師 

その他（技術的な話、新聞社のオムニサービスの展開、フェイクニュースの作り方と見

抜き方） 

 

（３）セミナーの活用方法など 

○実践的なものや、具体的な他社事例はすぐに社内でトライしていきたい。大きなトレン

ドの話などは、頭の肥やしとして吸収しつつ、具体的な事業やデジタルの業務展開に落

とし込んでいけるか、頭をひねりたい。社内でも広く知見を共有し、議論できる雰囲気

作りにつなげられればよい。 

○プロダクトや組織、フローのいずれも、従来の方法だけでは新たな顧客獲得にはつなが

らず、現顧客にも見限られてしまう。成功事例を創り出すことは容易ではないが、既存

の仕事をやり方を変える必要があることが現場に伝わる内容がよい。 

○デジタルメディアは紙面編集・発行と異なり、編集・システム技術・営業部門の業務が融

合しているため、組織横断的な知見の共有が大きな意味を持っている。今後もこの点を

意識したセミナーの企画・開催の呼びかけをお願いしたい。 

○セミナーの内容を、問題提起・解決の基本知識として生かしたい。実際の現場に当ては

めるとさまざまな障壁がありそうだ。具体例も併せて聞きたい。 
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サブスク以外のサイトの収益化（デジタル広告、イベント、ECなど）
組織改革、マネジメント
同業他社、周辺業界の事例紹介
統合編集、編集部門のデジタル対応
デジタル社会の行方、報道機関の役割
最新テクノロジー動向
新規事業・事業設計
プラットフォーム問題
音声、動画、インフォグラフィックスなどコンテンツの多面展開
その他

（人、n＝80、複数回答）
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（４）その他セミナー全般への要望・改善点など 

○パネルディスカッションでは、パネリストの発言時間が十分確保できるよう時間配分に

気を遣ってほしい。各社の取り組み紹介は事前資料で十分なので、その分をディスカッ

ションの時間に回してほしい。今回の Web3 の講演はよかった。半歩先の先進的内容を

学べる機会を増やしてほしい。 

○会員社の最大の関心事は、紙からデジタルへの業態転換にある。一般的なビジネス論で

はなく、レコード・CD 衰退で危機に瀕しながら業界挙げてのサブスクビジネス化で息を

吹き返した音楽業界など、具体的に実例を掘り下げたテーマが効果的ではないか。  

○2 日目午後のようなワークを交えたプログラムがあるとありがたい。 

○オフライン会場に wi-fi を常設してもよいのではないか。 

以  上 
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専門部会活動報告 

 

メディア開発委員会専門部会は、11 月 25 日に第 221 回会合を開催した。「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」の実施概要案と第 7 回デジタル

メディアセミナーの実施結果を了承した。また、徳島新聞社、熊本日日新聞社から事例報

告を受けた。 

プラットフォーム問題に関しては、公正取引委員会から「ニュースコンテンツ配信分野

の実態調査」について説明を受けたほか、プラットフォーム問題分科会活動報告書につい

て報告があった。 

 

第 221 回専門部会（11 月 25 日） 

◇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 

 標記調査の実施概要案について報告を受け、了承した。各社から寄せられた要望やデジ

タル環境の変化を踏まえ、一部設問の内容を見直すこととした。 

 

◇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結果について報告を受け、了承した（議題 5 参照）。 

 

◇プラットフォーム問題への取り組みに関する報告 

プラットフォームに関する分科会の活動報告書について、福山崇第 1 分科会座長（朝日

東京）と是枝智第 2 分科会座長（読売東京）から説明を受けたほか、11 月度新聞協会理事

会の審議結果について報告があった（議題 3 参照）。 

 

◇報告・意見交換 

 以下の事例報告を受け、意見交換した。 

 

・「県内中小企業のホームページ制作事業について」について 

徳島新聞社総務局次長兼経営企画室長（徳島新聞オフィスサービス取締役） 

河野 仁氏 

 

徳島新聞社は今年 7 月、沖縄県のホームページ制作会社 ROS と共同で出資して新会社

「徳島オフィスサービス」を設立した。役員は徳島新聞と ROS 社から各 2 人の計 4 人で

構成し、出資比率は徳島新聞 40%、ROS 社 60%。徳島県内の中小企業や個人事業主にホ

ームページ制作サービスを提供している。 

一般的にホームページ制作は数十万円の費用を要する。新会社では初期制作費用を無料

とし、維持・管理や更新作業を月額 7,900 円～（税別）で提供する。ホームページ制作に

必要な取材や撮影、デザイン、文章作成、更新作業などをすべて請け負い、途中解約も自

由だ。忙しい経営者やデジタルに苦手意識を持つ人にも安心して利用いただけるサービス

議題６－① メディア開発委員会（2022.12.9）資料
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となっている。料金体系はベーシック、スタンダード、プレミアムの三つ。サイトは基本

6 ページから成り、トップページや会社概要など決まった形で構成する。同様のサービス

を沖縄で展開してきた ROS 社では累計 5000 社以上の利用実績がある。 

徳島新聞は経営環境が厳しさを増す中、デジタル分野の新規事業を模索しており、仲介

会社を通じて ROS 社が地方都市への進出を目指していると知った。同社の実績やコロナ

禍のデジタルシフトにより、徳島県内でも需要が見込めると判断して話を持ちかけた。中

小企業の経営者にはデジタル分野に苦手意識を持つ人やホームページまで手が回らない人

が多く、高額な費用をネックに制作を断念する場合もある。制作のハードルを下げ、地域

企業の DX を後押しすることは県内企業の発展につながる。地域に根ざす地方紙として参

入する意義があると判断した。ROS 社も沖縄県外で事業を展開するにあたり、自社の知名

度や信用力、広告宣伝力の向上に期待しているようだ。 

新会社には現在、ROS 社から 6 人、徳島新聞から 1 人が出向している。ROS 社から出

向する 3 人は沖縄の本社に常駐し、徳島県内の企業に電話営業している。残りの 3 人は営

業担当として、徳島新聞社屋内に常駐。契約獲得後に必要な取材をし、ホームページ制作

を ROS 社に委託する。利益は出資比率に応じて分配する。自社のネットワークや認知度

と ROS 社が蓄積してきた事業のノウハウを生かし、年間契約 500 件の受注を目指してい

る。開始から 4 か月、計画通りに進ちょくしている。事業を軌道に乗せ、県内企業の成長・

発展に寄与しながら新たな収入の確保につなげていきたい。ROS 社は他の地方紙とも協業

し、事業を拡大していきたいと考えている。 

 

・「熊日デジタル」について 

熊本日日新聞社業務推進局長（熊日デジタル代表取締役社長） 長澤 功氏 

熊本日日新聞社業務推進局営業部次長（熊日デジタルデジタルビジネス部長） 

西本 徹氏 

 

新聞広告を取り巻く課題は各社で共通している。自社でも新聞広告は減少している一方

で、顧客からデジタルに関する要望や相談を受ける機会が増えている。これまで外注して

いたホームページ制作やウェブ広告運用を内製化すべく、昨年 10 月に出向社員 5 人で「デ

ジタルビジネスセンター」を立ち上げた。今年に入り、動画・映像制作市場への参入を目

的に 4 人の専門職を受け入れ、新会社設立の検討を始めた（今年 10 月に新会社「熊日デ

ジタル」発足）。 

新会社の設立には四つの狙いがある。一つ目は事業収支を明らかにするためだ。多様な

ビジネスを展開していると、各事業がどれほど収益に結びついているかわかりにくい。新

会社を設立すれば明確に把握できると考えた。二つ目は意思決定を迅速に行うためだ。デ

ジタルの早い変化に応じた意思決定は、新会社で下す方が容易だと考えた。三つ目はデジ

タルマーケティングの取り組みを周知するためだ。新聞社の枠組みで進めると、周囲から

は報道機関だと認識されてしまい、取り組みが伝わりにくい。デジタルビジネスの展開に

あたり、新会社を設立することが効果的だと考えた。四つ目は採用活動につなげるためだ。

採用活動は多くの社の課題だろう。若年層にはデジタル分野に取り組みたいと考える人が
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多い。新会社の設立が新規採用につながると考えた。熊日デジタルのミッションは「デジ

タルで地域の未来を描く」。新聞社として築いてきた信頼性を最大限に生かし、多様なデジ

タルサービスを通じて地域の中小企業とともに成長していきたい。 

熊日デジタルは、熊日からの出向社員が 5 人、映像制作担当社員が 4 人、社長 1 人の計

10 人の体制だ。収益の柱はウェブサイト制作、ウェブ広告配信、動画・映像制作の三つだ。

ウェブサイト制作では広告配信などとのパッケージ商品「digipa」、ウェブ広告配信では

Google や SNS、熊日電子版を組み合わせた効果的なプロモーション、映像制作ではライ

ブ配信や音響などの技術協力まで提供している。将来的には新聞社のデジタルコンテンツ

のマネタイズや DX に一貫して対応できる企業を目指している。限られた人員で収益を最

大化するために、外部との連携や協業が重要となる。現在、2 社と提携に向けた交渉を進

めており、来年度の業務拡大を目指している。新聞社で培った伝統と信頼を背骨に新規事

業に挑戦し続け、デジタルマーケティングコンサルティングを通じた地域貢献と収益増を

目標に努力していきたい。 

＜質疑応答＞ 

○熊本日日新聞のウェブサイトや動画コンテンツは熊日デジタルが業務として携わってい

るのか。 

→熊日電子版のバナー広告をインフィード広告を含めて扱っている。動画・映像制作は現

状、ウエディングムービーなどを手掛けているが、これから熊日との連携を進めていく。 

○4 人の専門職の採用の苦労や工夫、最初の接点はなにか。 

→苦労は特になかった。自社で所有するコワーキングスペースに入っていた動画制作会社

に所属していたことが出会いのきっかけだ。もともと外注する形で一緒に仕事をしてい

たが、コミュニケーションを取る中で自社の考えを説明してオファーした。 

 

◇説明 

公正取引委員会経済取引局総務課デジタル市場企画調査室から「ニュースコンテンツ配

信分野の実態調査」について説明を受けた。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（2022.11.25）説明抄録 

ニュースコンテンツ配信分野の実態調査について 

公正取引委員会経済取引局総務課デジタル市場企画調査室室長補佐  水野 由基氏 

                         同室長補佐  本村 理絵氏 

                           同係長  上續 高裕氏 

 

１．実態調査の趣旨 

公取委は 11 月 16 日、ニュースコンテンツ配信分野の取引実態に関する調査について公

表し、ニュースメディア事業者向けアンケートを開始した。調査を始めたばかりで内容を

詳細に紹介できる段階にないが、本日は調査の趣旨や実施に至った背景、今後の進め方に

ついて説明したい。 

調査はデジタル市場におけるニュースコンテンツの流通実態の把握を目的としている。

調査の趣旨は 11 月 16 日の公取委事務総長の定例会見で説明しているが、それに沿って説

明する。消費者にとってポータルサイトや検索エンジンを介したニュースコンテンツへの

接触の機会が増加している。ニュースプラットフォームとの取引内容やコンテンツの利用

状況によっては、消費者にとって質の高いニュースコンテンツの享受が困難になる恐れが

ある。国民生活において重要な役割を担うニュースコンテンツの提供に影響を及ぼしかね

ないというのが、公取委の大前提の認識だ。令和 3 年 2 月に公表した「デジタル広告分野

の取引実態に関する最終報告書」（デジタル広告報告書）でもこの認識を示している。 

報告書ではニュースコンテンツの配信料や検索エンジンの表示順位に関して、取引条件

の明確化や当事者間での適切な交渉の実施が望ましいと明示している。実態調査は競争環

境の改善の観点から公表するもので、考え方をまとめて終わりではない。報告書の公表後

も実態がどのように変わったかを把握する必要があった。公表から 1 年半が経ち、デジタ

ル市場企画調査室で取り組み状況を確認するため、関係事業者や事業者団体などにヒアリ

ングを実施した。その結果、自主的な改善は見られないと判断し、より実効性のある提言を

目的として、ニュースコンテンツ配信分野に特化した実態調査を行うこととした。 

 

２．デジタル広告報告書について 

デジタル広告報告書はニュースメディアとプラットフォームの取引に特化したものでは

なく、広告主や媒体社と、プラットフォーム事業者との取引実態を調査したものだ。調査対

象もニュースコンテンツに関する取引に限定したわけではない。一方で、この 10 年間、マ

スコミ四媒体の広告費が減少傾向にあるのに対し、デジタル広告費は増加している。プラ

ットフォーム事業者の介在する広告取引で広告収入を得たり、レベニューシュアで収入を

得たりするなど、媒体社の収益構造も変化している。従来、広告収入が収入の一定の割合を

占めていた媒体社にとって、ニュースコンテンツの流通構造の変化に伴う収益構造の変化

が及ぼす影響は大きい。ニュースメディアやニュースコンテンツが社会経済にとって有用

だという判断もあり、それらを踏まえて特にニュースコンテンツの流通を取り上げた。 
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 報告書では、①プラットフォーム事業者と媒体社間の取引、②事業環境の変化が媒体社

間の競争や消費者に及ぼす影響――の二つの観点から考え方を整理している。①について

は、媒体社が〔ⅰ〕自社サイトでコンテンツを表示する場合、〔ⅱ〕ポータルサイトにコン

テンツを提供する場合――の二つの流通形態に分けて整理している。 

〔ⅰ〕については、消費者が新聞社のウェブサイトにアクセスし、ニュースコンテンツを

閲覧する場合を指す。これに関し媒体社から「自社サイトで表示される広告に関しての取

引実態が不透明であり、構造的にコンテンツの価値が評価されにくい」と指摘があった。コ

ンテンツの質ではなく、クリックされるか否かが評価基準となってしまうということだ。

また、検索エンジンからのサイトへの流入が大きな割合を占めるため、「検索アルゴリズム

の変更による影響が大きい」との指摘もあった。検索エンジンの表示順位はアルゴリズム

の変更に伴い変化するため、自社サイトの表示順位が下がると媒体社の広告収益に大きな

影響を与える。アルゴリズムの変更について十分な情報が公開されていないとの指摘もあ

った。こうした媒体社の指摘に対して、報告書では「プラットフォーム事業者は十分な説明

責任を果たすことが望ましい」「アルゴリズムについては可能な限り媒体社において変更に

備えるために十分な情報を公開することが望ましい」と指摘した。アルゴリズムの開示に

ついて「可能な限り」としたのは、「悪意のある者に対応するため詳細を開示すべきでない」

というプラットフォーム事業者側の説明について一定の合理性があると判断したためだ。 

〔ⅱ〕では、記事を提供する媒体社はポータルサイト上の広告収益から一定の配分を得

ている。この流通形態においては、媒体社からは「ニュースコンテンツの提供対価の算定に

関する情報が十分に開示されず、適切な収益が得られているか不信感がある」と指摘があ

った。また、「検索結果で同一のニュースであっても、自社サイトよりポータルサイトが上

位に表示され自社サイトへの集客が減ってしまう」との意見も寄せられた。ポータルサイ

トで上位に表示される記事の選定基準が不明確だとの指摘もあった。これらの課題に対し、

報告書では「配信料の算定に関する基準や根拠等が明確化されることが望ましく、提供さ

れたコンテンツのポータルサイトでの取り扱いについても、明確化や適切な交渉が行われ

ることが望ましい」と示した。直近に実施したヒアリングでは、こうした点の改善がなされ

ていないとのことだった。 

 報告書では、媒体社間競争の変化と消費者への影響についてメリットとデメリットを記

載している。メリットとして、消費者が一つのニュースについて複数のソースへのアクセ

スが容易である点、媒体社も地理的な影響を受けずに消費者にニュースを届けられる点を

挙げた。結果として、メディア間の競争が活発になり、消費者はその恩恵を受けられると考

えている。デメリットとして、ニュースの提供が広告に依拠する部分が大きくなり、広告枠

の価値がインプレッション数やクリック数に左右されてしまう傾向にあると指摘した。ニ

ュースコンテンツがアクセス数を稼ぐ目的のものになりかねず、過激な見出しの記事やフ

ェイクニュースが流通する恐れがある。報告書ではコンテンツの質を担保する方法として、

メディア名が明確に示されること、消費者によるコンテンツの質や媒体社に対する評価が

競争に反映される仕組みが検討されることが望ましいと指摘した。 
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３．アンケートについて 

アンケートについては、約 300 の媒体社に協力をお願いしている。今回の実態調査の起

点と位置付けており、結果を踏まえてさらに必要な情報を整理し、収集していく形を想定

している。今回のアンケートでニュースメディアの問題意識をすべて網羅できているとは

考えていない。設問で触れていない部分でも、ニュースコンテンツ分野の取引慣行につい

て問題意識や改善を要する点などがあれば、自由記載欄に積極的に記載いただきたい。 

アンケートに関して、よくある三つの問い合わせについて説明する。一つ目は売上高や

利益に関する設問に関して、正確な数値がわからないというものだ。その場合は、丸めた数

値、予測の数値など概算のもので構わない。また、中核事業に関する設問についても、どの

ような事業の売り上げ・利益を回答すればよいのかとの問い合わせをいただいている。こ

の項目では従来型媒体の売り上げを尋ねている。新聞社では紙媒体の購読料売り上げと利

益、紙面広告などの売り上げと利益を想定している。デジタル関連事業について年間売り

上げなどを尋ねている設問に関して、複数の媒体を運営している社から、代表的な媒体の

みで回答すべきか、複数の媒体を合算した数字を回答すべきか質問いただいている。基本

的には複数の媒体を合算した数字をお答えいただきたい。代表的なものや売り上げが最も

大きいものに関する設問では代表的な媒体についてお答えいただきたい。 

 

＜質疑応答＞ 

○新聞・通信社がプラットフォーム事業者に提供する記事の対価についても調査すると認

識している。プラットフォーム事業者との契約において、価格交渉権がない契約書にサ

インしなくてはならない現状がある。これは仕方ないことなのか。 

→難しい質問だ。価格や契約は基本的に当事者間で交渉することで、競争法が介入する部

分ではない。例外として、相手の取引上の地位が強すぎて交渉のしようがない場合があ

る。そうした状況下で不当な買いたたきがあると、独禁法の問題となり得る。問題となる

のはかなり限定された場合で、具体的にみてみなければわからない。今回の実態調査で

問題となる具体的な事実があるかも含めて調べたい。この場ではどうなると独禁法上問

題になるか説明はできないが、調査で問題が浮き彫りとなれば、報告書で指摘したい。 

○アンケート後の関係事業者へのヒアリングはどのようなスケジュールで進められるのか。

結果のフィードバックはあるのか。 

→まだ調査を開始した段階だ。アンケートの結果を踏まえて浮き彫りとなった論点や、そ

の後のヒアリングや実態把握の取り組みの必要性によって変わる。一般的な実態調査は

1 年～1 年半で結論を出しているが、現時点で具体的なめどは示せない。アンケート結果

から参照する部分は報告書に記載する。集計結果は別紙として報告書と併せて公表する

が、そのタイミングも現時点ではわからない。 

以  上 
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