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メディア産業のグローバル化に向けて1

西岡　洋子・各務　洋子

Toward globalization of the media industry

従来、国内市場において個別のメディア特性を活かして隆盛を誇って来た４大マスメディアは、

メディア技術の進化に伴いグローバルでかつメディアの種別を超えたコンテンツの流通の担い手

となっている。本研究ではグローバルな時代のメディア産業の役割とメディア産業の革新につい

て、マクロ分析的アプローチとミクロ分析的アプローチにて検討する。

マクロ分析的アプローチでは放送産業をとりあげ、そのグローバル化の意味を検討するととも

に、しばしば特別な役割を期待される公共放送に焦点をあてる。放送市場のグローバル化は、主

には国際放送の実施および番組のグローバル流通により進展して行く。国際放送はソフトパワー

の源泉およびパブリック・ディプロマシーの重要な構成要素でもあり、各国の動向を考慮しつつ

我が国にもより積極的な取り組みに向けて検討を求められる。

メディア産業のグローバル化に関するミクロ分析的アプローチとして、紙媒体からデジタルへ

とメディア技術が激変し、情報が瞬時にグローバルに広がる環境下でビジネスモデルを模索する

新聞業界に属する個別企業を検討する。紙媒体主体であった新聞業界が抱えるネット時代のビジ

ネスモデルの模索は世界共通の課題である。新聞紙上に掲載される情報は全て有料として価値を

もった歴史的システムから、ネットを通じて無料で提供されるモデルへと業界構造は劇的に変容

した。無料情報を補完的に提供するのか、代替的情報であるのか。確固たる収益の源泉をどこに

求めるのか。メディア以外の旧来型産業の収益構造にも大きく影響を及ぼす研究である。

キーワード：グローバルメディア、パブリック・ディプロマシー、国際放送、新聞、ビジネスモ
デル
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Ⅰ.　マクロ分析的アプローチ

1. メディア産業のグローバル化と放送

メディア・コンテンツ産業は、各国の産業政
策上および外交政策上で益々重要性を高めてい
る。世界のクリエイティブ市場2は、今後アジ
ア新興国を中心に急速に拡大し、2009年の約
464兆円から2020年には約２倍の933兆円以上
にまで拡大すると試算されている。また、メデ
ィア・コンテンツ産業は、周辺市場への波及効
果が高い。2010-2011年、国内コンテンツ産業
は、インターネット接続や通信料などからなる
コミュニケーション市場にほぼ同規模の約13.4

兆円、広告市場、映画・音楽・ゲーム専用機な
どのメディアハード市場、キャラクター市場
などに、それぞれ1.9兆円、5.0兆円、1.9兆円の
波及効果を生んだとされている。（METI 2013）
（Humanmedia 2012）。また、このほかにも、食
料品、衣類、観光、外食市場などにも波及が期
待される起爆剤のような効果があると考えられ
ている。海外市場においてメディア・コンテン

2 ここでいうクリエイティブ産業はメディア・コンテ
ンツ、食・飲料、ファッションなどからなる。

ツの流通は、さらに重層的な効果が期待できる。
近年、韓流ブームのもと海外市場の掘り
起こしに成功した韓国は、図1のように直接
的、間接的な効果を得ていると分析されてい
る（JETRO 2011）（中野・大波野 2012）。ドラ
マや音楽などの大衆文化の人気が高まることで
DVDやキャラクターグッズなどの関連商品の
販売が増加するだけでなく、直接関係のない電
化製品や化粧品などの韓国製品のイメージも改
善し、販売の増加につながる。さらには、韓国
そのものへの関心が高まり観光や料理などの文
化全般への興味が高まって行く。
また、これは、経済的効果だけに留まらない。
ソフト・パワー論の提唱者であるジョセフ・ナ
イ（Joseph S. Nye Jr.）によればソフト・パワー
（Soft Power）とは、「自国が望む結果を他国も
望むようにする力である」（Nye 2004邦訳p.26）
のことである。また「強制や報酬ではなく、魅
力によって望む結果を得る能力である。」（Nye 

2004 邦訳p.27）ともされる。

図１：海外市場における韓国のコンテンツ展開戦略
（2011年、JETRO 韓国のコンテンツ振興策と海外市場における直接効果・間接効果の分析）
※　（中野・大波野 2012）　より
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また、ソフト・パワーは3つの基本的な源泉
である、「文化（文学、美術、高等教育等エリ
ートを対象とする高級文化と大衆の娯楽になる
大衆文化）「政治的な価値」、「外交政策」に大
きく依存するが、そのなかでも文化を最重要と
している（Nye　2011）。この文化を伝達する
担い手として種々のメディア・コンテンツがあ
るが、テレビという影響力の高いメディアで提
供されるドラマなどのテレビ番組は、その文化
を紹介する強力なツールとなっている。
また、近年、ソフト・パワーを外交手段と
して活かす方策となる「パブリック・ディプ
ロマシー（public diplomacy）」は、1965年に外
交官であったエドムンド・ガリオン（Edmund 

Gullion）によってプロパガンダの代替用語と
して初めて使われた（中川2012）。米国の9.11

以降にその重要性がより叫ばれるようになって
おり、「公共外交」、「対市民外交」「広報外交」
などと訳される。現在は、人的な移動の活発化
し、インターネットなどの普及に後押しされた
情報の流通が容易となる環境において政府を代
表する政治家や外交官などの専門家に閉じた外
交から、外国の国民や世論に直接働きかける外
交が有効となってきている。金子・北野（2007 

p.15）は、「公共外交とは、外交の目的を達成
するためには、相手国の政府に働きかけるだけ
では十分でなく、国民レベルに働きかけていく
ことが必要である、という認識に基づいて行わ
れる政府の活動であり、政策広報としての情報
発信、国際文化交流、国際放送がそれに含まれ
る」としている。
国際放送は、国外の受信者に向けて行う放送
であり、ほとんどの国で国営放送局または公共
放送局が行っている。主に短波によるラジオ放
送（近隣国に向けては中波も）により行なわれ
て来たが、その目的は、他国の人々へ自国の理
解促進を図り政府の主張を説明し在外の自国人
に情報を伝達することである。よって、公共放

送によって実施されても、その費用については
政府交付金が使用される場合も多い。
公共放送は、我が国のNHKがそうであるよ
うに国際放送を担当するだけでなく、IP放送の
さきがけとなるなど放送技術の開発をリードす
ることを期待されるなど、しばしば重要な役割
を期待されるも場合が多い。その一方で、昨今、
メディア市場が競争的になってきたことで、民
間放送局との競合に批判が集まり、公共放送と
して明確な役割とその遂行が求められるように
なっている。また、そうでない場合は、存在意
義を問われ規模の縮小に向かうことになる。シ
ンガポールのように公共放送が民営化されると
いうケースもある。
国際放送の中心的メディアであったラジオ
は、途上国においては依然として重要であるも
のの、短波ラジオ放送による国際放送は減少の
傾向にあり、メディアの多様化に伴いテレビ
ニュースやweb上で番組を提供するようになっ
てきている。グローバルに展開するテレビニュ
ースネットワークの先駆けとなり、最も有力な
ものは、米国のニュース専門のケーブルネット
ワークとしてスタートしたCNN（Cable News 

Network）である。これは民間放送であり、政
府の主張の説明を目的としたものではないが、
米国の視点や立場が反映されていることは、否
定できないであろう。米国にもラジオ放送では
政府出資のヴォイス・オブ・アメリカがある。
ソフトパワーおよびパブリック・ディプロマ
シーの重要性が認識されるにともない、中国、
韓国、中東諸国などの成長中の国々を中心とし
て国際放送としてのテレビニュースを強化する
傾向にある。欧米諸国でも強化の傾向にはある
が、一方で経費削減を迫られている例も見られ
る。
本稿前半では、メディアのグローバル化にお
いて市場としてだけでなく、 国際政治的にも重
要な役割を期待されている放送に焦点をあて分
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析を進めることとする。放送のグローバル化に
は、自国の放送局から提供される国際放送（自
国人向けおよび外国人向け）と、番組を他国の
放送局を通じて提供する番組販売の両方がある
が、公共放送／国営放送の国際放送を中心に分
析をすすめる。
以下、グローバル展開に積極的な英国の公共
放送である英国放送協会（BBC）、韓国の公共
放送の韓国放送公社（KBS）、中国の国営放送
である中央電視台（CCTV）の事例などを見て
行く。それらを受けて、わが国におけるNHK

の役割について考察を行なう。

2.公共放送のグローバル展開：海外事例

2-1 イギリス

世界的に有名な公共放送機関であり国際放送
として信頼ある報道メディアとして評価されて
いる。BBCには、BBCワールドサービスとい
う主にラジオやインターネットなどで多くの言
語で情報発信をしている部門と、BBCワールド
ニュース3という、英語によるテレビ国際放送
を行なっている部門がある。BBCワールドサー
ビスは、2014年1月現在、28の言語でサービス
を提供している。

BBCの長い歴史のなかで、信頼とブランド力
を蓄積してきた。1932年に、英連邦諸国向けの
英語サービスとして開始されたのが始まりであ
る。1938年に対象がアラブ諸国に拡大された。
その際、外務省の国益に沿わない内容は削除す
べきとの見解に対し、エンパイアサービスの責
任者は、自国に都合が悪くても英連邦諸国向け
を同じニュースを流すことが結果として全体的
国益にかなうと、アラビア語サービスの担当者
に助言したと言われる。そのもととなるサービ
スが開始された世界で最も古い国際放送のひと
つである。イギリス外務省からの資金を主な財
3 http://www.bbc.co.uk/worldserviceradio/help

源とし、国内の放送と異なり、受診許可料を使
用せず、運営されてきたが、財政見直しの結果、
2014年より受診許可料を用いた運営に変更さ
れる予定である。

BBCワールドニュース4は、商業ベースのテ
レビニュースチャンネルで、24時間200カ国以
上で英語放送されている。2億9500万の家庭、
170万のホテルの客室で視聴が可能な状態にあ
り、46の航空会社、81のクルーズ船、35の電
話会社の提供するプラットフォームで提供され
ている。同部門は、視聴料と広告販売で収入を
得ているBBCの商業部門のグループ会社のひ
とつであるBBC Global News, Ltdにより運営さ
れている。米国のニュース専門局であるCNN

に続くグローバルなテレビニュースとして知ら
れる。

2-2 韓国

KBSは放送の全てが見られる韓国専門総合
エンターテイメントチャンネルであり、テレ
ビとラジオの放送を行なっている。KBS は公
共放送として1973 年に創立される以前の1950

年代からラジオによる国際放送を実施してお
り，テレビについては2003年から本格的に開
始した。また， 2001年には在外韓国人や韓国系
の人々を視聴対象に国際的な番組供給事業「TV 

KOREA」を立ち上げ，海外の放送事業者に
KBS のニュースやドラマなどを廉価で供給し
た。TV KOREAの成功で、KBSは海外市場の
開拓とコンテンツ販売で成果を挙げた。2003年
にはTV KOREAを発展的に解消し新たに24時
間放送の海外向けチャンネルKBS ワールドを
スタートさせた。

KBSは米国、日本、中国に的を絞り、積極的
にマーケティングをおこない成功につなげたと
言われる。2003年は日本でKBSが制作の「冬の

4 h t tp : / /www.bbc .co .uk /news /wor ld - rad io -and-
tv-12957296
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ソナタ」がNHKのBS放送で放映され、人気を
集めたが、翌年、NHKの総合放送による再放
送が高視聴率となり、その後、民放もこぞって、
韓流ドラマを放送するようになり、日本で一大
韓流ブームとなった。

KBS ワールドはKBSの業務の一部であるた
め，運営経費については受信料や広告料などを
財源とするKBS予算内で処理される。国際放送
について韓国の放送法第54条第1項第5号に「国
家が必要とする対外放送（国際親善及び理解増
進と文化・経済交流などを目的とする放送）と
社会教育放送（外国に居住する韓民族を対象
に民族の同質性を増進することを目的とする
放送）の実施」が規定されている。なお、KBS 

は自主的に目的として「大韓民国の文化と価値
を世界に伝播する」を掲げ，運営に当たっては
「世界の中のKBSとKOREAのブランド価値向
上」，「全世界韓民族ネットワークの構成」，「全
世界可視聴圏拡大による韓国文化の世界化推
進」といった運営目標を立てているとのことで
ある。（田中 2007b）。
なお、KBS worldのほかに韓国政府により設
立された財団法人アリラン国際放送が運営する
1997年に開局した全世界向け英語、韓国語、ア
ラビア語放送のアリランワールド（以下，アリ
ランTV2）がある。これは、中長期的な放送政
策の方向性を示した1995年の「先進放送5か年
計画」に基づく。これには、国家イメージを高
めるため，外国向けの国際衛星放送を積極的に
進めていくことが重点課題に含まれている（田
中 2007a）（櫻井 2009）。

1997年に通貨危機を経験した後、経済政策を
大きく転換させ情報化を押し進め、コンテンツ
産業の振興に取組んできた。コンテンツ産業は、
一度、市場で成功すれば、大きな追加投資をす
ることなく複数回の収益が期待できる高付加価
値なだけでなく、周辺産業への波及や貿易促進
効果を期待できることから国家の基幹産業とし

て位置づけられた。1998年にキム・デジュン大
統領が「文化大統領宣言」を発表して以来、「文
化産業基本法」の制定などの法整備のほか、「コ
ンテンツ振興院」を設立するなど行政体制を整
え官民一体で取組んできた。また、イ・ミョン
バク大統領は2009年「国家ブランド委員会」を
設置し、国家イメージの向上に向けて国家的に
文化産業を育成に取組んだ。

2-3 中国

中国政府は中国が国際社会での影響力を更に
拡大させるには，国際社会での中国のイメージ
改善が重要と考えており、国際放送を強化して
いる。テレビ放送では、中国語のCCTV-4と英
語のニュース専門チャンネルであるCCTV-9が
ある。2000年の英語専門チャンネルの放送開始
に始まり、フランス語やスペイン語，ロシア語
といった国連公用語をすべて専門チャンネルと
して提供している。
ラジオ放送では、CRI（China Radio International）
が、北京放送としてネット上での発信をも含め
合計61言語で提供されている。中国の対外宣伝
工作の目的は，従来は、主に西側諸国の中国に
対するイメージの改善であったが、東南アジア、
太平洋地域、中東，中南米、アフリカ諸国での
放送体制を強化拡大しており，現地への中国文
化の浸透を図っている（平野 2011）（NHK放送
文化研究所　2012）。国営であるCCTVが西側
諸国の視聴者に受け入れられているのかは疑問
であるが、多くのチャンネルが望めない発展途
上国において、その影響力は無視できないもの
であろう。
また、中国は2009年9月、国務院は中国文化
産業振興の基本方針「文化産業振興計画」を発
表し、文化産業を重要産業として位置づけ第12

次五カ年計画（2011～ 2015年）では、「文化
事業と文化産業の発展」を明記するなど、コン
テンツ産業の振興を図っている。2012年に文化
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部が発表した「文化産業倍増計画」では、2015

年までの5年間で文化産業全体の付加価値の増
加額を年平均20％以上成長させ、2010年比の
倍増を目指している（経済産業省商務情報政策
局2013）。

3.　放送事業のグローバル展開：我が国の現状

と問題点

NHKはNHKワールドを総称にNHKワールド
（外国人向け英語テレビ放送）、NHKワールド
プレミアム（在外邦人向け日本語テレビ放送）、
NHKワールド・ラジオ日本（18言語）を実施
している。制作および放送は、NHKとNHK

や民放各社、Microsoft社などの合弁会社であ
る株式会社日本国際放送（Japan International 

Broadcasting Inc. JIB）により主に実施されてい
る。

また、北朝鮮の拉致被害者にむけて電波法令
上は同報通信となる広報業務用特別業務の局と
して「しおかぜ」が開設されているほか、第３
国から「ふるさとの風」（イルボネパラム-日本
の風）を放送している。
日本の映像国際放送は1990年、当時のNHK

会長だった島桂次がアメリカのニュース専門局
CNNに触発されて構想したグローバルニュー
スネットワーク（GNN）の頓挫のあと、NHK

により1995年から従来の番組の国際伝送サー
ビスを拡大したかたちで小規模（スクランブル
なし、日本語、英語、1日5時間放送）に実施
されてきた（金山 1999）。その後、英語圏以外
の国々が続々と英語チャンネルをスタートさせ
たのに対して（表1　参照）、十分機能が果た
せていないとの認識から2006年6月の、「通信・
放送の在り方に関する政府与党合意」で、「新
たに外国人向けの映像による国際放送を開始す

表1　主な国際テレビ放送の比較
出所: 総務省（2012） 
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る」との方針が示され、総務省「情報通信審議
会」に「映像国際放送の在り方に関する検討委
員会」にて2006年から2007年にかけて議論を
行い、2009年に現在の国際放送の体制ができあ
がった。
番組単位の輸出に関しては、1980～ 90年代
にかけて、アジアを中心にブームを巻き起こし
たNHKの「おしん」や、番組フォーマットが
広く輸出された「料理の鉄人」などがあるが、
継続な輸出拡大には繋がっていかなかった。放
送局は、これまでアジア地域で指摘される海賊
版の問題などもあり、国内市場で収益をあげて
いたことから、費用対効果で多くを望めない海
外市場への進出には消極的であったが、韓国の
成功を目の当たりにし、国内放送市場の成長の
限界などから、やっと海外市場に目を向けるよ
うになってきたところである。
政府もクールジャパン戦略を改めて押し進め
始めたところ、2012年には、アニメ、エンター
テインメント、文化全般を継続的に発信するビ
ジネスがアジア地域で立ち上がり始めた。日経
新聞とTBSは日本の ビジネス・経済情報や流
行・文化、テクノロジーなどを各国・地域に紹
介「Channel JAPAN」を シンガポー、台湾、イ
ンドさらにWebで提供を開始した。 また、イン
ドの「ライジング・スター」で講談社とトムス
エンタテインメントは日本の人気野球，漫画「巨
人の星」のインド版の放送を開始した。2013

年、シンガポールでアジア太平洋地域の国々を
ターゲットとした日本コンテンツ専門の総合エ
ンタテインメン ト・テレビチャンネルのHello! 

Japan!（ハロー！ジャパン）が本放送を開始し
た。同年8月、政府の後押しのもと地上放送、
衛星放送、権利者団体、関係業界などから15

の企業・団体が理事社となり放送コンテンツの
海外展開を促進することを目的に、一般社団法
人 放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ：
Broadcast Program Export Association）を2013年

8月に設立した。当面の戦略は、ASEAN主要国
において、地上波等の効果的なメディアで放送
枠を確保し、 魅力ある日本の放送コンテンツを
継続的に放送すること、このために国家予算も
最大限活用しつつ、官民連携オールジャパン・ 

ワンチーム体制で取り組むということを掲げて
いる。

4. 考察と今後の課題

各国の公共放送は、それぞれの国を代表し放
送産業のグローバル化の先鋒となってきた。多
くは、報道チャンネルを軸として展開されてい
るが、韓国のように番組販売において海外市場
の開拓をリードする場合もある。報道番組の多
くは、多言語展開であり、積極的に現地のケ
ーブルテレビなどにチャンネルを提供してい
る。しかし、我が国においては、2006年に政
府のてこ入れもあり、国際放送が強化されたも
のの英語の国際テレビ放送についても出遅れ、
また、日本語と英語以外の言語はない。多くが
3カ国語以上で放送を提供しているのと比較す
ると貧弱である。とくに日本をとりまく外交環
境が厳しくなっている昨今、海外発信の重要な
手段である国際放送の役割は重要である。しか
し、NHKの場合は、国際放送において過去に
頓挫した経験がある、不祥事が続き事業の拡大
に抵抗感が広がっているなども一般的に事業拡
大には力を入れ難い背景となっている。しかし、
BBCのように、事業免許に相当する特許状の更
新にあたって国民的議論を通して、NHKの役
割を真摯に議論することで、それに期待される
役割も変わってくると思われる。

Ⅱ．ミクロ分析的アプローチ

世界各国のグローバリゼーションという課題
は、メディア技術の持続的な革新による産物で
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ある。メディアの技術革新が加速度的に進む中
で、メディアを利活用する一般産業における
個々の企業の取り組みこそが、メディア産業の
成長、さらに経済全体の成長を促すことになる。
メディアの技術革新と、そのメディアを通して
コンテンツを配信する企業群の分析が求められ
る。コンテンツ配信側の企業群として検討すべ
き事柄は、コンテンツ制作に関わる企業群と、
コンテンツ配信を一義としない事業に携わる企
業群、所謂伝統的な製造物を生産し提供する製
造業、サービスを提供するサービス産業等のメ
ディア利活用分析が求められる。経営戦略論
に基づくミクロ分析的アプローチにおいては、
ICTの技術革新により劇的に影響を受けた一般
企業のマーケティング活動のコスト削減と効果
拡大、マネジメントの効率化による人的資源の
効率化、新製品開発、研究開発等、主要なビジ
ネスの側面への影響がいかに業績に反映される
のかというビジネスモデルの検討が中心となる
が、本稿では、まず上記の対象企業群の中から、
メディア技術の革新が特に大きく影響を受けて
いるコンテンツ配信企業群として、新聞業界の
デジタル化によるビジネスモデルの変化を検討
する。冒頭に掲げたメディア技術の産物が結果
としてグローバリゼーションの促進へ貢献する
ことになる。メディア技術の革新は、インター
ネットの出現により歴史が変動するほどの変革
が起こった。特にICTの技術革新が一般企業に
与える影響は甚大である。メディア産業の成長
は、こうした利活用側に立つ企業群が、それを
充分に活用し、インターネット広告等をはじめ
とするメディア技術を最大限に利活用する適応
力に依存するともいえる。メディア技術の革新
的成長と、メディアを利用する産業の成長との
関係性に焦点をあて、メディア産業のグローバ
ル化がもたらす一般産業へのグローバル化のプ
ロセスを論じる。
本稿では、まず創業以来、紙媒体であった新

聞業界がインターネットによりデジタル化に移
行を遂げる中で、いまだに難航しているビジネ
スモデルの確立について検討する。新聞のデジ
タル化という課題におけるビジネスモデルの分
析サーベイを提示し、後半は実証的研究の事例
として全国紙の日本経済新聞電子版と、地方紙
として神戸新聞の電子版へのプロセスを記載す
る。

1.　新聞電子版におけるビジネスモデルの構造

インターネットの出現以来、情報のデジタル
化がグローバリゼーションの最大の要因とな
り、旧来の活字から発したコンテンツ関連企業
のビジネスモデルは有無を言わさず劇的な環境
変化に対応しなければならない。グローバルな
学問分野において、インターネットの出現と、
旧来のコンテンツ提供者が直面する課題は依然
としてすっきりとした解法を導いている訳では
ない。多種多様なアプローチにより議論される
中で、本稿ではビジネスモデルという側面での
論点をまとめる。
共通の認識としては、インターネットが伝統
的なコンテンツ提供者には大きな新しい機会の
到来となり、新しい流通経路が与えられたこと
になる。しかし、無料コンテンツとの競争は激
烈を極め、所謂旧来メディアで提供していたコ
ンテンツとの共食い状態（cannibalization）解
決までには程遠いのが今だ現実である。デジタ
ルコンテンツを販売することで、これまでの投
資回収を達成し十分な利益を上げることは非常
に難しい。音楽、映画、新聞、雑誌、書籍等デ
ジタルで配信可能となったコンテンツ提供者は
すべからく同じ課題を抱える。加えて、冒頭で
触れた一般産業に属する事業者にとってみて
も、事業の普及に関わるマーケティング関連ば
かりでなく、デジタルの利活用において多大な
投資をせざるを得ず、デジタルの利活用次第で
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は本業の収益にも大きく関係する。本稿では、
こうしたビジネスモデルの変化の検討にあた
り、先行研究をまとめる。

1-1 Fetscherin and Knolmayer

コンテンツ配信事業におけるビジネスモデル
は様々存在するが、少なくとも以下の5つの要
素を含むことが重要である。①製品の特質、②
消費者の特質、③収益の根拠、④価格の設定、
⑤配信方法である。とりわけ新聞業界を取り
上げると、③の収益の根拠が旧来依然とした
広告モデルからの展開が曖昧である。更にデ
ジタルコンテンツを配信することに伴い、以
下の2点が重要である。第1に、現在扱うデジ
タルコンテンツの中でどの程度が無料提供可
能であるのか、かかるコストを賄うだけの費
用がどの程度であるのかを明示すること。第2

に、デジタルコンテンツ（デジタルである当該
企業の製品）が、補足的な位置づけなのか、代
替となるものであるかである。特に第2につい
て、例えば新聞であれば、紙媒体である新聞
記事の内容を補足するためにデジタル電子版
を普及させるのか、あるいは新聞記事の内容
に取って代わって代替製品として主軸となる
位置付けであるのかということである。この
点、後半の2つの事例からわかるとおり、両社
の主張は第1の補足的位置付けを目指しており、
デジタルを読むことで更に紙媒体への関心を深
めることに繋げる意図が伺える。しかし、デジ
タルの読者の中には、デジタルで読めるのであ
れば、紙媒体の購読は中止すると考える者もあ
り、必ずしもコンテンツ提供者が、受け手の行
動に反映されていないという現実がある。
ここで、最も議論となる課題はインターネッ
ト上で提供するコンテンツは無料で提供される
べきか、それとも有料なのか。また、デジタル
コンテンツの中身は補完的位置付けであるのか、
代替的位置付けであるのかである。Fetscherin 

and Knolmayerの実証によると、デジタルコ
ンテンツへのアクセスは概ね3つの方法による。
1つは無料、2つ目は登録後無料、3つ目は有料
である。彼らが実施した質問票による回答によ
ると、「提供するコンテンツを無料にするかど
うか」の検討において、100%無料、登録後無料、
有料という3つの選択肢のうち、100%無料（簡
単な登録後無料も含める）は、Figure1を参照
すると19件のうち11件がそれにあたるという。
これは即ち、マイケルポーター（1989）の競争
戦略のコストリーダーシップに該当すると説明
される。価格による差別化が優位にたつ状況で
ある。一方で、Figure1の16～ 19の該当者はコ
ンテンツの中身である価値を重視し、有料であ
っても中身にコストをかける判断を下す。デジ
タルコンテンツの有料化はデジタルコンテンツ
のマーケットではニッチ的位置付けとして考え
られ、その中身との対応が深く関係するとみて
とることができる。

コンテンツの無料化、有料化と、中身の補完
的位置付け、代替的位置付けにおける意思決定
は、日本の新聞社において難題である。以下、
2件の事例を紹介する。
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2-1 全国紙の電子版モデル：日経電子版

日本経済新聞社はデータベース事業、ニュー
スサイトの開設など国内の大手新聞社に先行し
てデジタル事業に積極的に取り組んできた。新
聞コンテンツのデジタル配信の検討は2010年3

月23日に開始する数年前から検討していた。電
子版は全く新しいメディアを作るつもりで、朝
刊と夕刊だけでなく、様々な新しいコンテンツ
や機能、サービスの可能性を議論していたとい
う。まさに日経グループ総力を挙げてマーケテ
ィング、開発を進めて実現に繋げたものである。
以下、同事業の責任を担う八田亮氏による講話
をまとめて記載する。
電子版の有料会員数は2010年7月上旬には7

万人を超えた。日本経済新聞の発行部数の2%

強に当たる。欧米の新聞社はネット課金で先行
していたが、有料会員数は英フィナンシャル・
タイムズで12万部、米ニューヨーク・タイム
ズで9万部であった。その意味では、紙の読者
ではなかった新規の読者を獲得していると判
断できる。以降、有料会員は着実に増えたが、
ページビューは無料ニュースサイト（NIKKEI 

NET）と比べると当初は全体では減少傾向にあ
った。無料で読むことのできるコンテンツは無
料のニュースサイト時代よりも大幅に増える
が、有料サイトであるというイメージから敬遠
する利用者が存在する。この頃、有料会員のサ
イトへの訪問頻度や閲覧ページ数は相対的に高
く、ビジネスの暮らしに役立つメディアとして
利用されていると判断していた。
有料会員、無料登録会員ともに順調に増加傾
向にあり、読者にも高く評価されている官職が
あり、紙面ビューワー、「My日経」機能のサー
ビスの他、携帯電話で読める機能が便利である
などの意見が届いていた。
しかし、同社として、紙媒体を重視するのは、
まだ紙が収益の基盤であることに間違いはな
く、広告への影響もあるが、紙の部数はやはり

メディアとしての力につながると考えていた。
紙の部数を急速に減らす訳にはいかないという
考えが強くある。電子版創刊に当たっては、日
本経済新聞社は「紙との共存」を柱とした。紙
と新聞電子版とを同時に読むことで、双方の魅
力が増し、相乗効果があると考えていた。紙の
購読している方には、宅配料金プラス1000円
（朝刊・夕刊セット版地域の読者は月額5383円、
全日版地域の読者は同4568円、税込み）という
価格は適切であると考えている。電子版単体の
購読料4000円が高すぎるという声があるのは
確かではあるが、電子版のコンテンツやサービ
ス、機能と紙への影響などを総合的に判断して
設定した価格である。
広告の可能性として、紙とネットの特性を使
い分け、双方の広告を同時に販売したり、紙と
ネットの広告を連携させたりすることができ
る。紙面は限りがあるが、ネットには限りがな
いので展開が自由である。実際、紙の広告主が
ネットでも広告を出すなど、紙とネットを合わ
せて販売しているケースが増えている。電子版
の場合、読者の属性、思考、アクセスページなど、
閲覧動向に合わせて広告を画面に表示し、メー
ル配信することができるのが強みである。今後、
読者が更に増えれば、こうした新しい形の広告
商品の可能性は益々広がると考えている。
電子版を使うことで、改めて紙の良さを認識
することも可能である。例えば、電子版の紙面
がそのまま読める紙面ビューワーを備えてい
る。朝刊、夕刊に掲載した記事を通常のネット
媒体のように横踏みに再構成して表示してい
る。この際構成版をパソコンで読む際、横組み
の記事の見出しにマウスオーバーすると、右側
の紙面ビューワーではその記事が紙面のどこに
掲載されているのかが分かるようになってい
る。掲載位置によって感覚的に記事の重要性が
分かる仕組みを備えた。改めて、紙のレイアウ
トの力を感じて頂けると考えている。ネットで
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は記事が時系列で並ぶことが多いが、電子版の
Web刊トップ画面ではそうはせず、弊社による
価値付けを前面に出して重要なものを上にして
いる。このような編集力こそが、新聞社が提供
できる価値であると考える。
細かいことで留意している点は、個別の記事
リンク禁止等の対応である。日経は経済紙とし
てマーケットに影響を与えやすい記事を多く扱
っている。個別記事へのリンクの付け方次第で
は、報道目的以外に記事を利用され、例えば特
定株の推奨など市場に謝ったメッセージを与え
る懸念がある。このため一般紙よりハードルの
高いリンクポリシーを掲げている。
今後の展開として、質の高いコンテンツを追求
することには変わりないが、逆に質の高いコンテ
ンツが豊富にあり過ぎ、目的の記事を探し難くな
っている側面もあるかもしれない。どうすればニ
ーズの異なる個々の読者に読みやすく整理でき
るのかが重要であると考えている。その為、どの
様に読んでいるのか、活用しているのか、実例を
丁寧に紹介したり、サイト構成やリンクなどで
工夫したりすることで、ユーザビリティーの改
善を一層進めたいと考えている。電子版の仕組
みは、日経新聞のコンテンツをデジタル配信す
る1つのプラットフォームであると考えている。
オープンに対応する方針で、要望があれば地方
紙などとの連携も視野に入るということであっ
た。

2014年2月4日の電子版記事によると、日経電
子版などのログインに利用する「日経ID」会
員が300万人を超えた。日経グループは今後も
ビジネスや暮らしに役立つデジタルサービスを
拡充し、日経ID会員の利便性を高める。日経
IDは日本経済新聞社のデジタルサービスやイ
ベントを利用する際の認証方式で、2009年に開
始した。現在、日経IDの基盤の上で日経電子
版のほか、ビジネスパーソンの仕事に役立つ情
報を提供する「日経Bizアカデミー」、電子書籍

の「日経ストア」、働く女性を応援する「日経
ウーマノミクス・プロジェクト」などの登録制
サービスを展開している。日経ID会員の中核
である日経電子版の登録会員（有料・無料）は
210万人を超えた。日経新聞社は日経IDに登録
しているメールアドレスに、登録サービスや属
性に合わせた各種の情報を届ける。日経電子版
の場合、突発ニュースの速報や重要な記事をメ
ールで配信し、電子版会員の情報収集に役立っ
ている。日経グループは今春より、日経BP社
が提供するサービスのログインに利用する「日
経BP社の約90のサービスが日経IDの認証に変
わり、一つのIDで日経新聞社と日経BP社のサ
ービスをスムーズに行き来できるようにする。

出所：日経電子版, “日経ID会員、300万人にデジタ
ルサービス拡充”, 2014/2/4. 1:00.,http://www.nikkei.
com/article/DGXNAS6MM2B01_T00C14A2TJ1000/
（2014/2/4アクセス）

2-2 地方紙の電子版モデル；神戸新聞ＮＥＸ

Ｔ

全国紙の優良デジタルサービスが出そろう中
で、神戸新聞社は2012年11月1日、電子版「神
戸新聞NEXT（ネクスト）」を創刊した。ウェ
ブサイトの優良記事や紙面ビューワー、記事デ
ータベース、安全安心メールを組み合わせたサ
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ービスで、新聞（紙版）読者の月額料金を購読
者プラス電子版157円と設定した。全国紙のサ
ービスとは異なる地域発のデジタルメディアを
めざすことになる。以下、取り組み開始から実
現するまでのプロセスを朝日新聞WEBRONZA

に掲載された大町聡（2013/01/17）を基に記載
する。
取り組み開始は1年10か月前の2011年1月で
あった。「電子版を創刊する」という社長の年
頭挨拶で号令がかかった。前年（2010年）に日
経新聞電子版がスタートし、他の全国紙も有料
サービスを始めるという噂が出ていた時期であ
る。社内でもサイトの有料化から新しい端末や
プラットホームでのサービスまでさまざまな課
金プランを模索していたが、本格的な有料サー
ビスに踏み切るためには、まず編集、販売など
の意識が変わる必要があった。社長のトップダ
ウンで社内横断の開発チームが発足。しかし、
当初は社内でも温度差があり、電子版には抵抗
も大きかった。最初の試案では「2年間の助走
期間を設けてまず速報や動画、深堀り記事など
をデジタル媒体向けに出せる報道態勢をつく

る」「販売店対策も不可欠」と、有料モバイル
サイトを先行させながら3年間かけて有料電子
版への準備を進める計画だった。試案に対して
経営陣から「3年先では遅い、2年後だ」と発破
がかかり、12年秋のスタートに向けて計画を急
加速させた。
ユーザーとして当初から想定していたのは現
在の読者である。新聞を購読していない人が新
聞料金並みの料金を支払うのはハードルが高
い。電子版を安く販売することは、販売部門も
受け入れ難い。「新聞を読んでいる人にとって
便利なサービス」を新聞購読料と合わせて手頃
な料金で提供するというコンセプトでシステム
設計に入った。
全国紙の電子版は機能豊富だが多大な開発費
もかかっている。地方紙の規模では負担が大き
い。地方紙ならではの「身の丈サイズ」で、か
つ必要な機能は落とさないことが課題であっ
た。最もコストがかかると予想された会員管理
課金システムで、共同通信社の提唱による加盟
社のシステム共有化の話が持ち上がったことが
きっかけとなる。このシステムで会員認証を行
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い、サイト、紙面ビューワー、データベースの
機能を共通のID、パスワードで使えるように
する。紙面ビューワーはすでに「デイリースポ
ーツ」電子版で利用していた。過去記事データ
ベースも既存システムを結合し、テキストだけ
でなく見出しや写真を含めた切り抜きでイメー
ジでも出力できる。ビューワーとデータベース
は、パートナー会社が電子版向けに改良し、ロ
ーコストのクラウドでの運用が実現した。
コンテンツと機能を考える際、「全国紙と地
方紙のデジタルメディアはまるで異なるものに
なる」という認識があった。新聞社は横並び意
識が強く、他紙と同じ土俵で勝負しようとしが
ちである。しかしネットではポータルサイト、
ソーシャルメディア、放送、雑誌、ネットニュ
ースサイト、ブログなどあらゆる発信元がPV

（ページビュー）を取り合う。地方紙メディア
のコンテンツが競合するのは、全国紙ではなく
むしろ個人のブログやソーシャルメディアかも
しれない。紙面と同様に12の地域版毎にページ
を設け、支社総局から地域情報の速報を送るこ
と、朝刊紙面に加えて全地域版を紙面イメージ
で見せること、兵庫県内の事件事故をはじめ災
害情報や鉄道運行情報、気象警報を安全安心メ
ールとして発信することなど、紙面以上に地域
情報にこだわった。
パソコン、タブレット、スマートフォンのブ
ラウザーを通して全てのサービスを利用でき、
複数の端末で同時にログインできる。プラット
ホームのバージョンアップや規約変更、端末間
の差異に振り回され、課金手段も制限されるア
プリを回避し、きめ細かくデザイン変更やコン
テンツが追加できるブラウザーベースにする。
スマートフォンとパソコンやタブレット用では
画面デザインを大きく変える。
価格は議論となった。少しでも利益が出る価
格設定を考えたが、先行紙の電子サービスも
普及が進んでいないことなどを参考に、プラ

ス157円という戦略的価格を打ち出した。支払
いは、新聞購読者のダブルコースは購読料と併
せて販売店に集金を委託、電子版単独コース
（3675円）はクレジットカードで決済する。購
読者かどうかの確認は販売店にリストを送り確
認してもらう。ダブルコース、単独コースのい
ずれも販売店に販売や購読確認の管理手数料を
支払うようにした。
最後まで難航したことは、朝夕刊の締切を前
提とした記事編集から出稿までの流れを変える
ことだったという。デジタル専門の取材・編集
態勢を敷くのは難しい。「紙もデジタルも」並
行して取材からデスク作業までこなすことが求
められる。現場の記者から「必要性は理解する
が、人員を増やさず速報を強化すれば負担が増
える」と危ぶむ声もあった。実際に電子版を公
開し、貴社自身がサービスを利用するようにな
ると、「発生ものはまずNEXT」という意識に
変わりつつある。鉄道遅延など暮らしにかかわ
る速報が増え、記者が写真を撮影する合間に撮
った動画の本数も増えてきた。電子版と連携し
たフェイスブックでの記者ブログも始まった。
「2013年2月末まで無料」であることで、登録
者数は伸びている。読者からは機能やコンテン
ツ、デザインなどにさまざまな要望が寄せられ
る。「どうしてサイトを有料にしたのか」とい
うクレームもあり、無料と有料との区分は悩ま
しく、紙面と併せて読み、更に便利なサービス
をめざして、できるだけ多くの読者に活用して
もらえるよう改良を重ねるということである。

3. 　考察と今後の課題

インターネットの出現という劇的な外部環境
の変化によりデジタル配信への道を進まざるを
得ない旧来の四マス媒体の一つである新聞業界
の対応の現実を取り上げた。消費者視点でみれ
ば新聞の電子版はすっかり根付いた感がある
が、そのビジネスモデルについてはまだまだ未
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解決な部分が多く存在する。有料と無料、補完
的内容と代替的内容という棲み分けが適切であ
るかどうかもまだ発展途上である。分析手法を
見つけ出す前に、更に技術は先に進んでしまう
程その技術革新の速さは目を見張るものであ
る。本稿では触れることができなかったが、四
マスを利活用するメディア以外の産業がいかに
メディアとコンテンツを事業の味方にするのか
という視点もまた重要である。メディアとコン
テンツのビジネスモデルの発展はメディアを利
活用する側の許容レベルに比例すると考えられ
る。両者を結ぶビジネスモデルの構築は、イン
ターネットによるネットワークと同様、グロー
バルな環境において今後ますます求められる。
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