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従来の取材スタイルの限界や人員減と報道の質を両立させるため、
アジャイル開発でWeb 選挙調査表システムを構築
正確性や真実性が高いレベルで問われる新聞報道。そのため、
とりわけ人海戦術で情報収集に当たっていたのが、選挙時の候補者に
関するデータです。朝日新聞社では従来、紙の調査表を候補者に配布し、回答を書き込んでもらい、回収するというプロセスを踏んでい
ました。候補者からすると、住所や学歴、職歴など何度も同じ項目を書き込む必要がある上、他新聞社からも同じような調査表を渡され
るので回答がわずらわしいという声がありました。また、担当記者も紙の配布・回収と、
その点検作業に忙殺され、人数の少ない総局で
は取材活動など通常業務の時間も割かれるという課題がありました。これを解決するため、
同社は業界で初めて調査表の配布・回収を
デジタル化した「Web 選挙調査表システム
（ 以下、
ESシステム）」を開発しました。取材の効率化だけでなく、今後の選挙報道や取材活
動のベースとなるシステムとして大いに期待されています。

[ 導入製品 ] GBS Asset : Customer Integration Manager
IBM WebSphere Application Server Liberty
課題

• これまで選挙候補者の情報は、紙の調査表を人海戦術で配布・収集し、点検するというプロセスだったため、人員
減が進む中、人数の少ない総局ではとりわけ大きな負担となっていた。

• 記者が減少する中、報道品質の維持向上を実現するには、従来の手法では限界があった。
• 選挙調査表に関しては、記者それぞれのやり方で情報の点検や取材を行なっていたため、そうした要件を一つの
システムに集約してデジタル化するのは困難だった。

ソリューション

• Web アンケート機能と候補者情報管理の仕組みを組み合わせ、先例のない ES システムをアジャイル開発で構築。

効果

• 候補者、記者共に、単調作業を繰り返すわずらわしさや回答の負荷、紙を配布・回収する工数が大幅に削減。
• 記者の取材活動に費やせる時間が増えた。
• 参考モデルや先行事例のないシステムを構築するうえで、優先度の高い機能から開発してフィードバックを得
ながら改善するアジャイル開発を実践し、短期間で求める要件を実現。

[ お客様課題 ]

新聞業界の人員が減少する中、
選挙候補者情報の収集において、
人海戦術による手法が限界に

1879 年の創刊以来、日本のジャーナリズムを牽引してきた朝日新聞社。近年はテクノロジー
の発展により、メディアを取り巻く環境や、ニュース・報道にふれる接点が変化し、新聞業界も
変化の波にさらされています。

業界共通の課題として、収益構造の変化や深刻な人手不足が起こるようになりました。その
ため必然的に、1 人の新聞記者に求められる業務や責任は増しています。特に新聞報道の場合、
正確性や真実性が高いレベルで求められるため、
「自分の足を動かし、現場で取材する」という
従来のスタイルは、その正確性を保持する上でも変えようがなく、そこに大きな課題がありま
した。

IBM は豊富なアジャ

イル開発の実績があ
るので、それが信頼に
つながり、現場からの
忌憚ない要望を受ける
ことができました。

そんな状況において、2 年ほど前から朝日新聞社内の課題として挙がってきたのが、選挙にお
ける候補者の情報収集のやり方です。兼上氏はこう説明します。
「記者が紙の調査表を候補者に手渡し、経歴や住所、家族構成などの基本情報を記入してもらっ
て後日収集に伺うというスタイルを取っていました。その後、回答内容の点検のため、独自に
取材や情報収集を行い、
そのメモを調査表に書き込んでいきます。トータルで非常に手間のか
かる業務です。記者の数が多い総局なら手分けできますが、少ない総局では負担は相当なもの
でした。また候補者の方からも『（ 複数の新聞社から依頼が来るため）何度も同じような回答
を記入しなければならず、手間がかかる』という声をいただいており、なんとか改善したいと
いう思いがありました」
（ 兼上氏）
朝日新聞社に限らず、選挙調査表に関しては他社もほぼ似たような状況でしたが、特に国政の
場合、質問項目が微妙に異なるので各新聞社で分担するわけにもいかず、そうかといって、選
挙調査表をデジタル化するという試みは、業界でも先例がありませんでした。議論を進める中
で社内から「Web アンケートのような形で、選挙調査表を収集することはできないか」という
アイデアが提起され、この案をベースにプロジェクトが本格化しました

[ ソリューション ]
IBMのアジャイル開発で、

必要性が高い機能を優先的に開発し、
フィードバックを週一で展開
「紙の選挙調査表を Web アンケートに置き換える」とはいっても、問題はそれほど単純ではあ
りません。回答用紙を回収した後、記者がそれぞれのやり方で項目の点検を行いますが、その
やり方やメモの書き方は当然、個々の記者で異なります。記事を書く時には、調査表のほか、過
去の取材記事や立候補歴などあらゆる情報を目の前に並べますが、周辺情報をどのように整
理し、紙の調査票と一緒に保管するかなど、細かいやり方も違います。選挙調査表をデジタル
化するということは、その後の業務の進め方まで含め、包括的に考える必要がありました。
「調査表といっても、その後それをどう活用して記事にしていくかは、結局は記者個人のスキ
ルになります。その分野をシステム化するということは、個人で培ってきたスキルではなく、
システムが業務のやり方を規定することになります。そういうことを含め、一つの画面にどの
ように情報を集約すればいいのか、どのような機能が必要なのかを真剣に考える必要があり
ました。最終的には、業務自体を改革することを視野に、
『こういう機能があることで、その後
の業務はどのように変わるのか』を一つ一つ検証していきました」
（ 兼上氏）
具体的な姿は不明瞭ながらも、
ES システムの構想が形成されました。そこで 2018 年に、実現
したい機能など大まかな要件をまとめ、複数の企業に提案を依頼。同年 6 月に、最も具体的な
システムを提案した IBM を開発パートナーに選定しました。IBM を選んだ理由について、岩
本氏は次のように話します。
「以前、当社の顧客管理システムの開発をお願いしたことがあり、当社の要件をすべて踏まえ
た上で、このシステムをベースにした候補者情報管理の仕組みを含めて提案いただきました。
先例のない、正解もゴールも分からない新しいものを構築するに当たり、提案が具体的で目指
すべき姿が見えたことと、国内外での豊富な開発実績を持っていることから、
IBM に開発パー
トナーをお願いしました」
（ 岩本氏）

朝日新聞社
大阪本社編集局
選挙事務局
兼上 徳之 氏

2018 年 7 月から ES システムの開発プロジェクトが本格化。おおまかな機能要件はまとめて

あるものの、正解やゴールが定まっていない点は、
プロジェクトがスタートした時点でも変わっ
ていませんでした。その一方、2019 年 4 月に予定されている統一地方選挙や、7 月に実施が
決定している参議院議員通常選挙に開発を間に合わせたいという思いもあり、難しい舵取り
の船出だったそうです。

こうした中、
IBM が提案したのは、まずは優先度の高い機能から実装してユーザーに使っても
らい、ブラッシュアップして機能を洗練化していくアジャイル開発です。
「社内ではアジャイ
ル開発への懸念もありましたが、なにしろ使ってもらって初めて価値があるシステムなので、
IBM を信頼してアジャイル開発を進めることにしました。表計算ソフトで仮の画面をつくり、
ユーザーが使いたくなるような見栄えの良さや、文言の分かりやすさに留意しながら開発を進め、
週 1 回の研修会で実際にユーザーに使ってもらってレビューしてもらいました」
（ 岩本氏）
普通ならマニュアルを用意するところですが、アジャイル開発で機能や画面がどんどん変化
するため、口頭の説明でとにかくさわってもらうことを重視して研修を進め、その代わり、現
場のユーザーからの意見は何でも吸収するという姿勢で対応しました。
「どんな要望が来ても、
IBM なら期待に応えて開発してくれるはず、という信頼がありました。そのため、最初の頃は
マニュアル不備の不満などがありながらも、ユーザーも真剣に新システムに向き合い、評価し
てくれるサイクルが生まれました」と、兼上氏は当時の状況を振り返ります。

まだ見ぬイノベーショ
ン推進のためには、や
はりアジャイル開発は
有効です。その経験が
豊富な IBMとは、これ
からも良いリレーショ
ンシップで DX に取り
組んでいきたいと考え
ています。

記事作成に必要な機能を評価して、優先順位を決め、まずは開発して使ってもらい、評価して
もらって改善する̶̶このサイクルを何度も繰り返していきました。

候補者が操作する入力画面
朝日新聞社
情報技術本部
開発部 次長
岩本 和樹 氏

（ 部署名、肩書きは取材当時）

[ 効果 / 将来の展望 ]
150 人の候補者情報を 1 人で収集でき、候補者からも高い評価を得る。

デジタルを活用した新たな報道も視野に

こうして2019年4月、
まずは導入の第1段階として、統一地方選挙でのES システム稼働がスター
ト。候補者のメールアドレスに、
ES システムの URL を記載して、入力を依頼します。Web アン
ケートと似た仕組みなので、現住所や居住地など回答が重複する項目に関しては、
「同じ」とい
うボタンを押せば再入力の手間が省けます。また、調査表の開封から入力状態、回答送付など
の進捗状況もシステム側で自動保存して確認できるので、電話で催促する手間も省けます。候
補者のメールアドレスを収集するという手間が新たに発生したものの、デジタル化による作
業効率アップの手応えは得られました。
統一地方選挙を経て、
ES システムの導入第 2 段階として、参議院議員通常選挙での本格稼働
を実施。候補者数が多い分、配布・回収の効率化も激的で、比例区では 1 人の記者が 150 人以
上の候補者情報を収集できました。参院選後にあった知事選ではある候補者の陣営から「調
査表記入が非常に楽になって良かった」との言葉が寄せられ、
「他社にもこのシステムを展開
してほしい」という要望もあったそうです。
現在は第 3 段階として、市区町村の首長選挙、議員選挙にも ES システムを導入しています。
運用が本格化したことで機能も固まり、朝日新聞社では ES システムのマニュアル制作も進展
しているとのこと。また、過去の紙の調査表は PDF 化してサーバに蓄積しており、将来的には
このデータも含めて検索できるようにすることで、
「候補者の調査表データを全社で有効活用
できるようになると期待しています」と兼上氏は言います。また、さまざまな選挙データを蓄
積することで、
AI による開票時の当確判断を行うなど、報道の仕方も変化していくことが期
待されています。
兼上氏は「朝日新聞社全体から見たら小さな改革ですが、今後環境がますます変化する中、デ
ジタルを活用して新たな報道スタイルを追求したいです」と語ります。また、岩本氏も「今後
のイノベーション実現にアジャイル開発は有効ですし、その経験が豊富な IBM とはいい関係
を築いて、共に DX に取り組んでいきたいと思っています」と話しています。
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