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年 放送界とNHKの動き 調査・研究のあゆみ
1925 ラジオ放送開始 娯楽番組（慰安放送種目）の嗜好調査

1926 社団法人日本放送協会発足 『調査時報』創刊（海外放送事情，放送用語，聴取者
の動向などについて掲載）

1928 ラジオ体操　放送開始
1930 技術研究所設立　テレビ研究開始
1931 第2放送開始 『ラヂオ年鑑』創刊（現『NHK年鑑』）
1932 ラジオ聴取契約数100万突破 全国ラヂオ調査

1934 放送用語並発音改善調査委員会設置（現・放送用語
委員会）

1935 全国向け学校放送開始
海外放送開始

1936 学校放送効果調査
1939 東京・内幸町に放送会館完成
1941 国民生活時間調査
1943 『日本語アクセント辞典』
1946 協会サイン（NHK）を放送で開始 放送文化研究所設立

1948 第1回放送番組世論調査（初のランダムサンプリング
による調査）

1950 放送法施行　NHKが社団法人か
ら特殊法人に 放送法で調査研究を本来業務として位置づけ

1951 民放ラジオ開局 『文研月報』創刊（現『放送研究と調査』）
「音のライブラリー」設立

1952 国際放送再開
ラジオ受信契約数1,000万突破 『難語言いかえ集』

1953 テレビ放送開始（NHK・民放） 『世界のラジオとテレビジョン』創刊（現『データブッ
ク　世界の放送』）

1954 第1回テレビ視聴率調査（京浜地区）
1955 愛宕山に移転

3 年表
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1956

放送博物館設立（愛宕山の旧局舎を利用）
『調査研究報告』創刊（現『NHK放送文化研究所年
報』）

『外国地名発音辞典』

1957 FM実験放送開始
民放テレビ一斉予備免許 テレビの児童に対する影響調査（通称・静岡調査）

1958 『テレビの用字・用語と書き方』

1959 NHK教育テレビ開局
民放教育専門テレビ局開局 放送学研究室設置　「放送学」の研究開始

1960 カラーテレビ本放送開始
（NHK・民放） 国民生活時間調査（以後5年ごとに実施）

1961
『放送学研究』創刊
テレビ視聴率調査を全国規模に拡大
小中学校向け番組の評価調査開始

1962 テレビ受信契約数1,000万突破 『新・外国楽曲の呼び方』

1963 初の日米間テレビ衛星中継実験に
成功 Studies of Broadcasting 創刊

1964 東京オリンピックの放送 『放送研究入門』

1965
総合放送文化研究所と放送世論調査所に分かれる

『NHK用字用語辞典』
『日本放送史』

1966 第1回国民世論調査「日本の未来像」
『日本語発音アクセント辞典』

1967 子どもの生活とテレビ調査

1968
愛宕山に新局舎完成（文研・放送博物館）
参院選で初の全選挙区調査（1969年から衆院選で
も実施）

1969 NHK　FM本放送開始
放送番組向上協議会発足 『NHK放送用語ハンドブック』

1970 『放送学序説』

1971 NHK　総合テレビ全時間カラー
化 International Studies of Broadcasting

1972 『全国方言資料』11巻完結（放送文化財ライブラ
リー）

1973 NHK　渋谷・放送センターへの
移転完了 第1回「日本人の意識」調査（以後5年ごとに実施）

1974 成人の学習欲求調査

1975 『図説戦後世論史』
『放送用語論』

1977 『放送五十年史』
聴力障害者向けテレビ番組に関する研究開始



60　放送メディア研究　No.14　2022

年 放送界とNHKの動き 調査・研究のあゆみ

1978 実験放送衛星「ゆり」打ち上げ
「公共放送研究プロジェクト」発足
初の全国県民意識調査

『NHK世論調査資料集』
1979 ことばに関する意識調査

1980 「地域社会における放送の役割」に関する研究開始
初の国際比較世論調査（日米）

1981 低年齢幼児向け番組開発のための研究開始
『新用字用語辞典』

1982 テレビ音声多重放送本放送開始
（NHK・民放） 第1回学習関心調査

1983 『テレビ視聴の30年』
『ニュース文章読本』

1984 NHK　衛星試験放送開始
総合放送文化研究所と放送世論調査所を統合し，放
送文化調査研究所に
放送文化財ライブラリーをNHK資料部に移管

1985 第1回「日本人とテレビ」調査（以後5年ごとに実施）
1986 文字放送　全国放送を開始 『NHK最新気象用語ハンドブック』
1987 都市型CATV開局 『NHK放送のことばハンドブック』
1989 NHK　衛星放送本放送開始 「放送の質的評価システムの研究」開始

1990
放送文化研究所に改称

「放送の質」国際フォーラム開催
「ことばのゆれ全国調査」開始（以後，毎年実施）

1992 CSアナログ放送開始 日米テレビ報道の比較研究開始
『NHKことばのハンドブック』

1994 ハイビジョン実用化試験放送開始
（NHK・民放）

マルチメディア総合プロジェクト発足
放送制度国際比較プロジェクト発足

1995
阪神・淡路大震災　長時間の災
害報道
NHKオンライン公開

『新版NHK気象ハンドブック』

1996 CSデジタル放送開始
文研設立50年（国際シンポジウム，『文研50年のあ
ゆみ』）
文研公開ホームページ開設

1997 ビデオリサーチが機械式個人視聴
率調査開始

2000
BSデジタル放送開始
NHKオンラインでニュース配信開
始

2001 『20世紀放送史』
“子どもに良い放送”プロジェクト発足

2002 東経110度CSデジタル放送開始 文研　愛宕MORIタワーに移転
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2003
地上デジタル放送開始
放送倫理・番組向上機構（BPO）
発足

『放送メディア研究』創刊（『放送学研究』をリニューア
ル）

2006 ワンセグ放送開始
2007 「全国接触者率調査」開始
2008 NHKオンデマンド開始

2009 NHKワールドTV24時間完全英
語化

2010 放送関連法を再編（4つの法律を
放送法に一本化）

2011
東日本大震災　長時間の災害報
道
衛星アナログテレビ放送終了

『NHK漢字表記辞典』

2012 地上アナログテレビ放送終了
2013 「全国放送サービス接触動向調査」開始
2014 RIPE（世界公共放送研究者会議）東京大会

2015 春の研究発表を「NHK文研フォーラム」にリニューア
ル

2016
放送博物館リニューアル
文研ブログ・twitter開始

『NHK日本語発音アクセント新辞典』
2017 最高裁　受信料制度を合憲と判断
2018 BS4K・BS8K本放送開始

2020 常時同時・見逃し番組配信サービ
ス「NHKプラス」本格開始

2021 文研設立75年
（出典）『文研50年のあゆみ』（1996年），『20世紀放送史』（2001年），文研ホームページ


