言葉のリスク DXで回避

「広告審査ＤＢ」日経・読売が共同開発
日、広告コンテンツの表現をチェックする「広告審査

査ができるようにした。

用意。業種や商品に適応した審

人ホーム、通信販売、募集型企

整備。マンション分譲、有料老

表記を義務付けられた項目が

説、審査依頼者に示すコメント

欠落している場合も指摘する。

の文案が表示される。
審査担当者はそれらを確認し

法令や規制による表現ルール

画旅行など分野に応じて適否を

たうえで、表示されるコメント
広告原稿に表記しなくてはなら

自動判別する。

案を参考にしつつ回答コメント

は刻々と変化するため、登録情

報は日経、読売両社で常時更

月
規や業界ルールで決められ、二

日本経済新聞社と読売新聞東京本社は
ない項目も業種や商品ごとに法

れを基に審査結果表が自動作成

新、アップデートを続ける。社

認、必要があれば修正を要請す

表記などがないかどうかを確

もとより、様々なケースから養

業界ごとの規制に関する知識は

は、広告表記に関する法令や、

ただ、原稿審査を行ううえで

面でも文字を適切に読み取れる

書きの混在などがある複雑な紙

術によって段組みや縦書き・横

らに、独自のレイアウト解析技

れがＯＣＲで可能になった。さ

データとして読み取れない。そ

ぞれ定められている。例えば、

現」は業種や商品によってそれ

一つだ。「広告に使えない表

ール〟に対応できるのも特色の

業界ごとに異なる多様な〝ル

テムからクラウド活用に舵

更新する際、自社所有シス

多くの企業がシステムを

入が可能だ。機能改善が随

期費用を抑え短期間での導

その点、クラウドでは初

直面する中で、実務者の確保は
審査依頼者がクラウド上に原稿

介してやりとりする形となる。

当者と審査依頼者がクラウドを

日経の場合、実際の審査は担

く、広告会社や原稿制作者など

おり、広告主の事業者だけでな

しては課徴金制度も設けられて

薬機法に抵触する表現使用に対

用と長期の開発時間が必要

必要があり、大きな初期費

べての環境を自前で調える

自社所有のシステムはす

様の傾向が広がりつつある。

の区画間でも強いファイア

用などの管理や利用者ごと

視できるうえ、システム運

部攻撃や不正アクセスを監

のネットワークに対する外

ティーについてもユーザー

◯◯◯レジデン
スは、最寄り駅ま
で５分の好アクセ
ス。緑の多い自然
環境豊かな好立
地。変わることのない資産価値で、あなたに充実
のライフプランをお約束します。

資産価値

不動産広告では、資産価値が将来にわたって
保証される旨の表示はできません。

組み、広告審査の中核を

識を持つ日経とタッグを

らゆる情報発信者のリス

査にとどまらず、今後あ

続けていく中で、広告審

メディア環境が激変し

審査支援

データチェック

を編集し、システムに登録。そ

データベース（ＤＢ）」を共同開発すると発表した。ＮＩＣＳ（東京・千代田）による広告審査支援サー

会や人々の意識、表現解釈の変

容に対応する安定的な審査を目

十数項目に及ぶ場合もある。欠

指していく。

落の有無をチェックする作業は
負担が大きかったが、これにつ

され、審査依頼者に提供される

いても様々な業種向けのＤＢを

という流れだ。指摘箇所は紙面
レイアウトイメージの中での位

ビスに実装し、年内に稼働させる。業務ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の一環で自社に導入
した後に一般の活用も準備、企業広報などの正確性担保とリスク回避に役立てたい考えだ。
置がわかるように表示される。

る業務で、媒体の信頼性を維持
った知見などが必要になる。習

更新 常時両社で

するだけでなく、何より読者を
熟には長年の実務経験が求めら

各媒体社共通の課題だった。
データをアップロードした後、

となる。次の更新まで大幅

クラウド活用、新聞界でも

日経、読売両社が開発するＤ
不利益から守るため、広告を載

時加えられ、業務効率向上

今回の取り組みは、ＤＸによ

も適法性への責任を問われる。

○○○レジデンス新規分譲

印刷見本

原稿修正を支援
Ｂは広告原稿の審査をシステム
せる媒体や企業にとって不可欠

への効果も高い。セキュリ

処理する〝辞書〟といえる。原

えている。新聞業界でも同

（かじ）を切るケースが増

稿審査とは掲載される原稿に法

食品・化粧品では医薬的効果を

る業務の大幅な効率化とノウハ
審査担当者がアクセスすると、

ウォールを持つサービスを

るを得ず、高齢化や人材不足に

ウ共有でこの課題への対処を図

な機能改修が図れないこと

の強みを生かせることで

そのため、審査支援サービスで

す。読売の広告はＢｔｏ

は食品、化粧品、不動産、通信

社会状況なども加味しま

Ｃ分野が多く、日経はＢ

読み取ったテキストデータとＤ

す。しかし近年、ベテラ

ｔｏＢ分野に強く、両社

Ｂに登録されたキーワードを照

つく表現がないかまで検

ンが長年にわたって積み

は豊富な審査経験を持っ

るのが狙い。両社の審査担当者

討し、必要があれば修正

重ねてきた経験、知識に

が長年の知見をもとに、チェッ

新聞社は、あらゆる情

を求めます。さらに、様

頼り切りではいられなく

ています。新しい広告表

選択できる利点がある。

報発信について常に細心

々な分野ごとのガイドラ

現を取り込んでいくうえ

も課題だった。

の注意を払っています。

インを守り、広告として

なってきました。経験が

販売、旅行など様々な関連法規

記事では校閲、広告では

浅くても間違いのないよ

で互いの知見を集め、変

や規制を勘案した複数のＤＢを

キーワードと関連情報はＮＩ

審査という工程を通して

広告を審査するには大

の価値を高めています。

化する社会に対応した

合して抽出した「注意すべき表

ＣＳ（日経・インテッククラウ

高い信頼性を維持してき

変なスキルが必要です。

うに、知恵やノウハウを

現」と、審査担当者向けの解

ドサービス有限責任事業組合）

ました。広告審査は語句

スペシャリストが多くの

共有する必要がありま

クが必要なキーワードを集積

が運営する既存の「審査支援サ

の正確さだけでなく、法

「進化していくＤＢ」の

担うデータベースを開発

ク管理に貢献できると考

実現を目指します。

して両社で利用すること

このような同じ問題意

す。

し、それぞれに解説と、審査依
頼者に回答する審査コメント案

ービス」を大きく改修したうえ

令違反がないか、誤解を

男女いずれかに偏った表現とみなされ、使用
を避けた方が良い場合があります。「帰国児
童（生徒・学生）」などの表現も使用可能です。

〒100-8066 東京都千代田区大手町 1-3-7 日本経済新聞社東京本社ビル 13F
https://www.nicsproof.jp お問い合わせ：nicsinfo@nicsproof.jp

や広告会社、
製版会社、
制作会社などの生産性向上とテレワーク化を推進するクラウドサービスを企画・運営しています。

を収録。経験の浅い担当者で

で、その中に収容してＤＢに基

項目に目を配り、最新の

になりました。共同開発

えています。

言葉だけでは判断できない

プリントメディアの業務効率化を目的に、
日本経済新聞社と株式会社インテックが設立した有限責任事業組合です。
新聞社

も、手早く審査業務ができるよ

づく審査機能を整備する。サー

与えていないか、人が傷

のメリットは、それぞれ

企業による情報発信の重

帰国子女

日経・インテッククラウドサービス有限責任事業組合（NICS）

NICSについて

うにしている。

ビスの運営・提供は引き続きＮ
ＩＣＳが行い、第一段階は日経、
審査支援サービスの特徴はＯ

読売両社の業務に提供する。
ＣＲ（光学文字認識機能）の利
用だ。紙面などに掲載される広
告原稿は通常、アウトライン化
（画像化）した状態で扱われる

め、審査の信頼性維持には情報

ため、その中の文字をテキスト

危機管理の負担 デジタルで軽減を
更新がカギとなる。システム稼

ものの、表示に対応した根

繁に使われた一般的な表現でも、

各種法令やガイドラインは社

拠の有無という点で景品表

人々の意識変化で慎重な判断を

会情勢や商習慣の変化などを背

要性が高まるにつれ、発信

証されることをうかがわせる言

その箇所を表示したうえで不動

する言葉自体のリスク管理

高橋 善樹 氏
の広告で「変わることのない資

働後はキーワードの拡充と並行

太樹法律事務所 弁護士

広告審査ＤＢには抽出した表

し、ユーザーインターフェース

可能性のある言葉などをデ

示法上優良誤認の可能性を

ジタルツールでチェックす

はらんでいる。名誉・信用

葉」にある。いまや広告だ

ることによりチェック漏れ

の 重 要 性 も 高 ま っ て い る。

けでなく、情報発信すべて

を防ぎ、広範囲に及ぶ情報

情 報 発 信 は、 映 像、 音 声、

デジタル化が進む中、企業発の

に つ い て、 適 切 な「 言 葉 」

発信のチェックの負荷を軽

の整備により一般企業のオウン

情報は発信と同時に瞬く間に世

を指標とするチェックの必

減することは、人による実

ドメディアやパンフレット、リ

界中へ拡散する。一方、発信側

要 性 は 高 い。「 日 や け に よ

質的なチェックの正確性と

棄損、各種差別用語等損害

が気付かずとも受け手側が不快

る」を省略した「シミ・ソ

効率性に多大な寄与をもた

賠償や社会問題に発展する

感を持つと、そのコンテンツが

バカスを防ぐ」は、それだ

らすだろう。

言葉などにより構成される

強い批判を浴びて〝炎上〟する

け で 薬 機 法 上 問 題 と な る。

が、チェックの中心は「言

リスクも増大している。日経、

健 康 食 品 の「 や せ る 」 は、

にも活用可能にしていく方針だ。

読売両社は企業の広報活動のリ
の整備を続けていく。

スク回避の一助となるようＤＢ

リースなど企業広報のチェック

景に随時変更される。従来は頻

葉を使ってはならない、という

新聞社の「知」を生かす
要するケースも増えているた

安部 順一 氏
ことを説明する。

読売新聞東京本社
常務取締役広告局長
産商品に関して価値が将来も保

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

割付公開

訴える表現は許されない。特に

こととなっています。テキストデータを取り出すには再変換が必要です。

産価値」という表現がある場合、

帰国子女対象
大学受験セミナー開催

原稿入稿

ようになっている。

※「新聞広告制作ガイド」（N-PDF）では、新聞広告原稿の文字を画像化して入稿する

現について、修正しなければな
らないものだけでなく、慎重さ
や留意が必要な言葉とその理由
も登録している。例えば「帰国
男女双方を指す意味として使わ

子女」という言 葉。「子女」で
れてきたが、最近では「女性だ
けをイメージさせる」などとい
う指摘もあり「帰国児童」と表
記した方が批判を受けるリスク
が減る。これまでは問題意識が
薄かった言葉への注意も喚起す
る仕組みだ。
業種や商品ごとの表記ルール
に対応したＤＢでも問題の所在
を細かく示す。分譲マンション

留意すべき表現も指摘（イメージ）

広告申込

人材不足、高齢化、
ノウハウ継承…。
今までの働き方では乗り越えられない様々な課題があります。
NICSのクラウドサービスは新しい働き方と環境を提供し、
生産性向上を支援します。業界の課題を一緒に解決しませんか。

14

れるため、ベテランに依存せざ

広告審査DB

なものだ。

審査依頼者（広告会社）

NICSのクラウドサービス

働き方 、 変えませんか。

10
審査結果表をシステム上で作成

審査
結果表

チェックポイントを表示
審査後結果編集・登録
原稿修正を支援
DBに登録されている
留意すべき表現を
テキスト中から検索
画像化された
文字をテキスト
データに変換（※）
審査
原稿

審査担当者（媒体社）

令違反表記や不適切な表現、誤

（日本経済新聞社の処理フロー）

企業広報の一助にも

審査実務を効率化させる

企画・制作＝日本経済新聞社
コンテンツユニット

