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司会：津山昭英・特別企画委員 本日は、河

北新報社デジタル編集部長の八浪英明さんを

お招きしまして、河北新報社のネットへの取り

組みについて、話していただきます。 

河北新報社は、東日本大震災でツイッターを

利用した情報を流して、新しいツイッターの時

代を切り開いたという新聞社です。地方紙の中

で、ソーシャルメディアに取り組みながらも苦

労している新聞社が数多い中で頑張っておら

れるということで、その苦労話もお聞きできれ

ばと思います。 

 

八浪英明・河北新報社デジタル編集部長 い

まご紹介いただきましたが、ちょっと褒め過ぎ

といいますか、ツイッターで新しい時代を別に

切り開いてもいませんし、その後、何も変わっ

てもいません。ただ、震災の大混乱の中で、「自

分たちができることは何か」と考えてやってき

た結果、少しみえてきたものもあるかなと、せ

いぜいそれぐらいのことです。ツイッターやフ

ェイスブックの活用とか、ＳＮＳのいろんな活

用方法をやっていらっしゃる社に比べて、我々

が特段すぐれているとか、特別のことをやって

きたということではありません。最初にその分、

割り引かせていただきます。 

最初に自己紹介をします。1960年の生まれ

で、いま54歳です。新聞社に入って31年のう

ち、ほぼ半分ぐらいは記者活動をしております。

記者と人事部、ないしは経営企画部門を2往復

しています。デジタル部門に移ったのは、震災

の直後、2011年 4月です。デジタル部門は門

外漢でして、移ってからいろんなことを覚えた

という状況です。幸か不幸か、大震災の混乱の

中で仕事をしたこともあり、覚えてきたことも

あるので、きょうはその一端をお話ができれば

いいなと思っています。 

資料１に映っている絵は、この3月に始めま

した河北新報オンラインの、いわゆるデジタル

紙面の画面です。何のことはない、スマートフ

ォンで新聞の体裁でみられます、というだけの

仕組みです。スモールスタートという言葉のも

とに、とにかくネット上で絵が出るようにとい

うことではじめました。紙芝居のレベルではあ

りますが、本格的な意味でのデジタルへの取り

組み、全社的に販売も含めて動き出したという

意味では、一歩を踏み出した商品ということに

なります。商品ですが、まだ無料ベースです。 

きょうは大きく 3つのお話をしようと思い

ます。1つは、河北新報オンラインを初めとし

て、河北新報がいま何をやっているか、どんな

ことに取り組んでいるかという概況的な話で

す。2つ目として、ある意味では本題ですが、

東日本大震災をきっかけに走りながら考えて

きたことをご紹介したい。そして、本当はここ

がテーマだとは思いつつ、まだ自分も答えのな

い中でもがいている話をさせていただきなが

ら、できれば会場の皆様からお知恵を頂戴でき

れば、というのが3つ目です。 

コンテンツづくりの4つの柱 

まず会社の概況です。最初は、メディア局ネ

ット事業部といいましたが、解体されて編集局

デジタル編集部になり、トータルで営業をする

ために、営業本部の中にデジタル事業部ができ

ました。さらに営業も少し組織再編されて、少

し違う名称になっています。ただ、組織が変わ

る中で、私がかかわっている部署がやることは

同じです。デジタルに関するコンテンツをつく

る、あるいはそれを活用して何かをする、それ

が仕事だと思っています。 

いつも「ニュースとコミュニティーと、アー

カイブとオピニオン。この4つがコンテンツづ

くりの柱だよ」ということをずっと内部では言

い続け、それぞれごとに課題やテーマを決めて

取り組んできたという状況です。ニュースとい

うのは言うまでもなく、新聞社の一番基幹にな

る部分です。インターネットを使ってニュース

を配信する、というのが本業の第一になります。 

資料３，４に、私たちの仕事と課題をまとめ

ました。「河北新報の2013」というのが昨年度

までの商品のラインアップで、「2014」が3月

1日以降の現在のラインアップです。「ＫＯＬ

ＮＥＴ」というのは、ニュースサイトです。い

わゆる誰でも無料でみることができるニュー

スサイトで、これを引き継いでいるのが、現在

の「河北新報オンラインニュース」です。 

「デジタル紙面」はいわゆる紙面ビューアー

で、新聞の体裁のままみせるものです。皆さん

の社では、おそらくこの2つをうまく組み合わ

せて、有料のいわゆる電子版を展開されている

と思います。河北新報の大きな枠組みで言うと、

ここが合わさって、ひとつのニュース商品だと

いえると思います。このジャンルの課題は、紙

ベースの新聞とどう競合するか、棲み分けるか、

あるいは連携するか、あるいは紙にかわるオン

ラインの商品をどうつくるかというものです。
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これは各社、同じ悩みだろうと思いますが、ま

だちゃんとしたビジネスモデルができている

とは言い難い分野で、どう取り組むかがこの分

野の一番大きな課題です。 

「速報、24時間」に関しては、労務的な課

題も含めて、地方の新聞社の規模では、24時

間の体制をどうつくるかということから始ま

って、非常に大きな課題です。特にインターネ

ット分野で十分稼げていない状況では、常にリ

ストラの危機にさらされている部署といって

もいいと思いますが、その中で、どうやって

24時間体制のニュース配信に近づけるかとい

う課題は、河北新報も同じです。一方で、そう

いう競争をただやみくもにやっても勝てっこ

ないわけです。そのときに自分たちの強みは何

かと考えると、やはり地域とともにあるという

ことが、地方の新聞社の一番の特徴であり強み

なのです。これをオンラインニュース上で、ど

うやって実現するかが課題になってくる。 

また、一般的な意味ですが、より詳しく、よ

りおもしろく読んでもらうにはどうしたらい

いか、という工夫も必要です。 

ニュースといったときに、この4つぐらい、

もっとあるかもしれないですが、課題を抱えて

いると思います。ついでに言うと、真ん中に「Ｎ

ＥＷSmart」とあります。共同通信の加盟社の

方はご存じと思いますが、共同通信のプラット

フォームを利用した有料携帯サービスで、河北

新報も利用しています。 

それから、「ベガモ」というのは、「ベガル

タ☆モバイル」の略称で、仙台のサッカーチー

ム「ベガルタ仙台」を応援する、いわゆるファ

ンサイトです。これを300円プラス消費税で提

供していますが、結構歴史がありまして、それ

なりに長くやっているものです。 

キーワードは脱ＳＮＳ 

次のカテゴリーの「コミュニティー」ですが、

「ハイパーローカル」といって通じるかどうか

わかりませんが、前のメディア局長の言葉です。

一応この業界では結構知られている存在で、佐

藤和文というのがおりまして、定年になったん

ですが、彼が常日ごろ言っていたのが「ハイパ

ーローカル」という言葉です。日本語にすると、

地域を深掘りしようということで、徹底的な地

域主義とでもいうものです。身近なところにい

る発信者と手を組みながら、ともに情報発信の

ネットワークを強くしていくことが、地方の新

聞社の生き残りにとって不可欠だ、とずっと唱

えていました。アメリカの新聞社の例を学んで

きて、そのような話をしていたのだろうと思い

ますが、この理念のもとに2007年から「地域

ＳＮＳふらっと」というのを運用してきました。 

この理念を継承しつつ、この3月に全く新し

い仕組みで始めたのが、「河北新報オンライン

コミュニティー」です。「ふらっと」のほうが、

名前もすっきりしていて、理念的にもわかりや

すいんですが、「ふらっと」を超える名前がみ

つかりませんで、一般的な名前ですが、オンラ

インコミュニティーにしています。現在は

「kacco（カッコ）」という略称を使っていま

す。これについては、後でまた説明します。 

これまでは「地域ＳＮＳ」と言って、ＳＮＳ

という言葉を使っていたのですが、いま私たち

は「脱ＳＮＳ」と言っています。何が違うかと

いうのは、正確な定義づけは難しいのですが、

会員制で、あまり重たい個人情報を持たず軽い

状態にしたうえで、さらに友達同士とか限られ

た人同士のコミュニケーションツールではな

く、ブログを全部オープンにして書いてもらう

ようにしました。ＳＮＳからメディアへの転換、

というイメージを意識しながら始めたのが、今

のオンラインコミュニティーです。 

理念を継承しつつといいながら、真逆のこと

をやっているようですが、要は、地域の人たち

と手を取り合い、情報発信の輪を大きくする。

糸を太くする活動は一緒ですけど、身近な人た

ち同士の身辺雑記ではなくて、地域の発信によ

って、地域のコミュニティーづくりとか、地域

の何かに役に立ちたいとか、少しでも何か実現

したいと思っている人たちの手助けになるよ

うなサイトにしていきたい、という発想です。 

これに伴っていろいろな機能もつけてきま

した。しかし、４カ月ぐらい走りながら、ゼロ

からつくってきた仕組みなので、いろんなもの

が後回しになっています。後回しにしてオープ

ンした結果、いままで使っていたユーザーから

相当不満が出ました。何でこの機能がないんだ

とか、何でここは使えないのかとか、昔なじみ

の友達と連絡がとりづらくなったとか、いろん

な批判が出ました。その批判が批判を呼んで悪

口を書いてくる人がふえたりしていたのです

が、最近はちょっと落ちついてきています。た

だ、ちょっと理念的な部分で、同じように展開

しつつ、ちょっと真逆なことをやってみたとい

う、一種実験的な展開をしました。 
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一応私たちなりの正当化の理屈としては、こ

れだけＳＮＳが発達して、いろんなものが出て

いますので、あえて同じものを真似してもしよ

うがない、というところにあります。むしろ、

そういうのは専門のところに任せて、フェイス

ブックでもmixi（ミクシィ）でもＬＩＮＥ（ラ

イン）でもいいので、どうぞそちらをお使いく

ださいということです。私たちは地方の新聞社

としてやれることは何だというところに一番

重きを置いて、よりオープンなスタイルで展開

したいと発想しました。そういうことで、「脱」

になっています。 

震災アーカイブで未発表写真を公開 

アーカイブとオピニオンについて簡単にお

話しします。1991年以降、新聞社としての商

用のデータベースを持っています。去年集計し

た時点の数字で206万件あります。もう一つ、

東日本大震災をきっかけとして、総務省の実証

事業に参加する形で、「河北新報震災アーカイ

ブ」というサイトを別途立ち上げています。こ

れは自前の報道写真と社内で撮った未公開の

写真を公開するものです。さらに一般の方々か

ら撮った写真の提供を呼びかけまして、それを

サイト上で一覧公開するという仕組みにして

います。動画も集まってきています。 

東日本大震災というのは、ソーシャルメディ

アとしても大量の情報が一般の市民から発せ

られた初の大災害と言われています。特に写真

とか動画といったデジタルデータがリアルタ

イムで残されているという意味でも、多分かつ

て例をみないようなデータが残っている。ただ、

それぞれが違う状態で保存されていると、その

まま捨てられてしまい、後世に引き継がれない

ということになりかねない。そこで、国とか学

術機関とか、いろいろなところが手を取り合っ

てつくった仕組みが、アーカイブに関して始ま

ったプロジェクトです。 

地元の新聞社として、東北大と、もともと連

携していたということもありまして、参加させ

てもらったということです。そのことで知り合

った方々の先にいるのが、ビッグデータと言わ

れる、あるいはオープンデータを扱う方々です。

これについては、課題として書きましたけれど

も、まだ河北新報として何かしているというと

ころまではいっていません。が、いずれアーカ

イブというのは過去の記録をただ保存するだ

けではなくて、アーカイブ自体が成長していく

といいますか、それをまた活用することで広く

世の中の役に立っていく、という発想のもとに

取り組んでいます。当然、所有権や著作権など

の法関係の問題とも向き合いつつではありま

すけれども、できるだけ多くの方にシェアされ

る仕組みをつくりたいと思っています。 

「オピニオン」についてですが、この間まで

ライブドアの時代からおつき合いが BLOGOS

（ブロゴス）に、地方からのオピニオンとして

原稿を出しています。そのサイトが閉まったと

いうこともあり、コミュニティー、「kacco」

と合体しているという状況です。 

きょうの結論的な話なのですが、いい書き手

を育てることで、いい読み手をふやし、それに

よって地域が変わっていく、といういい循環を

起こしたいというのがこの取り組みの一番の

柱です。 

基本理念は人と情報のつながり 

ここからオンラインの概要についてお話し

します。資料５をご覧下さい。これはロゴです。

「河北新報ONLINE NEWS」で、青は河北新報の

会社のブルーです。その補色となるオレンジを

使っています。なるべく統一されたデザインで、

両者の連携融合を意識させながら、新しい時代

のサイトを表現したい、というデザインになっ

ています。 

ここに書きました、地域に根ざした新聞社と

ユーザー・読者・住民がともに作る「人と情報

のつながりの輪」にある、「輪」を表現したの

がこの輪です。ここで考えてきた理念は、狭い

意味ではオンラインコミュニティーの制作過

程で考えてきた理念です。そこから出てくる世

界観が「ワタシ発 まちのカタチ」という言葉

で表現しているものです。広い意味で、オンラ

イン全体についてもこれが当てはまるのかな

ということで、代表としてここに書きました。 

地方の新聞社にとって、オンライン、オフラ

インを問わず、ユーザーや読者――どういう呼

び方をしたらいいかはともかくとして――と

手を携えて何かをする、というのが会社の基本

理念そのものだと思います。インターネットの

時代ですので、人と人、あるいは情報と情報、

あるいは人と情報、これを多様な形で結びつけ

合う。そういう取り組みをしていこうというこ

とです。これは改めて言うまでもなく、新聞社

の基本理念そのものですが、あえて確認の意味

で、こんな理念を掲げています。 

資料６に、河北新報オンラインの3つの要素
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をまとめてあります。河北新報オンラインとい

うのは3つの要素で構成されています。1つは、

誰もがみることができるニュースサイトの部

分。それから、いわゆる読者限定サービスとし

てのデジタル紙面。もう一つは誰もが使えるブ

ログサイトで、地域ＳＮＳ「ふらっと」の理念

を継承しつつ、違う発想で組み立てたオープン

のブログサイトとしてのコミュニティーです。

これらをうまく連携させ、融合させながら、新

しい形のニュースのみせ方、情報のみせ方をし

たいというのが、今回始めた企画の基本の発想

です。 

細かいことを言いますと、2週間だった記事

公開期間を1年1カ月としました。記者の皆さ

んはよくわかると思いますが、例えばお祭りの

記事を書くときに、「あすから仙台七夕」とか、

来週から何とかという形で必ず前触れを書く

と思います。前触れをやるときに、1年前の記

事まで読めるだけでは、ひっかからない記事が

結構ある。それではあまり人の役には立たない。

そこで、去年の前触れからみてもらえるように

というので、ちょっと切りが悪いのですが、公

開期間を13カ月にしました。 

これは、ＳＥＯ（検索エンジン最適化）対策

だと思ってやっているのですが、まだ公開期間

を延長して1年たっていません。ですから、い

ま13カ月前のニュースをネット上でみてもら

おうと思っても、みることはできません。また、

社内的で少し議論があったところですが、いわ

ゆる検索で入ってきたときに、その記事にたど

り着かないでエラーが出るのをできるだけ減

らしたほうが、ユーザーにとってプラスだろう

ということで、ちょっと踏み込みました。 

デジタル紙面は読者限定 

資料７が、オンラインニュースのデザインで

す。左上にある、青とオレンジでオンラインニ

ュースとコミュニティーとを切りかえながら、

統一したデザインの中で展開しようという発

想です。現在は若干変わっているので、こんな

ものだと眺めてもらえればと思います。 

資料８のデジタル紙面は、それぞれの紙面の

イメージをビューアーでみせながら、スマホ、

タブレットなどでいつでも見ることができま

す。ＩＤは読者限定で、法人には出していませ

ん。河北は東北6県の新聞ではありますが、実

態はほとんど宮城県中心の新聞です。経営的な

判断から、県版を統合して広域ワイド版にした

りしています。でも、「河北の記事をみたい」

とか、「仙台の情報を知りたい」という根強い

ファンの方がいて、その方々に新聞は支えてい

ただいているわけです。そのユーザーの中にも、

「河北を取るからお金は払います。ただ、紙は

要らない。ネットでみさせてよ」という声が実

はあります。東京などに行くと、なおのことで

す。いまは郵送で、長野県とか大阪府などに送

っています。私も知り合いが長野にいるので送

っていますが、2日おくれて届いて、3,000円

のものに 2,000円ぐらいの郵送代がプラスさ

れるので、5,000円で新聞を取るような形なの

です。それだったら、3,000円でいいから、ネ

ットでの申し込みにしたほうが多分いいと思

いますが、この辺はまだ販売との間で決着がつ

いていない問題です。これは、どこの社も同じ

だと思います。 

それから、県庁とか市役所や大きな企業で新

聞を取っているケースがありますが、法人での

閲読は、いまのところできないようにしていま

す。この辺も販売政策との絡みがあってのこと

です。デジタルだけで考えれば、もう少しふや

す要素はあるのですが、何分まだ無料というこ

とでやっていることでもあり、販売政策との兼

ね合いというのは、ご多分に洩れず、うちも課

題であります。 

コミュニティーサイトにはレコメンド機能 

資料9がオンラインコミュニティーです。こ

こに書いていることは、きょうお話ししている

ことを文字にまとめたものです。 

「ソーシャルメディアとの親和性を高めて」

とか、いろいろやろうとしていて、まだ実現で

きていない部分もありますけれども、順次、い

ろいろな機能を追加していきたいということ

です。 

「誰でも使えるブログ機能をベースに、自分

の書いたブログに似た他のブログや関連する

ニュース記事が結びついていく、レコメンド機

能」と書きました。この辺が設計開発に当たっ

て、この業者を選定した一番の理由でもあり、

私たちが力を入れていきたいと思っていると

ころでもあります。新聞社の発想で関連記事を

みせるではなくて、読者やブログの書き手の発

想や価値観に沿って、記事がくっついてくるか

たちでニュースをみせることができたら、結構

おもしろいのではないか、というのが発想の原

点です。必ずしもまだ全部できているとは言え
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ませんけれども、そんなチャレンジングな気持

ちで臨んでいます。また、「スクラップブック

機能」と書いたのは、いわゆるキュレーション

的なものをいずれ目指していきたいという発

想によるものです。 

資料10に、データをまとめてみました。太

字の部分が、デジタル編集部が直接かかわって

いるものです。フェイスブックに関して言いま

すと、日本記者クラブ会報の去年の1月号に、

「つむぐ 震災を超えて」のページをフェイス

ブックの中に立ち上げたことを書きました。 

一般の方々にも管理人の権限を渡して、記者

と一般の方と一緒に情報発信をしようという

企画です。必ずしもうまくいっているところば

かりではないのですが、ちょっとやり方が変わ

っているので、ほかの方の目を引いたのかなと

思います。被災地からの発信力強化を目的に、

一般の方々にどんどん書いてほしい、という思

いでやってきました。それなりの発信はしてき

たものの、最近、ちょっと更新の頻度が落ちて

きているのが正直なところです。 

業務でのＳＮＳ利用は実名が原則 

ガイドライン（資料 11）に関してですが、

これは皆さんの会社でもあると思います。おく

ればせながら、ことしの1月に業務で使うルー

ルと、報道の現場に持ち込むにはどうするかと

いう話し合いをしたうえでガイドラインをつ

くりました。ただ、正直なところ、ツイッター

の先進社でも何でもありません。ツイッターな

どを発信で使っているのは、うちの部をふくめ

てごく一部です。一般の取材記者が自在に使う

というところまでは全然いっていません。まだ

まだこれからであります。 

資料12に、私なりに考えた課題をまとめて

みました。情報の収集手段として使うことは、

誰でも理解できることです。ただし、現場から

はいろんな声が聞こえてきます。ソーシャルメ

ディアを業務で使う場合は、身分を明かして実

名を使うというのを大原則にはしています。し

かし例えば、福島第一原発の問題を取材してい

る記者が、あるツイッターの情報発信者に接触

をしたいというときに、新聞社の名前で接触す

ると、それ自体が取材源の秘匿の問題とか、相

手にかかる迷惑とか、いろんな問題が発生する。

ただフォローするだけでも、社名あるいは実名

を使うのはよくないという声があります。 

それから、昨年9月に、竜巻の写真などの情

報提供を報道各社がツイッターで呼びかけた

ことで炎上する事件がありましたが、あのよう

なケースのとき、河北新報社としてどのように

臨むべきか、については社内的に結論が出てい

るわけではありません。そんな状態でスタート

していますので、実は突き詰めていくといろい

ろ課題が出てくるかなと思います。 

それから、「報道のツールとしてどう使うか」

という問題です。一応アメリカでつくられた基

準をもとに、ネット上での第一報は、あくまで

ウェブニュース、河北の場合だとオンラインニ

ュースで第一報を伝え、ツイッターでの一報は

しないようにしています。 

これには、いろんな理由があります。大分前

になりますけれども、夜の作業の責任者をして

いたときの話です。たしか新潟のほうでトンネ

ル事故があり、午前1時とか1時半とか、締め

切り降版の時間間際に、中で人がみつかったと

いうようなニュースが流れました。あのとき、

共同のピーコより、ツイッターのほうが早かっ

たような感じがします。これは社によっていろ

いろルールはあると思いますが、記者クラブに

いて、そこで一報をつかんで、それをツイッタ

ーで流すのは、私は卑怯ではないかと思います。

反論があるとは思いますが。 

というのは、記者クラブ自体が完全にオープ

ンなものだったらいいのですけれども、一部の

人たちが特権的に入っている。そこで自分の足

で稼いで取材したのではなくて、たまたま入手

した警察の発表情報をそのままツイートする

のに何の意味があるのか、と正直に思います。

そこを競争のポイントにするのは自殺行為で

はないか、自分で自分の首を絞める話ではない

かなと思います。地方の新聞社には、それにつ

いていくだけの体力はありません。そういう使

い方をするのだったら、やめたほうがいい。 

そうではなくて、災害時とか地震の速報とか、

ユーザーにとってプラスになる情報が、信頼で

きる情報筋として正しく、早く出されることが

大事だと思います。報道のツールとして使い方

を制限するのは、けんかを売っているような話

になりますから、あまり本意ではないのですが、

この辺はちょっと考えてやったほうがいいか

なと･･･。もちろん、自由な競争を束縛するの

かと言われれば、そこは否定するものではあり

ませんが、フェアな闘いになっているかどうか

を改めて考えたうえでやるべきだ、と思います。 
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震災直後の河北新報 

昨日（6月 11日）は2011年の 3.11から 3

年3カ月の月命日でした。きょう6月12日は、

1978年の宮城県沖地震の発生日です。私は大

学1年でした。2008年6月14日には岩手・宮

城内陸地震があり、岩手県の祭畤（まつるべ）

で橋が落ちたり、温泉が埋まってしまったりし

た大きな地震がありました。このように6月は

地震が多い月です。改めてそこの原点に戻ると

いう思いなのですが。 

資料14が、震災の前からあった「ふらっと」

についての概要です。7,000人ぐらいの会員を

持っていて、宮城県中心にこんなコンテンツを

並べて地域の情報発信をやってきました。 

宮城県内のユーザーは、お友達同士が日常的

なやりとりをする、本来的なＳＮＳとして利用

している人が多かった。ところが震災をきっか

けに、東京からこのサイトに来る人がものすご

い数でふえました。その方々はブログを読んで

また戻っていく、という形で情報を入手してい

ました。うちのサイトに最初から来る場合もあ

りますが、検索で何かのキーワードでひっかか

って、それをきっかけに来るというケースもあ

りました。こういうことを経験した結果、新し

いサイトに切りかえようとの考えに至りまし

た。 

資料15は震災翌日の朝刊です。河北新報で

は新聞制作システムが横倒しになって、しばら

く使えませんでした。その間、新潟日報さんの

大変なご協力を得て、新聞を組んでいただきま

した。 

仙台空港が津波で被災して、弊社のヘリも水

没してしまいました。掲載した写真は共同通信

かどこかの配信だったと思います。初日は空撮

には飛んでいないです。通信社か、もしくは友

好社からの写真で、河北の記者が空から撮った

映像は、翌日、中日新聞さんのヘリを使わせて

いただいて、それで撮影することができました。

この場に関係者の方がいらっしゃいましたら、

ここでお礼を申し述べさせていただきます。 

そんなこんなで新聞を出したのですが、輪転

機は本社から16㎞離れた郊外、内陸のほうに

あったのですが、免震構造のおかげで無事でし

た。回線が使えなかったので、共同通信さんの

専用回線で新潟さんで組んだ紙面イメージを

送ることができ、翌日の朝、何とか読者の自宅

に新聞を届けることができたという次第です。 

仙台は、東京紙の輪転機もある場所なのです

が、不幸なことに、それぞれ沿岸部に近いとこ

ろに工場をお持ちです。津波ではないのですが、

地盤の非常に緩いところなので、しばらくの間、

使えなかったり、あるいは完全に立て直すとこ

ろまで時間がかかった。そのため東京紙は、首

都圏とか青森から新聞を運んできたのですが、

高速道路が閉鎖されていたので、新聞が仙台市

内に届いたのが翌日の昼ぐらいです。もう配達

する人のいない時間帯なので朝には届いてい

ない、そういう理屈になります。 

幸い河北新報は届けることができたのです

が、そこから1カ月半ぐらい、大変な時期が続

きました。一番は紙不足、ガソリン不足でした。

宮城県内に製紙工場が2カ所ありますが、どち

らも津波をかぶって、しばらくの間操業できま

せんでした。新聞用紙の在庫はあるにはあった

のですが、仙台港も壊れて船ではもってこれま

せんでした。いつ紙がなくなるのだろうという

恐怖感と常に隣り合わせでした。通常は28ペ

ージとか32ページで新聞を出していますが、1

カ月以上、20ページの状態が続きました。震

災直後は8ページでした。ですから、取材はし

たけれど情報を出すすべがない、という状態が

しばらく続いたわけです。 

それから、仙台市から宮城県内の三陸沿岸部

までは相当距離があります。通常だと1泊して

もいいぐらいの場所です。しかし、津波で旅館

なども流され、泊まるところが確保できません

でしたので、本社から早朝出発をして夜帰って

きて、そこから原稿を打って新聞をつくる、と

いう状態が1カ月くらい続きました。 

情報の真空地帯になっていた仙台 

私が着任したのは4月1日なので、それ以前

のネットの状況などはよくわかっていないの

ですが、4月早々に東京からフリーランスのジ

ャーナリストが来ました。そのときに言われた

のが、「仙台は情報の真空地帯になっているよ」

ということでした。これがその後、私がいろい

ろかかわっていったことのきっかけとなるせ

りふでした。 

どういうことかというと、当時、新幹線はま

だ運転を再開していません。まだ東京から押し

寄せてはこなかったのですが、東京にはボラン

ティアをしたがっている人たちがいっぱいい

る。それを東京で押しとどめているような状況

でした。被災地にいきなり乗り込んでも、被災

地には宿も食べ物はない。そこに人がどっと押



8 
 

し寄せると、被災者の口に届くはずの食べ物を

ほかの人が食べることになるから行くな、と言

われていた状況でした。 

一方で、逆に被災地の情報が全然発信されな

かった。当時、災害ボランティアステーション

は外部からの受け入れを全部拒んでいました。

また、いわゆる「プロボノ」と言われる専門知

識をもったボランティアの方々が、最初に現地

に入るのですけれども、現地の状況があまりに

も大変なので、1人、2人行っても手数が足り

ない。目の前のことを片づけるのに手いっぱい

でした。みずからホームページを持っていたり、

ブログをやっていたりする人たちがいっぱい

いるのですが、書いている暇がないという状況

でした。さらに、情報を発信するにも、まず電

気が通っていないとか、いろんな状況があって、

現場に行くんだけど、そこで何が起きているか

は全然伝わってこない。仙台にいてすらよくわ

からないという状況になっていた。 

それから、メディアの偏在、紙幅の絶対不足

という面で言えば、3月末から4月の頭にかけ

て一番多く出ていたニュースは、石巻とか気仙

沼とか南三陸の話だったと思います。それはそ

れで大変なニュースでした。石巻は一番多くの

死者を出していたところだし、南三陸町は防災

庁舎で女性が最後までマイクを握って、「避難

してください」と呼びかけて、それで犠牲にな

った。非常に重たい、またニュースバリューの

あるお話だったので、繰り返しテレビで流れて

いたと思います。その反面、記者が行かない場

所、あるいは情報発信の、言っては何ですが、

下手な地域との間の濃淡が大きく出ていまし

た。これはその後も同じなのですが、仮設住宅

によっては、慰問に訪れる人の多い仮設住宅と、

そういう人がほとんど行かない仮設住宅との

間には何かと格差が生じてしまう、という問題

があります。そういう偏在が生じている中で、

ボランティアに行きたい人たちがどこに行っ

て、何をして、いまどういう状況になっている

かという情報が伝わってこないと言われまし

て、それではというので、学生たちと一緒に近

くの災害ボランティアステーションに詰めて、

そこからブログで発信するという活動を始め

ました。これが情報ボランティアという活動で

す。 

いまのような話は『河北新報のいちばん長い

日』という本の中にも出てくる話でもあるので

すけれども、私たちインターネット部門の話は、

あの本には一行も出ていません。多分紙幅の関

係でカットされたのかなと思うのですが、実は

大変だったのです。 

最初のツイッターは女性部員が自宅から 

河北はインターネット回線を 2回線使って

いたのですが、2回線とも断絶しました。その

ため肝心のニュースサイトが15時間半使えま

せんでした。そこで、夜間に、かろうじて生き

ていたＵＳＢの無線のカードを使って、ＳＮＳ

をニュースサイトがわりにして情報発信をし

たというのが最初です。 

ツイッターは、その場で活躍したのでも何で

もありません。資料18は当時のツイッターの

記録です。初日の、一番最初のツイートは、何

と部員が自宅で発信したものです。要するに、

それどころではなかったのです。ツイッターで

つぶやくことすらできなかった。この部員はソ

ーシャルメディアなどの担当としていまもう

ちの部で活躍しております。女性で、2人の子

どもがいます。自宅と連絡がとれないので、ま

ず自宅に帰って家族の安否確認をしたのです

が、確認しているうちに会社に出てこられなく

なりまして、自宅でツィーﾄしたという状況で

す。その間、会社にいた人たちは、さっき言っ

たように、インターネット回線の断絶の中で、

どうやって第一報を出すか、そこに追われてい

て、ツイッターまで誰も意識が行ってなかった。 

3日目ぐらいから、ようやく自分たちで何を

しなければいけないか考えて、新聞に集まって

くる情報を、新聞だけではなくて、フライング

で、新聞より前にネットを使って生活情報を発

信し始めた。それまで一切フライングするなと

言われてきた世界でしたので、これは社内的に

は革命でした。まさに非常時だから認めてもら

ったわけです。ですから、全然先進的でも何で

もなく、後追いでやってきているという証拠で

す。 

ただ、こういう経験をしながら、いろいろ感

謝もされました。一番は、悪口に聞こえると申

しわけないのですが、コンビニエンスストアと

いうのは、こういうときにいかに役に立たない

かということがありました。物がなくなると、

店を閉めるのですが、多分マニュアルにあるの

でしょう、ガラスに新聞紙を張って中がみえな

いようにしたお店が多くありました。仙台の学

者の調べだと、中央のマニュアルでそうしてい

るのか、お店の判断でそうしたのかは結局定か

ではないというか、調査にお答えいただけなか
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ったようなのですが、現象としてだけみると、

どの店も新聞紙を張って、中が見られないよう

にしていました。物資が届かない中で、開いて

いて中がみえると、窓を壊されたりするのが心

配だったのだろうと思います。 

大きなスーパーは、時間制限です。大行列が

できて、とにかく要らないものまでみんな買っ

ていった。そういう中で最初にお店をあけてく

ださったのが、昔ながらの八百屋さんとか、豆

腐屋さんとか、街角を入った裏通りのお店です。

小さなうどん屋さんなどもお店をあけてくれ

ていて、そういうのを部員たちが――正確に言

うと、夕刊編集部の部員で隣の部なのですが―

―自転車で回りながら取材しました。当時は夕

刊が発刊できない状態でしたので、彼らにとっ

ては唯一ともいえるメディアがツイッターで

した。それで「記者の誰々です。いまここでお

店をやっています。こういう状況です」という

レポートをするようになり、それが口コミで広

がり、感謝されたというわけです。 

10ヶ月でフォロワーが32倍に 

資料19がツイッターについての数字です。

いま言った流れで言うと、夕刊編集部は、当時

まだ200人しかフォロアーがいませんでした。

実は、アカウントをつくったばかりでした。こ

の年の4月から、うちの部と夕刊編集部のコラ

ボを始めようというので、一応ツイッターのア

カウントだけはとっていたのです。これが 5

月には18倍、翌年の１月までで32倍というこ

とで、いまもふえています。ここからさらに倍

になっています。いまは、「朝のお天気、きょ

うは晴れです」などとつぶやいている程度でし

かありませんが、それでもユーザーがふえてき

ている。 

それから、河北新報のアカウントは、ニュー

スが出るとＲＳＳで吐き出して、ツイッターで

受けて、更新情報を流しています。そういう自

動配信をしていますが、これが5万7,000件ま

で来ている。最初のうちは、災害時の緊急性で

みているのかなと思ったのですが、それ自体で

ニュースを取得するようになってしまいまし

たね。私も最初は、「このただ乗りやろう」と

思っていましたけれども、いまは認めざるを得

ないなというか、積極的に読んでもらおうかな

という意識に変わってきています。そういう私

の内面の変わりようが、もしかすると一番大き

いのかもしれません。 

フェイスブックを始めたのは、6月です。さ

っき言った情報ボランティアの活動をしたり、

YouTubeに出したり、「助けあいジャパン」と

お互いリンクし合ったりという活動をおこな

ってきたのが最初の半年です。 

資料 12は、1年半前に、たまたま講演する

機会があって、1回資料をつくったのですが、

その資料をもとに、いまどうなっているという

のを書きました。新聞の部数は、当時48万何

千部かありましたが、津波で４万部減りました。

減った分の半分ぐらいはがんばって戻し、４７

万部にしようというのが社内目標です。仮設住

宅に入っている方々は、まだまだ新聞をとると

いう状況ではないという方がいっぱいいらっ

しゃいます。 

コミュニティーサイトのアクセスは5月に増大 

資料22は、ある意味で一番大事な図かもし

れません。縦軸の数字は無視してください。皆

様の会社の足元にも及ばない数字なので、ちょ

っとお恥ずかしいのですが、グラフの傾向をみ

てもらいたくて持ってきました。月間のページ

ビューです。左側で、震災直後に1,600万ペー

ジビューまで行きましたが、いまは500万ペー

ジビュー前後を行ったり来たりのところに落

ちています。 

何を言いたいかというと、ニュースは震災以

前のレベルにすっかり戻ってしまった。ところ

が、「ふらっと」というコミュニティーのサイ

トは、最初はみる影もない、本当に身近なとこ

ろでの情報発信でしかないのですが、会員が

7,000人いますけれども、アクティブに一般公

開して発信しているブロガーは 300人ぐらい

です。いまそれの倍で、600人ぐらいの人が使

うようになりました。それ以外の方は、会員に

はなってくださっていますけれども、身内とい

うか、近いところでの発信だけにとどまってい

る方々でした。 

ということで、ページビューは当然、非常に

少なかった。月に１万ぐらいなもんです。それ

が震災でぐっと上がった。細かく言うと、3月、

4月にふえているのではないのです。一番ふえ

たのは5月です。月間34万ぐらいまで数字が

跳ね上がりました。一度宮城県でボランティア

をして首都圏に戻り、またこちらの様子を見に

サイトをのぞくようになる。私たちは連日、情

報ボランティアとして、ボランティアに来た

人々のヒューマンストーリーをブログに書い
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ていましたから。多分リピーターになってくだ

さったのだと思います。その後、一度減るので

すけれども、また戻ってきて高止まりをしてい

る。そんな推移をしてきました。 

つまり、ニュースは旬を過ぎると減りますが、

コミュニティー系は、いろんな要素で動くとい

うことです。記事をネットに出すだけではなく

て、オリジナリティーをどうやって出すか、あ

るいはソーシャルメディアその他と連動させ

ながら、さまざまな工夫をしていくことが肝要

だという、いまの発想の原点になるのがこのデ

ータです。そんなわけで、大阪に本社があるシ

ナジー・マーケティング社と、昨年の10月か

ら3月1日までのほんとに短い期間で、ほとん

どゼロから新しいサイト、オンラインコミュニ

ティーを開発しました。 

良い書き手が地域を元気にする 

資料24にサイトの世界観を書きました。震

災を機に、何げない日常であっても、それを可

視化することで共感を呼んで、人と人とがつな

がるという体験を、私たちはしました。そうい

う地域のいい書き手をふやすことで、地域と新

しい関係をつくっていきたい。いい書き手がふ

えれば読者もふえて、地域が元気になる、とい

ういい循環をまちの中につくりたい。これがサ

イトをつくるに当たって考えてきた世界観で

す。 

また、コンセプトとして「ワタシ発 まちの

カタチ」という言葉を使っています。河北新報

の企画記事のタイトルにもあるのですがが、

「わがこと化」と言いまして他人事ではなく自

分の問題として捉えてもらう人を一人でもふ

やしていこう、という考えを表現しています。

これは震災の教訓を今後に生かして、次の災害

のときに犠牲になる人を一人でも少なくする

ために、大事なことだろうと思います。 

それから、「ＢｅからＤｏへ」つまり能動的

にかかわる人をふやしていきたいという発想

から、レコメンドという機能をつけたサイトを

運用したいというふうに考えてきました。 

地域ＳＮＳ「ふらっと」を運営しながら、抱

えてきた課題は資料26にまとめました。ＳＮ

Ｓには身辺雑記にとどまるブログが多いとい

う内容の問題と、システム上の問題の、両方が

あります。 

システム的な問題とはまず、詳しい会員の情

報を得て、会員管理をすることのメリット、デ

メリット、そこにかかる費用の問題があります。

それから、サイトの規模によって、容量がどう

しても足りなくなるという問題があります。

日々使うユーザーだけのもので考えれば、大き

くない容量で、少ないお金でできる。しかし、

例えば情報発信をしようと思って、それがヤフ

ーのようなところに載って、ものすごいアクセ

スが来る。そのような一時的な負荷がかかるだ

けで、小さなＳＮＳは耐えられなくなるおそれ

がある。そのため、少し制限するといったこと

を、ＳＮＳ「ふらっと」では何度か経験してい

ます。 

「ふらっと」ができたときは、まだmixiぐ

らいしかＳＮＳがない時代でしたので、新しい

タイプのソーシャルメディアと連携するには、

一々改修をしていかなければなりませんでし

た。手間ばかりかかってしまうので、理念は継

承しつつ、新しくつくりかえようという方向に

話が行きました。こういう地域からの情報発信

をするサイトを運営しながら今後の可能性を

考えると、ニュース配信だけではつかめないタ

イプのユーザー層――必ずしも若年層とは限

らないと思いますが――ここをしっかりとキ

ャッチすることが、今後の地方の新聞社の運営

上、欠かせないのではないかなと考えています。 

いまの話を、資料27で図にしました。新聞

社が全部トップダウンで、一方通行で上から目

線だとは言いませんが、みずからの自戒を込め

て言えば、そういう要素はあるのではないかな

と思います。特に、一般市民の方とともに情報

発信をしようとすると、新聞臭さは、時に邪魔

者扱いをされます。そのときに、読者と同じよ

うな目の高さで、同じ生活者の視点で、ともに

地域の中にいる住民として振る舞うことが、コ

ミュニティーメディアを運営するうえで、すご

く大事だと思います。さらに当然ながら、それ

ばかりではなく、ニュースとの相乗効果、相互

補完で進んでいきたいという発想をしていま

す。 

ＳＮＳでリアルな関係づくり 

こういう理念でコミュニティーメディアが

動き出したのですが、略称を「kacco」としま

した。kahoku will connect the communityの

略です。要は、コミュニティーと私たちはかか

わっていきます、かかわりたいと思っています、

という意味です。 

このサイトをつくるに当たって考えてきた
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キーワードは、「リアルなコミュニティーを私

たちは大事にしている」もしくは「地域の人々

と顔のみえる関係をつくっていきたいと思っ

ている」というものです。既存のＳＮＳやブロ

グは、そのようなことは前提にしていないと思

います。オンラインの中でどういう関係ができ

るかということを重視しているのだと思いま

す。その種のものはその種のものに任せて、私

たちは地域の中で生きていくという、オフライ

ンの関係も大事にしたい。むしろ、そのオフラ

インの関係をうまく補完して、もっと多面的に

広げるためにオンラインをうまく活用するん

だという発想で臨みたい。地域の新聞社として

取り組む意義があるとすれば、そのあたりかな

ということでまとめた考え方です。 

そういう話を前提に資料29～30にコアのペ

ルソナ（人物設定）を想定しました。これは軽

くしゃれのつもりで読んでください。 

「リア充おばさま」などと不謹慎な言葉を使

っていますけれども、要はリアルな実生活の部

分が充実をしていて、世話好きで発信好きな、

それなりの年齢の方は、私たちの周囲にもいっ

ぱいおります。フェイスブックなどをやってい

ると、この人たちが非常に元気ですよね。ある

いは料理教室をやっている人とか、そこに出入

りしている人とか。サイトの中でも食とか農と

か、食べ物に関する情報発信というのは、無難

だというともあるのでしょうけれども、結構多

いです。この方々が使いやすいサイトになれば

いいな、ということです。 

資料31の「サブペルソナ」では、震災時に

一番ボランティアセンターなどに出入りをし

ていたタイプの人たちで、いまも東京や埼玉か

ら福島のいわきとか、宮城県の仙台などに、

時々ボランティアにかけ駆けつけてくださる

タイプの方々をイメージしています。 

このような人は一番のお客さんのようで、最

初はコアのペルソナと思っていたのですが、実

はこの方々が、一番のコアのヘビーユーザーと

して使ってくれるかどうかが、いま一つ自信が

なかったのです。土着性がないし、少し他人に

左右されるようなイメージがあって、有力なプ

レーヤーだけど、野球で言うとエースか4番で

はなくて、１～2番とか、下位打線を打ってい

るような、そういう感じのプレーヤーかなとい

うので、「サブ」としてみました。 

そんな方々に使ってもらうサイトというこ

とで始めた、トップ画面のイメージが資料 32

です。画面として、非常にシンプルで、これも

賛否両論あります。前は、河北のほうから依頼

した「まちかどブロガー」という人たちが中心

でした。地域からの情報を発信してくださいと、

こちらで選んで委嘱した人たちのブログが上

に出るようにレイアウトされていました。雑誌

のようなつくり方で、めり張りをつけていまし

た。デザインの上ではよりメディアらしかった

のは、実は昔のほうなのですが、それをやって

いたら、何でその人たちばかり特別扱いするの

かという批判が結構あって、新着順にフローで

流れるようにしました。そのかわり、右側にス

クラップブックというセクションを設けて、テ

ーマに沿って読んでもらいたいものをまとめ

ています。ユーザーごとに、自分のマイページ

をこんなふうにデザインしてつくってくださ

いという意図で始めました。 

ただ、この辺のデザインとか評判などは、ユ

ーザーとのやりとりでいろいろ改良を重ねて

いくことになるかもしれません。現状では、悪

いと思っているわけではないのですが。 

資料33がレコメンドです。上が本人のブロ

グで、これにコメントを書き込むとその下に表

示されて、この記事に似た記事として、ほかの

ブログと新聞記事が一番下に表示される、とい

う構成でデザインしています。 

ブロガーの顔写真の周りに、ちょっとみづら

いですが、赤や緑の帯があります。これは、こ

のブログを書いている人が1万字を超えると、

その書き手の書いているパターンを性格分析

して、論理的だとか、真面目とか、家庭的とか

という要素で色分けして表示するような仕組

みになっているのです。ただ、いまのところま

だ、うまく表現しきれていません。たとえば「真

面目」という表現だと「俺、真面目という数字

が少ないんだけど、不真面目というのか」とい

うようなネガティブな反応が返ってきたりし

てしまいます。少し改良の余地があるなという

ところです。 

ソーシャル時代の新聞のあり方とは 

最後に、地域の新聞社としてこの先何をして

いかなければいけないか、いまどこに課題があ

るのかについて、私の考えをお話しします。（資

料37） 

河北としてのゴール、目標、あるいは何をも

って成功とするのかというのは、日々突きつけ

られているテーマです。突き詰めると、ビジネ
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スとして展開できるのか、というのが一番のと

ころかなと思います。しかし、そこに行く前に、

私たちなりに思っていたのは、誰もが情報発信

できるソーシャルメディアの時代だからこそ、

新しいニュースの発信方法を考えないといけ

ないのではないか。そこに第一の問題意識があ

ります。ブログサイトとニュースサイトを連動

させる意味を考え、ユーザーが自分自身を中心

軸に置いたときにニュースがどんな風に必要

か、どうみせたらいいか、というような点をも

う少しユーザー目線にたって考えていこうと

思っています。 

会社としての目標ということですが、地方の

新聞社は地域から離れることはできません。こ

れが生命線です。地域の方々、地域のプレーヤ

ーと一緒に生きていくことが必須です。ここを

重要なポイントに置かなければならない。 

それから、紙にかわるメディアというのが本

当に必要なのかどうかということも含めてで

すが、目標とするメディアを目指す足がかりと

して、ソーシャルの時代にふさわしい新聞のあ

り方を探らなければならない。そのために、も

はや未読層として定着した感のある年代の

方々に向けての足がかりになるような、新しい

試みをしていく必要があると思います。 

また、広告とか協賛のモデルを作るため、あ

るいは営業全体を含めたプロモーションをし

ていくに当たっては、「共感」というのが一つ

キーワードになる時代になっていると思いま

す。ですから、共感を得られやすい設定とか、

プロモーションの仕方をもっと学んでいく必

要があるし、それに対するチャレンジをしてい

く。その先にバリエーションのある課金体系と

ともに、有料の電子新聞というのがようやくみ

えてくるのかな、と思っています。 

「東北振興」というのは河北新報の社是なの

ですが、いまの言葉に置きかえても、そのまま

「東北振興」であり、被災地であるがゆえに過

疎化がより進んでいるという現状を思うと、こ

の課題にどう取り組むか、その課題に取り組む

人材をどう地域でつくっていくかについて、地

元の新聞社なりの取り組み方をしていくこと

も視野に入れていかないといけない。これは自

戒を込めての言葉です。 

資料37に新サイトの理想と現実をまとめま

した。偉そうなことを言っていますが、現実は

なかなか厳しいです。想定したユーザーが実際

にはなかなか筆が重くて書いてくれていない

という課題があります。また日記や身辺雑記が

中心で、サイトのコアペルソナではない人たち

が、最もサイトを利用している、つまり一番の

お客さんでいらっしゃるというギャップが生

じている、必ずしも私たちの狙い通りには進ん

でいないという課題があります。 

それから、ブログの更新ペースが落ちた背景

には、震災からの風化という問題があるのだと

思いますが、ブロガーさんたちのモチベーショ

ンをどうやって上げていくか、また新聞社なら

ではの魅力をどうやって付加するかとか、課題

がまだまだ山積しています。 

繰り返しになりますが(資料 38)、ニュース

とコミュニティーをうまく兼ね合わせたよう

につくりたいと思っているのですが、こうやれ

ばうまくいく、というのを書きたいのですが、

そういう答えがあるわけではありません。 

「紙かネットか」は重要ではない 

資料39に、まとめを書きました。「八浪語

録」みたいに並べましたけれども、全部オリジ

ナリティーが自分にあるわけではありません。

ただ、この3年間、言い聞かせてきた言葉のま

とめです。 

第1に、非常時のネットワークづくりが、落

ちついてきた状況の中で、地域で一番のネット

ワークになっていればいいな、そんなことを考

えて取り組んできました。 

2つ目は、当時の局長に言われた言葉です。

必要な情報を必要な人に必要な形で必要なと

きに届ける。そのときに紙かネットかというの

はあまり大した問題ではありません。ネットに

書いたものが、仮設住宅で読まれていないとき

には紙に刷って配りました。そういう活動がき

っかけになって、仙台市の地域情報誌「みらい

ん」という冊子づくりにつながりました。私た

ちが直接作っているわけではないのですが、制

作には今もかかわっています。要は、必要なも

のを届けなければいけないときに、使える手段

はとにかく使おうということだろうと思うの

です。ユーザーの側もそのように選んでいるの

であって、紙かネットかは大事なポイントでは

ないということです。 

3つ目は「震災が単に過疎化を早めただけ」、

という結末には絶対にしたくないということ

です。でも、そのような時代が実際に進んでい

るのかもしれなくて、無力感と同時に焦りも感

じている日々です。これは私たちだけではない
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と思います。東北全体が共通する思いだろうと

思います。皆さんの中で、東北から情報を発信

する機会がある場合、こんな話をしているやつ

がいたなということは、ぜひ心にとめていただ

きたいと思います。 

 

＜質疑応答＞ 

司会 地方の新聞社で、ＳＮＳやデジタルに

取り組んでいる新聞社はかなりあると思いま

すが、実際は苦戦していまして、撤退している

ところもある。その中で、河北新報がこれだけ

取り組んでいるのは、どこにその原因が、力が

あるのか。 

また、一般の人のブログを掲載する場合、炎

上などのリスクの管理をどうするのかという

問題があるだろうと思います。 

それから、新聞社はとかく上から目線と見ら

れがちだと言われました。ネットに取り組んで

いると痛感されているだろうと思います。そこ

で、実際に取り組んだ結果が、新聞にどのよう

に反映されているか、記者の意識に変化がみら

れるのでしょうか。3点についてお願いします。 

 

八浪  3点とも、ちょっと大変重たい話なの

で、素直にお答えになるかどうかわかりません。

まず苦戦撤退する社がある中で、河北はなぜ残

っているか。その力はどこにあるかは、他社と

の比較では、私もよくわかりません。 

私も常に孤独を感じながらやっているよう

なところはあります。私たちの部署は決して恵

まれているわけでもなくて、デジタル編集部は

12人で、デジタル事業部というきょうだいの

ような部が4人で、あとはいわゆるアルバイト、

派遣の人たちです。そういう少数の部でやって

いるだけで、社内的にもちゃんと理解されてい

るかというと、なかなか難しいところは、あり

ます。 

ただ、長年、地域ＳＮＳ「ふらっと」を続け

てきた中で、わがセクションは、常に地域とと

もにあるというか、地域の深掘りをするんだと

いう姿勢を、ずうっと社内外に向かって言い続

けてきました。これは多分、新聞社にいる人間

であれば、どこの部署の人間も総論では反対で

きないというか、賛成だろうと思います。 

もしかすると、そんな主張を一番分かってく

れるのは販売店の若手の経営者かもしれませ

ん。二代目の人とか、専務さんみたいな形で、

ソーシャルメディアと日ごろつき合っている

販売店の方が結構いらっしゃいます。お店の中

で新聞をどうやってこの先支えようかと思い

ながら、地域の人と一緒に考えたり、新聞に載

っていない地域のニュースを自分のところで

ミニコミをつくって出したりしている人たち

です。郡部に行くと、結構そういう方がいらっ

しゃいます。むしろその人たちのほうが感覚的

に近いところで仕事をしています。単純に、こ

れがお金になる、ならないではなくて、新聞社

の活動にとって一番の基礎になる部分をやっ

ているのだという理解はあるのではないかと

思っています。 

それから、私は経営企画にもいたことがあり

まして、その期間にＮＩＥの活動もしていまし

た。学校現場に行って、新聞を使った授業など

を結構繰り返しやってきました。 

また、その当時から大学生とのつながりを持

っていています。きょうは情報ボランティアだ

けを紹介しましたけれども、「記者と駆けるイ

ンターン」と名付けて、大学生二十数人を 2

週間から3週間、会社に集めて、記事の書き方

の訓練とか、ブログでの発信の仕方などを学ん

でもらっています。最初は被災地を取材しよう

というところから始まったのですが、延べ100

人を超える学生が河北に出入りするようにな

りました。 

そこに来ていた学生は、必ずしも新聞記者志

望ではないのです。マスコミ志望は3割ぐらい

です。でも、それ以外の人も、「コミュニケー

ション力の向上に役立てたい」とか、「被災地

のいまを知りたいので来ました」とか、そうい

う動機できています。そこで経験する中で、新

聞社の中の仕組みとか、そこにいる人間とリア

ルにつき合うんですよね。 

その中から、十数人は新聞をとってくれるよ

うになりました。カリキュラムの中でとるよう

にと強制することは一切していません。終わっ

てから声をかけた中で、10人以上がとってい

ます。通常の勧誘で100分の12～13という数

字はあがらない、相当高率と思います。 

そういうことで言うと、ネットをやることだ

けが大事なのではなくて、それをやりながらリ

アルなかかわり方を地域の中でやっていくこ

とが大事だと思います。ビジネスモデルにはし

ていないと言いましたけれども、課金ができて

いないという意味では、ネットでの直の収入は
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ないかもしれないけれども、そういう企画をす

ることで、いろんな形で活動費を捻出するよう

な取り組みをしてきましたので、収入も3年前

よりふえている状況にはあります。 

全然自慢できるわけではないのですが、そう

いう流れの中なので、いまでも薄氷を踏むよう

な思いをしながらではあるけれども、一応方向

としては認めてもらっている要素はあるかな

というところです。 

それから、フェイスブックの「つむぐ」のペ

ージの中で書いていただいているのが11人で

す。ブロガーという意味で言うと、いま登録し

ているのは600人います。そういう外部の方と

かかわるときに、あるいは「つむぐ」として情

報発信をするに当たっては、公募をしてエント

リーシートみたいなものを書いてもらってい

ます。参加のための志といいますか、お互い共

感できるかどうかというのを確認したうえで

参加してもらい、さらにアップする前に一度こ

ちらで目を通させていただいています。 

そこの中で炎上するようなトラブルはほと

んど発生していません。実は炎上を起こしてい

るのはうちの部員のほうが多くて、部員が書い

たブログがかみつかれたりすることは経験し

ています。 

一般の人がかかわるから炎上するのではな

くて、「あなたは新聞社の社員なのに、その言

動は社員としてどうなのよ」と、そっちのトラ

ブルのほうが危ないと思います。 

新聞に対して一般の人の持っている目はさ

まざまです。それこそ、一時期、学校の先生が

言われていたような「神様」みたいな言われ方

をする場合もあるし、「記者の分際で偉そうに」

というのもあります。いろんな目がある一方で、

新聞社の側にも多様な意見があって、多様な書

き方をするわけです。ここで起きるユーザーと

のトラブルのほうが問題をはらんでいような

気がしています。一般の方が新聞社のサイトで

問題を起こした場合は「ご退場いただきます」

で終わる話だろうと思うので、管理者の運営責

任というよりは、内包的な問題のほうが大きい

ような気がします。 

新聞への反映ということですが、反映と言え

るかどうかわからないんですけれども、特に学

生たちはブログに書いてもあまり喜ばないん

ですけれども、夕刊に載ったよ、と言うともの

すごく喜びます。本人たちが新聞をとっている

わけではないのですが、おじいさん、おばあさ

んが読んでいるんですね。紙面に載ったことが、

一種の親孝行、おじいさん孝行をしているとい

うような感覚があるようです。夕刊読者が仙台

市内でも少なくなっているのは事実なんです

が、それでも夕刊に載るというのは、学生のモ

チベーションになっています。それは大事なこ

とと思います。 

それから、残念ながら、オープンにネットと

つき合っているのはうちの部と夕刊編集部と

か、報道部の一部の取材班とか限られているの

が現状です。業務として記者がどんなふうに使

っているのかまだまだみえていない部分があ

りますので、記者の意識にどんな風に影響を与

えているのか、という最後のご質問については、

なんともお答えできかねるかなと思います。 

 

菊地政勝（下野新聞） 書いてほしくても、

ユーザーが実際には書いてくれないというよ

うな場合、ユーザーとどう接触していくのでし

ょうか。存在を知ってもらうという部分と、ど

うやって書いてもらおうと思案しているので

しょうか。 

 

八浪  まだ試行錯誤の段階なので、これをや

ればうまくいくということではなくて、これか

らこうやってみたいなと思っているというふ

うにお聞きいただきたいんですが、やはり新聞

社とかかわりたいと思う一番の動機は、新聞に

紹介してもらいたいというのがあるのかな、と

いうのがまずあります。 

何かの活動をしているのを新聞で取り上げ

てもらうというのが直接の動機で、それから新

聞社のサイトだから、自分でブログをやるより

も、多くのユーザーに読んでもらえるのではな

いか、という期待もあるのだろうと思います。 

それで言えば、新聞社ならではのメリットと

して、ブログの中から新聞に転載するというの

をもっと増やしたいと思っています。声の欄は

どこも一緒だと思いますけれども、固定の方々

の投書で占められて、活性化していないという

別の問題があります。常にそちらはそちらでネ

ットからの誘導も考えているのですから、ブロ

グの中で、これはいいなと思うものを当部で推

薦して、紙面に転載する。ブログで書くと、い

つか新聞にも出るというのを一つの呼び水に

したいと思っています。 

ただ、全員がそれを望んでいるわけでもない

のです。逆に、新聞などに掲載し、大勢の人に
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読まれることで生じる、いろんなリアクション

を心配する人もいます。それから、ブログの書

き言葉は、新聞に載ったときにどうしても違和

感がありますので、新聞社は手を入れたがりま

す。手を入れるのは果たしていいのかどうかと

いうことも含め、それが受け入れられるかどう

かもちょっとわからないので、実験的に始めて

みようよという感覚です。 

認知の問題で言うと、ここはなかなか難しい

です。一遍に多くの人に知ってもらうという広

告型というか告知型のものをやっても、結局は

長続きしませんので、地道にやれる範囲のとこ

ろで口コミ的に人をふやすようにと思ってい

ます。 

僕らが書いてもらいたい情報の発信者は、忙

しいのだと思います。書いても月に一回とか、

そのぐらいのペースです。高名な人を集めてく

ることで、読まれるブログになるのは、おそら

く全国規模で展開するときぐらいだろうと思

います。常に高名な方がいて、この人が月一本

でも30人が交代で書いていれば、それなりに

賑わうかもしれないけれども、地方でそれぐら

いのレベルを維持するのは、多分至難のわざだ

ろうと思います。 

だから、そういう人も必要でしょうけれども、

やはりどうやって、日ごろ活動している人たち

が自分の言葉で、情報発信型の書き込みをする

方向に向けていくかが大事だと思います。けれ

ども、なかなかその糸口というか、解決方法は

まだ僕らもみえていません。 

 

三宅隆政（読売新聞） ブロガーの方という

のは、基本的に読者の方なのか、あるいは、ブ

ログから入って読者になるような方もいらっ

しゃるのか。それと、有償化のスケジュールみ

たいなものはあるのでしょうか。 

最後に1点、開発コストといいますか、シス

テムはどれぐらいかかるのか、運営コストにつ

いて教えていただければと思います。 

 

八浪  最後のご質問のコストについては、オ

フレコとさせていただきます。金額にかかわる

お話は、どこでどんなふうにおヒレがついて広

まるか、私もちょっと怖いので、ご勘弁いただ

きたい。 

最初のご質問の読者かどうかという点です

が、半々かなと思います。やはり河北の読者が

多いとは思うのですが、実際におつき合いをし

ているブロガーさんで、明らかに河北新報をと

っていないという人もいますし、いろいろです

ね。 

僕らは必ずしもそこにはこだわっていなく

て、河北のブログに書くのだから、その責任は

とってよ、というふうな働きかけも特別はして

おりません。親しくなってきて、ちょっと冗談

めかして「新聞とりませんか？」という話をす

ることはありますが、それも常識の範囲でのや

りとりをする程度です。 

本音は読者になっていただくことけれども、

あまりそこを前面に出すと、嫌われるだけかな

ということもあります。 

読者ではない人が河北に近づいてくる一つ

のパターンは、河北の読者・ユーザーに自分の

ブログを読んでもらうことで、自分のお客さん

を新しく開拓したい、というものでしょうか。

これは明らかに動機としてあるかなと思いま

す。もしかすると、それが一定の役割を果たす

と、また離れていくのかなと思いますが、それ

はそれで構わないなと思っています。 

それよりも広く新聞の愛読者でいてくれる

ように、業界を挙げてどうするかを考えないと

いけない。半分近くは未読、非読になってきて

いるという現実を前に考えたほうがいいのか

なと思います。 

それから、有償化のスケジュールですが、は

っきり言って、決まっていません。ただ、気に

しなければいけないなと思っているのは、次の

消費税が上がるタイミングです。10％になるの

が本当に来年の秋かどうか、よくわかりません

けれども、5％が 8％になる打撃は、それほど

聞こえてはきていません。どの社もそうかなと

思うのですが、これが10%になったときにどん

なふうになるか、よくわからないですよね。 

そういうときに、どこに新しい収入の道があ

るのか考えると、消去法でいくと、デジタルの

ほうにどうしても来てしまうと思います。しか

し、自社を棚に上げて言うわけではないですが、

各社も含めて取り組んでいる商品が、何か爆発

的に救世主となるようなものになっているか

というと、ちょっと難しい。そうすると、結局、

有償化したとしても、インパクトはそれほどな

い状態で始めるのが現実的かなと思います。こ

れは、私の個人的な意見で、会社として何か方

針が決まっているわけではありません。それこ

そこれから少し時間をかけて、情勢分析をし、

みきわめながらやらなければいけないかなと
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思います。 

 

三村龍一（西日本新聞） 地域密着型の報道

や、読者とのかかわるときの一つの方法として、

ハイパーローカルという考え方があると思い

ます。地方紙にしか発信できないような、非常

に細かい地域のニュースを出していく場合に、

ＳＮＳが非常に有効なツールになるんじゃな

いかなと常々思っています。河北新報は、ＳＮ

Ｓを使ってハイパーローカルなニュースを発

信した事例があるでしょうか。それと、特に読

者の反応がよいニュースというのは、どのよう

なものだと感じていらっしゃるか。例えば地域

の火災情報や、交通渋滞のニュースのような生

活情報とか･･･。 

 

八浪  地域発のいわゆる土着のニュースの

発信という意味で言うと、特別なものをいまや

っているわけではありません。 

一つあるのは、ニュースの発信と言えるかど

うかすら怪しいのですけれども、震災以降、地

震があったときは、夜中でもツイッターでツイ

ートするようにはしています。ただ、これは担

当者が1人でやっていて、業務として成立する

なら、本来は報道部の泊まり勤務の仕事にすべ

きではないかというような課題はあります。現

在、東北で震度4以上の地震があった場合、ま

たは津波注意報以上のものが出た場合は、真夜

中であっても地震の情報は出すようにはして

います。ただ、どこよりも早く出しているわけ

ではありません。スピードを競うというより、

震災以降、河北のニュース配信を見てくれてい

る人々への責任というかサービスというか、そ

んな気持ちで続けています。 

夢としては、台風情報などの災害情報があっ

たときに、どこの交通機関がこうなっていると

か、ピンポイントで雨が強く降る場所を知らせ

るといったことを、きめ細かく、同時進行で出

せるようになればいいなとは思っています。こ

れまでの態勢でいえば、新聞の宿命で、夜中の

現在進行形の情報は新聞が届くころには過去

のものですから、要らないわけです。被害が出

たら、それをまとめてすんじゃうというか。し

かし、ネットでやるなら、テレビ中継のように

現在進行形、途中経過の情報こそが価値を持ち

ます。そうすると、現在の取材部門とネット部

門では、求める情報に違いが出てしまうので、

うっかりするとダブルで作業しなければなり

ません。いずれにしても、業務フローを根本か

ら見直す必要のある話ですので、ちょっと体制

的に組めるかどうかということはあります。 

地域の情報という意味で言えば、紙面に出た

ニュースを中心に発信しているにすぎないの

ですが、いままでは朝刊、夕刊を出すタイミン

グでニュースサイトを更新していましたけれ

ども、トップページに挙げる記事を、例えば別

の時間帯には地域の話題を意図的に上にする

とか、いろんな細工をしながら、どんなニュー

スに一番ヒットがあるのを、手探り状態ですが

探っているところです。 

一般のニュースサイトへのアクセスは、大き

かろうが小さかろうがマスメディア型なのだ

ろうと思うんですね。河北新報のニュースで一

番読まれるのは、原発にかかわる企画物とか、

「復興の陰で」というタイトルをつけています

が、地域で起きている社会部的な記事です。そ

ういう意味で言うと、一般のニュースと特に変

わりがあるわけではありません。やっぱりマス

の力は大きいです。だから、そこを否定して、

地域に、地域にということではないと思います。

うまく両方をおみせしながら使い分けて、会社

のビジネスにつなげていくことが必要なのか

なと思っています。まだ何もしていない言い訳

も含めて、これはというのがあるわけではあり

ません。 

 

田中孝憲（報知新聞） ユーザーや読者とき

ずなを深めていくというのは、われわれの業界

にとって一つのテーマです。ブロガーと会社で、

具体的な交流のイベントであったり、もっとこ

んなふうに書いたらおもしろいことが書ける

のではないかというような提案をすることは

されているのでしょうか。 

もう一点、先ほど、ブロガーが書いてきたこ

とを一度チェックしてから反映しているとい

うことだったんですが、例えばそれについて、

コメント――特にコメントのほうがきついこ

とが多いとは思うのですが、それに関しても目

を通されていて、場合によっては載せないとい

うようなこともあるのでしょうか。 

 

八浪  最後の質問から先に答えます。誤解を

与えてしまったかもしれません。ブログを全部

チェックしているわけではありません。さっき

言ったのは、フェイスブックの「つむぐ」とい

うページの話です。「つむぐ」は、グループで
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情報を発信していますので、Ａさんが書く場合

も、Ｂさんが書く場合も、Ｃさんが書く場合も

あります。Ａさん、Ｂさん、Ｃさんでトーンが

違ったり何か変なことを書いたりということ

が、お互いに発生してはよろしくない。だから

事前に連絡しあう、ということであって、コミ

ュニティーサイトのブログの場合、公開前にこ

ちらで読むということはしていません。情報ボ

ランティアやインターンの学生が書くブログ

については、取材から執筆にいたるまで「指導」

することを建前としていますから、こちらは原

稿を事前に読んで直しますけれど。それは互い

の納得づくの世界です。 

それから、コメントをチェックをしているわ

けではありません。有料携帯サイトで「ベガル

タ モバイル」通称ベガモというのがあって、

ここの掲示板は事前承認制です。変なコメント

については「非承認」にしますが、ブログサイ

トではそのようなことはしておりません。だか

ら、本当にネガティブなものも、全く無関係な

ものも書き込まれたりしていますが、基本はそ

のままです。もちろん、ネガティブなコメント

を書かれた本人、つまりそのブログを書いた当

事者には、削除する権限は与えていますが。 

炎上したときに、管理者としてどう振る舞う

かということで言えば、利用規程上は、管理者

として削除することがあります、というのは持

っています。しかし、できるだけそのような関

与はしないように進められたらいいなと思い

ながらやっています。 

イベントは積極的に開催したいと思ってい

ます。花見の会は「ふらっと」の時代から毎年

開催しています。ことしは、それだけではなく

て勉強会と併設でやりました。 

今回サイトを変えるに当たって、事務局とし

ては、もっと頻繁にやりたいと思っていたので

すが、物理的な問題と、それから部長である私

が、4月末に入院したこともあって、ブランク

を作ってしまったものですから、まだ実現して

いません。ブロガーさんからは、記事の書き方

の指導とか、いろいろあるといいねという話と

か、一番多いのが「写真の撮り方のこつを教え

てください」というような声があります。これ

はオンラインに限らず、結構ニーズがあるよう

です。 

写真部の記者の写真講座は、ものすごく喜ば

れます。それから、自社だけではなくて、首都

圏や西の方も含めて、業界内外を問わず、いろ

んな方にゲストスピーカーで来ていただいて、

ブログを書くときの苦労話とか、情報発信の意

味とか、メディアリテラシーとか、いろんな講

座をやれたらいいなと思っています。 

もともと夢としてあるのは、オープンストリ

ートマップです。グーグルマップともまた違う

のですが、白地図の上にいろんなものを書き込

んでいけるオープンなものがあります。それを

活用して、被災地をマッピングしているグルー

プもいるので、そこからヒントをいただいてい

るんですけれども、その方々とのオフ会をやり

たいなとか、夢だけはいっぱいあるんですが、

まだ実現していないことのほうが多いです。 

 

長沼隆之（神戸新聞社） 紙かネットかでは

なく、「必要な情報を必要な人に」というのは

非常に金言だなと私も思いました。一方で孤独

な闘いも、というお話もありました。私はデス

クをしていますが、いわゆる編集外勤側もデジ

タルの時代に対応した意識変化が求められて

います。河北さんでの編集外勤部門との連携や、

情報共有などの取り組みを教えてください。 

 

八浪  威張って言えるほどのものがあるわ

けではないのですが、編集局デジタル編集部と

なって2年、されど2年で、お互いに顔のみえ

るところで仕事をするプラス効果というのは

出てきています。 

一番は、ネットでの速報を上げたいときに、

こちらからだけではなくて、報道部側から出し

てくるようになってきたことだと思います。 

それから、報道部長が同期だということもあ

るのですが、ネットの配信とか、何か訂正があ

って直さなければならないときの対応の仕方

をどうしたいいかとか、何かにつけて声をかけ

てくれたり、相談をしてくれたりしています。

そういう顔のみえる関係ができてきているの

で、以前を考えると、すごく大きい変化です。 

実務的には、「夜のリラックスタイム」と呼

んでいるものがあります。別に表には出してい

ない社内の名前なのですけれども、大体夜の

11時ぐらい、ナイターも試合結果が出ている

かなというぐらいの時間で、まだ皆さん、寝て

いないかな、風呂上がりにビールをひっかけな

がらちょっとネットをいじるような人たちに

みてもらうサイトにならないかな、と思いなが

ら、翌日の記事の早出しをこっそりやっていま

す。こっそりといっても、販売の了解をもらっ
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ているのですが、その時間帯に原稿を出すこと

で、夜のユーザーをつかもうかなと思っていま

す。残念ながら、ページビュー的には、まだほ

とんど影響はないですね。うちのサイトは、朝

の8時と12時にピークがあります。そこから

なだらかに減ってきて、午後の8時、9時まで

はみているのですが、10時を過ぎるとがくん

と落ちる。要は役所が職場でみているサイトな

のですね、河北新報のサイトというのは。 

そうではないところに訴えたいということ

で、通常ならトップページには来ないようなタ

イプのニュースだけど、地域のプレーヤーにと

っては、外に発信したいようなタイプの地域の

話題物を意図的に選んで、夜の時間帯に出すよ

うにしています。それを選ぶのは報道部長や、

地域版のデスクがやってくれています。 

全部の記事がその日のリアルではなくて、県

内の支局がみんなそこに送ってくるようなも

のですから、ページが少なくて、あふれ返るの

です。そうすると、うっかりすると、おもしろ

い話題なのに、1週間前とか 10日前の話だっ

たりする。さすがにおもしろくても、ネットで

10日前はないだろう、という話になるので結

構選ぶのが大変ですけれども、そういうところ

で現場との協力が始まってきたりしています。

それから、有料の携帯サイトの「ベガモ」です

が、以前は、スポーツ部は「紙に書くのが俺た

ちの仕事だ」みたいな感じだったのが、いまは、

だんだんベガモにも少し原稿を出そうかと言

ってくれるように、雰囲気が変わってきていま

す。徐々にではありますけれども、変わってき

てはいるかなと感じながらやっています。 

 

司会 ＳＮＳを一新して、身辺雑記から、地

域のいろいろなニュース、話題に変えたという

ことですが、それによって以前のＫＯＬＮＥＴ

と「ふらっと」と比べて、ユーザー層がどのよ

うに変わってきたと分析されていますか。 

 

八浪  グーグルアナリティクスの数字上は、

あまり思わしくないと言わざるを得ません。ニ

ュースサイトのほうは、変えたことで2割ぐら

い落ちています。落ちた原因を外的なところか

ら言えば、トップページのＵＲＬは同じなので

すが、下の階層をあまり深くせずに、浅くした

ほうがＳＥＯ（検索エンジン最適化）上プラス

だというアドバイスをもらって、いろいろ中を

いじったのです。そのために、記事の詳細ペー

ジのＵＲＬが全部変わりました。これは一時的

なもので、また回復するかなと思ったのですが、

まだそれほど変わっていません。 

次の問題は、グーグルが3月に検索のやり方

を変えたらしいのです。これにうまくマッチし

ているのか、していないのかが、まだ検証が済

んでいません。 

3つ目に現象面だけを言うと、先ほど震災に

よってより遠くの人が見に来るようになった

と言いました。3月の第1週ぐらいは、一時的

に数字は上がったのですが、その後、ずっと落

ちてきています。落ちてきたのは、遠くの方の

アクセスが減ってきているともとれるし、例え

ば地元の人でお気に入りに登録をしている人

が、エラーが出るので来なくなったとために落

ちているのか、地元対首都圏で言うと、あまり

大きな変化はないのです。むしろ渋谷あたりが

ふえていたりとか、大阪がふえていたり、でも

神奈川が落ちていたり。傾向としては、まだよ

くわからないのです。 

3月と4月と5月で比べると、3月はそこそ

こあったのが、4月に落ちて、5月にまた結構

戻ってきていますが、前年にはまだ届いていな

いという状況です。ユニークユーザー数は戻っ

てきているのですが、ページビューが上がらな

いのは、どこか原因があるのかというのを来週、

専門家にも聞こうと、社内で予定しているので

すが、ちょっといまは手探りです。 

書いてくださる層が、徐々にではありますけ

れども、変わってきているかなというのが、こ

の数週間、感じていることです。新しい顔ぶれ

の書き手がここのところ増えてきているので、

もしかすると常連さんとの入れ替わりが少し

ずつですが始まっているのかもしれません。そ

の一方で、少し様子を見ていた人がまた書き始

めたりもしていますので、まだなんともいえな

いかな、という状況です。 

（文責・編集部）

 

 



日本記者クラブ 記者ゼミ「ネット時代のマスメディア」

新聞がつなぐ地域コミュニティー
３１１大震災、ソーシャル、河北新報オンライン

2014年6月12日
河北新報社編集局
デジタル編集部長

八浪英明



本日お話したいこと

• 河北新報の概況
河北新報オンラインのこと

＜ニュース＆コミュニティーの世界観＞

• 東日本大震災とソーシャルメディア
わたしたちが走りながら考えたこと

・地方に根ざす新聞社の方向性
u有料電子版に進む条件とは
u課題先進地「東北」の将来とは



河北新報社の概況 デジタル編集部の業務①

分野と課題 河北新報の２０１３ 河北新報の２０１４

ニュース
Ø オンラインと紙
Ø 速報、24時間
Ø 地域ニュース
Ø より詳しく面白く

①ＫＯＬＮＥＴ
②NEWSmart

（有料携帯サービス）
③ベガモ
（有料携帯ファンサイト）

• 河北新報オンライン
Ø ニュース
Ø デジタル紙面
• モバイル
A) NEWSmart
Ｂ） ベガモ

コミュニティー
Ø ハイパーローカル

（地域を深掘り）
Ø 被災者に寄り添う

Ø 同じ目線（仲間に
混ざる感覚）

Ø 共感のメディア

①地域ＳＮＳふらっと
・まちかどブロガー
・震災サイト「絆」
・情報ボランティア
・記者インターン
・かわら版みらいん
②Facebook
・河北新報社
・つむぐ震災を超えて 等

• 河北新報オンライン
コミュニティー

「ワタシ発 まちのカタ
チ」～あなたの発信が
きっと誰かの役に立つ
⇒レコメンド
⇒スクラップ

・Ｆａｃｅｂｏｏｋなど
・ＮＰＯなどとの協業



河北新報の概況 デジタル編集部の業務②

分野と課題 河北新報の２０１３ 河北新報の２０１４

アーカイブ
Ø 過去記事の活用
Ø 検索の時代
Ø ビッグデータ

①データベース
Ø 1991年以降206万件の

記事

Ø マイクロフィルムのデジ
タル化

②震災アーカイブ
Ø 記録し後世へ

①防災減災へ利活用
②コミュニティー再生
③ニュースと連動
④成長するアーカイブ

⑤ビッグ・データ・ジャー
ナリズム

オピニオン
Ø 多様な言論
Ø 参加するメディア

①オピのおび（43人）
Ø ブロゴス
Ø ヤフーへの転載
Ø 「持論時論」へ

⇒コミュニティーと合体

Ø よい書き手を育てる
Ø よい読み手を増やす



河北新報オンラインの概要

地域に根ざした新聞社と
ユーザー・読者・住民がともに作る

「人と情報のつながりの輪」

ワタシ発 まちのカタチ



河北新報オンライン ２０１４年３月１日オープン
p 河北新報オンラインニュース・・・誰もが見ることができるニュースサイト
Ø コルネットを改修。「見やすく」「探しやすく」デザインを変更
Ø 記事公開期間を２週間から１年１ヵ月に延長・・・検索サイトを意識
Ø ニュースとコミュニティーのつながり（連携）を意識

p 河北新報オンラインコミュニティー・・・誰もが使えるブログサイト
Ø 地域ＳＮＳ「ふらっと」の理念を継承、オープンなブログサイト（脱ＳＮＳ）
Ø 「地域の役に立ちたい」人の情報発信をサポート
Ø 書き手の発想や価値観に似たブログ・記事が結び付く「レコメンド機能」
Ø テーマに沿って情報をまとめる「スクラップブック機能」
Ø ソーシャルメディアとの親和性、スマートフォンでも使いやすく

p 河北新報デジタル紙面・・・読者限定の無料サービス
Ø いつでも、どこでも・・・ＰＣ、スマホ、タブレットで「新聞」のまま読める
Ø 購読者限定の無料サービス
Ø １ＩＤで家族みんなで利用できる（法人は除く）
Ø 朝刊読者は朝刊、夕刊読者は夕刊・・・１週間分

ニュースとコミュニティーの連携・融合で見せる新感覚のサイト
「人と情報の多様なつながりの輪」が広がっていく世界を目指す



河北新報オンラインニュース







ソーシャルメディアへの取り組み

• Twitter
①河北新報オンラインニュース （コルネット＝2009年3月）５７，８００
②河北新報オンラインコミュニティー （ふらっと＝2009年10月）７，３２４
③夕刊編集部 （2011年1月）１２，３９７
④防災減災「わがこと」「むすび塾」 （2012年10月）７８
⑤Piatto編集室 （2010年9月）４５３
⑥ベガモ （2012年1月）９８７

• Facebook
①河北新報社 （2011年5月）４，１５２

※河北新報オンラインに掲載された記事やブログの紹介。キュレーション的な活用を目指しているが、
今のところ1日1～２本の記事紹介（デジタル編集部の担当者のお薦めコメント）にとどまっている。
②つむぐ 震災を超えて （2012年3月）２，８６７
※震災1年を機に「被災地からの発信力強化」を目指して開設。半年後には一般公募で「つむぎびと」
11人を認定。「再生にかける人々の思いを紡ぐ」。記者の目ではない、情報発信をしたい一般の人々
の目をまじえ「ともに」発信したいと企画。風化が叫ばれる中で、更新頻度は落ちてきている。
③防災減災「わがこと」「むすび塾」 （2012年10月）４４８
④今できることプロジェクト （2012年8月）９６１
⑤伊達ｆａｎ （2014年1月）３６９
⑥河北ウイークリーせんだい （2014年3月）２０８



ソーシャル・メディア・ガイドライン
（2014年1月）

• ソーシャル・メディアの普及

誰もが気軽に情報発信できる時代

→有用なツール。特徴を理解して上手に使う

→営業丸出し、ステマはNG
• 河北新報オンラインが３月オープン

→コミュニティーの活用、ソーシャルメディアと連携

• 業務で使う場合のルールを明確に

• 個人利用も含め、安心して使うための指針

• 報道機関の一員として必要な常識、モラルに基づく行動をする

• 共感の場（ユーザーの交流の場）⇔×宣伝・ＰＲ

• 範囲 フェイスブック、ツイッター、ブログ、動画…
• 対象 河北グループで働くすべての人

• 業務

1) 報道活動としての情報収集、編集・発信など

2) 広報、販売促進、マーケティング、営業

3) ユーザー参加型メディア



ソーシャルメディア 使い方をめぐる課題

• 報道のツールとして使うかどうか ⇒不毛な速報合戦にしてはならぬ
A) 「ニュースサイトをもって第1報とする」という原則との兼ね合い
B) 地震速報はデジタル編集部・・・報道部の泊まり勤務化したいが・・・
C) 災害時の活用・・・「災害」の範囲の決め方；
• 情報の収集手段としての活用

とりあえずガイドラインは作った。しかし、写真提供などを呼び掛ける際、どのよう
にすべきかなど、社としてきちんと話し合われているわけではない。現場は身分を明
かすべきか身分を伏せて使い分けをすべきか、などで悩んでいる。

• フェイスブックの活用法
A) どこまでこまめに更新するか
B) ユーザーとのやり取りをどこまでやるか
C) 編集、営業とも現場運営のサイトが活性化しない課題
D) 「ユーザーとともに」の運営の難しさ
• ラインなど、他のツールを使うかどうか



オンラインコミュニティー
誕生の背景

２０１１．３．１１

それは東日本大震災から始まった



「ふらっと」の概要（２０１３年４月時点）

14

• 地域ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
• ２００７年４月開設

• 会員数 約７，０００人
• 男女比率 およそ６：４
• 宮城県在住者は７５％（東北６県は８１％）

• 主なコンテンツ
まちかどブログ（２００７年８月～）
までぇに街いま（２０１１年９月～）
情報ボランティア＠仙台（２０１１年４月～）
記者と駆けるインターン（２０１２年７月～）
かほくブログ（２０１１年１月～）
本屋さんの空気、ブログ交差点 etc…

宮城は「じっくり」：ユーザー交流型、地域SNSとして利用
東京は「さらっと」：情報収集型、地域メディアとして利用





▽情報の真空地帯▽
①記者（メディア）の偏在
②紙幅の絶対的な不足

③ミイラ取りがミイラに（情報発信
より目の前の仕事を…）
④ハブ機能の欠落
⑤情報発信の価値への理解不足

新聞の一番長い日

河北新報社は

１．震災直後の河北新報社

n 停電（→自家発電で対応）

n サーバ横倒し（→新潟日報社との災害協定
で紙面制作）

n 輪転機は無事（免震構造が役立つ）

n 回線の断絶（共同通信回線で新潟→東京
→仙台→泉）

n 電話、メールの途絶、ガソリン不足

２．号外と朝刊（新潟で組みデータ送り、印刷
は仙台）夕刊で完全復活

３．被災者にどこまでも寄り添う報道の継続

▽被害の状況→避難所→初報の検証と生
活情報（復旧情報）→仮設住宅

４．紙不足（製紙工場被災）と販売網打撃

５．ガソリン不足と一種のパニック

私は・・・

• 午後２時４６分、河北本社ビル４階「経営
企画室」にいた…経験したことがない強く
長い揺れ→屋外退避

• 当日は号外配りを手伝い、家路へ

• ３日後～３月末まで、後方支援、特にガソ
リン調達に奔走

• ４月１日付人事異動でネット事業部長

• ４月６日、東京からジャーナリストが来社
「仙台は情報の真空地帯だ」



１．ネット回線が断絶（データセンターのシステム障害）
１５時間半にわたり、ＫＯＬＮＥＴ、メール使えず
⇒ＵＳＢ通信カードで兵庫県のサーバ（ふらっと）に接続
⇒ＳＮＳ「ふらっと」をニュースサイト代わりに配信

（20：07号外ＰＤＦを部員のブログにアップ）
（20：24号外のテキストをブログの本文として掲載…）
⇒21：05携帯ニュース「ＮＥＷＳｍａｒｔ」へ通信カードを使って送信

２．ツイッター（３つのアカウント）が機能
①ふらっと １１日直後につぶやき→13日、生活情報を流す

14日に自転車「仙台市荒町。電気復旧しはじめ…」
②河北新報 ニュース自動送信。１２日午前零時すぎ第１報

「ツイートしてます」⇒１４日夕から手打ち詳細情報

１４日以降、紙面掲載前の生活情報を発信。「ウェブファースト」
１６日 河北新報のフォロワー数、爆発的に増加し始める

実は「ネット」も大変だった・・・
もう一つの一番長い日

潮目は３日目あたり １週間あたりで反応



震災直後のツイッター
• ★3月11日22:18 部員が自宅でflat_kahokuのツイッターアカウントで震災後初のつぶやき 「皆さま、ご

無事でしょうか。やっと落ち着きましたので少しつぶやきます。この度の太平洋沖地震で亡くなられた方
には心よりご冥福をお祈りします。また、ご家族の安否が確認できていない方には、一刻も早く無事が
確認されることを祈ります。」

• ★3月12日00:45 部員が会社でkahoku_shimpoのツイッターアカウントで自動更新情報以外のつぶやき
「ようやっと本家登場！(^^ゞ RT @kahoku_shimpo: 聞いたこともないマグニチュード８．８の地震に見舞
われた仙台から河北新報社がツイートしています。ネット環境が不安定なので苦戦。モバイルサービス
も無料 http://flat.kahoku.co.jp/index/」

• ★3月13日21:26 部員が会社でflat_kahokuのツイッターアカウントで初の生活関連情報ツイート 「震
災：生活関連情報【通信影響】 ＫＤＤＩによると、携帯電話のａｕは１３日午後１４時現在、東北から全国
（東北を含む）への発信は５５％規制され、全国から東北への着信も５０％規制されている。「メールなど
通信は比較的つながりやすい」と同社は話す。」

• ★3月14日13:30 部員がflat_kahokuのツイッターアカウント自転車で地域レポートスタート 「ふらっと編
集室の○×です。ふらっとツイッターでは、皆さまにとって身近な生活関連情報をお届けしています。私
はこれから会社を離れて、外の情報を拾ってまいります」

• ★3月14日16:30 会社でkahoku_shimpoのツイッターアカウントで初の生活関連情報ツイート（自動更新
以外）「震災：生活関連情報【支援】小野川温泉観光協議会（米沢市）は、加盟している全１４軒の宿で割
引サービスを実施。連絡先は小野川温泉旅館組合０２××」

※以降、紙面掲載前にkahoku_shimpoのツイッターアカウントで発信。いわゆる「ウェブファースト」のはじま
り。

• ★3月15日、夕刊編集部としての最初のツイート「朝から曇り空だった仙台は、細かい雨が降り始めまし
た。今日もダイエー を目指す列は、定禅寺通りまで続いています。 ＃ｓｅｎｄａｉ」



アカウント
名

3月10日
（2011年）

5月19日 伸び 11月16日 1月7日
（2012年）

伸び

河北新報 3,009 18,696 6.2倍 24,333 26,218 8.7倍

ふらっと 800 3,803 4.8倍 4,857 5,138 6.4倍

夕刊編集部 200 3,586 17.9倍 5,910 6,494 32.5倍

急増したツイッターのフォロワー

河北新報社のツイッターのフォロワー数（人）

河北新報 ＫＯＬＮＥＴ更新に合わせニュース自動配信（報道）⇒５７，７１５
ふらっと ブログ紹介、被災地ボランティア情報や地域のトリビア⇒６，４１８

⇒オンラインコミュニティー ７，２９５
夕刊編集部 夕刊編集部記者の街歩き、仙台のお天気⇒１２，３７２

（数字は2014年6月4日現在）



情報ボランティアと河北新報
～震災から半年間の軌跡～

• 3月14日 夕編記者がブログ開始

• 4月 1日 ボランティア活動情報「絆」

• 18日 「ビューン」

• 4月24日 投稿写真「将来への記憶」

• 4月25日 「情報ボランティア」開始

• 5月 夕刊に「情ボラ」の記事

⇒YouTube「東日本 営業中」

⇒「助けあいジャパン」

⇒「注目のキーパーソン」

• 6月27日 ＦＢ公式ページ正式開始

• 8月3日 ＷＥＢ新書発売

• 9月11日 「オピのおび」

• 10月1日 「まちかどブロガー」改編、
夕刊コラボ「せんだいなう」

• 11月10日 仙台市発行の「みらいん」
発行（編集協力）



河北新報朝刊部数（2012年１－６月平均） 約44万２１７７部（津波で４万部減）

「ＫＯＬＮＥＴ」会員数⇒オンラインニュース
メルマガ配信数

約14万人⇒会員制廃止
メルマガ3.8万人⇒３万人

データベース「ＫＤ」 約200万本（1991年～）

3.11震災記事⇒震災アーカイブ登録記事 約３万5000本⇒69,519

写真枚数（未使用写真枚数） 約１万枚（約２万３０００枚）

ふらっと会員数⇒オンラインコミュニティー会員 ＜約7,000；公開300＞⇒約600

震災以降の総ブログ数⇒現在の公開ブログ １１，１３３本（3.11～1.5）⇒約４８，０００本

うち「震災」で検索されるブログ数 ２，８４２本

「将来への記憶」写真投稿→震災アーカイブ ８３９枚→震災アーカイブ31,871

フェイスブックの「いいね」 702人（12.1.26）⇒1,５０６人
（12.10.26)→4,136(14.6.4)

フェイスブック「つむぐ」の「いいね」 1,134人（12.10.26）→2,860(14.6.4)

河北新報ツイッターのフォロワー数 27,249人（1.26）⇒38,044人
（10.26)→57,715（14.6.4)

2011.3.11からの１年半(2012年秋）と今
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コルネットとふらっと
アクセス数解析

＝グーグルアナリティクス

コルネット

ふらっと

（１）ニュースのＰＶは旬を過ぎると減少。コミュニティー系のサイトはブログの更
新頻度や内容、認知度など多様な要因で動く。

（２）コルネットは震災前の水準に。ふらっとは震災を機に、狭義のＳＮＳの枠を
超えてメディアに性格が変化。

↓
ニュースとコミュニティーの連携・融合へ

記事をネットに掲載して終わりではない。オリジナリティを出したり、ソーシャルメ
ディア、ブログなどと連携させたり、様々な見せ方の工夫が必要



オンラインコミュニティー

設計から開発へ

シナジー・マーケティング株式会社

（本社大阪）との共同開発

・・・地域ソーシャルメディア・・・



サイトの世界観

街の様子や日々の何気ない出来事の可視化
共感が共感を呼び、人と人がつながるお手伝い

いい書き手を増やし
地域と新しい関係を築く

２０１１年３月１１日の東日本大震災から２年半。
そこで得た友だち、ネットワーク、経験、教訓・・・

24

わたしの今 まちの未来
私から いいまち
ワタシ発 まちのカタチ
まちを元気に、自分がもっと好きになる

～次代をつむぐブログサイト～

地域へのかかわりが密な人
情報発信に興味がある人
ちょっとまじめに

社会をよくしたい人

アクティブで、質の高い書き手が増えれば、読者も増え、地域も元気に

世
界

観
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「オンラインコミュニティー」のコンセプト

ワタシ発 まちのカタチ

～次代をつむぐブログサイト～
p ソーシャル連携、レコメンド機能を備えたブログメディア

p 新聞と地域のコラボレーションで展開

p ＢｅからＤｏへ。自分の関心や行動に、リアルな社会が紐づく仕掛け

マイメディア（わがこと化）

• ニュースサイトと対になる
市民発のトピックスサイト

• クローズのＳＮＳから脱皮
多くの人々に向け発信

• 悩みや課題にみなで取り組む
地域社会のハブ機能

・ 共感・応援・参加・執筆・・・
動くほど面白くなる仕掛け

・ 自分が動くことで地域の暮らしが
変わる、楽しくなる仕掛け
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地域ＳＮＳ「ふらっと」の課題と展望

×身辺雑記にとどまるブログ
×知り合いにのみ公開
×コメント拒否や独りよがりなコメント

◎地域とのかかわりが密な人
◎情報発信に興味がある人
◎ちょっと真面目に社会をよくしたい人

ニュース配信だけではつかめないユーザー層をつかむ。

書き手の質を向上させ、読者をひきつけることで、ＰＶ数を上げる。

サイトの諸機能を活用して、まちづくりや震災からの復興を進める人々らの後押しをし、河北ファン
のすそ野を広げる。

営業系のキャンペーンやプロジェクトを展開し、収入増につなげる。

求めるユーザー像と現実のギャップ

今後の可能性

１．SNSとしての限界
・閉鎖性、容量不足、表示が遅い、不要な機能も
２．時代遅れ
・スマホ対応なし
・ソーシャルメディアとの連携が難しい
・カスタマイズに時間がかかり過ぎる
３．維持費の高さと営業展開の難しさ

システム上の問題



【ニュースサイト】
オンラインニュース

新聞社⇒読者
（一方通行）

トップダウン型

報道機関が価値づけ
ニュース

【コミュニティメディア】
オンライン

コミュニティー（kacco）

読者⇔新聞社⇔読者
（ハブ）

ボトムアップ型
生活者の目の高さ

トピックス

ニュースサイトとコミュニティーサイトの新しい関係

デジタルの世界だからこそできること
「人と情報をつなぐ」

ユーザーに提供したいこと
「確かなニュース＋共感する場」

クライアントに提供したいこと
「ＰＶ＆属性＋ユーザーとの信頼関係」

相乗効果

相互補完
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オンラインに人が集まり、いろいろな情報を受け取り、
発信し、人と人がつながり、大きな輪になる

・エレベーターピッチ リアルなコミュニティーで緩やかなつ
ながりを望んでいるリア充オタクにとって、河北新報オンライン
コミュニティーはブログを中心とした地域メディアである。

それは顔の見える関係を作ることができ、既存のＳＮＳやブログ
と違って、一人ひとりがちょっとずつ豊かな地域社会づくりに貢
献することができる。

（※リア充とは現実の生活が充実している人物）

• 利用者は誰か コアペルソナの想定⇒次ページ

Kahoku will connect the community
⇒ 略称 kacco



コアペルソナ（優先度①）：若きNPO法人代表

● 属性
30代くらいの男性／兄弟で姉がいそう／サラリーマン
経験はなさそう

● 性格や特性
幅広い交友関係／企業家タイプ／年上の⼈にかわいが
ってもらいやすい／発信好き／段取り好き／落ち着き
がない（1箇所にとどまらない）

● インターネットとの関わり方
デジタル機器の新商品（iPadやMacbookAirなど）を持
っている／会議中にチャット

● 所属
東北の情報を使って活動を活性化したい団体。NPOや
まちづくり会社、ボランティア団体、事業家、学者、
⾏政関係者、東北外の企業など。

● 課題・ニーズ
− コミュニティの形成（ネットワークが広がり／人が

集まること）
− ゆるいつながり

● 嬉しい・楽しいと感じること
− 人の笑顔や頑張る姿にふれられるとき
− 世の中に対して良い事をしたと実感したとき
− 人や活動がつながったとき

● 嫌なコト
− 誰かのせいにするような一方的な非難にふれること
− 出来ない理由・前向きじゃない意⾒を聞くこと
− 思想信条での対⽴

頼りない部分もあるが意欲的。社会をより良くする活動に取り組んで
いる。NPOなどで中心的存在となっている。

輝元良太さん（31歳）通称：テルくん／テルさん
※既存の取材対象者



コアペルソナ（優先度②）：リア充おばさま
（生活は充実、発信好き）

● 属性
45〜55歳の専業主婦／30歳頃出産し中学生以上の子どもが
いる／

● 性格や特性
ややおせっかい／パーティーが好き（カルチャーセンターに
はあまり⾏かない）／料理好き／友達が多く、ついつい⻑電
話しそう／旦那さん優しそう

● インターネットとの関わり方
スマホよりPC派／FBはやっているがブログがメイン／しゃ
べるのも書くのも上手い

● 課題・ニーズ
− FB等など不特定多数のコミュニケーションが苦手
− 自分の活動やハマっている趣味のよさをみんなにも知ら

せたい

● 嬉しい・楽しいと感じること
− ブログにコメントをもらったとき
− 自分が教えた事を実践してもらえるとすごく嬉しい

（例：つくれぽ）
− いいね！などの評価よりシェアしてもらえた方が嬉しい

● 嫌なコト
− 他⼈⾏儀なもの⾔いや態度

⾃分の得意分野を確⽴し、コミュニティーリーダーとして活躍してい
る。世話好き。活動を通して若⼲の収⼊を得ている。

川井充子（ともこ）さん（48歳）通称：ともこさん

※既存の取材対象者



サブペルソナ（優先度③）：リア充？とは言えないかもし
れないオタクちゃん。仲間にはしたいがコアになるか？

● 属性
30〜40代の⼥性／都会沿線沿いで⼀⼈暮らし／専⾨職
でそこそこの収入あり

● 性格や特性
多趣味で⾷べ歩きや旅⾏が好き／ボランティア経験あ
り／夜⾏バスにも慣れていそう／素直そう／ちょっと
頼りないところがあるが、いつも誰かが助けてくれる

● インターネットとの関わり方
スマホ・PC両方持っている／FBユーザー／ブログは
SNSが登場する前から書いている／mixiは最近やって
いない／出先で投稿することが多い／チェックイン機
能を使っている

● 課題・ニーズ
− 狭くて深い情報やレアな情報が欲しい（トリビア）

／土地や場所にまつわるストーリーを知りたい
− 好きなものについて話したい／「素敵！」と言って

もらいたい
− いい写真の撮り方や文章の書き方を知りたい
− 次の⾏き先やプランを検討したい
− ゆるいつながり

● 嬉しい・楽しいと感じること
− 共感してもらうこと
− 訪れた先の人々や景色との出会い

● 嫌なコト
− 面倒な人間関係やしがらみ

人と話し合って共感することが楽しく、ＦＢなどＳＮＳを頻繁に使っ
ている。興味のある分野について深く知りたいと思っている。特定の
分野でのリアルなコミュニティーに接点があり、ネット上では情報拡
散の役割を担う。

太田 久美子さん（35歳）通称：オーちゃん

※今まで取材対象になりにくかった人



オンラインコミュニティー トップ画面



レコメンド機能
ブログにブログが結びつく

過去記事に含まれることばや
感性を元に、似た他ユーザー
の記事を自動で推薦。

l 書き手の性格を意識しな
がらブログを読むことで、新
しい発見（があるかも）

l この話題に関連する新聞
記事も結びつく。近く開か
れるお祭りを話題にすると、
昨年の記事が自動的に呼
び出される（１３ヵ月前の記
事）。

l 自分の発想に記事の方が
くっついている不思議な体
験が味わえる（かも。）

新聞の記事を配信すれば足りる時
代ではない。ネットは関連しあうメ
ディア。まちの書き手の発想や価
値観に沿った関連づけをしたい。



スクラップブック
大切な情報を１ページに

• テーマや狙いに沿って、記
事を簡単にまとめる

• 震災で被災した地域の様
子がわかる記事をまとめ
て復興のお手伝いをする

• イベントの準備過程を紹
介しながら参加者を募集
する

キュレーター、まとめサイトを意識。
膨大な情報から自分に有用なも
のをピックアップ、友人に薦める



地域に根差す新聞社の方向性

u有料電子版に進む条件とは

u課題先進地「東北」の将来



河北新報としてのゴールは何か
• 新感覚のニュースサイトとは・・・

ニュースとコミュニティーサイトの連携・融合で見えてくる世界
←だれもが情報発信できるソーシャルメディアの時代にマッチしたニュースの配信
日常の可視化、身近さ
自らの興味関心の中で「ニュース」を選ぶ、あふれる情報の中でニュースを見つける
双方向、行き来・・・記事にコメント、自分の感性に関連記事・ブログが結びついてくる
自分の感性で記事を集める、まとめる（キュレーション）

• 河北新報としてのゴールは何か（何をもって成功とするか）
①地域との関係づくり＝地域に根差す新聞社の生命線
②紙とすみわけ、紙に代わるメディアの足がかり

＝ソーシャルの時代の新聞；新聞未読層への足がかり
有料電子版への実験＝ニュース＋コミュニティー＋ＤＢ＋オピ
裾野の広がり、新聞のｆａｎ作り

③広告モデルと協賛モデル；仕組みやノウハウにお金をいただけるか
④プロジェクトが活用するサイト。共感得られるプロモーション
⑤バリエーションのある課金体系＝有料電子版の開発
• 具体的な顧客（ステークホルダー）にとって意味ある課題を抽出

⇒サイト活性化の先に見えるビジネスモデルを組み立てる
• 地域に根差す新聞社の使命

⇒東北振興＝課題先進地（過疎地、震災復興など）東北の振興
⇒課題に主体的に取り組む人材の育成と活性化



新サイト 理想と現実

＜誰が利用しているかを検証する＞
l 想定したユーザーが実際には書いてくれない
l ブログの更新ペースが落ちた
l ＳＮＳ的な使い方（ごく親しい友人とのやり取り、日記や身辺雑記）からの転換
ü 震災の風化、ボランティア疲れ、書き疲れ、ネタの枯渇・・・
ü 参加するメリットが見えない（モチベーション）

A) 新聞社のサイトならではの魅力とは何か？（新聞に掲載される、記事の書き方や写真の撮り方
の講座がある、新聞社の信用力を前面に出す・・・）

B) 地域に根差した活動をしている人々とつながる（オフラインを含む「顔の見える関係」）
C) いい書き手が増えれば、いい読み手も増える・・・の循環を作る

＜計画通りにできているか（必要な機能は何か）を検証する＞
Ø ソーシャルメディアとの親和性を増す
Ø カテゴリーの設定の是非
Ø レコメンドの見せ方、表現方法の工夫

楽しさ、意外性、面白み、ためになる・・・エンタメではない「大人」の楽しみ方ができるサイトへ
Ø リニューアルで離れるお客様と共鳴してくれるお客様・・・使い勝手の問題、コンセプト、新規開拓



地域に根差す新聞社の方向性

＜有料電子版に進む条件とは＞
• 新聞の記事をネット展開しただけでは駄目
⇒オリジナリティー、までぇに（丁寧に）、そこにしかない強み、ネットならではの特性
• 地域のプレーヤーとの協業
⇒新聞社の周りにｆａｎをつくる（オンラインもオフラインも）
⇒ともに情報発信する仕組み・ネットワークをつくる
⇒地域の課題解決に新聞や新聞社のサイトが貢献できるようにする
• 仕組みや仕掛けにお金を出してもらうように作る
⇒コンテンツは大事。だが、コンテンツに直接お金を払う人は少ない
⇒ワインとボトルの関係。新聞の印刷して配達する仕組みに代わるシステムって？

＜有料電子版・・・妄想要件＞
① ニュースとコミュニティーの連携・融合
② ＤＢ活用も含めたレコメンド機能の強化、商品再構成
③ 広い裾野（無料）から頂上（有料）へ誘導する仕掛け
④ さまざまな導線づくり（ＦＢ、ＴＷ、検索、回遊・・・）
⑤ 自分たちの強みを発揮できる展開
⇒地域の一番でいる；不毛な速報競争には巻き込まれない



走りながら考えてきたこと
＜まとめに代えて＞

• 非常時の情報のネットワークが、平時には地域最強のネットワー
クになるように。＜情報ボランティア活動を始めたとき＞

• 紙かネットかではなく、必要な情報を必要な人に必要なときに届け
ることを考えよう。＜３．１１大震災で当時のメディア局長＞

• 「震災が単に過疎化を早めただけ」という結論にはさせない。絶対
にあきらめない。＜たぶん、東北人全体の思い＞

• 「課題山積」東北は「課題先進地」東北である＜渡辺一馬＞

• いい書き手を育てれば、いい読み手が増え、地域が元気になる。
その循環を作る。＜オンラインコミュニティーの狙い＞

• 新聞社の持つ人材やノウハウは、若者のコミュニケーション力向
上に役に立つ。インターンの結果、新聞のｆａｎになれば、明日の
読者や明日のプレーヤーになる。書き手を育てる人材育成プログ
ラムは、コンテンツとユーザーを増やすことにつながる。これはデ
ジタル編集部の本業である。＜記者と駆けるインターン＞
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八浪 英明（やなみ・ひであき）
• 1960年仙台市生まれ

• 仙台一高、東北大法学部卒

• 1983年河北新報社入社

• 報道部、整理部、盛岡支社、いわき支
局、東京支社編集部、人事部副部長、
編集委員、経営企画室企画委員、ネッ
ト事業部長、デジタル編集部長（現職）

• 2011年4月から、東北学院大、デュナミ
スと「情報ボランティア＠仙台」を運営

• 2012年度から「記者と駆けるインター
ン」実施

自己紹介

ありがとうございました。


