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2020年1月に日本国内でも初めての感染者が確認された新型コロナウイルスは，その後，感染拡大を続け，
2021年4月に3回目の緊急事態宣言が出されるなど猛威をふるい続けている。この間，メディア各社は通常のニュー
スや紙面以外に，ウェブサイトに新型コロナを特集する特設サイトを作り，情報発信を続けてきた。

NHK放送文化研究所では，この特設サイトに焦点を当て，メディア各社186のサイト分析と利用者2,000人への
インターネット調査を実施。各社の取り組みを横断的につかむとともに，利用実態を探ることを目指した。2つの調査・
分析の結果は，2021年3月にオンラインで開催された「文研フォーラム2021」のうち，「正確で信頼できる情報をわ
かりやすく　新型コロナウイルス特設サイトの取り組みと利用実態」と題したプログラムで，その概要を報告した。
そのうえで，NHK，ヤフー，東京都の特設サイトの制作者の3人をパネリストとして，議論を交わした。議論を通し
て浮かび上がってきたのは，コロナ禍において正確な情報をわかりやすく伝えるためのそれぞれの取り組みとユー
ザーの意識である。また，メディアや自治体をはじめ関係機関同士の「連携」の重要性がパネリストと共有された。

本稿は2つの調査・分析を詳述するとともに，文研フォーラムでの議論，またフォーラムには盛り込めなかった定
性調査も含めて，再構成するものである。

新型コロナウイルス特設サイトの
取り組みと利用実態

メディア研究部  上杉慎一　

Ⅰ はじめに

新型コロナウイルスを巡っては，日 さ々まざま
なニュースが発信されている。2020年4月，初
めての緊急事態宣言が出された前後には，発
信される情報の量がニュースの時間帯のほとん
どを占めるといってよいほど多くなった。人々
は日々の情報に高い関心を持つと同時に不安
のさなかにあった。未知なる感染症への不安，
日常生活が日常ではなくなったことに伴う不
安，経済的な不安，先の見通せない不安など
である。

こうした中，テレビ・新聞メディアは通常の
ニュースや紙面以外に，ウェブサイトに新型コ
ロナを特集する特設ページを作り，情報発信を
続けている。それらは「新型コロナウイルス特
設サイト」などと呼ばれている。

NHKの場合，「NHK NEWS WEB」内に特

設サイトがある。開設されたのは2020年1月
22日，当初は新型コロナに関する視聴者の疑
問に答える，Q＆A形式になっていた。それが
日本国内での感染拡大に伴って次々に内容が
拡充され，感染者数をはじめ客観的に「今の
状況」を伝えるデータをきめ細かく発信するよ
うになった。さらに感染状況だけでなく，街の
人出や経済状況などもデータとともに伝えられ
た。ニュースサイトとして，ニュースとデータを

NHKの特設サイト
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合わせて伝えることで，最新の情報を届けるス
タイルになった。

緊急事態宣言が出された時期には，デパー
ト，スーパーの営業情報など生活に密着した情
報，さらに特別定額給付金や持続化給付金と
いった支援策の情報も発信した。その後，Go 
Toキャンペーンの情報，ワクチン接種に関する
情報なども加わった。

特設サイトを開設したのは，テレビ・新聞メ
ディアだけではない。ネットメディアやプラット
フォーマーも続いた。

例えば，ヤフーは2020年1月29日に厚生労
働省の公式情報へ誘導する簡易ページを作り，
2月18日には特設サイトの「新型コロナウイルス
感染症まとめ」に移行した。その後，都道府
県ごとのページを作ったり，PC向けページに入
り口となるモジュールを作ったりと，事態の推
移に合わせてサービスを拡充した。

1回目の緊急事態宣言中には「Stay Home 
ポータル」を開設，その後，市町村ごとに異な
る給付金の手続きを検索できるサービスを開始
した。さらに「私たちはコロナとどう暮らす」と
する特集ページを設け，ユーザーから寄せられ
た疑問や意見をもとにYahoo !ニュースのオリ
ジナル記事を新たに制作し発信した。

インターネットを使った情報発信はメディアに
とどまらず，行政，自治体も力を入れている。

中でも東京都は2020年3月3日，「新型コロ
ナウイルス感染症対策サイト」を公開した。陽
性患者数や検査実施数，相談件数などをグラ
フを使い簡潔にまとめている。サイトの構築は，
東京都から委託を受けたシビックテック1）団体
の「Code for Japan」が行った。サイトは構想
からわずか1週間で公開にこぎつけた 2）。 

このサイトの最大の特徴は，最新のWEB技
術を使いながら，オープンソースの方式をとっ
たことにある。オープンソースとは，使われて
いるプログラムのソースコード（文字列）を「自
由に使ってよい」という条件で公開することだ。
これによってサイトの改善に300人のエンジニア
が協力することができたうえ，公開されたソー
スコードを使って神奈川県，北海道など全国で
60を超えるサイトが次々に誕生した。各地の
サイトは「派生サイト」と呼ばれ，運営主体は
シビックテック，自治体，有志のグループなど
地域によってさまざまだった。

テレビ・新聞メディアはもちろん，ネットメ
ディアやプラットフォーマー，さらに自治体も特
設サイトで新型コロナに関する情報発信を行う
一方，インターネットを中心に誤情報や真偽不
明の情報が飛び交った。これを受けて，文研ヤフーの特設サイト

東京都の「新型コロナウイルス感染症対策サイト」
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フォーラムでは「正確で信頼できる情報をわか
りやすく」と題するシンポジウムを行い，メディ
アに何ができるのか，さらに自治体との役割
分担や協業の可能性を探った。

シンポジウムに先立って，2つの調査・分析
を行った。その1つがテレビ・新聞各社の新型
コロナウイルス特設サイトを対象にしたサイト
分析である。もう1つが全国2,000人の男女を
対象にしたインターネット調査である。2つの調
査・分析の目的は，特設サイトでメディア各社
がどのような情報発信を行っているのか，また，
人々はそれをどう受け止めているのかを探るこ
とにあった。

本稿では，まず「サイト分析」と「インター
ネット調査」の結果を報告する。それを踏まえ，
この2つの調査・分析をもとに行ったシンポジ
ウムの議論の概要を紹介する。

Ⅱ 特設サイトでメディアは何を伝えたのか
    ～サイト分析①

新型コロナ特設サイトの分析では，NHKを
含むテレビ128局 3）と，主な新聞・通信社58
紙 4）のホームページやニュースサイトを対象に，
掲載内容を一つ一つ目で見て確認していった。
期間は2020 年11月から12月にかけてである。

まず，特設サイトが全体でどのくらい開設さ
れているのかを調べた。特設サイトといっても，
NHKの「特設サイト 新型コロナウイルス」のよ
うに，明らかにそれとわかるものもあれば，タ
グ付けにより関連するニュース・情報を集めたも
のもあり，サイト開設の有無をすぐに判断するこ
とが難しいケースが見受けられた。そこで今回
は「新型コロナウイルスに関しニュース・情報が

まとまったページ・タグ」=「新型コロナウイル
ス特設サイト」と広くとらえることにした。

その結果，特設サイトを開設していたのは，
テレビで全体の62％（79局），新聞で83％（48
紙）に上った。両者を合わせると，全体の68％

（127局・紙）が開設していた。

特設サイトではどのようなコンテンツが展開さ
れているのだろうか。方向性が類似したものを
まとめると以下のように整理できる。
・関連ニュースまとめ

新型コロナに関するあらゆるニュースがこれ
にあたる。ストレートニュースが中心だが，サ
イトによっては特集記事を含むものもあった。

・相談窓口

新型コロナに関する各種の相談窓口を紹介す
るもの。感染が疑われる場合の受診相談を
はじめ，一般的な相談，こころの相談，さら
に在宅時間の増加により深刻化した児童虐
待相談・DV被害相談，経済的な困窮に伴う
相談など，多種多様な相談窓口が含まれる。

・データのビジュアライズ

　感染者数，死者数，重症者数，入院患者
数などのデータをグラフで可視化したもの 5）。 

・感染予防策

マスクの着用や手洗い，3密を避けることな
ど感染防止を呼びかけるもの。手作りマスク
の作り方やマスクの着用の仕方を図や動画で
紹介したり，型紙付きで紹介したりといった
ケースもあった。

・症状・受診の目安

新型コロナに感染した場合の特徴的な症状
や受診相談の目安を紹介するもの。

・各種支援策

国や自治体，公的金融機関などが打ち出して
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いる各種の支援メニューを
紹介するもの。

・会見動画

知事や市長などの記者会
見の動画をライブ配信する
もの。ライブ配信のみ行う
サイトと過去の会見もアー
カイブとして見られるように
したサイトがあった。

・関連リンク

自治体や厚生労働省，首相官邸，内閣官房，
国立感染症研究所など関係機関のホーム
ページへのリンク。中には県内の全市町村へ
のリンクを掲載したサイトもあった 6）。 

・ステイホーム関連

在宅時間が増える中で，子どもの学習や育
児に役立つコンテンツ（クイズ，読み聞かせ，
ぬりえなど），運動不足を解消するための体
操，自宅で楽しめるエンターテインメント，テ
イクアウトできる店などを紹介するもの。
このほか，新型コロナに関する疑問に答える

Q＆A，危機的状況を力を合わせて乗り切ろ
うと訴えるメッセージや医療従事者へのエール
などのコンテンツもあった。変わり種としては，
自粛期間中に自宅で桜の名所の映像を楽しめ
るように営業職の社員が動画を撮影しコンテン
ツ化したという静岡新聞・静岡放送の「おうち
でカンパイ! お花見特集」というものもあった。

以上のように分類したコンテンツが，各社の
特設サイトでどの程度展開されているのか，そ
の割合を調べた（図1）。

テレビ・新聞のサイト全体では，最も多かっ
たのが「関連ニュースまとめ」で83％に上った。
ほかにも「公的機関・自治体へのリンク」が

57％，「相談窓口」が50％，「データのビジュア
ライズ」が46％，「マスク・手洗いなどの感染
予防策」42％となった。

サイト分析の結果については，後段でもさら
に掘り下げて取り上げる。

Ⅲ ユーザーはどう受け止めたのか
    ～インターネット調査

これまで見てきたメディアの取り組みをユー
ザーはどのように受け止めているのであろうか。
その実態を探るためインターネット調査を行った。

調査対象はインターネット調査モニターのう
ち，新型コロナウイルスに関する情報を収集す
るのにインターネットを利用している全国の16
歳から69歳までの男女2,000人とした。スク
リーニング調査で対象を絞り込んだうえで，人
口動態と調査会社が保有するインターネット利
用人口構成比に合わせてウエイトバックを実施
し，年齢層，性別を割り付けた。調査の実施
期間は2021年1月15日から1月18日にかけてと
なっている。

情報収集の基本姿勢　

まず，新型コロナウイルスに関する情報収集
の基本的な姿勢について聞いた（図2）。

図 1　特設サイトで展開されているコンテンツ
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最も多かったのが「最低限必要だと思う情報
は自分から収集するようにしている」で48％，
次いで「いつも積極的にネットで調べたり情報
を収集したりするなどしている」が24％で，こ
の2つを合わせると70％を超えた。ネットから
能動的に新型コロナウイルスの情報を得ようと
いう姿勢がうかがわれ，前者より後者のほうが
より積極的なネット利用者といえる。一方，「受
動的に情報を取得することが多い」という人は
18％，「Twitterなどで流れてきた情報を読むよ
うにしている」が5％だった。

情報収集の意識　

次に新型コロナに関する情報収集の際の意
識について10の項目を用意し，それぞれ当ては
まるかどうかを聞いた（図3）。

このうち「非常に当てはまる」，または「やや
当てはまる」と答えた人は，「出所が明確であ
る情報を知りたい」が80％，次いで「しっかり
取材した情報を知りたい」が74％となり，情報
の信頼性に重きを置いていることがわかった。
続いて「難しい情報にはわかりやすい解説を付
けてほしい」が71％となり，新型コロナのニュー

スの場合，「実効再生産数 」や「クラスター」
「オーバーシュート」といった専門用語が日常の
ニュースで頻繁に使われるようになったことな
どを反映したものと考えられる。

また，「情報がまとまっているサイトで確認し
たい」と「同じ情報でも複数のメディアで確認
することがある」がいずれも63％となり，情報
の利便性を求める反面，信頼できる情報を入手
するためにはひと手間かけることも惜しまない
姿勢が読み取れる。一方，「いち早く新型コロ
ナの情報を知りたい」は57％と半数は超えたも
のの，速報性は情報の信頼性などに比べると，
優先順位が相対的に低かった。

サイト・アプリを利用した理由は

新型コロナの情報を収集するためにインター

図 2　新型コロナウイルスの情報収集について
あなたの特徴として最も当てはまるものを選んでください

図 3　インターネットで新型コロナの情報を収集している時の
あなたの意識として最も当てはまるものを選んでください
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ネット上で使っていた各メディアについて，利用
していた理由を複数回答で聞いた（図4）。

各メディアとも最も多かった理由が「無料で
使えるから」だった。「ネットメディアのウェブサ
イト・アプリ」で64％に上ったほか，「テレビ局
のウェブサイト・アプリ」で48％，「新聞社の
ウェブサイト・アプリ」で44％，「地方自治体な
どの公的機関のウェブサイト」で49％だった。

それ以外の理由ではメディアによって微妙に
差が出た。回答が多かったものを見てみると，
まずテレビ局のウェブサイト・アプリでは，「情

報がわかりやすいから」が38％，「情報量が多
いから」が28％となった。新聞社のウェブサイ
ト・アプリでは，「情報が信頼できるから」が
31％，「情報がわかりやすいから」と「役立つ
情報が多いから」がともに29％だった。ネット
メディアのウェブサイト・アプリでは，「情報が
わかりやすいから」が38％，「情報量が多いか
ら」が37％だった。

これに対し，地方自治体など公的機関のウェ
ブサイトでは，「情報が信頼できるから」と「自
分に関わる・関心のある情報が多いから」がと
もに46％で，特に信頼性については，メディア
より高評価だったと言える。

利用したサイト・アプリは　 

新型コロナの特設サイトを利用した各社の 
ウェブサイト・アプリを複数回答で聞いた（図5）。

図 4　新型コロナの情報収集のため
インターネットで利用したメディアを選んだ理由は

（複数回答）

図 5　新型コロナの特設サイトを利用した
ウェブサイト・アプリは（複数回答）
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Yahoo!ニュースが47％とほかを大きく引き離
した。このあともネット系のサービスが続き，
Googleニュースが14％，LINE Newsが12％，
TwitterとSmart Newsが10％となった。

一方，テレビ・新聞メディアではNHKが10％， 
地元の民放局が5％，日経新聞と日本テレビが
4％，地元新聞が3％と続いた。

ここで注目したいのは，地元の民放局と地元
新聞の利用の高さである7）。新型コロナの感染
拡大に伴い，人々は全国の情報だけでなく，自
分や家族，親しい知人の住む地域の情報をよ
り欲していたことを示すものと考えられる。

コンテンツの利用はどう推移したか

それでは，ユーザーの興味・関心はどのよう
に変化したのだろうか。

新型コロナの問題は，日本で最初の感染者
が確認された2020年1月以降，今日に至るま
でさまざまなフェーズを経てきた。そこで5つの
フェーズに分けてその時期に利用していたコン
テンツを複数回答で聞いた（図6）。5つのフェー
ズとは，「1回目の緊急事態宣言の前」（2020
年2月から3月の時期），「1回目の緊急事態宣
言の期間」（2020年4月から5月の時期），「第
2波 」（2020年7月から8月の時期 ），「2回目
の緊急事態宣言の前」（2020年11月から2021
年年始の時期），「2回目の緊急事態宣言の期
間」（2021年1月）である。

5つのフェーズすべてで最も多かったのが「全
国の感染者数，死者数などの感染情報 」で，
2020年2月から3月の時期で53％，2021年1月
の段階でも57％と常に半数を超えた。

一方で，「症状・予防策などの情報」は2020
年5月までは40％を超えていたが，その後は
35％程度に落ち着いた。新型コロナの問題が

長期化するのに伴い，症状や予防策に関する
情報は人々の間に一定程度広まったものと考え
られる。
「陽性率，検査数，重症者数など，より細

図 6　各 5 つのフェーズでどのような情報を
収集しましたか（複数回答）

4月の緊急事態宣言の前（2～ 3月）
4月の緊急事態宣言の期間（4～ 5月）
第2波（7～ 8月）
１月の緊急事態宣言の前（11月～年始）
１月の緊急事態宣言の期間（1月～）

１月の緊急事態宣言の期間（1月～）

１月の緊急事態宣言の前（11月～年始）

第二波（7～ 8月）

４月の緊急事態宣言の期間（4～ 5月）

4月の緊急事態宣言の前（2～ 3月）

このフェーズでは特設サイトでは
情報収集しなかった

その他の情報
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かな情報 」は2020年2月から3月の段階では
35％だったが，フェーズを重ねるごとに上昇し，
2021年1月では41％となった。
「地元の感染者数，死者数などの情報 」は

2020年2月から3月の時期で47％，2021年1月
では52％だった。こちらもフェーズを重ねるごと
に増加していた。新型コロナが当初，東京や首
都圏，あるいは大阪，北海道など大都市圏を
中心とする限られた地域で深刻化していたが，
それが全国的に広がっていたことに呼応するも
のとなっている。

さらにワクチンについて見てみると，2020年
11月以降，大幅に関心が伸びていることがうか
がえる。本稿執筆時点（2021年4月末）では医
療従事者に続き高齢者へのワクチン接種が行
われている段階で，今後，幅広い層を対象に
接種が実施されるのにつれて，関心はさらに高
まるものと考えられる。

信頼できるサイトは

「新型コロナ関連の情報について，どのよう
なサイトが信頼できるか」を複数回答で聞いた

（図7）。
最も多かったのは「データなど正確な情報が

掲載されている」で53％，次いで「情報の根拠
を掲載している」が43％だった。また，「国や
自治体など公的機関が運営している」が42％，

「テレビ局や新聞社などが運営している」が
27％だった。

わかりやすいと思った理由

情報のわかりやすさについて，どのように感
じているのであろうか。「わかりやすいと思った
サイトがあれば，その理由を選んでください」
と複数回答で聞いた（図8）。

「簡潔にまとめられているから」と「具体的な
情報が多いから」がともに35％，「文章が読み
やすいから」が25％，「どこに情報があるかが
わかりやすいから」20％などとなった。

図 7　どのようなサイトを信頼できると
考えていますか（複数回答）

図８　わかりやすいと思ったサイトがあれば，
その理由を選んでください（複数回答）
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役に立ったサイトは

どんなサイトが役に立ったと考えているので
あろうか。「役に立ったサイトがあれば，その
理由を選んでください」と複数回答で聞いた

（図9）。
「最新の情報が得られたから」が44％，「知

りたかったことが理解できたから」と「知りたい
ことがすぐにわかったから」がともに33％，「正
確な情報が得られたから」が30％だった。

Ⅳ ユーザーの生の声は
　 ～デプスインタビュー

ここまで見てきたインターネット調査を補完す
る意味合いで，被験者2,000人の中から男女8
人を選定，定性調査のデプスインタビューを実
施した。新型コロナの情報を収集するのにあた
り，特設サイトをはじめインターネットをどのよ
うに利用しているかをつかむことが主眼で，合
わせてテレビ・新聞などの利用状況も聞いた。

20代女性（大学院生 大阪府）
• 主にTwitterと日経電子版のアプリ（無料の

範囲内）を使っている。
• 感染者数や外へ出ていいかといった情報よ

り，企業がどうなるとか経済のことが気に
なる。

• データだけでは自分の行動変容には直接つ
ながらないと思うので，データだけでなく
専門家の見方の情報が欲しい。

• 電車の乗車率や梅田の人出といった自分の
身近な数字が気になる。自分も自粛しない
といけないのか，みんなはどうしているの
かを知りたい。

• まず大阪府内の情報が知りたいとは思う
が，東京オリンピックがどうなるか関心があ
るので，東京のニュースにも興味がある。

• ネットについては，いかに早く正確な情報
を発信するか気にしている。テレビ・新聞
にはバイアスのかかっていない情報を期待
したい。

40代男性（会社員 名古屋市）
• 日経電子版（無料の範囲内）やYahoo!

ニュース，愛知県，名古屋市のHPをよく利
用している。

• 身近なところで感染が起きているのかどう
か，感染状況全体を見ていたほか，緊急事
態宣言の延長・解除，経済対策，持続化給
付金，「Go Toキャンペーン」などの情報が
気になった。

• 子どもがいるので学校がどうなるのか非常
に気になったし，身近なところでコロナが発
生しているのかどうかが知りたいので，で
きれば学区単位で情報が欲しい。

• 新聞はとっていないが会社でよく読む。テ
レビ局のサイトはわかりやすいと感じる。

• 全体状況を把握するために，解説や数字の
裏付けのあるニュースを見たいと思ってい
る。ネットでも，新聞・テレビでもきちんと
調べてから報道してほしい。

図 9　役に立ったサイトがあれば，
その理由を選んでください（複数回答）
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インタビューは2021年2月6日から7日にかけ
て，1人1時間ずつオンライン形式で行った。

主な回答は以下の通りであった。
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60代男性（無職 静岡県）
• テレビ以外ではYahoo!ニュースをよく見

る。新聞も読むが積極的に情報を得よう
というほどではない。車に乗るとラジオを
聴く。

• 2020年の年末ごろから新規感染者数，死
亡者数を以前より気にするようになった。
娘が東京と京都にいるので，気になって数
を調べている。

• 当初，コロナは半年から1年で終息すると
思っていたが，実際にはそうならなかった。
相当長期間続くのかなと思うようになって
関心が高まり，調べる頻度が増えた。

• 繰り返しの必要はわかるが，予防策として
マスクの着用や3密を避けるといった話は
正直，聞き飽きている。

• 有効な手立てはワクチンだと思うので，ワ
クチンの情報はできるだけ欲しい。いつか
ら，どういう人がどこで接種できるのか知
りたい。

30代女性（パート従業員 札幌市）
• コロナの情報はテレビとYahoo!ニュースと

Smart Newsで得ている。テレビは家事の
合間に見ているのでじっくりとは見られな
い。ネットのほうが自分のタイミングで見
られる。

• 第1波 の 頃 は 感 染 者 数，7月，8月はGo 
Toキャンペーンの内容を見ていた。北海道
は11月にほかの地域より早く感染者が増
えたので，再び感染状況が気になるように
なった。

• 新聞社のサイトは全く見ない。新聞を購読
していないので，なじみがなくアプリを入
れようとも思わない。

• 2020年の4月，5月は10万円一律給付の
情報が知りたくて，札幌市のHPを見てい
た。それでコロナの情報も見るようになっ
た。

• 今はワクチン接種の情報が知りたい。接種
場所はどこになるのか，行政から郵送され
るお知らせは時間がかかるので，メディアが
素早く知らせてほしい。

30代男性（化学メーカー研究員 東京都）
• テレビでNHKニュースを毎日見ている。

ネットではLINE News，Smart Newsで
新規感染者数をチェックしている。NHKの
ネット，東京都のHPもチェックしている。

• ネットとテレビの使い分けは特にない。た
だ，テレビは自分のタイミングで見ること
ができないのに対し，ネットは自分のタイ
ミングで見られる。

• ネットは何かのついでに見ることが多く，
本当に情報を確認したいときはNHKや都庁
のHPを利用する。

• もともと新聞をとっていないので，新聞を
読むという習慣がない。新聞に親しみがな
いので新聞社のサイトも見ない。

• 安心して自分で判断できる材料にできるの
で，専門家の意見も交えて伝えてほしい。
データもこうした指標はこう見るんですよと
いう前提があれば，バイアスがかかってい
ない重要なものと受け止めることができる。

20代女性（契約・派遣社員 東京都）
• ライブドアニュースを一番チェックしてい

る。Smart Newsやグノシーもクーポンが
あるので使っている。あとはYouTubeやテ
レビ。

• Twitterで「コロナ」と検索して情報を探して
見ている。みんな価値観が違うが，みんな
はどう思っているのか知りたいと思った。

• 初めのころはテレビでコロナの情報を収集
することが多かったが，2020年6月ごろか
らは，やっていることがいつも同じなので，
スマホを利用することが多くなった。

• Twitterで「事故で亡くなってもコロナ感染
がわかればコロナによる死者にカウントさ
れる」とのつぶやきを見て，テレビが感染者
の数だけ出しているのは信じられないと思
うようになった。

• テレビよりもユーチューバーのほうが信頼
できる。テレビでは伝えられていない海外
の情報なども紹介してくれ，共感できる。

• 情報が信頼できるかどうかより，共感でき
るかどうかという視点で見ている。
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インタビューを通して，特に気になることが
二つあった。一つは「もともと新聞をとっていな
いので，新聞を読む習慣がない。新聞に親し
みがないので新聞社のサイトも見ない」という
趣旨の答えを8人中2人がしたことである。テレ
ビ離れ・新聞離れを受けて，メディア各社は
デジタルシフトを進めている。しかし，「親しみ
がない」という理由でデジタルでも受け入れな
いという層が一定程度いることを2人の答えは
意味している。ただし，この2人にネットニュー
スも，もとはテレビ・新聞メディア発のニュース
が多いことを伝えると，それについて「毛嫌い」
するわけではなかった。

もう一つは，「テレビよりもユーチューバーの
ほうが信頼できる」と述べた20 代女性の回答
である。女性は「テレビでは伝えられていない
海外の情報なども紹介してくれ，共感できる」
としたが，そのユーチューバーの具体名を挙げ
てもらい，動画を後日確認すると，筆者にはい
わゆる陰謀論に近いものと思われた。意識的
にであれ無意識のうちにであれ，日本国内でも
こうした言説が一定の支持を集めていることを
示していると言えよう。この点は深く考察する
必要があると思われるが，今回は問題点の抽
出にとどめ，検証は別の機会に改めて行うこと
としたい。

Ⅴ データをどう見せ伝えるか
    ～サイト分析②

新型コロナの報道は，新規感染者数をはじ
め，さまざまなデータをもとにニュースが伝えら
れているのが特徴といえ，その傾向は特設サイ
トにも表れている。むしろウェブの場合は放送
時間や紙面の制約がない分，より詳細に伝えら

50代男性（会社員 大阪市）
• テレビでの情報収集が多い。感染者数につ

いてはテレビ，ラジオで確認していた。ネッ
トではSmart News，Googleニュースを利
用している。

• 2020年4月，5月は大阪の感染者数の状
況を見るのに，大阪府のサイトを見ていた。
これに解説がつくとよくわかる。

• 2020年11月からは地元の民放局のサイト
でGo Toイートのキャンペーンなどを見て
いた。

• データやグラフがしっかりしたサイトのほ
うが信頼がおける。ただ，データだけだと
自分に読み取る能力がないので，解説があ
るほうがすっと入ってくる。

• どーんと数字だけ出されると，自分の周り
で感染者も出ていないのに恐怖だけ植え付
けられる。テレビが煽りすぎではないか。

30代女性（専業主婦 静岡県）
• 主にYahoo!ニュースで 情 報を得ている。

テレビは朝のモーニングショーや夕方の
ニュースを見ている。

• テレビでは詳しく知ることができなかった
情報をネットで見ている。2020年の4月，
5月ごろは東洋経済オンラインのグラフを見
て，検査数を確認しようとしていた。

• 感染者数を知りたいと思いヤフーで検索し
たら，NHKが上のほうに出ていたので見る
ようになった。情報が早いと思った。

• 朝日新聞，テレ朝，厚生労働省のサイトも
見た。一番役に立ったのはYahoo!ニュー
ス。

• 市のHPで感染者情報を見ている。関心が
あるのは何人が感染したかではなく，どこ
で感染したかという情報。

• 最近はワクチンの話ばかりで治療薬の話が
出てこない。治療薬がどこまで承認されて
いるのか，コロナの後遺症がどうなのかと
いった情報はテレビでは出てこないので増
やしてほしい。
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れるという利点がある。
特設サイトで，メディア各社はデータをどの

ように伝えているのだろうか。再びサイト分析
の結果をひもとく。まず，インターネット調査で
利用が多いことがわかったNHK，日本経済新
聞，日本テレビの各サイトについて見てみる。

NHK

「ニュースとデータを合わせて伝えることで，
最新の情報を届けるスタイル」となっている。
伝えられているデータは，日本国内の感染状
況では1日ごとの新規感染者数，死者数をは
じめ，重症者数，入院中・療養中などの人数，
退院・療養解除となった人数，PCR検査の実
施件数がある。加えて都道府県別の感染状況
として，その日に発表された感染者数や死者
数，人口10万人当たりの感染者数，病床の使
用率などのデータが確認できる。さらに東京
都モニタリング項目，全国18地点の街の人出
の状況，世界の感染状況として国別の累計の
感染者数・死者数なども示され，データの種類
としてはおよそ30種類となっている。

日本経済新聞

国内・海外合わせて44の指標でチャートを
表示しているのが特徴。さらに日経の場合，一
つの特設サイトの中に各種チャートがあるので
はなく，例えば「チャートで見る日本の感染状
況」「チャートで見る世界の感染状況」といった
ように一つ一つが独立したコンテンツとなってい
る。データを中心としたコンテンツには，この
ほか，「経済チャートで見る新型コロナショック」

「チャートで見るコロナワクチン」などがあり，
合わせて11コンテンツに上る（2021年4月末現
在）。

日本テレビ

「データとグラフで見る新型コロナウイルス」
というページに，「国内基本情報 」「世界基本
情報」というタブが設けられ，このうち国内に
ついては累計の感染者数・死者数とその推移，
都道府県別の推移などが表示されている。こ
れとは別に「新規感染者の推移」のタブで感
染者数の上位20 都道府県と新規感染者数の
推移がグラフで表されているほか，「都市別の
人口変動」のタブでは主要な駅や繁華街の人
出の状況・推移を見ることができる。

地方メディア

続いて，地方メディアの取り組みを見てみる
と，各社の取り組みを3つの類型に分けること
ができる。「系列コンテンツとの連携」「自力で
ビジュアライズ」そして「派生サイトの活用」で
ある。いずれも，限られた人材や予算，コンテ
ンツを出すまでのスピードといった課題に対応
するものと位置付けることができる。

◦系列コンテンツとの連携

キー局のコンテンツを地方局が活用している
ケースが，最も多かったのが日本テレビ系列
だった。日本テレビが制作した「データとグラ
フで見る新型コロナウイルス」を，青森放送や

日本テレビのページ
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静岡第一テレビ，読売テレビなど系列の7局が
使っていた（さらに日本テレビには「新型コロナ
ウイルスと私たちの暮らし」というページもある
が，こちらも5局が使っていた）。

◦自力でビジュアライズ

このケースは，インターネットで利用できる
作画ツールを活用して，記者やデジタル担当者
といった社内の人材が自力でデータの可視化
に取り組んでいるというものである。この作画
ツールはユーザー登録をすれば誰でも利用で
き（無料版，有料版がある），テンプレートを
利用するため専門的な知識がなくてもグラフが
作成できるのが特徴だ。代表的なものとして
Infogram，Flourishがある。

今回の調査ではInfogramを利用していたの
が7紙，Flourishを利用していたのが10紙確
認できた 8）。そのほとんどが地方新聞であった。

◦派生サイトの活用

I章で触れた通り，東京都の新型コロナウイ
ルス対策サイトが生まれたあと，オープンソー

スの仕組みを利用して全国に60以上の派生サ
イトが誕生した。この派生サイトのグラフをメ
ディアが自社の特設サイトに取り込み活用して
いたのがこのケースである。

派生サイトの活用は新聞で3社，テレビで5
社が確認できた 9）。なぜ派生サイトを活用した
のか。筆者の取材に対し，「データのビジュアラ
イゼーションには取り組みたいものの，自前で
作ろうとすると時間がかかるうえ，社内にはそう
したスキルを持った人材がいない」と率直に打
ち明けてくれた社もあった。

派生サイトの活用については，青森県のケー
スが興味深い。青森県には3つの派生サイト
がある。ほぼ同じ時期にできたものだ。1つが
Aomori Hackersのサイト，2つめがCode for 
Aomoriのサイト，もう1つがデーリー東北のサ
イトである。いずれも東京都の対策サイトを起
点にしているため，比べてみると3つのサイトと
も非常によく似ている。

このうちAomori Hackersのサイトは青森県
の公式ページになり，日々の運用は青森県に託
されることになった。こちらは派生サイトを行
政が活用したケースである10）。

また，Code for Aomoriのサイトは，その一
部を東奥日報が自社の特設サイトに組み込み活
用している。派生サイトをメディアが活用した
ケースである。 

さらにデーリー東北はテレビ・新聞メディア
で唯一，派生サイトを独自に作った 11）。 

もとになった東京都のサイトは自治体と民間
（シビックテック）の協力によって誕生したが，
それが以上のような広がりを見せているのであ
る。

Infogramを使った例（茨城新聞のサイト）
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Ⅵ 文研フォーラム 2021 
シンポジウムでの議論から

文研フォーラム2021の「正確で信頼できる
情報をわかりやすく」では，サイト分析とイン
ターネット調査をもとに，3人のパネリストととも
にシンポジウムを行った。

パネリストはNHK報道局ニュース制作部の
新本貴敏チーフ・プロデューサー，ヤフーでス
タートページユニットマネージャーを務める小林
貴樹氏，一般社団法人リンクデータ代表理事で
東京都のサイト制作に携わった下山紗代子氏の
3人である。　　

当日の議論の概要を論点ごとに見てみる。

人々の関心の推移 地方への関心の高まり

「NHK NEWS WEB」で新型コロナ特設サ
イトのキャップを務める新本氏は，最初は新型
コロナとは何なのかというところから関心が立
ち上がったが，次に東京や全国の状況，さら
に都道府県の対応がどうなのか，自分たちの生
活がどうなるのかという点に関心が移ってきた
と指摘した。

ヤフーでトップページ，アプリ，Yahoo!ニュー
スなどを統括する小林氏も「第2波，第3波の
時は，感染者が増えるタイミングでものすごく
ユーザーのニーズが強まった」とした一方，新
規感染者数の増加がやや落ち着き緊急事態宣
言の解除に向けた議論が始まると，「如実に
ページビュー数が落ちていった」と明かした。
これについて小林氏は，事態が落ち着きつつ
あるからこそ，本来なら沈静化に向けて一層
気を引き締めるべきだが，それをどう伝えてい
くか大いに悩んだという。熱しやすく冷めやす
い，人々の関心への危惧である。

また，地方メディアを巡り新本氏は，「コロナ
では，自分ごとの情報というのがクローズアッ
プされてきたと感じる。かつてはインターネット
の世界で巨大ITメディアが，地域の報道メディ
アを圧倒するのではないかという大きな懸念も
あったと思うが，実は自分ごとの情報を得るた
めに，ネットでも地域のメディアが大事だと強く
感じた」と述べた。

小林氏は，2020年のヤフー検索大賞という
企画で，地方紙や自治体のサイトが数多く賞を
とったことを紹介し，人々が普段は見なかった

地方紙や自治体のサイトを検索し
て見ていたことを意味すると説明
した。「地方の情報発信に対して
の注目度が上がったと感じる」と
し，地方メディアや自治体のサイ
トには「一次情報が集まってい
る。一次情報にとにかく興味関
心が強かった」と述べた。

行政の情報発信と一次情報

一次情報が集まっているとさ
れた自治体のサイト。「東京都新
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型コロナウイルス感染症対策サイト」の構築に
Code for Japanの一員として携わった下山氏
は，「一次情報をきちんと確かめたいという人
が多く，行政しか持っていない情報を確かめよ
うと行政のサイトを直接見るというニーズが高
かった」としたうえで，行政機関の場合，情報
発信にほかの意図が入りづらいと，その利点を
説明した。

これを補足するように小林氏は，「一般に情
報を伝えるときにはどこかを切り取りがちで，
その切り取り方によっては，危ないとも伝わる
し大丈夫とも伝わる」と指摘したうえで，東京
都のサイトを見た印象として，「間に何も意思が
入ってない」と表現し高く評価した。その理由
として小林氏は新規感染者数，検査数，重症
化率などの数値やグラフが一覧性を持って淡々
と並べられていたことを挙げ，自社のサイト作
りに大いに参考にしたと述べた。

一方，自治体サイトの課題として，下山氏は
オープンデータになっているかどうかや機械判
読性（コンピューターでの読み取りやすさ）への
対応に自治体間で差があったことを挙げた。中
にはPDF形式の資料だけ公開，グラフの図だ
け，画像だけ公開というところもあったという。
その場合，データを二次利用して情報発信し
ようというとき，多くの手間がかかると指摘し，
オープンデータへの対応の必要性を説いた。

自治体のオープンデータについて，新本氏
は，ベースとなる一次情報が増えるためメディ
アにとっても歓迎すべきことだとした。その一
方で，公的機関とは別にデータを整理して伝え
ることは，メディアの大事な役割だと述べた。
一例として，日々の感染者数の情報を挙げ，
NHKでは全国すべての放送局で，すべての保
健所に対して毎日取材し，それを手集計し伝え

ていると説明した。こうしたデータは少し時間
がたてば，都道府県ごとに集計・発表されるが，
当日，全国で何人の感染が新たに確認された
のかをいち早く知るためには独自集計が欠かせ
ないという。

ヤフーは当初，厚生労働省のサイトをもとに
新規感染者数などのデータを更新していたが，
途中でJX通信社からの配信に切り替えた。こ
の理由を小林氏は「マンパワー，人手の問題」
と説明した。そのうえで，プラットフォーマー
メディアとしての役割は，一次情報を届けるこ
とだけでなく，むしろその先にあり，「感染者
数がこうだから，こういうことに気をつけましょ
う。だから専門家としてはこう皆様にお伝えし
たい。だから重要な情報はこれであるといった
ことが，どれだけ編集できるか」といった点が
大切だと述べた。新型コロナの場合，やるべき
ことがどんどん広がっていったため，一次情報
はパートナーの企業に任せ，浮いたパワーをほ
かで生かそうと考えたというのである。

一次情報について，どこまで自前で担うのか，
NHKとヤフーで，あるいは報道機関とプラット
フォーマーで考え方の違いが現れたといえる。

関係機関との連携をどう進める

東京都の対策サイトを起点にした派生サイト
では，メディアがシビックテック団体の作った
派生サイトを自社のサイトに取り込んだり，メ
ディア自身が派生サイトを構築したりするケース
があった。これについて下山氏は，予想以上
の広がりだったと述べたうえで，実現の背景とし
ては，東京都の対策サイトを開発する段階で，
派生サイトを作りやすいよう，いわば流用しや
すい仕組みに設計していたことを挙げた。

メディアが情報発信を行う際，こうした連携を
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どう進めていくのか。小林氏は，普段であれば
ユーザーに届ける情報をすべて自分たちの手で
届けることが当然メディアの矜持としてあるが，
コロナ禍ではやらなければならないことが格
段に増え，何らかの方法で足りない分を埋めな
ければならなくなったと，今回の特殊事情を指
摘した。このためヤフーでは，ほかのサイトで
優れているものを積極的に取り入れたり，ユー
ザーにリンクでそのサイトへ誘導していたりした
という。小林氏は「本当にいろいろ関わる人が
連携しながら乗り切ってきたなというのは強くあ
ると思ってますし，この連携が自治体×メディ
ア，プラットフォーマーのあり方がアップデート
されたポイントではないかと思う」と述べた。

新本氏もNHKの組織内では連携を進めて
いたとしたうえで，それだけでなく「世の中の
さまざまな機関，さまざまな立場の人と知らず
知らずに連携プレーで伝えていたんだなという
ことはすごく感じる」と答えた。

テレビ・新聞メディアがデジタルでの情報発
信を今後ますます強化していく中で，限られた
パワーをどう生かし，足らないものをどう補う
のか。シンポジウムで指摘された「連携」は一
つの解決策であり，それが可能な仕組みづくり
が早急に求められている。

正確さとわかりやすさ

「正確さとわかりやすさ」は今回のシンポジウ
ムのメインテーマでもあった。

新本氏は，「新型コロナについては，まだま
だわからないことが多い。他方，ネット空間自
体は不確かな情報であふれている面もある。今
どこまでわかっているのか，そして何がわから
ないのかということを，多角的に客観的に，い
ち早く伝えていく。その積み重ねをやってきた」

と述べた。そのうえで，放送ではできないこと，
例えばユーザーがデータをいつでも見られるよ
うにすることや，これまでに伝えてきた情報をサ
イト上でいつでも振り返られるようにすることに
よって安心感，信頼性を感じてもらうことが大
事だと強調した。

下山氏は，東京都の対策サイトでは，誰でも
きちんと数字が読み取れるよう，できるだけシ
ンプルな表現方法を心がけたという。グラフの
表現方法も複雑な見せ方を避け，簡単な棒グラ
フを中心にしたと紹介した。

小林氏はグラフィックや図解だけでなく，例
えば記者会見の中継で，説明や質疑応答が1
時間続くとなかなかユーザーは見ないので，そ
れを一つにまとめて何がポイントかを示したり，
一つのニュースについてユーザーの疑問を先回
りして補足したりといったことでわかりやすい
情報発信に心がけたと説明した。さらに，ワク
チン接種を例に挙げ，「すぐに受けようと考える
人」と「接種には慎重になる人」に分かれるこ
とから，その両方の立場の人に対してそれぞれ
わかりやすく情報を伝える工夫が必要だとし，

「わかりやすさの組み合わせは，必ずしも一つ
じゃない」と述べた。

わかりやすさについては，新本氏も小林氏と
同様に，文字情報だけでなくインフォグラフィッ
クスなどを用い，直感的にわかりやすくするこ
とを挙げた。ただ，新型コロナの情報は日々内
容が変わることが多く，グラフや図を作っても，
すぐに差し替えが必要になるということがあっ
たという。このためサイト内では，文字情報が
多くなっていったと明かした。これとは別に，
特設サイトのトップページを，新聞の一面，あ
るいはニュース番組のグラビアのように位置付
け，そのときに注目してほしい話をできるだけ



80 JULY 2021

前面に打ち出し，場面，場面に応じて適宜変
更するというような作りをしてきたと話した。

公共性をどう考える

新型コロナを巡る報道は人々の不安にこたえ
るという意味で，公益性・公共性が非常に高く，
災害報道にも通じる部分があると考えられる。
特設サイトで情報発信を続ける中で，この公益
性・公共性をどのように意識しているのか，ま
た情報発信のうえで大切にしていることは何か
を聞いた。

小林氏は，さまざまな機関との連携をもとに
新型コロナの情報を発信したが，その際，常に
課題になったのが，いわゆるディスインフォメー
ション（虚偽の情報）や誤情報を発信しない，
またはそれが拡散する媒介にならないようにす
ることだとした。そのためファクトチェック団体
と連携しながら情報を吟味したという。さらに
ユーザーの疑問が発生した瞬間に，専門家の
見解をできるだけ早く届ける，「正しい知識をい
ち早く与えに行く」ということに特に気をつけた
と述べた。

新本氏は，社会に漂う不安にどうこたえるこ
とができるのかと強く感じながらやってきたとし
たうえで，その不安にこたえるために大事なの
は，報道機関の場合は取材だと結論付けた。
各分野の第一人者と言われる人たちや最前線に
いる人たちが，どう考えているのかをしっかり
伝えるということを繰り返すことが公共性につ
ながるとした。

下山氏は，まず一次情報がきちんと出てい
ること，さらにさまざまな専門性を持った人材
が連携できる体制が重要だと指摘した。

今後に向けて

小林氏は，いろいろな課題がこれからも発
生すると思うが，中でもワクチン接種を巡って
人々の不安は尽きないだろうという考えを示し
た。そして1年後には接種を受けた人と受けて
いない人という二極化が生まれ，受けていない
人に対する誹謗中傷やヘイトのようなこともあ
りうるかもしれないと危惧を示した。そのうえ
で，新たに発生した課題にはできるだけ速や
かにこたえ，必ずしも自前にこだわらず，いろ
いろなところと連携しながら必要な情報を届け
たいとした。

新本氏は，新型コロナを通してネット空間で
の公共性とは何かということの模索が続くと思
うと述べ，模索の一つとして2020年12月から
NHKの新型コロナ特設サイトでも，取材によっ
てまとめた感染者数のデータをオープンデータ
として公開していること12）を紹介した。さらに
新本氏は，感染を何とか抑え込めるようになっ
た段階がきたら，コロナによって大きく傷つけ
られた経済の再生や生活の再建，地域の再生
を後押しするような発信ができないかというこ
とを模索していきたいと述べ，シンポジウムを
締めくくった。

Ⅶ 考察

本稿は，文研フォーラム2021「正確で信頼
できる情報をわかりやすく」について，新型コ
ロナウイルス特設サイトの分析とインターネット
調査の結果を詳述するとともに，シンポジウム
の概要をまとめ再構成した。

全体を通して見えてきたのは，まず一次情報
に対する人々の関心の高さや，速報性より信頼
性を重視している姿勢，そして身近な情報へ
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のニーズの高さであった。メディア各社がデジ
タル発信の充実を模索するなか，地方メディア
にも限られた態勢の中でコンテンツへの工夫が
見て取れた。一方で，「親しみがないから見な
い」との声や，いわゆる陰謀論と思える言説へ
の共感といった乗り越えなければならない課題
も浮かび上がった。そうした中で強調したいの
が，シンポジウムでも指摘された関係機関同士
の「連携の重要性」という問いかけである。い
まだ終わりの見えない新型コロナの問題では，
伝えなければならないことが多く，関心も多岐
にわたる。また，誤情報や真偽不明の情報が
飛び交い，正確で信頼できる情報の重要性が
いつも以上に高まっている。これらに対応する
一つの方策が，連携を深めることにあると考え
るためだ。

文研フォーラム2021が開催された翌月の4月
25日，東京・大阪など4 都府県を対象に3回目
の緊急事態宣言が出された。変異ウイルスが拡
大する一方，高齢者へのワクチン接種が始まり，
事態はまた新たなフェーズに入った。それに合
わせて特設サイトも変化を続け，NHKのサイト
には，2020年1月以降の新型コロナに関する
ニュース記事を網羅したアーカイブのページが
新たにできた。

刻 と々表情を変えながら先の見えない状況が
続くが，メディアに求められるのはあらゆる伝
送路を通し，正確で信頼できる情報をわかりや
すく伝え続けることにほかならない。

（うえすぎ しんいち）

注：
 1） 市民自らがテクノロジーを活用して地域の課題解

決に取り組む活動を指す。
 2） 中心になって進めた東京都の宮坂学副知事が元

ヤフー社長だったことから「爆速開発サイト」とも
呼ばれた。

（「IT media NEWS」 2020年3月18日：
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/
18/news058.html）

 3） NHKは全国に放送局があるが，今回はNHK 
NEWS WEBだけをサイト分析の対象とし，1と
カウントした。

 4） 一般紙のうち全国紙と共同通信加盟の地方紙，2
通信社。

 5） テレビ放送で使用した画像を再利用したものや共
同通信が配信している図表をそのまま掲載したも
のは省いた。

 6） テレビ埼玉や宮崎放送のように，県内の全市町
村へのリンクを掲載したサイトもあった。

 7） 今回のインターネット調査は人口動態に合わせ
て，年齢層・性別のウエイトバックをかけている
が，都道府県ごとの人口比は反映していない。サ
ンプルは東京・大阪など都市部が人口比より多く
なっていることに留意する必要がある。

 8） Infogramを利用していたのは，岩手日報，茨城
新聞，下野新聞，福井新聞，山梨日日新聞，山
陽新聞，徳島新聞。
Flourishを利用していたのは，読売新聞，東京
新聞，神奈川新聞，中日新聞，中国新聞，西日
本新聞，佐賀新聞，大分合同新聞，宮崎日日新
聞，琉球新報。

 9） 派生サイトの活用が確認できたのは，東奥日報，
沖縄タイムス，琉球新報，福島テレビ，福島放送，
テレビ西日本，テレビ大分，長崎放送。

 10） 東奥日報は派生サイトのグラフをすべてそのまま
利用しているわけではない。派生サイトは青森
県の発表データをもとにしているため，例えば青
森市や八戸市などが先に発表した場合，データ
が反映されるまで一定の時間がかかる。この際，
東奥日報は取材に基づく記事と不整合が生じな
いようグラフを修正して対応しているという。

 11） メディアが作った派生サイトとしては，ほかにエ
フエム和歌山のサイトがある。

 12） NHKが取材によってまとめた感染者数の情報を，
CSV形式でダウンロードできるようにしたもので，
報道機関発のオープンデータといえる。


