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などもあります。
日刊五大紙は、地域ごとに編集されて全

国で発行され、発行される新聞全体の 50パー
セント超を占めています。それらは発行部数
の多い順から、『読売新聞』、『朝日新聞』、『毎
日新聞』、『日本経済新聞』、『産経新聞』です。
これらの新聞社はいずれも海外支局を持ち、
そのいくつかは通信衛星を使ってデジタル化
した情報を海外に送り、それを基に日刊紙を
現地で発行しています。また、日本の多くの
地方都市では、地元のニュースを伝える地方
紙が発行されています。
新聞は最初、書店で委託販売されていま

したが、1903年に『報知新聞』が宅配方式
を開始し、他社もこれに追随しました。現在
は新聞の 93パーセントが、全国で 48万人を
雇用する 2万 3,000の販売店から、家庭やオ
フィスに直接配達されています。他方、キオ
スクやコンビニなどでの販売は 7パーセント
に過ぎません。日本独特のもう一つのシステ
ムは、配達と購読予約を同時に行う独占的な
販売代理店方式で、これは 1930年以降に広
まり、現在も普及しています。この方式によっ

言論と出版の自由は基本的人権の一つと
して、日本国憲法で保障されています。

日本人は識字率が高く、新鮮で刺激のある情
報を常に求めており、これがマスメディアを
魅力あるものにしています。
過去数十年間にコンピュータとデジタル・

コミュニケーション技術が進歩したことで、
従来の出版・放送メディアは様々に変化し、
その一方、インターネット・ウェブサイトの
形を取った全く新しいマスメディアが誕生し
ました。

新聞

1868年に東京、大阪、京都、長崎で、国
内のニュースを扱った新聞が初めて登場し
ました。しかしこれらは日刊ではなく、1871
年になって初めて、日刊紙の『横浜毎日新
聞』が発売され、その後他の日刊紙も続々と
現れました。現在の主要日刊紙のほとんどは
1870年代に創刊されたものです。
現在の新聞は巨大メディア複合企業の中

心にあり、テレビ・ネットワークやプロスポー
ツチームなどと提携しています。日本の新聞
の発行部数は、一人当たりで世界最高です。
日刊紙の総発行部数（朝刊・夕刊合わせて 1
部とした場合）は 5,000万部を超え、平均で
は一所帯に一紙よりも多い数となります。主
要一般紙は通常、朝刊と夕刊（日曜日を除く）
を発行し、その 90パーセント以上は購読者
に直接配達されます。一般紙に加え、スポー
ツ新聞や政党新聞、大衆紙、業界紙、娯楽紙
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て、日本の新聞は高い発行部数を維持して
いるのです。
新聞社と並んで二つの通信社、共同通信

と時事通信が、国内と海外に拠点を持ち、外
国の通信社とともに報道を配信しています。
日刊の英字新聞は日本には 3紙ありま

す。それは、『The Japan Times』、『The Daily 
Yomiuri』、『International Herald Tribune』、『The 
Asahi Shimbun』です。外国紙は、日本で印刷・
発行されているものもあれば、海外から空
輸されているものもあります。それらは主
要なホテルや書店、また都市部の鉄道・地
下鉄の駅にあるキオスクの一部で配布・販
売されています。

本と雑誌

日本では 2002年には、およそ 7万 5,000
点の本と雑誌が発行され、合計発行部数は
60億冊に達しました。しかし、本と雑誌の
発行部数は増えていても、販売総額は 1996
年のピークから 6年連続して減少し、2兆
3,000億円に留まっています。経済の全般的
な停滞、インターネットの普及、出生率の
低下、若者の活字離れなどが、売り上げ落
ち込みの要因として考えられており、長年
続いた雑誌の廃刊や、出版社の倒産、外国
企業による買収が起こっています。また流
通面でも大きな変化が起きており、例えば、
今やコンビニが雑誌販売の約半分を占め、
インターネットのオンライン書店も市場で
の地位を固いものにしています。小さな書
店は年間 1,000店の割合で閉店しています。
新刊書は広範な分野を網羅しています。

部門ごとに見れば、社会科学と文学がそれ
ぞれ全体の 5分の 1を占め、これに芸術、
技術・産業、自然科学、歴史、児童文学が
続きます。売り上げの面では、歴史小説や
ミステリーなど、主に中年読者に人気のあ
る大衆文学が、他のジャンルを圧倒してい
ます。
日本ではありとあらゆる種類の雑誌が、

週刊、隔週刊、月刊、季刊と様々な形で発

行されています。多くの雑誌は新聞・書籍の
大手出版社から発行されていますが、ほかに
雑誌専門社や独立団体、様々な分野の同人が
発行しているものもあります。
週刊誌はもともと、主に新聞社が発行して

いましたが、1956年 2月の『週刊新潮』の
創刊とともに、書籍出版社がこの分野に参入
しました。週刊誌は広い読者層を持ち、日刊
新聞の生真面目な報道に代わるものを提供し
ています。その記事内容はあらゆる領域に及
び、政界スキャンダルから芸能人のゴシップ、
センセーショナルな犯罪記事と様々です。「ゲ
リラ・ジャーナリズム」の愛称を持つこれら
の雑誌は、憲法で保障されている出版の自由
を盾に、自らの立場を守らなくてはならない
こともしばしばあります。
『文藝春秋』、『中央公論』、『世界』その他
の伝統的な総合月刊誌は、高い評価を受けて
おり、教養ある層に支持されています。一方、
若い女性の読者を狙った『With』や『MORE』
などのファッション誌も、広く読まれていま
す。近年、雑誌はより絞り込んだ内容を持つ
ようになり、特定の年齢層や、特定の関心を
持つ人々、例えば、コレクターやスポーツファ
ン、パソコンユーザーなどを対象とするよう
になっています。日本人の平均年齢が上昇す
るとともに、中高年向けの雑誌も増えていま
す。また、外国雑誌の日本版も、出版市場の
一角を占めています。その一例は『ニューズ
ウィーク』の日本版で、1986年以来発行さ
れています。最近はまた、逆に日本の雑誌の
海外版も現れ、特に中国や韓国で若い女性を
対象とした雑誌が販売されています。
マンガ雑誌やマンガ本は、子供にも大人

にも非常に人気があります。マンガ市場は巨
大であり、総売り上げは出版全体の 30パー
セントを超えます。日本のアニメーションが
世界的な人気を博したことで、ますます多く
の日本のマンガが外国語に翻訳され、海外で
出版されるようになっています。アメリカの
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なりました。1964年に東京オリンピックが
開催されると、テレビを持つ家庭の数はさら
に増えました。

2001年現在、NHKは 6,789の放送施設を
所有しており、一方、民間放送 127の団体
は 8,299の施設を所有しています。これらの
VHF放送局は広範な受信地域をカバーして
いますが、これらとは別な商業放送局も多
数あり、例えば地域で運営される小規模な
UHF放送局もこれに含まれます。日本にあ
る 5つの商業放送ネットワークは、東京放送
（TBS）、日本テレビ放送網（NTV）、フジテ
レビ、朝日放送、テレビ東京です。

NHKは全国テレビ放送である総合テレビ
と教育テレビ、それに AMと FMのラジオを
持つほかに、日本語とその他 22か国語で放
送される短波放送のラジオ日本も運営してい
ます。さらに 1995年 4月には、ニュース番
組を中心とした海外テレビ放送も、ヨーロッ
パと北米で開始しました。

衛星・デジタル放送

NHKの衛星放送（BS）は 1989年に、二
つのチャンネルで本格的に開始しました。
1991年には日本で最初の商業衛星放送、
WOWOWが放映を開始しました。1992年に
は CSアナログ放送が始まり、1996年には
デジタル CS放送がパーフェク TVによって
開始されました（現在はスカイパーフェク
TV）。2000年 12月には、BSデジタル放送が
10のテレビチャンネルと、ラジオやデータ
通信のチャンネルでスタートしました。
ケーブル放送局は 1998年以降、徐々にデ

ジタル通信へと切り替えています。2003年
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月刊コミック誌『Shonen Jump』は、日本で
320万部を誇る『週刊少年ジャンプ』のマン
ガを翻訳したものを載せています。
絶対数ではまだ小さいものの、電子書籍

の市場も急速に拡大しています。読者が自分
のパソコンや携帯情報端末（PDA）で読める
ようにフォーマットされた電子書籍が、数多
く販売されており、2003年には、携帯電話
で読める小説やその他の電子書籍を販売す
る新しいサービスも開始しました。

放送

日本のラジオ放送は 1926年に始まりまし
たが、第二次世界大戦の終わりまでは、政府
系団体の日本放送協会（NHK）がこれを独
占していました。1950年に新放送法が施行
されて、NHKは国営でも民営でもない特殊
会社に再編されました。NHKの活動は民間
企業とは異なり、政府の規制を受けます。番
組制作やその他の事項に関する決定権を持
つのは経営委員会で、この理事会のメンバー
は国会の承認を得た上で首相により任命さ
れます。NHKのラジオとテレビは商業広告
を放映しません。また運営費の約 98パーセ
ントは、視聴者が毎月払う受信料でまかなわ
れています。

NHKのテレビ放送は 1953年 2月に東京
で始まりました。同年 8月には、読売新聞の
関連会社の放送局が、最初の民間放送を始め
ました。
テレビは、登場してから最初の数年間は、

ほんの一部の人しか買えない贅沢品でした。
大多数の人たちは、駅前などに設置された
テレビ受像機の周りに集まって、相撲やそ
の他のスポーツ試合を観戦しようとしたも
のです。しかしテレビ登場から 5年のうち
に、テレビの所有者数は 100万人を超えまし
た。1960年9月にカラー放送が始まった際に、
売り上げは急上昇しました。そして 1962年
までに、カラーまたは白黒テレビを所有する
人の数は 10倍増の 1,000万人を超え、日本
の全所帯数の半分をわずかに下回るほどに

デジタル放送
2003年後半に一部の地域
で開始された地方デジタ
ル放送は、その質の良さ
が評判となっている
© Yomiuri Shimbun
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12月に最初の地上デジタルテレビ放送が、
東京、大阪、名古屋の地区限定で始まりまし
た。デジタル放送の受信可能地域は順次拡大
していく予定で、政府の計画では、地上ラジ
オ放送を除くすべての放送メディアが、アナ
ログからデジタルへの切り替えを 2011年ま
でに完了することになっています。デジタル
放送では画質と音質が向上し、字幕表示や音
声速度調整といった新機能が加わり、データ
アクセスや電子商取引など、双方向の視聴環
境が構築できるようになります。

インターネット

商業用のインターネットサービスプロバ
イダは、日本では 1993年に初めて登場しま

した。2002年末現在、推計では、インターネッ
ト人口は 7,000万で、全世帯の 80パーセン
ト超が利用しています。インターネット人口
を激増させた二つの要因は、1999年 12月に
始まった携帯電話サービス、そして、世界一
低額のブロードバンド利用料です。
インターネットは、Eメールやファイルの

やり取り、遠隔操作などにも使われますが、
ほとんどの人は世界中のウェブサイトにアク
セスするためにこれを活用します。ウェブは、
一か所から多数への情報提供を可能にする、
新しいマスメディアなのです。莫大な量の情
報が、中央政府・地方自治体、企業、非営利
団体（NPO）、そして個人のホームページを
通じて伝えられています。英語による情報提
供も、一部では行われています。


