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1　研究背景と目的

　インターネット利用者の拡大にともない、ニ
ュースをインターネットで接触する人が増加し
ている。2011年末のインターネット利用者数
は9,610万人、人口普及率は79.1%である（総務
省、2012）。インターネットの利用目的は「ニ
ュース・天気予報」が77.8％を占めている（イ
ンプレス、2011）。日本最大のポータルサイト
Yahoo!のニュースコーナー「Yahoo!ニュース」
は月間50億ページビューを超える膨大なアク
セスを得ている（ヤフー ･ジャパン、2011）。
　これまでニュースを扱うのは、テレビや新聞
といった既存マスメディアが中心であった。新
聞社は、全国紙、地方紙、そして通信社の計
113社あり、テレビ局はNHKとキー局、ローカ
ル局で計128社ある（電通総研、2010）。
　新聞では、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞と
いった全国紙が全国各地で配布されて幅広いニ
ュースを扱い、地方紙は都道府県を中心に配布
されて地域のニュースを扱う。テレビでは、全

国をネットワークするNHKと放送エリアが限
定されている民放がある。民放では東京に本社
を置くキー局がネットワークに加入する地方局
からニュースを集めて放送している。通信社は
媒体を持たず、新聞やテレビに記事や写真を配
信している。新聞やテレビでは、全国メディア、
地方メディア、通信社の３つのメディアが地域
を軸に役割分担しているといえる。
　一方、インターネットには多数のサイトが存
在している。新聞社やテレビ局の運営するサイ
ト、インターネット専業のニュースサイト、個
人のブログ、Twitterやニコニコ動画といったソ
ーシャルメディアの１つ１つの書き込みなど、
ニュースサイトは多岐にわたっている。これら
ニュースサイトの役割については十分に明らか
になっていない。
　本研究では、ニュースに限らず、検索やショ
ッピングなどの機能を持ち、インターネットを
利用する際に入り口となることからインターネ
ット利用者の目に触れる機会が多いポータルサ
イトがニュースサイトにおいて中心的な役割を
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果たしているのではないかと考え,ポータルサ
イトに注目してニュースサイトの役割を考察す
る。

2　関連研究

　日本におけるインターネットのニュース研究
は、海外の新聞社の事例を対象とするものか、
国内事例を対象とするものでは市民参加型イン
ターネット新聞への関心が高い（呉.2008）。ニ
ュースサイトの利用者実態と既存マスメディア
への態度（斉藤、2000）やニュースサイト利用
者のニュース行動の変化（斉藤・萩原・川端・
福田・李・御堂岡・横山、2000）では、台頭し
つつあるインターネットニュースと既存マスメ
ディアの関係がどのように変化するかに関心が
置かれた。
　ブログが台頭し始めると、ブログや掲示板と
いったインターネットのコミュニティサイトの
議論がマスメディアに相互に影響を与え合う
間メディア性を持つとの指摘がされた（遠藤、
2004）。新聞社側からは、ソーシャルメディア
活用が新聞再生の可能性があるとの指摘がある
（米澤、2007）。
　市民参加型ではない個人ニュースサイトに関
しては、ユーザーが登録したサイトの更新を確
認する「はてなアンテナ」やRSSリーダーの人
気ランキングを元に個人ニュースサイトの分析
が行われ、ニュースサイトの類型化や既存のマ
スメディアとは異なるニュースバリューが存在
することが明らかとなっている（平井、2010）。
　ポータルサイトのニュースは記事だけでな
く、新聞社から個人のブログまで多数のリンク
が貼られ、利用者に情報を提供し、多層性を持
つ（成田、2009）。ソーシャルメディの登場に
より、ブロガーのような個人のニュース記事も
ポータルサイトが配信するようになり、読者か
らは新聞社の記事もブロガーの記事も区別なく

表示されるようになった（藤代、2011）。
　このように、ポータルサイトと個人ニュース
サイトにはリンクや配信の関係があることまで
は明らかになっているが、これまでのインター
ネットのニュース研究は、既存マスメディアに
与える影響や比較が中心であり、ポータルサイ
トについては十分に行われていない。

3　調査手法

　インターネット上のニュースに関わるサイト
の利用者数とポータルサイトで扱われるニュー
スの配信社やトップニュースの扱いを調査した。
　ポータルサイトへの配信によりニュースサイ
トは配信料もしくはリンクによるトラフィック
誘導が行われる。トップニュースに扱われると、
ニュースサイトの記事は多くの利用者に読まれ
るとともに、サイトにはトラフィックが多く誘
導される。トップニュースに扱われることは、
ポータルサイトとの関係の深さを示す。また、
ポータルサイト同士の違いや役割分担を明らか
にするために、トップニュースのジャンルを調
査した。
　利用者数の調査は、ネット視聴率調査会社「ニ
ールセン」に依頼し、2010年7月と2011年7月
の利用者数データの提供を受けた。ポータルサ
イト、ニュースサイト、新聞社が運営するサイ
ト、ソーシャルメディア系のサイトからニュー
スに関わるサイトを抽出した。テレビ局のサイ
トは、番組宣伝や関連情報といったニュース以
外の情報が多く含まれていることから今回の調
査からは除いた。
　ポータルサイトの調査は、Yahoo!、goo、
livedoorとニュースコーナーを持ちポータル的
な側面も持つソーシャルメディアmixiの4サイ
トを対象にした。各社がニュースコーナーに掲
載している配信社の名称と数、各社のトップニ
ュースに扱われているジャンルと配信社を調査
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した。期間は2011年8月4日から6日の3日間であ
る。配信社の名称や数は、各サイトの配信社一
覧ページから確認した。
　トップニュースとは、ポータルサイトの場合
は図1のようにトップページの中央部に表示さ
れるニュースのことでYahoo!ではトピックスと
表記される。トピックスに掲載されている記
事は8本である。gooでは注目と表記され、記
事は8本。livedoorでは主要と表記され、記事
は10本である。mixiではニュースコーナーの
上部に7本表示されている。これらトップニュ
ースに7時から23時まで毎時0分に掲載されて
いるニュースを1時間おきに各サイトで目視し、
トップニュースに表示されている記事のジャン
ルと配信社の名称について記録した。

4　結果

4-1　ニュース関連サイトの利用者数
　インターネット上のニュース関連サイトの利
用者数は表1のとおりである。

　利用者が多いのは、Yahoo!ニュースで、
31,947千人。livedoorニュースやgooニュースと
いった同じポータルサイトと比べて利用者が7

から10倍ある。もう１つ利用者が多いグループ
はYouTubeやTwitterといったソーシャルメディ
アである。動画、ミニブログ、SNSは利用者を
伸ばしている。特に、Facebookは2010年7月の
利用者1,719千人が2011年7月には9,504千人に、
急増している。一方で、掲示板の２ちゃんねる
は利用者を減らしている。それでも、新聞系サ
イトと同規模の利用者数がある。
　新聞系サイトはYahoo!ニュースには及ばない
ものの利用者数が多い。朝日新聞が運営する
asahi.comは10,239千人と最も多い。他のサイト
の１年前の利用者は産経新聞9,549千人、毎日
新聞8,275千人、読売新聞8,842千人で、いずれ
も利用者を減らしている。
　ニュースサイトはIT系サイトでは、Impress、
ITmedia、CNETに加えて、中国情報を中心に
扱うサーチナ、ネット情報を扱うJ-CASTニュ
ース、GIGAZINEを調査した。J-CASTニュー

図1：Yahoo!Japanのトップページ。枠内がトピックスと呼ばれるトップニュースが掲載されている部分
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ス、サーチナは1年前の利用者数が2,992千人と
2,584千人で、1.5倍に伸ばしている。
 

4-2ポータルサイトの配信状況
　ポータルサイトが扱う配信社数は、Yahoo!

ニュース88社、goo ニュースが47社、livedoor

ニュース 193社、mixiニュース91社であった。
livedoorニュースが最も多くのニュース発信者
から配信を受けている。これら配信社のうちト
ップニュースに使われているのは、Yahoo!ニュ
ースが36社、gooニュース が26社、livedoorニ
ュース 79社、mixiニュース33社であった。各
社とも全配信社のうち半分から3分の1程度の
配信社の記事をトップに利用している。
　各ポータルともトップニュースとして利用し
ている率が高い配信社には、既存マスメディア
が並ぶが、その割合は異なっている。上位20社
を表2にまとめた。
　Yahoo!ニュースは、時事通信、読売新聞、毎

日新聞、産経新聞の4社で54.4％で半数を超え
ている。その後も, 産経スポーツ、スポニチ、
FNN（フジニュースネットワーク）と既存マス
メディアが続く。
　gooニュースも読売新聞、朝日新聞、産経ス
ポーツで58.5％を占める。
　livedoor ニュースは、共同通信、産経新聞、
スポーツ報知と上位3社は既存マスメディアだ
が、その次にJ-CASTニュースが入る。サーチ
ナ、GIGAZINEといったニュースサイトも上位
にある。共同通信、産経新聞、スポーツ報知の
合計は17.9％で既存マスメディアは上位にある
が、Yahoo!ニュースとgooニュースに比べて割
合が少ない。mixiニュースは時事通信、毎日新
聞、読売新聞で38.2％となっている。
　トップニュース利用率が高い配信社のうち、
上位20サイトのうちニュースサイトの利用は、
Yahoo!ニュース4サイト、gooニュース9サイト、
livedoorニュース9サイト、mixiニュース10サ

種類 サイト名 2010年7月（千人） 2011年7月（千人）

ポータルサイト
Yahoo! ニュース 30,337 31,947
livedoor ニュース 4,758 5,746
goo ニュース 3,032 2,772

ニュースサイト

Impress Watch 5,359 6,069
ITmedia 5,699 5,716
CNET Japan 1,614 1,810
サーチナ 2,584 4,139
J-CASTニュース 2,992 4,121
GIGAZINE 2,407 2,476

新聞系サイト

asahi.com（朝日新聞） 6,951 10,239
Mainichi jp（毎日新聞） 8,275 8,021
iza（産経新聞） 9,549 7,965
YOMIURI ONLINE（読売新聞） 8,842 7,922

ソーシャルメデ
ィア

動画
YouTube 26,467 31,132
ニコニコ動画 10,368 12,504

ミニログ Twitter 9,496 14,914

SNS
mixi 9,930 14,033
Facebook 1,719 9,504

掲示板 2ちゃんねる 12,377 9,967

ブログ
Ameba 24,290 27,077
livedoor Blog 20.225 23,796

表1：インターネット上のニュース関連サイトの利用者数。「ニールセン、家庭と職場のPCから
のアクセス」をもとに筆者作成
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イトとなっている。Yahoo!ニュースを除いて、
gooニュース、livedoorニュース、mixiニュース
はニュースサイトの記事を多く利用している。

使われるニュースサイトは各ポータルによって
異なっている。複数のポータルサイトが使って
いるのは、音楽や芸能ニュースを扱うオリコン

ポータル Yahoo!ニュース gooニュース
順位 配信社 % 配信社 %

1 時事通信 17.4 読売新聞 31.0
2 読売新聞 16.9 朝日新聞 18.7
3 毎日新聞 11.5 産経スポーツ 8.8
4 産経新聞 8.6 日経ビジネスオンライン 6.9
5 産経スポーツ 5.9 シネマトゥデイ 4.9
6 スポニチアネックス 4.9 ダイヤモンドオンライン 4.2
7 FNN 3.4 夕刊フジ 4.2
8 スポーツ報知 3.2 産経新聞 3.9
9 オリコン 2.7 ナショナルジオグラフィック 2.2

10 デイリースポーツ 2.7 R25 2.2
11 シネマトゥデイ 2.5 時事通信 2.0
12 スポーツナビ 2.2 マイコミジャーナル 2.0
13 SOCCERKING 2.0 BCNランキング 1.7
14 ロイター 2.0 インターネットコム 1.2
15 CNN.co.jp 1.5 gooニュース 1.0
16 河北新報 1.5 共同通信 0.7
17 NHK 1.5 INSIGHT NOW! 0.7
18 朝日新聞 1.2 ジンジュール 0.7
19 NEWSポストセブン 1.0 ゲンダイネット 0.5
20 ゴルフダイジェスト 1.0 wired 0.5

表2：ポータルサイトがトップニュースに扱った記事の配信社

ポータル livedoorニュース mixiニュース
順位 配信社 % 配信社 %

1 共同通信 7.3 時事通信 14.6
2 産経新聞 6.0 毎日新聞 13.5
3 スポーツ報知 4.6 読売新聞 10.1
4 J-castニュース 4.4 オリコン 9.6
5 時事通信 4.2 ねとらぼ 8.1
6 サーチナ 4.2 ナリナリドットコム 3.9
7 GIGAZINE 4.0 シネマトウデイ 3.4
8 ゲンダイネット 3.6 NEWSポストセブン 3.1
9 ZAKZAK 3.2 産経スポーツ 2.8

10 Space of ishtarist 3.2 gooランキング 2.5
11 教えて! ウォッチャー 2.8 IT mediaニュース 2.5
12 ロケットニュース24 2.8 escala cafe 2.5
13 NEWSポストセブン 2.6 +D LifeStyle 2.2
14 日刊SPA! 2.4 日刊スポーツ 2.0
15 リアルライブ 2.0 COBS ONLINE 2.0
16 ゆかしメディア 1.8 バークス 2.0
17 日刊サイゾー 1.8 デイリースポーツ 2.0
18 週刊実話 1.8 ZAKZAK 1.7

19
スポーツ見るもの語るの巻
～フモフモコラム 1.6 教えて! ウォッチャー 1.7

20 Techinsight 1.6 MORE 1.7
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（Yahoo!ニュースで9位2.7%、mixiニュースで4

位9.6%）、映画情報を扱うシネマトゥディ（goo

ニュースで5位4.9%、mixiニュースで7位3.4%）
といったエンタテイメントサイトである。
　Yahoo!ニュースは、記事作成や他サイトへの
記事配信を行わないが、記事を配信している
ポータルサイトもある。gooニュースはgooニ
ュースという自社記事を1％利用している。ニ
ュースとは別のgooのコンテンツであるgooラ
ンキングは、mixiニュースで2.5％、同じくgoo

のコンテンツである教えて！ウォッチャーが
livedoorニュースで2.8%使われている。

4-3　ポータルサイトのニュースジャンル
　各ポータルサイトがどのようなジャンルの記
事をトップニュースとして扱っているのかを比
較した結果を図2にまとめた。ジャンルは各ポ
ータルが決めている表記に従った。
　Yahoo!ニュースは、国内が33.6％と大きな割
合を占める。国内には事件･事故、政治、気象
のニュースが含まれている。スポーツ20.6％、
エンタメ13.5％、経済12.0％と続く。
　gooニュースは、社会が18.4％で１位。スポ
ーツ16.4％、経済15.4％、国際･科学14.5％と、
バランスが取れたジャンルの扱い方となって
いる。仕事術はビジネスや職場に関するコラム、
生活術は暮らし、家庭、育児ニュースが含まれる。
　livedoorニュースは、社会が33.2％と大きな
割合を占める。次いで、エンタメ15.9％、スポ
ーツ15.5 ％である。
　mixiニュースは、エンタメがトップで20.1％。
次いで国内16.9％、コラム16.6％、ゲーム･ア
ニメ13.7％と続いていた。

 5　考察

　ポータルサイトは、インターネット上の多様
なニュースサイトの記事配信をトップニュース

で扱い、インターネット上のニュースを仲介す
るハブ的な役割を果たしており、新聞社や通信
社のサイトとは強い関係を持っていた。記事の
配信を通して、ポータルサイトと既存マスメデ
ィアは共生関係にある。ただし、ポータルサイ
トの利用者数ではYahoo!ニュースが突出してお
り、ネット上のニュースの中心はポータルサイ
トというよりも、Yahoo!ニュースである。
　新聞社は、紙ではマスメディアとして大き
な影響力を持つが、新聞系サイトはYahoo!ニ
ュースの３分の１の利用者にとどまっている。
J-CASTニュースやサーチナといったニュース
サイトが利用者数を伸ばしている。Yahoo!ニュ
ースと新聞社系サイトは、産経新聞が運営する
Izaは全トラフィックの9割が、毎日新聞が運営
する毎日JPは5割がYahoo!ニュースからの流入
である（ネットレイティングス、2009）。新聞
系サイトは、インターネット上ではニュース記
事の配信社としての役割が大きい。
　配信社数は最も少ないgooニュースで47サイ
ト、最も多いlivedoorニュースは193サイトで、
既存マスメディア以外のニュースサイトもネッ
ト上のニュースを担うようになっている。各社
ともに全配信社の半分から3分の1程度をトッ
プニュースに利用しており、多様なニュース発
信者の記事を扱っている。ポータルサイトは、
新聞やテレビといった既存マスメディアのニュ
ースから、海外メディア、インターネット専業
のニュースサイトまで、幅広い記事を扱うこと
で、インターネット利用者に対してニュースの
多様性を確保している。
　ジャンルからはYahoo!ニュース、gooニュー
ス、livedoorニュースの３つのポータルサイト
とmixiニュースとの間に違いが見られた。表記
が各サイトによって異なるため、同条件の比
較は難しいが、mixiニュースはエンタメ、ゲー
ム･アニメの利用割合が多い。Yahoo!ニュース、
gooニュース、livedoorニュースの３社に大きな
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違いは見られず、バランス良くニュースを扱っ
ていた。mixiニュースが柔らかいニュースを、
他３つのポータルサイトが固めのニュースを扱
うという役割を分担している。ただし、配信社
とトップニュースで扱う記事を見ると、既存マ
スメディアからの記事が過半数を超えるYahoo!

ニュース、gooニュース、に比べてlivedoorニュ
ースとmixiニュースは既存マスメディアからの
記事利用の割合が少なく、どの配信社からの記
事を多く扱うかが各ポータルサイトの特徴にも
なっている。livedoorニュースはトップニュー
スでも多様なニュースサイトを扱うことで、新
聞系サイト以外のニュースサイトにトラフィッ
クを誘導し、ニュースサイトを育てる孵化器の
役割も果たしている。
　ポータルサイトは、インターネット上のニュ
ースを仲介するハブ、多様性の確保、ニュース
サイトを育てる孵化器の役割を果たしていた。

記事の配信を通して、ポータルサイトと既存マ
スメディアは共生関係にあった。このような関
係に加え、ポータルサイトからのサイトへのリ
ンク、さらにソーシャルメディアの書き込みは、
新聞系サイトやニュースサイトの記事の情報源
や引用元となっている。新聞系サイト、ニュー
スサイト、ソーシャルメディア、これら4つの
グループの相互関係が生み出すニュースの生態
系を図3にまとめた。

6　結論

　本研究では、ポータルサイトに注目してイン
ターネット上のニュースサイトの役割を明らか
にしたが、残されている課題もある。ポータル
サイトは記事配信という仕組みでインターネッ
ト上のニュースのハブとなり、ニュースの多様
性を確保する役割も果たしていたが、トップニ

図2：ポータルサイトのニュースジャンル比較
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ュースの編集によるニュースサイトへの影響に
ついては検討できていない。圧倒的な利用者が
あるYahoo!ニュースのトラフィックはニュース
サイトには魅力的で、 トップニュースに扱って
もらうために編集方針に影響を与えている可能
性がある。また、新聞系サイトとその他のニュ
ースサイトの役割分担は十分に明らかにできな
かった。
　調査時期が2011年であり、その後のソーシャ
ルメディアやスマートフォンの利用者数増加が
反映されていない。2010年と2011年の比較で
も、FacebookやTwitterといったソーシャルメデ
ィアの利用者が増えており、インターネットの
利用者はソーシャルメディア経由で新聞系サイ
トやニュースサイトの記事に接触していること
も考えられる。
　ニュースサイトをめぐる環境は変化が激し
い。ソーシャルメディアの登場がニュースサイ

トやポータルサイトにどのような影響を与えて
いるかについて明らかにすることは今後の研究
が待たれる。
 

図3：インターネット上のニュースの生態系。「ニールセン･ネットレイティングス，家庭と職場のPCか
らのアクセス」をもとに筆者作成
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ニュースサイトにおけるポータルサイトの役割（藤代）

参　考　文　献

　電通総研『情報メディア白書2011』,ダイヤモン
ド社、2011,p.24,p.122.
　呉明燕「日本におけるオンライン・ニュース研
究の現状」、『メディアと文化』4、2008、pp.11-32
　斉藤慎一「高度情報社会におけるニュース・メ
ディア-電子新聞の現状と今後の展望」『情報化と
社会生活』北樹出版、2000.
　斉藤慎一・萩原滋・川端美樹・福田充・李光
鎬・御堂岡潔・横山滋「ニュースサイトの利用と
効果 -インターネットはニュース行動をどう変える
か-」『メディア・コミュニケーション』50号, 2000, 
pp..23-43
　遠藤薫『インターネットと“世論”形成―間メ
ディア的言説の連鎖と抗争』、東京電機大学出版局、
2004.
　米澤幸雄「新聞を取り巻くネットの世界」『同志
社政策科学研究』9、2007、pp..245-247.
　成田康昭「ニュース接触における情報格差-イン
ターネット・ニュースサイト利用における熟達度
の影響-」,『応用社会学研究』、51号,2009、pp..1-
15.
　藤代裕之「情報発信する私たちの役割とは何か : 
ジャーナリズムの視点から見たソーシャルメディ
ア」『情報の科学と技術』61、2011、pp..58-63.
　平井智尚「個人ニュースサイトの「ニュース」
について考える」,『メディア・コミュニケーション』
60号, 2010, pp..167-181
　インプレスＲ＆Ｄインターネットメディア総合
研究所、『インターネット白書2011』,インプレスジ
ャパン,2011,p.184.
　ネットレイティングス『ポータル誘導で利用者
の多い毎日・産経、ロイヤリティの高い日経・朝
日・読売』, ネットレイティングス株式会社,ニュー
スリリース,2009, http://www.netratings.co.jp/news_
release/2009/02/Newsrelease20090224.html 2011年9
月9日13:00
　奥村倫弘『ヤフー・トピックスのつくりかた』,
光文社,2010,pp.186-187.
　総務省『平成24年版情報通信白書』,総務省,2012,
pp.310-311.
　ヤフー ･ジャパン『Yahoo!JAPAN媒体資料2011年
7月改訂版』,p.6.


