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7　調査・研究成果の発信

7 調査・研究成果の発信

NHK放送文化研究所の調査研究成果は月刊と年刊の刊行物を中心に発

表されている。刊行物に加えて，「研究発表とシンポジウム」（2015年よ

り「文研フォーラム」）等のイベントや，文研公開ホームページ（1996年

～），文研ブログ・ツイッター（2016年～）などにより，成果の多角的な

発信を進めている。

『放送研究と調査』（月刊）
文研が設立されて5年後となる1951年5月に『放送研究と調査』の前身

である研究誌『文研月報』が発行された。当初は部内用であったが，65年

からは日本放送出版協会（現・NHK出版）から発行・市販されている。

部内向きの名称『文研月報』を83年4月から『放送研究と調査』に改題し

た。編集業務は長く＜編集・史料＞班が担当してきたが，2000年からは，

同年に発足した＜編集・広報＞班が担当している 1）。体裁は，91年度以

降，B5判横組みである。2017年9月の臨時増刊号「パラリンピック研究」

を含め，21年12月号で，『文研月報』から通算して848号に達した。市

販のほか，全国の図書館，主要大学の図書館，民間放送各社などに配付し

ている。また，2008年から文研公開ホームページで『放送研究と調査』

の論稿サマリーと全文PDFの公開を開始している。

『NHK放送文化研究所年報』（年刊）
文研開設10年の1956年から，毎年度の主要な調査・研究成果を年刊

東山 一郎



142　放送メディア研究　No.14　2022

の『調査研究報告』に掲載することとなった。第6集（1961年）から『NHK

放送文化研究所年報』に改題，62年からは現在のNHK出版から発行，市

販されている。研究所が2所体制となった65年の第10集から『NHK放送

文化研究年報』と改題され，84年に放送文化調査研究所として再び統合

されたのを機に同年の第29集から『NHK放送文化調査研究年報』に改め

られた。『放送研究と調査』と同様に，編集業務は2000年から現在の計画

管理部が担当，第47集（2003年）から『NHK放送文化研究所年報』と改

称した。新型コロナウイルス感染症の急拡大により編集困難と判断した

21年を除いて毎年刊行され，22年1月刊行の第65集に至っている。体裁

は一貫してB5判横組み。市販のほか，全国の図書館，主要大学の図書館，

民間放送各社などに配付，ホームページでも論稿を公開している。

『放送学研究』と『放送メディア研究』
現代社会におけるマス・コミュニケーション・メディアとしての放送の

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図ることを

目的に，1959年，放送学研究室が新設された。研究室の研究員とともに，

「放送学研究室研究委員」を委嘱された国内外の多彩な学問分野の研究者

が，放送の原理，歴史，制度，文化の4領域の研究の推進に取り組んだ。

これらの成果を公表するとともに，広く内外の放送研究の交流を図るため

に創刊されたのが『放送学研究』（1961年）とStudies of Broadcasting

（1963年）だった。両誌の刊行は放送学セクションの業務の柱として，各

号でテーマを設定する形で長く続いた。しかし，2000年に「放送学」が

研究所の組織から姿を消し，両研究誌も終了することとなった。『放送学

研究』は01年刊行の第50号，Studies of Broadcasting は97年刊行の第

34号で幕を閉じた。

その後，新しい「放送学」と学際的な連携を企図し，新しい研究誌の準

備や外部研究者との交流の機会を企画実施する理論研究推進委員会を所内
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に発足させ，2003年5月に新たに『放送メディア研究』を発刊した。計

画・開発グループ（現・計画管理部）を事務局に，所外の研究者のエディ

ターシップもお借りしながら，研究交流の場として第13号（2016年）ま

でほぼ毎年刊行された。16年以降，発刊が途絶えていたが，文研75年を

機に準備・編集されたのがこの14号である。『放送学研究』43号から『放

送メディア研究』12号まで丸善から発行・市販されていたが，13号から

もとの発行元であるNHK出版に戻っている。『放送学研究』『放送メディ

ア研究』ともに体裁は，A5判横組みである。

英文研究誌については2002年からNHK BROADCASTING STUDIES

として復刊，第9号（2011年）まで刊行されたが，12年から英文による

成果発信はインターネットによるものに集約されている。

注  
1）  部や班などの動きは第Ⅰ部の「職制の推移」を参照のこと。
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「研究発表とシンポジウム」開催一覧
（2015年より「文研フォーラム」）

＊所属は当時のもの

―1997年―
21世紀の放送を展望する
：千代田放送会館97.3.12 ～ 14

97.3.12
【研究発表】
現代人の日本語観～ことばの世論調査10年

加治木 美奈子（放送研究部）
共通語アクセントの変化～全国アナウンサー・アクセント
調査から～

大西 勝也（放送研究部）
【記念講演】
短いことばの威力

大岡 信（詩人・文芸評論家）
話し言葉という原点

柴田 武（東京大学）
日本語の将来

梅棹 忠夫（国立民族学博物館）
【シンポジウム】
21世紀に伝えたい美しい日本語

柴田 武（東京大学）
西澤 潤一（半導体研究振興会研究所）
内館 牧子（脚本家）
シュテファン・カイザー（筑波大学）

　司会　山根 基世（NHKアナウンサー）

97.3.13
【研究発表】
現代日本人の県民意識～全国県民意識調査から

高橋 幸市（世論調査部）
テレビ世代の視聴特性～日本人とテレビ調査から

白石 信子（世論調査部）
テレビはどこへゆくのか？�～マルチメディア型テレビの開発
現状と展望～

長屋 龍人 （放送文化研究所）
台湾・多チャンネルテレビ人気番組と視聴者

服部 弘（放送研究部）
青少年に及ぼす映像描写の影響をめぐる研究動向

小平 さち子（放送研究部）
米子・中海テレビにおけるパブリックアクセス・チャンネル

平塚 千尋（放送研究部）

97.3.14
【基調講演】
デジタル時代の公共放送―NHKはこう考える

川口 幹夫（NHK会長）
【特別講演】
デジタル時代におけるBBCの挑戦

ロバート・フィリス（BBC副会長）
【シンポジウム】
デジタル時代における放送の公共性

ロバート・フィリス（BBC副会長）
ロバート・オッテンホフ（PBS副会長）
マーク・ラボイ（モントリオール大学）
中澤 忠正（TBS）
ペーター・ダールグレン（ストックホルム大学）
長屋 龍人 （放送文化研究所）

　司会　濱田 純一（東京大学）

―1998年―
デジタル時代・テレビはどこへ行くのか
：千代田放送会館98.3.16 ～ 17

98.3.16
【研究発表】
テレビと情報行動

白石 信子（世論調査）
デジタル時代・テレビはどう対応するのか

鈴木 祐司（放送研究）
デジタル時代の放送とパソコン

服部 弘（放送研究）
マルチメディア・双方向サービスの医療応用

野本 睦美（放送研究）
世界のデジタル放送の動向

中村 美子（メディア情報）
簑葉 信弘（メディア情報）
向後 英紀（メディア情報）

98.3.17
【特別講演】
デジタル時代・公共放送の使命と役割

海老沢 勝二（NHK会長）
【シンポジウム】
デジタル時代・テレビはどこへ行くのか
1）CSデジタルはTVに何をもたらすのか

三田 宏也（日本デジタル放送サービス）
ギャレスC.C.チャン（ディレク・ティービー） 
重村 一 （ジェイ・スカイ・ビー）
音 好宏 （上智大学）

　司会　小林 宏ー（東京大学）
2）既存地上波は，どう対応するのか

務台 猛雄（日本テレビ）
前川 英樹（TBS）
関 祥行（フジテレビ）
北村 旬右（テレビ朝日）
稲本 佳子（ドキュメンタリージャパン）
小林 宏一 （東京大学）
椎名 敞（NHKデジタル放送推進室）

　司会　長屋 龍人 （放送文化研究所）

―1999年―
デジタル時代のグランドデザイン
：千代田放送会館99.3.8 ～ 9

99.3.8
【特別講演】
デジタル時代の公共放送
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 海老沢 勝二（NHK会長）
【研究発表】
米・欧・日のデジタル動向

池田 正之（メディア情報）
中村 美子（メディア情報）
鈴木 祐司（放送研究）

【シンポジウム】
デジタル時代のグランドデザイン～衛星・地上波のデジタ
ル化は放送をどう変えるのか～

漆戸 靖治（ビーエス日本）
桂田 光喜（電通）
久保田 幸雄（ソニー）
重延 浩（テレビマンユニオン）
重村 一（スカイパーフェクTV）
前川 英樹（TBS）
酒井 治盛（NHK理事）

　司会　長屋 龍人（放送文化研究所）

99.3.9
【研究発表】
ことばのゆれ

坂本 充（放送研究）
共通語アクセントの変化

最上 勝也（放送研究）
日本人の意識の�25�年～その表層から深層まで～

牧田 徹雄（世論調査）
井田 美恵子（世論調査）

生涯学習～その実態とテレビへの期待～
原 由美子（放送研究）
友宗 由美子（放送研究）

メディアから見たアメリカの選挙
～ベビーブーマーの政治観～

山田英幾（メディア情報）

―2000年―
「メディア大競争の時代」
「21世紀の放送・メディア研究の課題」
：日本青年館00.3.6千代田放送会館00.3.7 ～ 8

00.3.6
【研究発表】日米のデジタル動向
アメリカのデジタル放送とオンラインサービス

古城 ゆかり（メディア情報）
日本のオンラインサービス

服部 弘（放送研究）
日本のデジタル放送

鈴木 祐司（放送研究）
【特別講演】
デジタル元年・新たなる放送文化の創造

海老沢 勝二（NHK会長）
【シンポジウム】
メディア大競争の時代

漆戸 靖治（ビーエス日本）
北原 保之（AOL ジャパン）
重延 浩（テレビマンユニオン）
重村 一（スカイパーフェクTV）

鶴見 道昭（ソニー）
前川 英樹（TBS）
和崎 信哉（NHK）

　司会　長屋 龍人（放送文化研究所）

00.3.7
【研究発表】日本語は，どう変わるか
放送と日本語

最上 勝也（放送研究）
鼻濁音の衰退

大西 勝也（放送研究）
方言の調査と記録

柴田 実（放送研究）
【研究発表】 変わる人々の意識
少子，高齢化社会と生活

河野 啓（世論調査）
日本・韓国・中国�相手国イメージとテレビ

原 由美子（放送研究）
塩田 雄大（放送研究）

【研究発表】双方向番組の可能性
デジタル時代の子ども向けサービス

小平 さち子（放送研究）
デジタル時代の健康情報

野本 睦美（放送研究）

00.3.8
【研究発表】
放送制度論と放送法制の行方

濱田 純一（東京大学）
家庭の中のテレビというメディア

中野 収（法政大学）
テレビ視聴者をどうとらえるか

伊藤 守（新潟大学）
新しい映像表現開拓のために

岡崎 栄（演出家）
【シンポジウム】
21世紀の放送・メディア研究の課題

伊藤 守（新潟大学）
岡崎 栄（演出家）
中野 収（法政大学）
濱田 純一（東京大学）
越川 洋（放送文化研究所）

　司会　藤竹 暁（学習院大学）

デジタル放送が築く新世紀
：メルパルクホール 00.11.2
【特別講演】デジタル時代・公共放送の使命

海老沢 勝二（NHK 会長） 
【研究発表】 放送と通信・新時代へ

鈴木 祐司（放送研究） 
【シンポジウム】
BS�デジタルから始まる双方向テレビ

前川 英樹（TBS）
石川 順一（フジテレビ）
仁藤 雅夫（JSAT）
三木 弼一（松下電器産業）
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飯塚 久夫（NTTコミュニケーションズ）
山田 卓 （NHK マルチメディア局）

　司会　 柏倉 康夫（京都大学）
デジタル時代の放送文化

萩原 敏夫（日本テレビ）
重村 一 （スカイパーフェク TV）
重延 浩 （テレビマンユニオン）
大宅 映子（評論家）
桂 敬一 （東京情報大学）
松尾 武 （NHK 放送総局長）

　司会　長屋 龍人（放送文化研究所）

―2001年―
春の研究発表とシンポジウム
：日本青年館01.4.17千代田放送会館01.4.18 ～ 19

01.4.17　デジタル革命の予感
【特別講演】
IT�時代の公共放送

海老沢 勝二（NHK会長）

【研究発表】
「デジタル革命の予感」～放送が変わる，視聴者が変わる～

二瓶 亙 （放送研究）
鈴木 祐司（計画・開発）
池田 正之（メディア経営）

【シンポジウム】
BSデジタル放送・飛躍の条件

務台 猛雄（BS日テレ）
岩原 貞雄（BS- i）
北林 由孝（BSフジ）
高橋 浩 （BS朝日）
小池 正夫（BS ジャパン）
鬼頭 春樹（NHK衛星ハイビジョン局）

　報告　二瓶 亙 （放送研究）
　司会　長屋 龍人（放送文化研究所）

【シンポジウム】
次世代デジタル放送のゆくえ

萩原 敏雄（日本テレビ）
生井 俊重（TBS）
重村 一 （スカイパーフェク TV）
三木 弼一（松下電器産業）
小野 伸治（NTT ドコモ）
和崎 信哉（NHK）

　報告　鈴木 祐司（計画・開発）
　司会　長屋 龍人（放送文化研究所）

01.4.18　放送の現在・過去・未来
【研究発表】
世界の公共放送～現状と課題～

内野 隆司 （メディア経営）
豊田 一夫 （メディア経営）
中村 美子 （メディア経営）
古城 ゆかり（メディア経営）

　司会　多菊 和郎 （メディア経営）

【講演】
20世紀の放送制度

内川 芳美（東京大学）
【シンポジウム】
放送の公共性を問う～「20世紀放送史」に学ぶ～

市村 元 （TBS）
鈴木 嘉一（読売新聞）
高木 教典（関西大学）
藤井 潔 （クリエイティブネクサス）
横澤 彪 （吉本興業）

　司会　小田 貞夫（メディア経営）

01.4.19　視聴者の現在・過去・未来
【研究発表】
変わることば，消えることば

原田 邦博（放送研究）
災害と情報伝達～東海豪雨・有珠山噴火～

大西 勝也（放送研究）
【研究発表】
2000年国民生活時間調査から～全国結果と県別比較

三矢 惠子 （世論調査）
中野 佐知子（世論調査）

【講演と対談】
江戸時代の生活時間

杉浦 日向子（文筆家）
徳田 章 （NHKアナウンサー）

【研究発表】
日本人とテレビ�2000 ～テレビ視聴の現在～

上村 修一（世論調査）
あなたにとっての“マイステーション”
～放送局イメージとテレビ視聴～

重森 万紀（放送研究）

―2002年―
国際シンポジウム
“子どもに良い放送”プロジェクト
子どもが育つ情報社会をめざして
：千代田放送会館　02.2.7

【最新動向報告・問題提起】
子どもの未来のために，豊かな情報環境を

小林 登（国立小児病院）
フォローアップ調査で初めて分かる，子どもの発達への影響

サラ・フリードマン（米国国立小児保健発達研究所）
子どもの発達に望ましいテレビ番組とは何か

アリサ・ヒューストン（米国テキサス大学）
【国際シンポジウム】
子どもの発達に良い情報環境をつくるために
～教育者，研究者，メディアにいま何ができるのか～

佐伯 胖（青山学院大学）
菅原 ますみ（国立精神・神経センター）
榊原 洋一（東京大学医学部附属病院）
澤口 俊之（北海道大学医学部）
サラ・フリードマン（米国国立小児保健発達研究所）
アリサ・ヒューストン（米国テキサス大学）
吉田 圭一郎（NHK番組制作局） 
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　司会　一色 伸夫（放送文化研究所）

春の研究発表とシンポジウム
：千代田放送会館　02.3.25 ～ 26,4.3

02.3.25　 同時多発テロとテレビ報道
【研究発表】
テロ報道とアメリカネットワークの課題

海部 一男（メディア経営）
情報インフラへの影響とその対応

池田 正之（メディア経営）
アルジャジーラと中東メディア環境

太田 昌宏（メディア経営）
【シンポジウム】
同時多発テロとテレビ報道
～世界のメディアはどう伝えたか～

ジム・シュートー（ABC ニュース）
エイドリアン・ヴァン・クラヴェレン（BBCニュース）
アハメド・H・エルディーブ（アルジャジーラ）
佐藤 俊行（NHK報道局）

　司会　高島 肇久（NHK）

02.3.26　ゆれることば／ブロードバンド時代のテレビと
インターネット

【研究発表】
読める漢字，読めない漢字�
～高校生漢字認識度調査から～

坂本 充（放送研究）
広がる《不具合》の意味

宮本 克美（放送研究）
音声版アクセント辞典出版

柴田 実（放送研究）
インターネットの利用状況�
～メディアと生活調査から～

井田 美恵子（世論調査） 
インターネットユーザーのテレビ視聴行動

原 由美子（放送研究）
【シンポジウム】
コンテンツ・サービス�～めざすものは何～

河野 真太郎（アットホームジャパン）
田村 和人 （フォアキャスト・コミュニケーションズ）
萩原 和彦 （インプレスコミュニケーションズ）
上村 修一（世論調査）
鈴木 祐司（計画・開発）

　司会　山根 一眞 （ノンフィクション作家）

02.4.3　デジタル革命の行方
【特別講演】
デジタル時代・公共放送の使命

海老沢 勝二（NHK 会長）
【シンポジウム】
�デジタル革命の行方
�～キープレイヤーはどう対応するのか～

久保 伸太郎（日本テレビ）
生井 俊重 （TBS）
飯島 一暢 （フジテレビ）

神村 謙二 （テレビ朝日）
奥川 元 （テレビ東京）
和崎 信哉 （NHKデジタル放送推進局） 
仁藤 雅夫 （スカイパーフェクトコミュニケーションズ）
前川 洋一郎（松下電器産業）
飯塚 久夫 （NTT コミュニケーションズ）
秦野 一憲 （日本ケーブルラボ）

　報告　二瓶 亙 （放送研究）
　　　　鈴木 祐司（計画・開発）
　司会　長屋 龍人（放送文化研究所）

国際シンポジウム
“子どもに良い放送”プロジェクト
子どもの発達に望ましいテレビ番組とは何か
～制作者の新たな使命と親・教師の役割～
：千代田放送会館　02.11.5

ミルトン・チェン（米ジョージルーカス教育財団）
アン・ウッド（英ラグドール・プロダクション）
佐伯 胖（青山学院大学）
菅原 ますみ（お茶の水女子大学）
坂上 浩子（NHK番組制作局）

　司会　一色 伸夫（放送文化研究所）

―2003年―
テレビを変える，テレビが変える
：NHKホール　03.4.4
：千代田放送会館　03.4.4.16 ～ 17
：日本記者クラブ　03.4.23

03.4.4　地上デジタル放送は何をめざすのか
【特別講演】 海老沢 勝二（NHK会長）
【シンポジウム】
地上デジタル放送：課題はどう克服できるか

樋泉 実 （北海道テレビ）
田島 俊 （毎日放送）
日高 貞脇（テレビ長崎）
山中 強司（中京テレビ）
和崎 信哉（NHKデジタル放送推進局）

【シンポジウム】
放送・通信共存時代のグランドデザイン

中田 睦 （総務省）
松井 哲夫（経済産業省）
櫛木 好明（松下電器産業）
和才 博美（日本電信電話）
和崎 信哉（NHKデジタル放送推進局）

03.4.16
【シンポジウム】
豊かな日本語をめざして～外来語の波の中で～

水谷 修 （名古屋外国語大学）
松岡 佑子（同時通訳者・翻訳家）
ピーター・ フランクル（数学者）
野末 敏明（電通）

　司会　柴田 実（放送研究）
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03.4.17
【研究発表】
テレビは何を伝え，どう見られてきたか

重森 万紀（放送研究）
白石 信子（世論調査）
井田 美恵子 （世論調査）

【シンポジウム】
社会装置としてのテレビを考える
～ 50年の変化とこれからの役割～

桜井 哲夫（東京経済大学）
黒崎 政男（東京女子大学）
松本 侑子（作家）
牧田 徹雄（世論調査）

　司会　藤田 真文（法政大学）

03.4.23
【研究発表】
欧米の地上デジタルテレビ
�～アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス～

池田 正之，古城 ゆかり，中村 美子
内野 隆司，豊田 一夫（メディア経営）

【シンポジウム】
多様性・競争の確保と地域放送
�～英米の地上デジタルテレビ～

ジャック・グッドマン（NAB）
グレッグ・シュミット（米リン・テレビジョン）
スーザン・デナム（英 BBC）
ロビン・フォスター（英 ITC）

―2004年―
デジタル新時代　新たな放送文化を目指して
：千代田放送会館　04.3.15 ～ 17
：NHKホール　04.4.8

04.3.15
【国際シンポジウム】
紛争の世紀・テレビに何ができるのか
～戦争報道の課題～

チャック・ラスディッグ（ABCニュース）
スティーブン・ウィトル（BBCニュース）
ワッダーハ・ハンファ（アルジャジーラ）
藤原 帰一（東京大学大学院）
佐藤 俊行（NHK国際放送局）

　司会　今井 義典（NHK解説委員室）

04.3.16　デジタル時代　世界の放送最前線
【研究発表】
欧米の放送最新事情

古城 ゆかり（メディア経営）
中村 美子（メディア経営）
内野 隆司（メディア経営）

アジアの放送最新事情
池田 正之（メディア経営）
伊集院 礼子（メディア経営）
塙 和磨（メディア経営）
山田 賢一（メディア経営）

【講演】
韓国　デジタル時代のコンテンツの現状

金 泳徳（韓国放送振興院）
展望　中国のデジタル放送

黄 升民（北京放送学院）

04.3.17
【研究発表】
“時”を表すことば

山下 洋子（放送研究）
文研ホームページで公開中の「国語力テスト」でみる感覚
の違い

坂本 充（放送研究）
“新しい表現”が台頭する背景

塩田 雄大（放送研究）
【ワークショップ】
“気の利いた”テレビ
～視聴実態から探るデジタル・メリット～

尾関 光司（ビデオリサーチ）
下地 達也（松下電器産業）
舟橋 洋介（トマデジ）

　報告　原 由美子（放送研究）
　　　　小峯 一晃（NHK放送技術研究所）
　司会　音 好宏（上智大学）

【シンポジウム】
時代と世代で変わる価値観
～「日本人の意識調査」にみる30年～

児島 和人（元・東京大学）
小玉 美意子（武蔵大学）
田中 愛治（早稲田大学）
宮崎 哲哉（評論家）

　報告　荒牧 央（世論調査）
　司会　河野 啓（世論調査）

04.4.8　始まったデジタル新時代
【基調講演】
デジタル放送と公共放送の使命

海老沢 勝二（NHK会長）
【シンポジウム】
地上デジタル・新サービスをめざして

天野 祐吉（評論家）
神村 謙二（テレビ朝日）
田中 文夫（毎日放送）
山中 強司（中京テレビ）
重延 浩（テレビマンユニオン）
関根 昭義（NHK専務理事）

　報告　二瓶 亙（放送研究）
　司会　和田 郁夫（放送文化研究所）

【シンポジウム】
情報高度化戦略とデジタル放送

出井 伸之（ソニー）
梶原 拓（岐阜県知事）
坂内 正夫（東京大学）
小川 善美（インテッグス）
和崎 信哉（NHK理事）
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7　調査・研究成果の発信

　報告　鈴木 祐司（計画・開発）
　司会　和田 郁夫（放送文化研究所）

国際シンポジウム
“子どもに良い放送”プロジェクト
乳幼児番組は社会の新たなニーズにどう応える
：千代田放送会館　04.11.1

【研究発表】
子ども番組の世界的潮流

小平 さち子（放送研究）
子ども番組比較調査

一色 伸夫（放送文化研究所）
“子どもに良い放送”プロジェクト　フォローアップ調査報告
「コンテンツの影響・効果」

菅原 ますみ（お茶の水女子大学）
西村 規子（放送研究）

【国際シンポジウム】
乳幼児番組は社会の新たなニーズにどう応える

アン・ウッド（イギリス・ラグドール）
ウィリアム・ブルト（オランダ・KRO）
シェリル・ハッセン（カナダ・CBC）
メリー・ドゥドゥコ（米・HITエンターテインメント）
坂上 浩子（NHK制作局）

　司会　一色 伸夫（放送文化研究所）

―2005年―
世界の放送　デジタルサービスの新展開
：千代田放送会館　05.3.16

【研究発表＆座談会】
デジタルサービス最新事情
（1）ヨーロッパ
　　概況：中村 美子（メディア経営）
　　イタリア：木幡 洋子（メディア経営）
（2）アジア
　　概況：山田 賢一（メディア経営）
　　韓国：塙 和麿（メディア経営）
（3）アメリカ
　　概況：池田 正之（メディア経営）
　　アメリカ：米倉 律（メディア経営）
（4）世界のデジタルサービスの課題
　　：研究発表者による座談会

シンポジウム
2011年　テレビはどうなっているのか
：NHKホール　05.4.21

【特別講演】
橋本 元一（NHK会長）

【研究発表】
地上デジタル放送の動向と今後の展望

鈴木 祐司（メディア経営）
【シンポジウム】
2011年　テレビはどうなっているのか

安藤 友裕（総務省）

城所 賢一郎（ＴＢＳテレビ）
中島 不二雄（松下電器産業）
河村 真紀子（主婦連合会）
竹中 一夫（NHK総合企画室）

　司会　三浦 基（放送文化研究所）

NHK国際放送70年記念シンポジウム
グローバル放送の時代　～多様化と多極化の中で～
：千代田放送会館　05.5.26
【研究発表】
国際情報，新たな流れを目指して

太田 昌宏（メディア経営）
各国の番組に見る“国外ニュース”の扱い

横山 滋（放送研究）
【国際シンポジウム】
グローバル放送の時代　～多様化と多極化の中で～

リチャード・ウォールド（コロンビア大学）
リチャード・ポーター（BBC Wor ld）
フセイン・アミン（カイロ・アメリカン大学）
岩男 壽美子（武蔵工業大学）
佐藤 俊行（NHK国際放送局）
今井 義典（NHK解説委員室）

―2006年―
デジタル時代のテレビと視聴者
：千代田放送会館　06.4.10

【ワークショップ】
｢デジタル機器・サービスの普及とテレビ視聴｣

吉田 弘（博報堂ＤＹメディアパートナーズ）
高垣 佳典（株式会社ＵＳＥＮ）
水島 久光（東海大学）

　報告　白石 信子（研究・調査）
　　　　米倉 律（研究・調査）
　　　　渡辺 誓司（研究・調査）
　司会　原 由美子（研究・調査）

【特別講演】
公共放送の存在意義とデジタル時代のNHK

橋本 元一（NHK会長）
【シンポジウム】
“どこでも”テレビの時代

城所 賢一郎（株式会社東京放送）
伊東 則昭（株式会社NTTドコモ）
山田 純（クアルコムジャパン株式会社）
橋本 太郎（クラビット株式会社）
和田 郁夫（NHK総合企画室）

　司会　鈴木 祐司（研究・調査）
【研究発表】
乳児はテレビにどのように接しているか

西村 規子（研究・調査）
現代人の漢字使用意識について

塩田 雄大（研究・調査）
現代人の生活時間
～ 2005年国民生活時間調査結果より～

中野 佐知子（研究・調査）
渡辺 洋子（研究・調査）
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吉田 理恵（研究・調査）
―2007年―
公共放送の可能性と役割
：千代田放送会館　07.3.26 ～ 27,4.9
07.3.26　ケータイ1億台時代のテレビ

【研究発表】
テレビのデジタル化と視聴者
～『日本人とメディア調査』より～

吉藤 昌代（世論調査）
相対化するテレビの位置づけ
～『ＩＴ時代の生活時間調査・2006』より～

中野 佐知子（世論調査）
ケータイユーザーの現状
～『ＩＴ時代の生活時間調査・2006』および『ケータイ・
Web調査』より～

渡辺 洋子（世論調査）
鈴木 祐司（メディア研究）

【ワークショップ】
ケータイ1億台時代のテレビの役割～テレビ・ＰＣ・ケー
タイが創り出す放送文化の可能性～

神山 隆（ＫＤＤＩ株式会社）
奥 律哉（株式会社電通）
岡田 朋之（関西大学）
鈴木 祐司（メディア研究）
中野 佐知子（世論調査）

　司会　白石 信子（世論調査）

07.3.27　デジタル時代の公共放送と視聴者
【研究発表】
視聴者から見た世界の公共放送～『公共放送に関する意
識』国際調査の結果より～

中村 美子（メディア研究）
米倉 律（メディア研究）

公共放送の説明責任～『約束と評価』の意義と課題～
中村 美子（メディア研究）

公共放送によるパブリック・アクセスの試み～韓国ＫＢＳの
事例を中心に～｣

米倉 律（メディア研究）
【ワークショップ】
公共放送と娯楽番組

ウィリアム・グレズウェル（英ＢＢＣビジョン）
アクセル・バイヤー（独西部ドイツ放送協会）
日向 英実（NHK制作局）

【研究発表】
ウエブからウェブへ～変わるカタカナ表記～

山下 洋子（メディア研究）
食生活の現状と食卓でのメディア利用

諸藤 絵美（世論調査）
山田 亜樹（世論調査）

中国の映像アーカイブの挑戦
～デジタル化とコンテンツ戦略～

長井 暁（メディア研究）
躍進する国際発信力～韓国の事例より～

田中 則広（メディア研究）

拡大する台湾の公共放送
山田 賢一（メディア研究）

07.4.9　公共放送の可能性と役割
【特別講演】
ユビキタス時代の公共放送

橋本 元一（NHK会長）
【シンポジウム】
完全デジタル時代・最善のコンテンツ戦略は？�

石川 順一（株式会社フジテレビジョン）
生井 俊重（株式会社ビーエス・アイ）
仁藤 雅夫（スカパーＪＳＡＴ株式会社）
田村 和人（日本テレビ放送網株式会社）
中井 秀範（吉本興業株式会社）
岡田 円治（NHK編成局）

　司会　鈴木 祐司（メディア研究）

―2008年―
完全デジタル時代―新たな放送サービスと選択
：千代田放送会館　08.3.13 ～ 14

08.3.13　新たな放送サービスのゆくえ
【ワークショップ】
テーマ1「世界の公共放送のVOD戦略」
テーマ2「欧米における映像アーカイブ構想」

谷藤 悦史（早稲田大学）
丹羽 美之（法政大学）

　報告　柴田 厚（メディア研究）
　　　　長井 暁（メディア研究）
　司会　中村 美子（メディア研究）

【研究発表】
東アジア地域における国際放送の現在

田中 則広（メディア研究）
小学校英語教育における放送・メディアの可能性（韓国）

渡辺 誓司（メディア研究）
HDTVからIPTVまで�ハイブリッド化するデジタルサー
ビス（中国）

山田 賢一（メディア研究）

08.3.14　新しい視聴者と放送文化の創造
【研究発表】
『好きなもの』からみえる日本人の嗜好性と価値観

酒井 芳文（世論調査）
ことばのゆれ調査にみる日本語の動向

山下 洋子（メディア研究）
アクセント辞典のできるまで�
～戦前の決め方・これからの決め方～

塩田 雄大（メディア研究）
【ワークショップ】
テレビは20代にどう向き合ってゆくのか

渡邊 健一（放送作家）
辻 大介（大阪大学）
増田 智子（世論調査）
中野 佐知子（世論調査）

　報告　荒牧 央（世論調査）
【共同研究発表】
テレビ・番組はブログの世界でどのように語られているの
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7　調査・研究成果の発信

か～テレビに関するブログの分析研究の可能性～
1）�ブログを書く人，見る人はどんな人か？�～ブログに関す

るウェブ調査より～
谷 正名（メディア研究）

2）テレビについて語るブログとは？�
　�～テレビブロガー・インタビュー調査より～

執行 文子（メディア研究）
3）�NHK番組はブログでどのように語られているのか？�～

共同研究　ブログ評判分析より～
友澤 大輔（ニフティ研究所）
福田 美穂（ニフティ研究所）

　司会　原 由美子（メディア研究）

視聴者とともに拓く新時代の放送
：千代田放送会館　08.4.14
【特別講演】

福地 茂雄（NHK会長）
【シンポジウム】
社会の構造変化と放送の役割

浜田 純一（東京大学）
吉岡 忍（作家）
遠藤 薫（学習院大学）
渡辺 興二郎（テレビ朝日）
今井 義典（NHK副会長）

　司会　米倉 律（メディア研究）
【シンポジウム】
完全デジタル時代・経営モデルをどう再構築するのか

浜田 純一（東京大学）
中村 伊知哉（慶應義塾大学）
飯島 一暢（フジテレビ）
松下 康（電通）
日向 英実（NHK放送総局長）

　司会　鈴木 祐司（メディア研究）

―2009年―
「変容の時代」メディアの可能性を探る
：千代田放送会館　09.3.11 ～ 12
　メルパルクホール　09.4.16

09.3.11
【研究発表】
世界の地上デジタル放送の最新状況

中村 美子（メディア研究）
アメリカ・地上デジタル放送移行への動き

柴田 厚（メディア研究）
【シンポジウム】
映像アーカイブはテレビを拡張する
　基調講演　ジャン・ミシェル・ロード（INAthèque）
　パネリスト　藤幡 正樹（東京藝術大学）
　報告　石田 英敬（東京大学大学院）
　　　　桜井 均（メディア研究）
　司会　柏倉 康夫（放送大学）

09.3.12
【研究発表】
放送での敬語に視聴者はいま何を求めているか

田中 浩史（メディア研究）
山下 洋子（メディア研究）

【ワークショップ】
テレビにおける『役割語』はどう使われているのか�
～オリンピック・スポーツ放送を中心に～

夏目 房之介（マンガ・コラムニスト）
金水 敏（大阪大学大学院）
荻野 太朗（NHK報道局）

　報告　太田 眞希恵（メディア研究）
　司会　塩田 雄大（メディア研究）

【ワークショップ】
学校と家庭・学習とメディア利用の可能性�
～教育テレビ�50�年・新たな教育サービスに向けて～

沓澤 糸（ベネッセ教育研究開発センター）
奥西 邦彦（NHK制作局）

　コメンテーター　鎌田 和宏（帝京大学）
　報告　小平 さち子（メディア研究）
　司会　渡辺 誓司（メディア研究）

【研究発表】
ハワイにおけるエスニック・メディアのいま

田中 則広 （メディア研究）
視聴爆発，やがてその日がやってくる�
～高齢期・視聴増大現象の傾向と対策～

齋藤 建作（メディア研究）
テレビ視聴と気分　生活行動と気分の関係を探る

小林 利行（世論調査）
諸藤 絵美（世論調査）

【研究発表＆講演】
日本人の意識の未来
～NHK日本人の意識調査から見る姿～
　講演　見田 宗介（東京大学）
　報告　原 美和子（世論調査）

09.4.16
【シンポジウム】
岐路に立つテレビ
～ピンチとチャンスにどう対峙するのか？～

堺屋 太一（作家・経済評論家）
竹中 平蔵（慶應義塾大学）
樋泉 実（北海道テレビ）
前川 英樹（TBSメディア総合研究所）
山川 鉄郎（総務省情報流通行政局）
金田 新（NHK専務理事）

　報告　小川 浩司（メディア研究）
　村上 聖一（メディア研究）
　吉次 由美（メディア研究）

　司会　鈴木 裕司（メディア研究）

―2010年―
「多メディア共存時代」～放送×文化を再構築する～
：千代田放送会館　10.3.15 ～ 16

10.3.15
【研究発表】
世論調査における調査方式の比較研究
～実験調査の結果から～
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小野寺 典子（世論調査部）
荒牧 央（世論調査部）

【ワークショップ】
テレビ美術研究：ブーメランテーブルは何を語る？
～スタジオセットから見た『NC9』と『ニュースステーショ
ン』～

原 研哉（武蔵野美術大学）
山内 祐二（テレビ朝日ベスト）
岡部 務（NHKデザインセンター）
安川 尚宏（NHK制作局）

　報告　廣谷 鏡子 （メディア研究部）
　司会　米倉 律（メディア研究部）

【シンポジウム】
家庭内多メディア共存時代のいま　テレビ番組・ゲームと
家族コミュニケーション

汐見 稔幸（白梅学園大学）
菅原 ますみ（お茶の水女子大学）
竹田 玄洋（任天堂株式会社）
高野 優（育児漫画家）
米村 裕子（NHK制作局）

　報告　西村 規子（計画・総務）
　司会　渡辺 誓司（メディア研究部）

【ワークショップ】
始動するアーカイブ研究
～テレビ・ドキュメンタリー史研究からの展望～
＜第1部　テレビに映された戦後日本を見つめる＞

伊藤 守（早稲田大学）
テッサ・モーリス＝スズキ（オーストラリア国立大学）

　報告　 伊藤 夏湖／松山 秀明／丁 智恵（東京大学大学
院）

　　　　七沢 潔（メディア研究部）
　　　　東野 真（メディア研究部）
　コーディネーター　丹羽 美之（東京大学大学院）
＜第2部　アーカイブ研究，未来への課題＞

吉見 俊哉（東京大学大学院）
音 好宏（上智大学）

　司会　原 由美子（メディア研究部）

10.3.16
【研究発表】 
放送に使う漢字～「常用漢字表」改定関連調査から～

小板橋 靖夫（メディア研究部）
山下 洋子（メディア研究部）

政権交代と有権者の意識
西 久美子（世論調査部）

多様化するメディア利用の実態と意識�～「デジタル放送調
査2009」から～

小林 利行（世論調査部）
吉藤 昌代（世論調査部）

世界の独立規制機関の現状
中村 美子（メディア研究部）
柴田 厚（メディア研究部）
山田 賢一（メディア研究部）
村上 聖一（メディア研究部）

―2011年―
テレビの明日～拡張するメディアのなかで～
2011年3月14 ～ 16日に開催を予定していましたが，東
日本大震災のため，中止としました。

―2012年―
Part1 東日本大震災とメディア
：イイノホール　12.3.7

【研究発表】
海外のテレビニュース番組は，東日本大震災をどう伝えた
のか

斉藤 正幸 （メディア研究部）
田中 則広（メディア研究部）

東日本大震災で日本人はどう変わったか�
～全国世論調査の結果から～

政木 みき（世論調査部）
巨大津波襲来と警報・メディア�
～想定外をどう伝えるか～

福長 秀彦（メディア研究部）
【シンポジウム】
命を救う情報・メディアを考える�
～東日本大震災で見えた緊急情報伝達の課題～

越野 修三 （岩手県総合防災室）
武田 敏哉 （IBC 岩手放送）
山田 健太 （専修大学）
矢守 克也 （京都大学）
冷水 仁彦 （NHK 理事）

　司会　目黒 英一（放送文化研究所）

Part2 そして，テレビにできること ～メディア激動の時
代に～
：千代田放送会館　12.4.19 ～ 20

12.4.19
【研究発表】
日本語の用法変化をつかまえる
～調査に見る“配慮表現”の現在～

塩田 雄大（メディア研究部）
【シンポジウム】
私たちが本当に見たい“テレビ”とは
～多様化する女性40代とコンテンツニーズ～

たむら ようこ （放送作家）
大平 洋子 （宝島社）
大加 章雅 （NHK編成局）

　報告　西 久美子（世論調査部）
　司会　執行 文子（世論調査部）

【シンポジウム】
VOD・SNS時代の“テレビ”と“テレビ視聴”
～番組レビュー SNSサイト“teleda”の実証実験結果を
もとに～

佐藤 尚之 （コミュニケーション・ディレクター）
塚本 幹夫 （フジテレビジョン）
水島 久光 （東海大学）

　報告　藤沢 寛 （NHK放送技術研究所）
　　　　渡辺 洋子 （世論調査部）
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7　調査・研究成果の発信

　司会　小川 浩司（メディア研究部）

12.4.20
【研究発表】
多様化するアメリカの非営利メディアの現状と展望　～現
地調査より～

柴田 厚（メディア研究部）
日中アニメ産業の市場争奪
～国産アニメ振興を図る中国とどう向き合うのか～
　報告　　山田 賢一（メディア研究部）
　対談者　森 祐治 （電通コンサルティング）
ローカルとグローバルの接合点としてのドラマ　
～「地域発ドラマ」の可能性と課題～

吉川 邦夫（メディア研究部）
【シンポジウム】
メディアは福島にどう向き合うのか　
～対立と分断を生まないために～
＜第1部＞

武田 徹 （評論家・ジャーナリスト）
村上 雅信 （福島中央テレビ）
木村 功二 （NHK福島放送局）
嘉悦 登 （NHK制作局）

＜第2部＞
天野 和彦 （福島大学）
開沼 博 （社会学者）
宍戸 慈 （フリーパーソナリティ）

　司会　村上 圭子（メディア研究部）

―2013年―
テレビ60年　未来へつなぐ
：千代田放送会館　13.3.13 ～ 15

13.3.13
【シンポジウム】
ネットでつながる“幸福”な中高生
～中学生・高校生の生活と意識調査2012 ～

尾木 直樹 （教育評論家・法政大学）
橋元 良明 （東京大学大学院）
原田 曜平 （博報堂）

　報告　村田 ひろ子（世論調査部）
　　　　政木 みき（世論調査部）
　司会　岩本 裕（世論調査部）

【シンポジウム】
蓄積から“創造”へ　
～放送文化アーカイブ構想の可能性～

高野 明彦 （国立情報学研究所）
丹羽 美之 （東京大学大学院）
保坂 裕興 （学習院大学）
ビル・トンプソン （英ＢＢＣ）

　報告　村上 聖一（メディア研究部）
　　　　阿辺川 武 （国立情報学研究所）
　司会　米倉 律（メディア研究部）

13.3.14
【研究発表】
中国への「配慮」強まる台湾・香港のメディア

山田 賢一（メディア研究部）
【研究発表】
「被災者」ではなく「被災した人」　
～震災報道で取材者が選んだことば～
　報告　井上 裕之 （メディア研究部）
　コメンテーター　林 香里 （東京大学大学院）
　　　　　　　　 寺島 英弥 （河北新報社）

【シンポジウム】
3.11震災アーカイブ活用の可能性
～防災・減災，復興にいかすために～

今村 文彦 （東北大学）
矢守 克也 （京都大学）
三浦 稔 （気仙沼市危機管理課）
水島 久光 （東海大学）
宮本 聖二 （NHK知財展開センター）

　司会　田中 孝宜（メディア研究部）
【ワークショップ】
アーカイブ番組を大学教育にいかす　
～ “沖縄ｅテキストシステム”の実践から～

伊藤 守 （早稲田大学）
田仲 康博 （国際基督教大学）
七沢 潔 （メディア研究部）
宮田 章 （メディア研究部）

　司会　原 由美子（メディア研究部）

13.3.15
【研究発表】
テレビ60年を迎えた視聴者の現在
～広がる“カスタマイズ”視聴と“つながり”視聴～

平田 明裕（世論調査部）
【シンポジウム】
ソーシャルパワーがテレビを変える

杉本 誠司 （株式会社ニワンゴ）
鈴木 謙介 （関西学院大学）
若井 真介 （日本テレビ）
桑原 知久 （NHK編成局）

　報告　小川 浩司（メディア研究部）
　司会　塩田 幸司（メディア研究部）

―2014年―
テレビとメディアの“現在値”
～伝えてきたもの，伝えていくもの～
：千代田放送会館　14.3.12 ～ 14

14.3.12
【研究発表】
幼児のテレビ視聴時間は，なぜ減ったのか　
～幼児の生活時間と視聴率の調査から～

安楽 裕里子（世論調査部）
テレビは人や社会をどのように“つなぐ”のか　
～テレビ視聴とコミュニケーションの関係～

西 久美子（世論調査部）
【シンポジウム】
テレビの未来
～変容するメディア空間で何が求められるのか～

小杉 善信 （日本テレビ放送網）
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今谷 秀和 （電通関西支社）
片岡 秀夫 （東芝デジタルプロダクツ＆サービス社）　
吉沢 章 （NHKメディア企画室）

　報告　松本 和也（メディア研究部）
　司会　村上 圭子（メディア研究部）

14.3.13
【研究発表】
急速に普及する中国のネット動画サイト

山田 賢一 （メディア研究部）
田中 則広 （メディア研究部）

『中学生日記』資料が語りかけるもの
宮川 大介（メディア研究部）
田代 匠子 （メディア研究部）

「日本人の意識」40年の軌跡　　
～最新の調査結果とコウホート分析～
　報告　荒牧 央 （世論調査部）
　解説　中村 隆 （統計数理研究所）

【研究発表】
震災後，日本人は災害とどう向き合っているか
～防災に関する世論調査から～

河野 啓 （世論調査部）
政木 みき（世論調査部）

　コメンテーター　室崎 益輝 （兵庫県立大学）
　　　　　　　　 村上 広志 （復興に取り組む被災者）
　司会 　岩本 裕（世論調査部）

14.3.14
【特別セッション】
“ソーシャル”が生むテレビ視聴熱?!
～あまちゃん現象が投げかけたもの～

木俣 冬 （文筆家）
藤田 真文 （法政大学）
鈴木 謙介 （関西学院大学）
武田 隆 （エイベック研究所）
大加 章雅 （NHK制作局）

　報告　二瓶 亙 （メディア研究部）
　司会　関口 聰（メディア研究部）

―2015年―
放送90年 これまで，そしてこれから
：千代田放送会館　15.3.3 ～ 5

15.3.3
【研究発表・対談】
「これからのテレビ」求められる役割とは何か？　
～ 2014年度を振り返り，2020年を展望する～

渡辺 克也 （総務省大臣官房審議官）
　報告・聞き手　村上 圭子（メディア研究部）

【研究発表】
テレビ視聴の東西差を探る　
～NHK視聴率調査　長期分析の結果より～
　報告　舟越 雅 （世論調査部）
　コメンテーター　影山 貴彦 （同志社女子大学）

15.3.4
【研究発表・対談】
日本人は“いのち”をどうとらえているか
～世論調査結果をもとに脚本家・井上由美子さんと考える～
　対談　井上 由美子 （脚本家）
　　　　岩本 裕（世論調査部）
　報告　河野 啓 （世論調査部）
　　　　村田 ひろ子（世論調査部）

【研究発表】
メガ・ディザスター時代の災害情報と報道　
～激甚災害に「特別警報」は対応できるのか～
　報告　入江 さやか （メディア研究部）
　　　　山口 勝（メディア研究部）
　コメンテーター　田中 淳 （東京大学）
　　　　　　　　 辻村 和人 （NHK報道局）

15.3.5
【ワークショップ】
「語り」が歴史を厚くする　
～「オーラル・ヒストリー」で広がる放送史研究～
　コメンテーター　好井 裕明 （日本大学）
　問題提起　廣谷 鏡子 （メディア研究部）
　司会　東山 一郎（メディア研究部）

【ワークショップ】
録音構成を聴く会　
～放送ドキュメンタリーの源流を知る～
　発言者　宮田 章（メディア研究部）
　司会　　原 由美子（メディア研究部）

【放送90年シンポジウム】
ラジオは未来の夢を見る

入江 たのし （メディア・プロデューサー）
谷岡 理香 （東海大学）
ピーター・バラカン （ブロードキャスター）

　報告　東山 一郎 （メディア研究部）
　　　　柴田 厚 （メディア研究部）
　　　　田中 孝宜 （メディア研究部）
　　　　齋藤 建作（メディア研究部）
　司会　植村 充博 （メディア研究部）
　　　　滝島 雅子（メディア研究部）

―2016年―
変貌するメディア，その先を考える
：千代田放送会館　16.3.1 ～ 3

16.3.1
【シンポジウム】 
ＯＴＴはメディア産業をどう変えるか
～欧米最新事情，そして「グローバル戦略」について考える～

デビッド・ウィーランド （ＢＢＣワールドワイド）
ジェームズ・ファレル （アマゾンジャパン）
西田 宗千佳 （ＩＴジャーナリスト）

　報告　山田 賢一 （メディア研究部）
　　　　田中 孝宜 （メディア研究部）
　報告・司会　柴田 厚（メディア研究部）

【研究発表】 
文研調査で探る現在の動画利用者像
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7　調査・研究成果の発信

塚本 恭子（世論調査部）
【研究発表・対談】 
「これからのテレビ」はどこに向かうのか？�
～ 2030年を見据えて～

吉田 眞人（総務省大臣官房審議官）
　報告・聞き手　村上 圭子（メディア研究部）

16.3.2
【ワークショップ】
まだ先？既に準備期間？�「放送100年史」を構想する

村橋 勝子 （社史研究家）
丹羽 美之 （東京大学大学院）

　問題提起　松山 秀明 （東京大学大学院）
　司会　宮田 章（メディア研究部）

【研究発表・討論】 
新・NHKアクセント辞典　ポイント解説！
～改訂から見える“放送のことば”～

梅津 正樹 （元NHKアナウンサー）
秀島 史香 （ラジオパーソナリティー，ナレーター）

　報告　塩田 雄大（メディア研究部）
　司会　中尾 晃一郎（メディア研究部）

【研究発表・討論】
迫りくる大規模水害にどう備えるのか？
～「関東・東北豪雨」に見る緊急時情報伝達と避難をめぐ
る課題～

田中 淳 （東京大学）
辻村 和人 （NHK報道局）

　報告　福長 秀彦 （メディア研究部）
　　　　入江 さやか（メディア研究部）

16.3.3
【研究発表・対談】 
「時間」からみる日本人の生活
～ 2015年国民生活時間調査報告とトークセッション～

織田 一朗 （時の研究家）
　報告　関根 智江 （世論調査部）
　　　　林田 将来 （世論調査部）
　聞き手　滝島 雅子（メディア研究部）

【シンポジウム 】
東日本大震災から5年
“伝えて活かす”震災アーカイブのこれから

今村 文彦 （東北大学）
小野 史典 （多賀城市総務部）
諏訪 康子 （国立国会図書館電子情報部）
渡邉 英徳 （首都大学東京）
倉又 俊夫 （NHK知財センター）
吉見 俊哉 （東京大学大学院）

　司会・報告　山口 勝（メディア研究部）

―2017年―
いま考える メディアのちから，メディアの役割
：千代田放送会館　17.3.1 ～ 3

17.3.1　東京2020オリンピック・パラリンピックへ
【研究発表】
文研世論調査で探る東京2020への期待と意識

鶴島 瑞穂（世論調査部）
【シンポジウム】
パラリンピックと放送の役割
～ロンドン・リオから東京2020に向けて～
　基調講演　師岡 文男 （上智大学）

マーティン・ベイカー （英チャンネル4）
伊藤 智也  （車いすランナー・パラリンピック北 

京大会金メダリスト）
樋口 昌之 （NHK2020東京オリンピック・パラ 

リンピック実施本部）
　報告　渡辺 誓司（メディア研究部）
　司会　山田 潔（メディア研究部）

17.3.2
【研究発表】
米ラジオ・オンデマンド時代の到来か？
～拡大する「ポッドキャスト」サービス～

柴田 厚（メディア研究部）
米大統領選にみるテレビメディアの変容
～最新報告�ネットと融合した巨大情報空間～

ポール・ファーヒ （米ワシントン・ポスト）
　報告・聞き手　藤戸 あや（メディア研究部）
NHK全国個人視聴率調査の将来像

中野 佐知子（世論調査部）
【シンポジウム】
テレビ・ドキュメンタリーにおける“作家性”とは？
～「制作者研究」からの問い～

田原 総一朗 （ジャーナリスト）
今野 勉 （テレビ演出家・脚本家）
相田 洋 （テレビディレクター）
伊藤 守 （早稲田大学）

　報告・聞き手　七沢 潔 （メディア研究部）
　司会　原 由美子 （メディア研究部）

17.3.3
【研究発表】
台湾新政権のメディア政策
～公共放送の充実，財閥のメディア支配排除は進むか～

山田 賢一（メディア研究部）
【研究発表・討論】
ＢＢＣのＥＵ国民投票報道で考える「報道の公平性」

スー・イングリッシュ （元BBC政治番組総責任者）
音 好宏 （上智大学）

　報告・司会　田中 孝宜（メディア研究部）
【研究発表・対談】
「これからのテレビ」はどこに向かうのか？
～存在意義の再定義に向けて～

吉田 眞人（総務省大臣官房審議官）
　報告　保髙 隆之（世論調査部）
　報告・聞き手　村上 圭子（メディア研究部）

―2018年―
テレビの未来 メディアの新地図
：千代田放送会館　18.3.7 ～ 9
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18.3.7
【シンポジウム】
欧米メディアのマルチプラットフォーム展開

エリック・ウォルフ （PBS）
メレディス・アートリー （CNNデジタルワールドワイド）

　報告　田中 孝宜（メディア研究部）
　報告・司会　大墻 敦（メディア研究部）

【研究発表】
トランプ時代のアメリカと日本
～日米同時世論調査から考える～

モーリー・ロバートソン （ジャーナリスト）
石井 勇作 （NHK報道局）

　報告　政木 みき（世論調査部）
　司会　外池 武司（世論調査部）

18.3.8
【ワークショップ】
大学生たちと考える�“テレビ”�の未来
～スマホ時代のテレビの可能性～

渡邊 久哲 （上智大学）
丹羽 美之 （東京大学）

　報告　平田 明裕（世論調査部）
　　　　行木 麻衣（世論調査部）
　進行　保髙 隆之（世論調査部）

【対論】
これからの�“放送”�はどこに向かうのか？
～民放連会長にきく～

井上 弘 （日本民間放送連盟会長）
　報告・司会　村上 圭子（メディア研究部）

18.3.9
【ワークショップ】
データから読み解くテレビドキュメンタリー研究
　問題提起　宮田 章（メディア研究部）
　司会　原 由美子（メディア研究部）

【研究発表】
放送の中の美化語を考える
～視聴者とアナウンサーへのインタビュー調査から～

滝島 雅子（メディア研究部）
【シンポジウム】
『きょうの料理』60年の歴史とこれから
～ “老舗”番組から考えるコンテンツの未来～

土井 善晴 （料理研究家）
鈴木 謙介 （関西学院大学）
河村 明子 （『きょうの料理』ディレクター）

　報告・司会　大野 敏明（メディア研究部）

―2019年―
いま，改めて問います。「メディアの公共的価値」
：千代田放送会館　19.3.6 ～ 8

19.3.6
【研究発表＆シンポジウム】
英米メディア　新たな地域サービスをめざして
＜PartⅠ＞
BBC�スコットランド新チャンネル誕生！

ジェイソン・ギビンズ
（BBC ローカル ニュースパートナーシップ）

　報告　田中 孝宜（メディア研究部）
＜PartⅡ＞
競争から協力へ�米国地域メディア連携の動き

スタン・ウィッシュナウスキー 
（フィラデルフィア メディアネットワーク）
セアラ・ガスタヴァス 

（ソリューション ジャーナリズム ネットワーク）
　報告・司会　青木 紀美子（メディア研究部）

【研究発表】
米国�地デジ次世代規格ATSC�3.0最新状況
～地方放送局が考えるメディア戦略～

大墻 敦（メディア研究部）

19.3.7
【ワークショップ】
WEB式世論調査の可能性
～幼児視聴率調査の実例をもとに～

佐藤 寧 （日経リサーチ）
　報告　田中 悟史 （ビデオリサーチ）
　　　　行木 麻衣（世論調査部）
　　　　萩原 潤治（世論調査部）
　進行　星 暁子（世論調査部）

【研究発表・シンポジウム】
世論調査から探る人々のニュース・情報選択
～メディアは社会をつなげるか～　

渡邊 久哲（上智大学）
丹羽 美之（東京大学大学院）

　報告・進行　保髙 隆之（世論調査部）
【ワークショップ】
NHKドキュメンタリーから聞こえる声
　問題提起　宮田 章（メディア研究部）
　司会　原 由美子（メディア研究部）

【研究発表】
有料動画配信はどこまで拡大するのか
～「メディア利用動向調査」を読み解く～

黛 岳郎（メディア研究部）
【研究発表・シンポジウム】
これからの“放送”はどこに向かうのか？
～ 2030年に向けて～

加藤 典裕（中海テレビ放送）
和氣 靖 （九州朝日放送）
矢野 達史（NHK新潟放送局）

　報告・進行　村上 圭子（メディア研究部）

19.3.8
【シンポジウム】
共生社会実現と放送の役割
～東京2020パラリンピックをきっかけに～

マセソン 美季 （IOC・IPC教育委員）
アディ・ロウクリフ 

（英ITVダイバーシティー責任者）
樋口 昌之  （NHK2020東京オリンピック・パラリン

ピック実施本部）
　報告　渡辺 誓司（メディア研究部）
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7　調査・研究成果の発信

　司会　山田 潔（メディア研究部）
【研究発表】
「日本人の意識」調査にみる45年の変化
～昭和から平成へ日本人はどう変わったのか～
　ゲスト　稲葉 昭英 （慶應義塾大学）
　報告　荒牧 央（世論調査部）

【シンポジウム】
検証＜100パーセント＞朝ドラ！！
～視聴者と歩む�過去・現在・未来～

稲垣 恭子 （京都大学大学院）
藤田 真文 （法政大学）
鈴木 謙介 （関西学院大学）
矢部 万紀子 （コラムニスト）
若泉 久朗 （NHK札幌放送局）

　報告　二瓶 亙・齋藤 建作・亀村 朋子（メディア研究部）
　進行　吉川 邦夫（メディア研究部）

―2020年―
文研フォーラム2020 ～メディアの真価とは～
2020年3月4 ～ 6日に開催を予定していましたが，新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。

―2021年―
“コロナ時代”のメディア～その役割を問う～
：WEBによるライブ配信　21.3.3 ～ 5

21.3.3
【研究発表＆シンポジウム】
正確で信頼できる情報をわかりやすく
新型コロナ特設サイトの取り組みと利用実態

小林 貴樹（ヤフー株式会社）
下山 紗代子（一般社団法人リンクデータ）
新本 貴敏（NHK報道局）

　報告・進行　上杉 慎一（メディア研究部）
【研究発表】
“コロナ時代”の家庭学習とメディア利用

今村 久美（認定NPO法人カタリバ）
　報告　酒井 厚（東京都立大学）
　　　　渡辺 誓司（メディア研究部）
　司会　大竹 晶子（メディア研究部）

【研究発表】
“自分快適化装置”�としてのメディア
「全国メディア意識世論調査・2020」より

内堀 諒太（世論調査部）
平田 明裕（世論調査部）

【シンポジウム】
メディアは“機密の壁”�にどう向き合うか
“豪放送局への家宅捜索”�を手がかりに

太田 昌克（共同通信社）
西土 彰一郎（成城大学）

　進行　柳澤 秀夫（ジャーナリスト）
　報告　佐々木 英基（メディア研究部）

21.3.4
【研究発表＆シンポジウム】
私たちは東日本大震災から何を学んだのか

震災10�年・復興に関する世論調査報告
河田 惠昭（関西大学）
片田 敏孝（東京大学）
野田 武則（岩手県釜石市長）

　報告　中山 準之助（世論調査部）
　司会　松本 浩司（NHK解説委員室）
　進行　村田 英明（世論調査部）

【研究発表】
市民が描いた「戦争体験画」の可能性
地域放送局が集めた5,000�枚の絵から考える

井上 裕之（メディア研究部）
吉田 功（桐蔭横浜大学）

【シンポジウム】
メディアのダイバーシティ推進をどうする？
ジェンダーバランスの視点から

林 香里（東京大学大学院）
中山 佳子（TBSテレビ）
長谷 英里子（NHK制作局）

　報告・進行　小笠原 晶子（メディア研究部）

21.3.5
【シンポジウム】
新「再放送」論
コロナ禍緊急意識調査�×�“放送の価値”�再定義

滝浪 佑紀（城西国際大学）
石山 友美（秋田公立美術大学）
真船 佳奈（BSテレビ東京）
伯野 卓彦（NHK編成局）

　報告・進行　大髙 崇（メディア研究部）
【シンポジウム】
東日本大震災から10年
災害を伝えるデジタルアーカイブとメディアの公共性

今村 文彦（東北大学）
森本 晋也（文部科学省）
木戸 崇之（朝日放送テレビ）
権田 裕巳（NHK知財センター）

　司会・報告　山口 勝（メディア研究部）
【シンポジウム】
いま改めて“公共”�とは何かを考える

国谷 裕子（ジャーナリスト）
小松 理虔（ローカルアクティビスト）
宮田 裕章（慶應義塾大学）

　司会・進行　三宅 民夫（アナウンサー）
　問題提起　村上 圭子（メディア研究部）


