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放送研究の歩みと課題

松　山　秀　明（関西大学）

1．戦前から戦後の放送研究

1ー1　ラジオ研究のはじまり
1925 年，日本で初めてラジオ局（社団法人東京放送局）が誕生して間もなく，

室伏高信が「ラヂオ文明の原理」と題する論考を書いている（『改造』7 巻 7 号）。
ここで室伏は，新聞は「昨日」の出来事を批評するが，ラジオは「今日」を批評
すると述べ，低き文明は去り，ラジオという「高き文明」が来たことを宣言した。
日本における放送研究は，まず，ラジオという媒体を新しい文明の到来として論
じることからはじまった。

戦前のラジオ研究の中心を担ったのが，日本放送協会が発行した雑誌『調査月
報』（1928-31），『調査時報』（1931-34），『放送』（1934-41），『放送研究』（1941-43）
に掲載された論考群である。例えば東京大学新聞研究室の小山栄三は，これらの
なかでラジオの媒体の特性をさらに精緻化している。小山によれば，ラジオは「時
間の問題としての同時性」「空間の問題としての同所性」の特徴をもち，「極度の
時間・空間の短縮又は克服の最高度の文化的手段である」という。そのうえでラ
ジオの世界とは，時空間を結合した「第四次元世界」であると主張した（「ラヂ
オの特異性と社会的機能」『調査時報』第 2 巻第 6 号～ 8 号 1932）。同時期，小
野秀雄も新聞と比較しながら，ラジオの電波的特性を論じている（「ラヂオと新
聞」『調査時報』4 巻 1 号 1934）。その他，『調査月報』『調査時報』『放送』に掲
載された初期の論考を見てみると，ラジオのジャーナリズム論，芸術論，農村論，
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学校放送論，アナウンス論といった多彩な論点が提示され，権田保之助によるラ
ジオの民衆娯楽論もあった（「ラヂオと民衆娯楽」『調査時報』2 巻 1 号 1932 年）。
このときすでに，戦後の放送研究の論点の多くが出そろっていることに気づく。

しかし，1930 年代後半に入ると戦争が激化し，日中戦争から第二次世界大戦
へと至るなかで，ほとんどの論考が「ラジオをいかに戦争に利用していくか」
という論調へと変化してしまう。とくに戦時下に発行されていた『放送研究』

（1941-1943）では，「戦時放送宣伝」「戦時放送番組の諸問題」「敵国放送陣を探る」
「大東亜戦争と放送企画」といったおどろおどろしいタイトルの論考が並ぶ。「決
戦と放送」という特集号もあった。このとき小山栄三もラジオの宣伝戦略や国民
教化にばかり注目しはじめるようになる。小山は，これまでラジオは「娯楽の一
形態」と考えられていたが，「今やラジオは戦争遂行のための最強の而も最重要
な装置と考へられるに至った」と結論づけてしまう（「現代戦に於ける放送の性格」

『放送研究』2 巻 1 号 1942）。同年，小山は『戦時宣伝論』（三省堂 1942）を著し，
他にも，宮本吉夫が『放送と国防国家』（日本放送出版協会 1942）を著して，国
防のための放送の使命や政策を揚々と述べている。

1930 年代に多くの論点を提示していた戦前のラジオ研究の彩りが，戦争を経
て，まったく消えてしまったと言っていい。これは長谷川如是閑がラジオは「統
制時代の機関」であると懸念していた通りでもあった（「ラヂオと統制時代」『中
央公論』50 巻 9 号 1935）。ゆえに戦後のテレビ研究は，このような戦前のラジ
オ研究の反省からスタートすることになる。

1－ 2　テレビ研究のはじまり
1953 年 2 月に NHK の東京テレビジョンが開局し，8 月に日本テレビ放送網が

民放初のテレビ局として開局した。その後，次々にテレビ局が全国で開局してい
くなかで，しだいに放送研究の重心はラジオからテレビへと移っていくことにな
る。戦後のテレビ研究を支えた重要な研究機関が，NHK 放送文化研究所と東京
大学新聞研究所であった。

NHK 放送文化研究所は，1946 年 6 月，GHQ 支配下で NHK 会長を務めていた
高野岩三郎によって設立が提唱され，誕生した。『文研 50 年のあゆみ』（日本放
送協会放送文化研究所 1996）には「NHK が放送を通じて平和的文化社会の建設
と文化の向上に寄与するために，どのような番組を放送すべきかを科学的な方法
で調査研究する」とある。ここで「平和的」とあるように，同研究所の設立の背
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景には，戦前のラジオ研究の過ちへの反省があった。1951 年に機関誌『文研月
報』（のちの『放送研究と調査』）を創刊し，多くの視聴率調査や番組調査をして
いくことになる。なかでも手厚く行われたのが「子どもとテレビ」に関する実証
的な調査である。例えば「静岡調査」では 1957 年と 1959 年の 2 度にわたって静
岡市の児童 3700 名を対象に，テレビの視聴時間が生活時間とどう置き換わるの
か，子どもたちの内面にテレビはどのような影響を及ぼすのかといった調査が行
われた（「静岡調査中間報告」『文研月報』8 巻 8 号 1958 など）。

一方，東京大学新聞研究所は 1949 年 5 月に設立された組織である。前身は東
京大学文学部内に設置された新聞研究室（1929 年設立）で，その後，研究所設
立計画が学内で推進されて，南原繁が総長のときに実現をみた。初代所長を小
野秀雄とし，同研究所の紀要論文で初めてテレビが研究のテーマとなったのは，
1957 年のことであった。「マス・メディアとしてのテレビ――調査報告」と題さ
れたこの論文では，テレビに対する心理的接触，テレビの効果と購入時期との関
係，家庭の生活習慣に与えるテレビの影響などについて調査が行われている（『東
京大学新聞研究所紀要』6 号 1957）。その後も，高橋徹が中心となって「テレビ
と“孤独な群衆”」と題する論考を発表し，皇太子ご成婚パレード報道の詳細な
調査も行われた（『CBC レポート』3 巻 6 号 1959）。

以上の NHK 放送文化研究所と東京大学新聞研究所による戦後のテレビ研究
は，マス・コミュニケーションとしてのテレビの「機能」に注目するものであっ
た。短期的であれ，長期的であれ，直接的であれ，間接的であれ，これらの調査
で行われる研究群はすべて，テレビの「効果」や「影響」を研究の前提にしてい
た。いかにテレビというマス・コミュニケーションが「世論」を形成していくの
か，視聴者の「受容過程」を科学的に明らかにすることを目的としていた。これ
は戦前のプロパガンダ研究ではなく，戦後アメリカの実証的なマス・コミュニケー
ション研究の手法を取り入れた結果でもあった。

2．テレビ研究の発展

2－1　文明論的テレビ論の高まり
一方，1950 年代後半は，日本独自のテレビ論が開花し，文明論的に多様な視

点が提示された時期でもあった。とりわけ 1958 年は，日本のテレビ研究にとっ
て重要な年である。1958 年 11 月号の『思想』「特集　マス・メディアとしての
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テレビジョン」は，日本独自のテレビ研究が本格的にはじまったことを示す特集
号であった。収められた論考を見ただけでも，テレビジョンと政治，娯楽，教育，
映画，受け手の生活など，その後の日本のテレビ研究の問題関心をほとんど網羅
し，執筆陣も高橋徹，日高六郎，稲葉三千男，佐藤毅など，多彩な研究者たちが
担った。

この『思想』の巻頭で，清水幾太郎が「テレビジョン時代」という論考を寄せ
ている。清水は，テレビの出現によって「活字の独裁」が終焉を迎え，テレビ時
代の新しいリアリティへと変容することを指摘した（「テレビジョン時代」『思想』
413 号）。他にも，同年は映画雑誌『キネマ旬報』が臨時増刊でテレビを大々的
に特集したり（「テレビ大鑑」『キネマ旬報』207 号），飯島正や内村直也らが監
修したテレビ専門誌『季刊　テレビ研究』が創刊した。これらの雑誌では，研究
者だけでなく，梅本重信や岡本愛彦，和田勉といった初期テレビの制作者たちも
積極的にテレビ論を寄せた。
『思想』から 2 年後の 1960 年，新しく全 3 巻の『講座／現代マス・コミュニケー

ション』（河出書房新社 1960-61）が編まれ，南博が第 2 巻『テレビ時代』の編
集を担当した。ここで南博は「テレビと人間」という論文を寄せ，親子関係から
テレビを論じている。『思想』や『キネマ旬報』が特集した 1958 年は，テレビ受
信契約数が 100 万台を突破した頃である。その勢いは止まらずに，翌 59 年には
一気に 350 万台を突破し，60 年には 600 万台に到達する。まさにテレビが予想
を常に上回って普及していったこの時期の論考たちは，清水であれ，南であれ，「文
明論的」にテレビを語っていた。テレビ時代の到来は人びとにいかなるインパク
トを与えるのか，これからの文明をどのように導いていくのか，知識人たちは思
い思いの角度でテレビを論じていったのである。

1960 年，日本新聞学会でも初めてテレビに関する特集「日本のテレビジョン：
その実態と問題」が組まれている。同特集では，千葉雄次郎が放送法を論じ，金
沢覚太郎が番組編成を論じるなど，テレビ番組の「生産過程」にも着目しはじめ
たことがうかがえる。さらに竹内郁郎がこれからのテレビ研究は「単なる思いつ
きや近視眼的直観」に頼るのではなく，「現実をしっかりと把握したうえでのテ
レビ研究」をするべきだと提言している（「わが国におけるテレビジョン研究の
現状と問題点」『新聞学評論』10 号 1960）。竹内はそれまでの文明論的テレビ論
を批判し，精緻な放送研究への発展を期待したのである。

この後，これに呼応するように，日本のテレビ研究の領域は細分化していくこ
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とになる。例えば，高木教典，稲葉三千男，瓜生忠夫などの「放送産業論」，佐々
木基一，山本透などの「放送芸術論」，波多野完治，西本三十二などの「放送教育論」，
荘宏などの「放送制度論」である。これらは NHK 放送文化研究所や東京大学新
聞研究所によるテレビ研究の開始，その後の文明論的なテレビ論の開花を受けて，
日本独自に開拓した研究領域であった。こうして日本のテレビ研究は徐々に一定
の成果をあげるようになり，マス・コミュニケーション研究の最前線が，テレビ
研究になっていったのである。

2－ 2　「放送学」の誕生と挫折
この流れのなかで生まれたのが，1960 年代の「放送学」構想である。文明批

評的なレトリックを駆使するのでもなく，一方で，多種多様な調査研究をひと纏
めにして科学と称するのでもない，日本独自のテレビ学へと収斂させていこうと
する新しい息吹であった。1959 年 6 月，NHK 放送文化研究所に「放送学研究室」
が設置され，所長に仁平一郎，室員に藤沼昌次が加わって研究室はスタートした。
研究室の使命は，放送の本質と理念を学問的に探究し，放送についての理論的体
系化をはかることであった。同研究室には多彩な研究者たちが集い，例えば，崎
山正毅，岡部慶三，辻村明，山本透，内川芳美，多田道太郎らがいた。

1961 年に機関誌『放送学研究』を創刊し，1962 年にはウィルバー・シュラ
ム，ポール・ラザースフェルド，ゲルハルト・マレツケらを海外研究員に任命
して彼らの著作の翻訳を行い，それだけにとどまらず，1963 年には『Studies of 
Broadcasting』を創刊して，積極的に海外への発信も行った。同研究室で「放送
学」の成立を積極的に唱えたのが岡部慶三で，岡部は「政策科学」としての放送
学を主張しつづけた。それは当面の実用目的に拘束されない政策としての科学で
あり，なぜテレビ局の現場でそのような意思決定が行われたのか，合理的な根拠
に基づいた判断を提供するテレビ研究であった（「科学としての放送研究」『放送
学研究』1 号・2 号・7 号 1961-1964）。実益を重んじる放送現場と，そこから遊
離し抽象的な思弁に陥りがちな放送研究をつなぐために岡部が志向したのが，政
策科学としての「放送学」であったのである。

さらに放送学は，マス・コミュニケーション研究の下位となることに反発し，
日本新聞学会から独立して，新たに「放送学会」の設立も計画された。この動き
を受けて日本新聞学会では，毎年のように放送研究に関するシンポジウムが開
かれることになる。例えば 1963 年の春季発表会では「放送研究の進め方」と題
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するシンポジウムで，後藤和彦や高木教典が問題提起し，岡部慶三，内川芳美，
日高六郎，鶴見俊輔らが討議した（『新聞学評論』13 号 1963）。また 1964 年と
1965 年の春季研究発表会でも「マス・コミュニケーション研究における理論と
調査」と題して，岡部慶三と佐藤毅を司会に，布留武郎や波多野完治，竹内郁郎
らによる討議が行われた（『新聞学評論』15 号 1966）。これまでのテレビ研究を
支えた研究者たちが一堂に会し，これからのテレビ研究の「進め方」を討論する
場が積極的にもたれたのである。

結局，放送学会の設立計画はなくなり，放送学構想も『放送研究入門』（日本
放送出版協会 1964）や『放送学序説』（日本放送出版協会 1970）の刊行をもって，
それ以上展開することなく，終わっていくことになる。放送学は独立の学として
の成立を論じすぎるあまり，論議が学問とは何かという理念にまで遡り，自壊し
たのである。

これを引き継ぎ，放送研究を再び理論化しようとしたのが，放送学研究室に
いた後藤和彦と藤竹暁であった。後藤は『放送編成・制作論』（岩崎放送出版社 
1967）で編成批評の確立を新たに目指し，後に「日本のテレビ編成」（『放送学研究』
28 号 1976）という成果につなげた。また放送雑誌上で積極的にマーシャル・マ
クルーハンの理論を紹介し（『放送朝日』146 号 1966 など），メディア理論へも
射程を広げていくことになる。一方，藤竹暁は『現代マス・コミュニケーション
の理論』（日本放送出版協会 1968）や『テレビの理論』（岩崎放送出版社 1969）
を筆頭に，テレビを「環境」ととらえ，「テレビ・コミュニケーション過程」の
図式を提唱した。1960 年代は放送学構想が挫折しつつもなお，テレビのグラン
ドセオリーを描こうとした時代であった。

ここまで文明論的テレビ論から放送学の盛衰を見てきたが，これらは基本的に
「東京」におけるテレビ研究であった。当時，もちろん京都や大阪を中心とした「関
西」の放送研究が果たした役割も大きく，なかでも重要なのが加藤秀俊と梅棹忠
夫であった。京都大学人文科学研究所時代から多くのテレビ論を発表してきた加
藤秀俊は，テレビの特性を「見物の日常化」に求め，特殊的行為であった見物が
日常的行為になったことを立証した（『テレビ時代』中央公論社 1958；『見世物
からテレビへ』岩波書店 1965）。一方，大阪市立大学時代に，テレビに関する決
定的な論考を残した梅棹忠夫は，放送に携わる者のことを「放送人」と命名し（「放
送人，偉大なるアマチュア」『放送朝日』89 号 1961），放送産業を情報産業の典
型とみなして，農業の時代，工業の時代に次ぐ，精神産業の時代の到来を予言し
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た（「情報産業論」『放送朝日』104 号 1963）。
これら西側からの放送研究を支えていたのが，関西の民間放送局が発行する放

送雑誌であり，『CBC レポート』（1957 年創刊，中部日本放送），『放送朝日』（1959
年創刊，朝日放送），『YTV report』（1959 年創刊，読売テレビ放送）といった
月刊の企業広報誌が，多くの若手研究者や知識人たちに執筆や座談会の場を与え
た。とくに『放送朝日』の五十嵐道子など編集担当者たちの役割は大きく，梅棹
をはじめ多才な知識人を巻きこんだテレビ論が展開された。こうした関西の放送
研究の土壌は，1962 年に日本民間放送連盟放送研究所の設立へと結実し，研究
報告書『電波料の理論』（日本民間放送連盟放送研究所 1964）やテレビ時代のラ
ジオを論じた『ラジオ白書』（岩崎放送出版社 1964）など，一定の成果をあげる
ことになる。これは NHK の放送学研究室とはまた異なる，民間放送研究ならで
はの論点であった。

3．テレビ研究の模索

3－1　テレビ研究の振り返りへ
以上のように，1960 年代のテレビ研究は，多くの研究者や知識人たちが入り

混じり，さまざまな雑誌上で展開された。1967 年には新しく『放送批評』（のち
の『GALAC』）が創刊し，志賀信夫が本格的に放送批評をはじめている（「テレ
ビ媒体の理論と実態」『放送批評』1 号）。1950 年代末から 1960 年代は，日本の
放送研究がもっとも花開いたときであったと言っていい。これはテレビという産
業自体に「明るい未来」があったからに他ならない。テレビとはニューメディア
であり，テレビを語ることがマス・コミュニケーションを論じることであり，情
報化社会の未来を見通すことでもあったのである。

しかし，1970 年代に入ると，放送研究も一区切りを迎えることになる。例え
ば 1973 年に『新聞学評論』では「特集　テレビジョンの 20 年　テレビ研究の 20 年」
が組まれ，これまでの放送研究を振り返っている。巻頭で藤竹暁がテレビ研究を
整理した後，さまざまな研究者たちが，制度，産業，編成・制作，報道，調査な
ど，日本のテレビ研究が取り組んできた領域ごとに 20 年の歴史を振り返ってい
る（『新聞学評論』22 号 1973）。そもそも「テレビ研究を振りかえる」という行
い自体が，放送研究にとって一つの転換点を示すものであった。このとき興味深
いのは，同特集のシンポジウムで，岡部慶三が「テレビ離れ，そして，テレビ研
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究離れ」を指摘していることである（滝沢正樹「シンポジウム「テレビ研究 20
年の流れを探る」」『新聞学評論』22 号 1973）。放送学を熱心に提唱してきた岡
部ですら，テレビ研究離れを主張したのである。また同時期，放送雑誌も次々に
終焉を迎え，例えば『放送朝日』は 1975 年に終刊し，最終号で梅棹忠夫が「『放
送朝日』は死んだ」と嘆いている（『放送朝日』259 号 1975）。

こうしたテレビ研究離れやテレビ論離れは，1970 年代に入り，テレビ自身が
巨大化し，研究対象として捉えきれなくなったことが大きい。産業としてますま
す肥大化し，統一の理論で語ることが難しくなったのである。さらに 1960 年代
末より，政治的圧力や放送中止事件があいつぎ，テレビを論じることから知識人
たちが離れていったという事情もある。萩元晴彦・村木良彦・今野勉ら制作者
たちが『お前はただの現在にすぎない』（田畑書店 1969）を書いて抗戦し，放送
批評懇談会が『放送の自由は死滅したか』（社会思想社 1972）を著してもなお，
1970 年代以降のテレビの巨大化と不透明化のなかで，テレビ研究もまた停滞し
ていったのである。

実際，戦後のテレビ研究を支えた東京大学新聞研究所においても 1970 年代末
から 1980 年代にかけて，『地震予知と社会的反応』（1979），『地域的情報メディ
アの実態』（1981），『災害と人間行動』（1982），『テレビ・ローカル放送の実態』（1983）
など（すべて東京大学出版会），放送研究そのものというよりも，情報を通した
災害研究や地域研究にシフトしていくことになる。さらに同時期，『放送五十年史』

（日本放送出版協会 1977）といった完成度の高い放送史の刊行や，松田浩が『ド
キュメント　放送戦後史 I・II』（双柿舎 1980-81）をまとめたことからも分かる
ように，放送自体も振りかえり期を迎え，放送研究は新しいスタート地点に立た
ざるを得なくなった。

こうして，1960 年代に夢みた放送理論の体系化は挫折したのである。ゆえに
1970 年代から 80 年代にかけての放送研究は理論的に収斂するというよりも，語
る対象を拡大することで，方法論を模索していたと言える。それぞれの研究者た
ちが自らの関心に応じて，番組や産業，制度を個別に論じていったのである。

3－ 2　テレビを見る経験を問う
その後，拡散しつづけた放送研究が新しい出口を見いだしていくのが，「家庭」

という時空間への再注目であった。カラーテレビの普及率も頭打ちとなり，テレ
ビのある生活が当たり前になったときに，改めて日常生活におけるテレビの存在
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が問題となったのである。北村日出夫と中野収による研究はその先駆的なもの
で，テレビを社会的所与と捉え，生活時間のなかに占めるテレビ視聴，モノとし
てのテレビを考えることの必要性が強調されている（『日本のテレビ文化』有斐
閣 1983）。

ここで日本のテレビ研究が大きな影響を受けたのが，イギリスで勃興しはじめ
た「カルチュラル・スタディーズ」であった。カルチュラル・スタディーズによ
るテレビ研究は，マス・コミュニケーション研究に見られるような送り手－受け
手の「単線性」に反発し，送り手をめぐる重層的な社会過程（エンコーディング）
や，受け手であるオーディエンスの能動性（デコーディング）に注目することで，
従来のテレビ研究からの脱却を試みる。制作者や視聴者の身体との関わりのなか
で生成される番組の「意味作用」を問い，あるいはテレビというメディアの日常
的な営みのなかに潜む「権力作用」を暴きだす。

日本ではデビッド・モーレーやイエン・アングらの論考や，ジョン・フィスク
の大著『テレビジョンカルチャー』が翻訳され（梓出版社 1996），テレビを「読
み手の社会経験」から解読する「理論」が輸入された。これをきっかけに，訳者
たちを中心として，例えば，伊藤守・藤田真文編『テレビジョン・ポリフォニー』

（世界思想社 1999），小林直毅・毛利嘉孝編『テレビはどう見られてきたのか』（せ
りか書房 2003），小林直毅『メディアテクストの冒険』（世界思想社 2003），藤
田真文『ギフト，再配達』（せりか書房 2006），伊藤守編『テレビニュースの社
会学』（世界思想社 2006）といった新しいテレビ研究が次々に出版されていくこ
とになる。ここでの問題意識は「人びとが日常生活のなかでテレビ視聴という行
為をとおしてどのような意味を紡ぎだしているのか」に焦点が当てられ，番組の
内容と視聴者の経験が織りなすテレビテクストの解明に向かった。

同時期，こうしたカルチュラル・スタディーズによるテレビ研究とは別の文
脈で，新しく「記号論」の立場からのテレビ研究も生まれた。これらはチャール
ズ・サンダース・パースやウンベルト・エーコらの記号論を援用し，テレビ番組
の構造に鋭く切り込んでいった。例えば，石田英敬の論考「テレビ記号論とは何
か」を巻頭においた日本記号学会編『テレビジョン解体』（慶應義塾大学出版会 
2007）や，水島久光・西兼志『窓あるいは鏡』（慶應義塾大学出版会 2008）など
を挙げることができる。

以上，1990 年代以降のテレビ研究は海外理論を積極的に輸入することによっ
て，番組と視聴者をめぐる理論の体系化をしようとしはじめる。このテレビテク
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ストへの注目の背景には，録画機器が普及し，研究者自身が保存した番組をくり
かえし視聴できるようになったことも大きい。2003 年には再び『思想』が「特
集　テレビジョン再考」を組み，ここではテレビの時間と空間，記号論，リアリ
ティ，オーディエンスといった新しく生まれたテレビ研究の論点が網羅された

（『思想』956 号）。1958 年の特集から 45 年の歳月がたち，この特集号は 1990 年
代から 2000 年代初頭にかけての日本のテレビ研究の集大成となったのである。

4．放送史の検証へ

4－1　ラジオ史をさかのぼる
ここまで見てきた放送研究は，基本的に「同時代の放送」に関する研究であっ

た。日々変わりゆく放送の後を追うように，放送研究も方法論を更新していった
のである。この後，2000 年代頃より，放送研究は「放送の歴史」を検証してい
くようになる。インターネット時代に突入し，放送が歴史の対象として論じられ
るようになったのである。

まず，2000 年前後より，ラジオ史研究が盛んになる。吉見俊哉『「声」の資本
主義』（講談社 1995），黒田勇『ラジオ体操の誕生』（青弓社 1999），山口誠『英
語講座の誕生』（講談社 2001），水越伸『メディアの生成』（同文舘出版 1993）
など，1920 年代から 30 年代にかけての日米のラジオ史の検証が行われた。とく
に日本のラジオ史研究は戦争との関わりを問い，竹山昭子による一連の研究『戦
争と放送』（社会思想社 1994），『史料が語る太平洋戦争下の放送』（世界思想社 
2005），『太平洋戦争下　その時ラジオは』（朝日新聞出版 2013）などが出版され
た。また玉音放送に関するラジオ史の検証も多く，竹山昭子『玉音放送』（晩声
社 1989）を筆頭に，小森陽一『天皇の玉音放送』（五月書房 2003），佐藤卓己『八
月十五日の神話』（筑摩書房 2005）などがある。とりわけ玉音放送は放送史と戦
後史の接点であり，歴史学からも検証の対象となった。近年では，大森淳郎「シリー
ズ　戦争とラジオ」（『放送研究と調査』67 巻 9 号 2017 など）のほか，満州や朝鮮，
台湾，南方の占領地における戦時下の日本放送協会の放送工作の実態も明らかに
されている。かつての日本のラジオ史の負の側面が，新資料の発掘などによって
検証されていく。こうしたラジオ史研究の成果は，貴志俊彦・川島真・孫安石『増
補改訂　戦争・ラジオ・記憶』（勉誠出版 2015）によってまとめられている。

以上のラジオ史研究の勃興のなかで，2009 年，日本マス・コミュニケーショ
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ン学会では「特集 〈ラジオの個性〉を再考する」が組まれている。このなかで小
川博司は，戦前の日本放送協会による「ひとつのラジオ」から，民間放送ラジオ
が開局して「複数のラジオ」となり，「参加型のコミュニケーション」が台頭し
てきた歴史を振り返っている（「ラジオは衰退していくメディアなのか」『マス・
コミュニケーション研究』74 号 2009）。ここで小川は「ラジオへの関心は，ラ
ジオの草創期についての歴史的研究かコミュニティラジオについての研究にとど
まり，聴取者が比較的多い AM ラジオや FM ラジオについての研究はほとんど
されていない」とラジオ研究の課題にも言及した。2000 年代以降に盛んになっ
ていくラジオ史研究は，放送の草創期，とりわけ戦時下や占領下に研究対象が集
中し，戦後のラジオ史までを射程に入れていく必要があるが，まだまとまった研
究がないのが現状である。

4－ 2　テレビ史をさかのぼる
2000 年代以降，テレビ史研究も盛んになっていく。2003 年に日本マス・コミュ

ニケーション学会が「特集　テレビ 50 年の光と影」を組み（『マス・コミュニケー
ション研究』 63 号 2003），これ以降，長谷正人・太田省一編『テレビだョ！全員
集合』（青弓社 2007），佐藤卓己『テレビ的教養』（NTT 出版 2008），有馬哲夫『こ
うしてテレビは始まった』（ミネルヴァ書房 2013），飯田豊『テレビが見世物だっ
たころ』（青弓社 2016），村上聖一『戦後日本の放送規制』（日本評論社 2016），
木下浩一『テレビから学んだ時代』（世界思想社 2021）といったテレビ史研究が
刊行された。

とりわけ 2010 年代以降，本格的に「テレビ・アーカイブ研究」がはじまり，
新しいテレビ史研究の開花となった。この背景には，放送局による番組の整備・
公開があり，例えば 2010 年より NHK 番組アーカイブ学術トライアル研究がス
タートするなど，多くの研究者たちが草創期からのテレビ史を検証することが
できるようになった。2009 年には『マス・コミュニケーション研究』が「特集　
放送アーカイブをめぐるメディア研究の可能性」を組み，このなかで丹羽美之は

「アーカイブの整備は，今後，テレビ研究にも大きな変化をもたらすだろう」と
述べている（「アーカイブが変えるテレビ研究の未来」『マス・コミュニケーショ
ン研究』75 号 2009）。

もともと放送は一回流れたら終わりであり，放送局も保存の意識が薄かった。
しかし，局に眠る番組を史料として活用すれば，テレビ研究も変わるきっかけに
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なる。実際，その後，研究者と放送機関が連携したテレビ・アーカイブ研究が盛
んになり，例えば，日本放送協会放送文化研究所編『放送メディア研究』8 号（2011
年），早稲田大学ジャーナリズム教育研究所・公益財団法人放送番組センター編『放
送番組で読み解く社会的記憶』（日外アソシエーツ 2012），丹羽美之編『NNN ド
キュメント・クロニクル 1970-2019』（東京大学出版会 2020）といった成果が生
まれた。これらの試みは，放送人と連携しながら放送現場にもフィードバックし
ていく，新しい放送研究の試みと言えるだろう。

こうして隆盛しはじめたテレビ・アーカイブ研究は 2 つの流れをもつことにな
る。第一は「ジャンル史研究」で，テレビのバラエティ，ドキュメンタリー，ニュー
ス，CM，ドラマなどの歴史が検証されていく。例えば，石田佐恵子・小川博司編『ク
イズ文化の社会学』（世界思想社 2003），NHK 放送文化研究所編『テレビ・ドキュ
メンタリーを創った人々』（NHK 出版 2016），丹羽美之『日本のテレビ・ドキュ
メンタリー』（東京大学出版会 2020），井上裕之『ニュースの談話構造の総合的
研究』（ココ出版 2021），高野光平・難波功士編『テレビ・コマーシャルの考古学』（世
界思想社 2010），瀬崎圭二『テレビドラマと戦後文学』（森話社 2020）などである。

第二は「テーマ別研究」で，テレビ番組から戦後日本の諸相を論じていく。
例えば「戦争」では，桜井均『テレビは戦争をどう描いてきたか』（岩波書店 
2005），水島久光『戦争をいかに語り継ぐか』（NHK 出版 2020），米倉律『「八月
ジャーナリズム」と戦後日本』花伝社 2021），「水俣」では，小林直毅編『「水俣」
の言説と表象』（藤原書店 2007），「震災」では，伊藤守『テレビは原発事故をど
う伝えたのか』（平凡社 2012），丹羽美之・藤田真文編『メディアが震えた』（東
京大学出版会 2013），小林直毅編『原発震災のテレビアーカイブ』（法政大学出
版局 2018）などを挙げることができるだろう。テレビとは戦後日本を映す鏡で
あり，さまざまな過去の番組を突き合わせることで，社会の記憶を読みとくこと
ができるのである。

しかし，まだアーカイブの公開は十分だとは言い難い。NHK や一部の民間放
送の番組が研究利用に限って公開しているのみで，放送業界全体から見れば，氷
山の一角である。例えば地方局ではどのようなアーカイブがあるのか，その実態
すらつかめていない。ラジオ・アーカイブも含め，放送アーカイブ全体の整備・
公開がさらに進んでいけば，今後，放送研究もアーカイブを読み解く方法論を確
立できるはずである。
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5．おわりに――これからの放送研究に向けて

以上の歩みをふまえ，これからの放送研究には 2 つの方向性がある。
第一に，ラジオやテレビとはどういうメディアだったのか，放送文化の総体を

きちんと論じていく必要がある。まだラジオ史研究にしても，テレビ史研究にし
ても膨大な番組量に比して，研究量が圧倒的に足りていない。ラジオであれば戦
前だけでなく，AM ラジオ，FM ラジオ，radiko に至る歴史，テレビであれば，
地上波，ケーブルテレビ，衛星放送，デジタル放送，インターネット同時配信に
至る歴史もつぶさに検証していく必要がある。2025 年に放送開始 100 年を迎え
るなかで，これほど社会的な影響力をもったマス・コミュニケーションとは何だっ
たのか，番組，視聴者，産業，編成，制度，制作者の歴史も含め，放送史の検証
作業はまだ尽きることはない。

第二に，現代社会に氾濫する〈テレビ的なもの〉の解明である。インターネッ
ト全盛の今，テレビ離れが叫ばれている。たしかに以前のように家で決まった
時間にテレビを見るという視聴形態は少なくなった。番組を見るにしてもテレ
ビ局のインターネット配信（TVer など）や，インターネット発の映像コンテン
ツ（Netflix や YouTube など）へと視聴者の興味は移行している。しかし，日々，
インターネット上ではさまざまな〈テレビ的なもの〉が流通し，氾濫している。
例えば，インターネットニュースではテレビ番組の内容が記事化され，さまざま
な SNS で拡散されていく。ラジオでは芸能人たちがテレビ番組の裏側を暴露し，
話題になればそのシーンを切り取った短い動画が Twitter や Instagram でシェ
アされていく。テレビをリアルタイムで見ていなくても，日々，視聴者のスマー
トフォンのなかには〈テレビ的なもの〉が増殖しつづけている。日本ではいまな
おコンテンツの中心にはテレビがあって，それが溶けだし〈テレビ的なもの〉を
増殖させつつ，Netflix や YouTube といった新たなプラットフォームがテレビ文
化と共存しているのが現状である。こうしたインターネット時代の〈放送〉概念
の融解は，ラジオも含め，放送研究の文脈でこそ，解明されるべきだろう。

最後に，今後の放送研究の課題を述べたい。これまで長年言われつづけたこと
は，「放送現場」と「放送研究」の乖離であった。現場は研究を無視し，研究は
現場を無視する。これからの放送研究は，学会等のなかで両者が積極的に交流し，
放送の過去と現在，未来をともに討議していく場がもっと必要だろう。とりわ
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けポストテレビ時代にあって，インターネット発の映像制作者たち（Netflix や
YouTuber など）や，他国の研究者や制作者とも意見を交わすことが必要である
ことは言うまでもない。かつて放送学研究室が目指したように，研究と現場の間
で積極的に議論を交わし，海外へも研究成果を発信していけば，新しい放送研究
の未来が見えてくるはずである。

付記
これまで放送研究の歴史をまとめたものは，次の論考がある。後藤和彦（1963）

「日本における放送研究の展開――放送開始時から日中戦争まで」『NHK 放送文
化研究所年報』8 号，藤竹暁（1973）「テレビ研究の 20 年」『新聞学評論』22 号，「特集・
放送学研究の 25 年」『放送学研究』35 号（1985），伊豫田康弘（1990）「放送研究」

『新聞学評論』39 号，小玉美意子（1992）「テレビ研究の過去・現在・未来」『新
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