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音声でしか伝えられないことがあります。

従来のニュースを縛っていた枠を超え、ファクトに迫るのが

「朝日新聞ポッドキャスト」です。

朝日新聞は世界有数の海外取材網を持ち、

国内外、各地に根を張る記者たちが、日夜取材を続けています。

事件、政治、経済…1本の記事のために、何カ月も取材することも。

分厚いノートの中から記事に書ききれなかった話を、

音声ならではの熱量や臨場感とともに、記者たちの肉声で伝えます。

1. コンセプト

Apple Podcast

「2020年を代表する番組」選出

「JAPAN PODCAST AWARDS 2020」

大賞部門ノミネート
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Apple Podcast Spotify Amazon Music Google Podcasts

朝日新聞デジタル（ウェブ版）

♪リンク

♪リンク① ♪リンク②

ラジオクラウド

Amazon Alexa

Googleアシスタント

朝日新聞ポッドキャストは、朝日新聞社の音声報道番組のブランド。

2020年5月に朝日新聞デジタルにて配信開始、8月には主要なポッドキャストサービスで配信開始しました。

2-1. 朝日新聞ポッドキャストとは

（アプリ版） グノシー

https://www.asahi.com/special/podcasts/
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%8B%E3%82%89/id1526773927?mt=2&app=podcast
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%B7%B1%E6%8E%98%E3%82%8A/id1527037575?mt=2&app=podcast
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配信してきたエピソードの

一部をご紹介

2-2. 朝日新聞ポッドキャストとは

音声で、予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト
新聞記者が新聞の文体を捨て、リスナーに向けて全身全霊で伝わる言葉を尽くし、

音声でファクトに迫っています。
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主なコンテンツ形式は「記者が記者に話を聞く」

時々「ゲストを呼んで話を聞く」パターン、講演会の採録などのパターンも。

合成音声による音声ニュースの自動配信も実施

累計850ep以上配信

累計4500ep以上配信 累計270ep以上配信

2-3. 朝日新聞ポッドキャストとは

番組メインMC
コンテンツ編成本部音声ディレクター
神田大介



3-1. 番組紹介：ニュースの現場から
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毎日一つのテーマを、記者が徹

底的に掘り下げます。複雑化す

る社会。取材を重ねる中で見え

てきた実像を、言葉を尽くして

伝えます。様々な話題との出会

いをお楽しみ下さい。

毎日更新
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メディアのいまと未来につい

て、じっくりと言葉を交わす

ポッドキャストです。なにを

伝えるのか。どうしたら伝わ

るのか。なぜ伝えるのか。本

当に必要なのか。新聞社で働

くわたしたちは、悩み、もが

いています。コンセプトは

「あなたと、メディアのみら

いをつなぐ」。一緒に考えて

みませんか。

週数回更新

3-2. 番組紹介：MEDIA TALK
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コロナ禍で就活を成功させた

先輩内定者が出演。朝日新聞

社就活キャリアアドバイザー

の篠原真喜子が、今後の就活

に役立つ、差がつく方法をお

教えします。朝日新聞デジタ

ルを使った企業研究・文章力

アップ方法などもご紹介。

週数回更新

3-3. 番組紹介：就活ポッドキャスト ニュースの使い方
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高校野球を彩ってきた名選手、名勝負、名采配。当時の実況音とともに裏側と本音、その後に迫ります。

甲子園出場経験のある記者も出演、時には意外なゲストも。運動通信社のスポーツメディア「SPORTS 

BULL(スポーツブル)」内で朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で展開する「バーチャル高校野球」でも配信。

不定期更新

3-4. 番組紹介：「SDGs シンプルに話そう」「音でよみがえる甲子園」

「朝日新聞アルキキ」「朝日新聞AJW 英語ニュース」

最新ニュースのサマリーを手軽にまとめ聞きできる、朝日新聞の音声合成技術による音声ニュース番組。

深夜以外は1～2時間ごとに最新ニュースに更新しています。1日100本ほど社会、政治、国際、文化、医療

など様々なジャンルの最新ニュースを、次々と聞くことができます。通勤時間や運動の最中、または料理

をしながら。忙しい毎日の中でも、耳から手軽に世の中の動きをチェックしませんか。

1日19回程更新

朝日新聞の英語版サイト、The Asahi Shimbun Asia & Japan Watch（朝日新聞AJW）の音声ニュース番組です。

アジアと日本の最新ニュースを英語音声でお届けします。リンク先のAJWサイトの英文を見ながら聴いて

いただき、英語学習などにお役立てください！英語音声は、朝日新聞の音声合成システムにより、全自動

で配信しております。

1日2回程更新

2021年11月配信開始！

優等生的、キレイゴト、うさんくさい……SDGsという言葉に、そんなイメージを持っているあなたも大歓迎。

じっくり、一緒に考えてみませんか。フクザツな世界が、ちょっと生きやすくなる、かもしれません。

週数回更新
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4-1.メディアデータと特長

▼リスナーデータ（外部配信のみ）

▼コンテンツリーチ

リスナーの60％以上が20代～30代。78％は大都市圏で聴かれています。平日は6時～９時台によく聞かれます。

20年8月に始まった配信は、8月2.6万DL、12月32.3万DLと着実に伸び続け、21年5月に月100万DL超、10月には180万DL超となりました。

Apple Podcastのチャートも上位にランクイン、ラジオ局の老舗番組と人気を競っています。

多くのユーザーは各話最後の方まで聞いています。また、月平均4時間聴かれるほどのエンゲージメントを獲得しています。

■性別

37.4%

62.6%

■年齢

20代 33.8%

30代 27.3%

40代 22.3%

50代 5.1%

60代 11.5%

Apple Podcastランキング

最高順位 総合1位 / 現在 ニュース解説1位

※2020年12月 朝日新聞社・オトナル共同調査

■DLされた時間帯（平日） ※2021年4月 omny studio.データ

※2021年10月 Spotifyデータ

「ニュースの現場から」実績

1,820,473 DL

1,145,746 DL

674,727 DL

179,139 UU

101,280 UU

合計 269,375 UU

78.0％が大都市圏での視聴
東京・神奈川・千葉・埼玉

愛知・大阪・京都・兵庫・福岡

■都道府県

※2021年9月25日～10月24日実績

月間DL 月間UU

現場・深掘り
就活・甲子園

アルキキ・AJW

1話の3/4再生率

78 ~ 91％
1UUの月間視聴時間

3時間56分

1UUの月間視聴回数

20.7回

特長①若く、情報感度が高い人が聴いている、成長中のメディア



4-2.メディアデータと特長

10

特長①若く、情報感度が高い人が聴いている、成長中のメディア



朝日新聞ポッドキャストユーザーの82.2%が聴いた情報を「度々」「たまに」検索。

58.1%は購入経験について「度々ある」「たまにある」と回答した。

29.6

18.2

52.6

48.5

12.5

18.8

5.3

14.5

朝日新聞ポッド

キャストユーザー

ポッドキャスト

ユーザー

度々ある たまにある ほとんどない 全くない

17.8

8.2

40.3

27.6

23.7

27.1

18.2

37.0

朝日新聞ポッド

キャストユーザー

ポッドキャスト

ユーザー

ポッドキャストで聴いた情報の検索経験と購入経験（n=600）

PODCAST REPORT IN JAPAN ポッドキャスト国内利用実態調査2020／2021年1月

度々orたまに検索経験あり

82.2％

度々orたまに購入経験あり

58.1％

度々orたまに検索経験あり

66.7％

度々orたまに購入経験あり

35.8％
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4-3.メディアデータと特長

特長①若く、情報感度が高い人が聴いている、成長中のメディア
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4-4.メディアデータと特長

ポッドキャストは高い再生維持率が特長で、1コンテンツの接触時間が

他ウェブメディアと比べ、とびぬけて長くなります。

毎回20-40分のエピソード

でも、再生維持率は約80% ＞
平均視聴時間は2-3分

再生維持率は10-40%

YouTubeポッドキャスト

特長②長い聴取時間と再生維持率により、文脈を読み取ってもらえる

※2021年10月 Spotifyデータ

#363 香港はいま（前編） 表向きの平穏と、根底から激変した社会（36分49秒）

1/4再生率 94％

1/2再生率 89％

3/4再生率 86％

#377 注目すべきは「野田聖子票」 自民党総裁選、岸田文雄氏が選ばれた背景（32分39秒）

1/4再生率 90％ 1/2再生率 86％ 3/4再生率 83％
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朝日新聞ポッドキャストのPurpose（パーパス／存在意義）

世界平和

朝日新聞ポッドキャストのValue（バリュー）

分断に橋を架ける

複雑なものをありのままに語る

スローニュースを体温で伝える

4-5.メディアデータと特長

特長③音声だからこそのナラティブコミュニケーションで、リスナーをファンにし、認識を共有する

ポッドキャストを通じてリスナーと共有する
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朝日新聞ポッドキャスト最大の特長は、

新聞記者が新聞の文体を捨て、リスナーに向けて全身全霊で伝わる言葉を尽くしていること。

朝日新聞ポッドキャストは、従来の新聞社の伝え方から、逸脱しています。ファクトがある前提で、喜怒哀楽があり、

生々しさがあり、論点整理があり、裏話があり、議論があり、逡巡があり、ぶっちゃけがあり…、それらに今までにない

親しみを持っていただき、予期せぬ話題との出会いを楽しんでくれるリスナーが多くいます。

ナラティブコミュニケーションの実践

4-6.メディアデータと特長

毎日配信されるのを楽しみにしています。 国内外の政治から、食や文化など、
ホッとする話題まで、硬軟取り混ぜ実に多彩なテーマが取り上げられますが、
テーマ別にMCが変わるのではなく、神田さんはじめメインの方々が、それぞ
れ個人の視点からゲストの記者さんと語り合うというスタイルも大きな魅力だ
と感じます。 普段は関心を持たなかった分野についても、一貫して神田さんら
個人の視点を通すことで入りやすくなっています。 私が惹かれるのは、 （当た
り前のようですが）いち組織も様々な背景を持った人間の集合体であり、 時に
激論を交わし、時に迷いをこぼし合い相談し合いながら生きている様に勇気づ
けられるのかも知れません。 今後も楽しみにしています。

Apple Podcasts ·Japan ·10/01/2021

リスナーとの「共体験」によるエンゲージメントの深まり、認識の共有

特長③音声だからこそのナラティブコミュニケーションで、リスナーをファンにし、認識を共有する
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例えるなら…毎日6万回視聴されるウェビナーで

リスナーのエンゲージメントを醸成している

4-7.メディアデータと特長

① 若く、情報感度が高い人が聴いている、成長中のメディア

② 長い聴取時間と再生維持率により、文脈を読み取ってもらえる

③ 音声だからこそのナラティブコミュニケーションで、リスナーをファンにし、認識を共有する

“エンゲージメント醸成メディア”
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5-1.広告配信のしくみ

ポッドキャスト番組の配信エピソードごとに設定されている広告枠へ、音声広告を配信します。

Amazon Music
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5-2.広告配信のしくみ

キャンペーン予算に合わせた広告配信が可能です。再生数が予算を消化するまで、広告入りの

ポッドキャストを配信します。予算上限になると、自動的に広告挿入が停止します。

ご予算に応じた配信（imp）数で広告出稿が可能です。

「対象商材」と「予算」をお伝え頂ければ、配信シミュレーションをご提出いたします。

▼配信数と広告課金

ポッドキャストの視聴方法は、ストリーミング再生と DL再生があります。

課金にかかる計測として、ストリーミング再生された場合は、

開始1分後に1カウントされます。DL再生された場合は、DL時に1カウントされます。

※完全聴取のデータは取得できません。DLされた場合、広告付き MP3は広告付きのまま

リスナーの端末に保存されます。

広告配信料金：CPM3,000円
※税別・グロス
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5-3.広告掲載ルールと入稿規定

【CM位置】

【レポート】

広告掲載位置とレポーティングについて

素材入稿について

【広告素材尺】

【素材搬入形式】

【オーディオ】

【ラウドネス】

【原稿考査について】

【音源素材入稿日】

【備考】

ミッドロール、ポストロールのいずれかに配信。
（番組によって配信可能な挿入位置は異なります。）

企画終了後1週間後を目処に広告配信数（番組のDL再生数＋ストリーミング再生数）、
UUリーチ、配信地域（国内外／国内主要県別）、リスナー性別、リスナー年齢層の
レポーティングデータを提出します。

原則30秒

MP3

16bit、48khz、ステレオ

-14LKFS（±1.0db）

広告の掲載には事前に出稿広告の原稿の考査が必要となります。

広告配信予定日の5営業日前15時まで。

ポッドキャストでの配信（WEB配信）となるため、CM BGMの音楽著作権については、

広告主様側で許諾確認をお願い致します。



19

5-4.スポンサードコーナー 実施プラン

貴社の取り組みを、スポンサードコーナーとして朝日新聞ポッドキャスト内でタイアップします。

ご指定のゲストに弊社側のMCがインタビューし、特定のニュースエピソードに付帯して配信します。

番組内で紹介することで、リスナーからの高いエンゲージメントが期待できます。

特定のポッドキャストエピソード①

特定のエピソードに
インタビューコンテンツを盛り込む

インタビュー
コーナー

今回は●●という取り組みをされている■■さんに来ていただきました。
2回にわたってお話を伺っていきます。

300秒程度

実施料金：お問い合わせください

■プラン例：インタビュー型広告 300秒程度×全2回

■スケジュール例

※300秒×3回配信などにアレンジも可能です

※配信料・企画制作費分析費を含みます

※スポンサードコーナーのMCは、

神田（編集局記者）ではない者を立てます特定のポッドキャストエピソード②
インタビュー
コーナー

飯綱町が、首都圏との関係人口を増やす目的で取り組む

農業塾「信州いいづなりんご学校」の取り組みを紹介

■実施事例：長野県飯綱町

配信エピソード①
https://omny.fm/shows/asahi/
219?t=26m1s

配信エピソード②
https://omny.fm/shows/asahi/
218?t=19m44s

19日間開催する大規模クラシック音楽祭の告知を、朝日新聞ポッドキャストと朝日の

ウェブマガジン「&w」で展開。コロナ禍で音楽催事開催するということの意義、使命、

オンラインとリアルのハイブリッド開催に至るまでの苦節したお取り組み、万全の衛生

対策などを主催者側の生の声で丁寧に紹介。

■実施事例：ミューザ川崎シンフォニーホール

ポッドキャスト配信エピソード①
https://omny.fm/shows/asahi/298?t=32m50s

ポッドキャスト配信エピソード②
https://omny.fm/shows/asahi/299?t=27m25s
&wネイティブアド
https://www.asahi.com/and/article/20210715/406042428/

https://omny.fm/shows/asahi/219?in_playlist=asahi!podcast
https://omny.fm/shows/asahi/219?t=26m1s
https://omny.fm/shows/asahi/219?in_playlist=asahi!podcast
https://omny.fm/shows/asahi/218?t=19m44s
https://omny.fm/shows/asahi/219?in_playlist=asahi!podcast
https://omny.fm/shows/asahi/298?t=32m50s
https://omny.fm/shows/asahi/219?in_playlist=asahi!podcast
https://omny.fm/shows/asahi/299?t=27m25s
https://www.asahi.com/and/article/20210715/406042428/
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5-4.スポンサードコーナー 実施プラン

朝日新聞デジタル「コメントプラス」にご寄稿いただいている、ダイバーシティー・SDGs・働き方・教育・子育て・

国際・政治・スポーツ・デジタルの各ジャンルの有識者の方々にお声がけが可能です。

■スポンサードコーナー ご参加有識者人選案 ※アサインフィーは別途ご相談
※打診前にアサイン成立を保証するものではありません。
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5-5. 【OPTION】聴取ユーザーのサイト訪問数計測（アトリビューション分析）

クロスデバイスにわたるトラッキングにより、ポッドキャスト聴取ユーザーがご指定のサイト

（ex. 特定ページ／購入完了ページ）に訪問した数の計測が可能です。

▼レポーティング可能な項目

・番組ごとの配信数

・聴取ユーザーのサイト訪問数

・聴取ユーザーの購入完了数

※計測は推定データとなります。

※アプリへの計測はアプリ計測ツールにより可能な場合がございます。

※通常、計測期間は広告配信から30日間です。

ホスティング

各種ポッドキャストアプリ

Apple Podcast

Google Podcasts

Spotify

Amazon Music

音声広告
を挿入

アトリビューション分析

広告に接触した
リスナーが

対象サイトに訪問

トラッキングタグ
を音声広告に設置

ポッドキャスト番組

ポッドキャスト配信 etc...

リスナー

トラッキング
各種デバイスで表示された
対象サイトの指定ページ

※ページには
トラッキングタグを
付与して下さい

オプション料金：お問い合わせください。
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このオンライン学習では
講師からマンツーマンで英語を学べます！

音声広告素材A

音声広告素材B

このオンライン学習では
月々お手頃な価格で英語を学べます！

ex.オンライン英語学習
商材のプロモーション

価格訴求

品質訴求

サイト訪問数
多い

サイト訪問数
少ない

アトリビューション分析を活用し、複数のクリエイティブABテストを行い、

より効果の高いクリエイティブを可視化出来ます。

※条件を揃えるため、比較対象広告の配信位置は揃える必要がございます（ともにミッドロール／ともにエンドロールなど）。

5-5. 【OPTION】聴取ユーザーのサイト訪問数計測（アトリビューション分析）
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5-6. 【OPTION】音声広告のブランドリフト調査

音声広告に接触したユーザーの「認知」「興味関心」「商品理解」「購買移行」を計測することが

可能です。調査では、認知度や純粋想起、好意度や購入意向などの関与度を広告接触者・非接触者

ごとに調査を行い、音声広告によるリフトアップ計測が可能です。

オプション料金：500,000円

【調査仕様】

対象者条件 ※変更は応ご相談

└性別：男女

└年齢：15～69歳の男女

└居住地：全国

設問数：SC3問以内

本調査：10問以内

サンプル数：100ss-150ss

調査協力：楽天インサイト株式会社／株式会社オトナル

【設問例】

Q：〇〇という商品・サービスをどの程度ご存知でしょうか。

Q：〇〇という商品・サービスにどの程度興味がありますか。

Q：〇〇という商品・サービスをどの程度理解していますか。

Q：〇〇という商品・サービスをどの程度買いたいと思いますか。
※税別・ネット
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ビデオリサーチ社 ACR/ex2020年4-6月調査（全国主要7都市）より作成

ニールセン調査では、ポッドキャスト広告はディスプレイ広告と比べてブランド認知が4.4倍高い結果が出た。

ビデオリサーチ社の調査では、「印象に残る」「覚えやすい」「親しみがわく」などの特性が、動画広告や

ディスプレー広告よりも音声広告のポイントが高かった

6-1. 音声広告の特長
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7-1. 朝日新聞ポッドキャストのユーザー像「ポッドキャストの聴取目的」

ポッドキャストの聴取目的（n=600）

聴取目的は「リラックスするため」がトップ。朝日新聞ポッドキャストのユーザーは、

「最新の情報を取り入れるため」「多様な意見や物事の見方を知るため」なども上位に。

37.5

27.0

36.2

25.3

20.9

26.6

20.9

19.3

22.7

10.4

37.5

33.0

29.6

30.2

29.1

26.1

26.0

24.4

23.7

16.8

0% 20% 40% 60%

リラックスするため

実用的な情報を得るため

暇つぶしのため

最新の情報を取り入れるため

多様な意見や物事の見方を知るため

エンターテインメントとして

勉強のため

新しい発想や気づきを得るため

作業中の環境音として

友達や家族と話す話題を得るため

ポッドキャストユーザー 朝日新聞ポッドキャストユーザー

PODCAST REPORT IN JAPAN ポッドキャスト国内利用実態調査2020／2021年1月

ポッドキャストユーザー全般と
朝日新聞ポッドキャストのユーザーで

最も差があるのは
「多様な意見や物事の見方を知るため」
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7-2. 朝日新聞ポッドキャストのユーザー像「音声広告の印象」

PODCAST REPORT IN JAPAN ポッドキャスト国内利用実態調査2020／2021年1月

朝日新聞ポッドキャストユーザーは「商品・サービスに好意を持つ」「商品・サービ

スを購入・利用したくなる」のスコアが相対的に高い。

音声広告を聴いて感じること

（n=600）

31.0

31.0

27.2

22.7

17.0

7.3

1.8

37.4

38..8

41.4

24.5

28.8

9.7

0.0

0% 20% 40% 60%

商品・サービス名が

記憶に残りやすいと感じる

商品・サービスについて

検索したくなる

商品・サービスに好意を持つ

音声広告はついつい聴いてしまう、

頭に入ってきやすい

商品・サービスを

購入・利用したくなる

信頼できる広告が多いと感じる

その他

ポッドキャストユーザー 朝日新聞ポッドキャストユーザー
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7-3. 朝日新聞ポッドキャストのユーザー像「聴取後の記事閲覧頻度／朝日の印象」

PODCAST REPORT IN JAPAN ポッドキャスト国内利用実態調査2020／2021年1月

朝日新聞ポッドキャスト聴取後、44.6%のユーザーの記事閲覧頻度が増えた。また、

49.3%のユーザーの朝日新聞への印象が良くなった。ポッドキャスト番組によって、

記事閲覧率の向上などに高い効果発揮することを示す結果となった。

朝日新聞ポッドキャスト聴取後の朝日新聞の印象

9.7 39.6 42.4 5.4

かなり良くなった 比較的良くなった 変わらない

比較的悪くなった かなり悪くなった

（n=278）

※聴取者ベース

朝日新聞ポッドキャスト聴取後の記事閲覧頻度

9.4 35.3 45.7 6.8

かなり増えた 増えた 変わらない

減った かなり減った

（n=278）

※聴取者ベース

かなり増えたor増えた

44.6％
かなり良くなったor比較的良くなった

49.3％



お問い合わせ

株式会社朝日新聞社
総合プロデュース本部：中島
nakajima-s1@asahi.com


