
2 　AUGUST 2013

究者，評論家，芸術家等さまざまな人々によっ
て展開されていた多様な“テレビ論”を再読し
てみたい。それによって，1950年代に“ニュー
メディア”として登場してから1960年代にかけ
て急速に普及したテレビに対して，当時の人々
がどのような可能性や問題を見出していたの
か，そしてどのような「テレビ時代」「テレビ社
会」の実現を目指していたのかといった点を明
らかにしたい。

　

２．対象と方法

（１）テレビ時代「初期」
本シリーズが対象とする時期は，第二次大

戦後から1960年代半ばまで，特にテレビ放送
が開始された1953年から10年余りの期間であ

本シリーズは，「テレビ時代」「テレビ社会」とはどのようなものであったのかを検証・総括し，不透明化してい
るテレビの今後を考える手掛かりを得るため，テレビ時代「初期」（＝1953 ～ 1960 年代半ば）に制作者や評論家，
研究者らによって議論されていた「テレビ論」を再読しようというものである。その第1回の本稿では「ジャーナリ
ズム論」を取り上げる。

テレビ放送がスタートした1953年当時，報道の主役はラジオであった。ラジオジャーナリズムにおいては「聴取
者参加型番組」やローカリズム等，多様で先駆的な実践と議論が存在した。その後，ラジオからテレビへと放送
ジャーナリズムの主役が移行，1960 年代になると，テレビの影響力の増大を背景として，テレビと政治に関する本
格的な議論が生まれ，テレビニュースの「ワイド化」「キャスターショー化」等に関してもさまざまな興味深い議論
が展開された。その一方で，この時期活発に議論されたテレビの「言論性」のように，その後十分に発展させら
れなかった論点もあった。「テレビ時代」「テレビ社会」におけるテレビジャーナリズムの役割・機能を理解しつつ，
今後の可能性を考えるうえで，当時の議論は極めて示唆的かつ重要である。

 シリーズ  初期“テレビ論”を再読する

【第1回】 ジャーナリズム論 
　　　　      ～ラジオジャーナリズムからテレビジャーナリズムへ～

メディア研究部  米倉　律 　

１．はじめに

1953年に放送開始してから60年のあいだ
に，テレビは政治，経済，社会，文化に大き
な影響を与える巨大メディアに成長した。また
近年では，インターネットの急速な普及やメディ
アのデジタル化等を背景に，メディア環境が大
きく変化し，人々のテレビ離れや放送産業の凋
落も指摘されるようになっている。現代におけ
るテレビの役割や機能を再確認し，不透明化
しつつある将来像を構想し直すためにも，そも
そも「テレビ時代」「テレビ社会」が，どのよう
なものだったのかについて検証・総括すべき時
期にきている。

そうした作業に向けた第一歩として，本シ
リーズでは，テレビ放送の初期に制作者，研
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る。1953年以前がラジオ放送しか存在しない，
テレビ時代にとっての「前史」とするならば，
1953年から1960年代半ばまでは，テレビ時代

「初期」と位置づけることができる。この時期
を「初期」とする理由として，以下の三点が挙
げられる。

第一は，受信機の普及プロセスである。よ
く知られるように，当初テレビは極めて高価な

“ぜいたく品”であった 1）。放送開始時点での
テレビ受信契約数はわずか866件であり，そ
の後も普及は低調で100万件に達するのに5年
を要している。しかし，高度経済成長などを背
景に1950年代後半から普及が加速し，1959
年の皇太子ご結婚の直前に受信契約が200万
件を突破すると，1962年には1,000万件，翌
1963年には1,500万件（普及率75%）を超える
（図1）。この年の『NHK年鑑 』は，日本が「世
界第二位のテレビ大国になった」と宣言してい
る。このように，1953年から60年代半ばまで
の時期は，テレビが「ぜいたく品」から「日用
品」へと急速に変容しつつ，本格的「テレビ

時代」のいわば土台を形成していった時期だっ
たといえる。

第二に，人々のテレビ視聴スタイルの観点
からもこの時期を「初期」と見做すことができ
る。NHKが1960年から5年おきに実施してい
る「国民生活時間調査」のデータは，1960 ～
1965年の5年のあいだに，現代にいたる「テ
レビ視聴の原形」が作られたことを示している。
すなわち，この5年間で1日の平均視聴時間は
1時間程度から3時間以上へと急増，また朝，
昼，夜という1日のピークタイムや，「ながら視
聴」「専念視聴」といった視聴スタイルとその時
間配分などがこの時代に形づくられている。こ
のように，この5年間に起きた変化は，その後
に生じた変化とは質的に全く異なり，「それま
で存在しなかったテレビが人びとの生活に新た
に登場したことによる劇的な変化」（NHK放送
文化研究所編，2003：142‐143）であった。

第三は，「送り手」側の変化である。先に見
た急速なテレビの普及は，NHK・民放併存体
制の確立，全国的なテレビ開局の進展などと
表裏の関係にあった。NHK7局，民放36局
への有名な一斉予備免許交付が行われてテ
レビ放送体制の基盤が作られたのは1957年，
テレビ放送ネットワークのインフラであるマイク
ロ回線網も1950 年代後半から60 年代前半に
かけて全国的な整備が進んでいった（NHK
編，2001：394‐399）。また，こうした技術
的な環境整備を背景に，放送局内の番組制
作体制が，ラジオ中心のそれからテレビへと
軸足を移していく。そして，ニュースショーや
ドキュメンタリー，連続ドラマといった，テレ
ビ番組の基本ジャンルやフォーマットが生み出
され，さまざまな試行錯誤を経て定着し始め
るのもまさにこの時期である2）。

図1　ラジオ，テレビの受信契約件数（NHK）の
推移（1946 ～ 66 年）
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本シリーズで，1950 年代～ 60 年代半ばま
でをテレビ時代「初期」と位置づけ，この時
期を対象とすることとしたのは，以上のような
理由による。

（２）テレビ時代「初期」における
「テレビ論」

次に，本シリーズが分析対象とする「テレビ
論」についても，その概要や特徴の幾つかを
記しておく。

スタートしたばかりのテレビ放送は，番組
制作者はもとより，研究者や評論家，文学者
や芸術家など，さまざまな立場の人達にとって
知的好奇心の的であった。彼らはそれぞれの
立場から，テレビがメディアとしてどのような可
能性を持つのか，政治や社会，文化や芸術の
あり方などにどのような影響をもたらすのかと
いった点について活発な議論を展開した。そ
うした議論の主要な舞台となったのは，終戦
後から1960 年前後にかけて相次いで創刊さ
れた『放送文化 』『CBCレポート』『放送朝日』

『YTV REPORT』など放送業界誌であった
（『キネマ旬報 』『中央公論』『思想 』などの専
門誌や総合誌の一部でもテレビ論は展開され
た）。そして，これらの業界誌，専門誌を中
心にして，「放送論壇」「テレビ論壇」ともいう
べき独特の言論空間が形成されていった（米
倉律，2011：50）。
「放送論壇」「テレビ論壇」の最大の特徴は，

書き手とテーマの多様性である。そこでは，
テレビに新たな表現媒体としての可能性を見出
した小説家や詩人，音楽家，評論家らが「テ
レビ芸術論」等を活発に展開する一方で，テ
レビがどのような社会や文化を生み出すのか，
またそれは人類史・文明史の中でどのような意

味や意義を持つのかといった「テレビ文明論」
が，梅棹忠夫や清水幾太郎，加藤秀俊といっ
た論客によって語られた。また，テレビ制作
者や放送局の経営者などの当事者も積極的に

「登壇」し，テレビが最もその力を発揮する番
組とはどのようなものか，番組の制作体制や局
の運営はどうあるべきかといったテーマで盛ん
に論じている。

さらに，受信機の普及が進み，社会的影響
力が増すにつれて，テレビは次第に学問的関
心の対象にもなっていく。それまで，新聞や
映画，雑誌等を扱っていたメディア研究者ら
が，1950 年代後半になると積極的にテレビを
研究対象に加えていった。『思想 』（岩波書店）
1958 年11号の特集「マス・メディアとしてのテ
レビジョン」や，日本新聞学会の機関誌『新聞
学評論』の「特集日本のテレビジョン」（ 1960
年），『講座 現代マス・コミュニケーション』（河
出書房新社，1960 年）の第二巻「テレビ時代」
などはそうした初期「テレビ研究」の成果を集
大成したものであった（藤竹暁，1969）。そし
て，この分野で活躍を始めた研究者達もまた，

「テレビ論壇」の書き手となっていた。
本シリーズでは，こうした初期“テレビ論”を，

テーマやジャンルに応じて整理・分類したうえ
で再読し，その内容を分析する。第1回（本稿）
の「ジャーナリズム論」に続いて，「ドキュメン
タリー論」「ドラマ論」「視聴者論」「制度論」

「未来論」の順に6回に分けて連載していく計
画である。

３．本稿のねらい

シリーズ第1回の本稿が対象とする「テレビ
論」は「ジャーナリズム論」である。
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NHK放送文化研究所が2012年に実施した
「デジタル時代の新しいテレビ視聴調査」によ
ると，「ニュースや社会の動きを知るうえで役に
立っているメディア」として92%の人がテレビを
挙げている。そして以下，新聞が2位（69%），
ウェブサイトが3位（32%），本・雑誌・マンガ
が4位（13%）などといった順となっている（複
数回答）（平田明裕，執行文子，2013）。こう
した結果は，人々のテレビ離れが指摘される
今もなお，テレビはジャーナリズム空間におい
て極めて大きな位置を占め，人々が社会生活，
日常生活を送るうえで不可欠な情報インフラで
あることを示すものである。

しかし，テレビ放送がスタートした1953 年
当時，報道の主役は，新聞とラジオであった。
テレビが報道メディアとして力を発揮し始める
のは1960 年代になってからである。本稿では，
第二次大戦後から1960年代半ばまでを対象と
し，当該期間の「放送論壇」「テレビ論壇」で
の議論を読み解きながら，ラジオからテレビへ
報道の主役が移行していくプロセスにおいて，
それぞれのジャーナリズムメディアとしての役
割や可能性がどのように語られていたのか，テ
レビジャーナリズムはラジオや新聞のジャーナ
リズムから何を受け継ぎながら発展していった
のかといった点を明らかにしたい。

なお，ここでは「ジャーナリズム」という用
語は，「日々に生起する社会的な事件や問題
についてその様相と本質を速くまた深く公衆に
伝える作業，また，その作業をおこなう表現
媒体」という荒瀬豊（社会学者）の定義 3）を，
そして「報道」は「社会の出来事などを広くつ
げしらせること。ニュース。」という『広辞苑 』
の定義を前提としながら使用する。

４．ラジオ時代のジャーナリズム論

（１）『放送文化』の創刊 
～「悔恨共同体」と放送民主化の中で～

1946 年6月，日本放送協会（NHK）は月刊
誌『放送文化 』を創刊する。『放送文化 』は協
会の「研究機関雑誌」という位置づけで，「放
送事業の各部門に渡る研究記事を収録すると

共に，放送事業に関する解説，資料，調査物，
読物等を掲載して，放送事業の推進力たらん
ことを目標」としていた 4）。系統としては戦前に

『放送研究 』『放送人 』といったタイトルで刊行
されていた日本放送協会機関誌を引き継ぐも
のであり，創刊号はわずか32ページであった。
これ以降『放送文化 』は，「放送論壇」「テレ
ビ論壇」の中心的媒体となっていく。

創刊後数年間の『放送文化 』の誌面には，
丸山眞男（政治学者）5）のいう「悔恨共同体」
に通じる雰囲気が濃厚である。丸山によれば，
当時の知識人達は，戦争の推進に対して消極
的にしか抵抗し得なかったことを深く反省しつ
つ，新しい日本社会の建設に向けて，「専門

『放送文化』創刊号（1946 年 6 月）

AUGUST 2013



6 　AUGUST 2013

の殻を超えて一つの連帯と責任の意識を持つ
べき」だという意識を共有していた（丸山眞男，
2003）。そしてそうした意識は，GHQの指導
の下で再出発したラジオ放送とそれを担う人
達にも共有されていた。『放送文化 』1946 年7
月号の「巻頭言」には，同年 4月に新しく協会
会長に選出された高野岩三郎の従業員集会で
の言葉が紹介されている。
「ラジオが最も近代的な精巧に装備された

技術を駆使し，社会百般の事態の真相を正確
迅速に把握し，国民の輿論を反映し，しかも
明朗快適な娯楽を楽しみつつ，おのづから高

きを教え導
かれる娯楽
的教育，教
育 的 娯 楽
の機能を果
し，人が人
により抑圧
と圧迫を加
えられるこ
となき自由
の楽園に道
義の香り高

き百花の咲き乱れる平和的文化的社会の建設
に邁進するように，諸君と共に相携えて全努
力を傾注することを，ここに誓う次第でありま
す。」

高名なマルクス経済学者で，戦前は東京大
学教授や大原社会問題研究所長を務め，戦
後には日本社会党の創設に関わったことでも
知られる高野岩三郎は，ラジオ放送こそ民主
的かつ平和的な日本を建設するうえで死活的
に重要な手段であると考えていた。高野が推
進した人事の刷新，放送文化研究所の創設等

の協会改革は，GHQからの放送民主化要求
に対する彼なりの応答でもあった（前川佐重
郎，1996）。高野は，『放送文化 』誌上で連
載した「私の目標」という原稿で，自らのラジ
オ放送の理想像を次のように語る。
「我ラジオは我国民大衆と共に歩み，大衆

のために奉仕せねばならない。～（中略）～ 飽
くまでも大衆と共に歩むという心掛けが肝要で
ある。しかしながらこれは決して大衆に媚び，
大衆に盲従することであってはならない。ラジ
オの真の大衆性とは，大衆と共に歩み，大衆
と共に手を取り合いつつ，大衆の先達となっ
て歩むことにある。このように国民大衆と共に
あるためには，一党一派に偏せず，徹頭徹尾
不偏不党中正の態度を厳守するの必要なるこ
とは言を俟たない。ラジオとしては，民主主
義的であり進歩的であり，大衆的であること
以外には何等特定の政治的意見を固執しては
ならない。」（高野岩三郎，1946：10）

ここには，ラジオ放送が大衆的であると同
時に啓蒙的・進歩的であるべきとする高野独自
の放送観が端的に示されている。すなわち，一
方で，聴取者のニーズに出来るだけ応え聴取者
の立場に立ったものでありつつ，他方で聴取者
を啓蒙する社会的進歩の先導者としての役割も
果たすという，一見矛盾する二つの使命を同時
に遂行する放送の姿である。松田浩（評論家）
は，日本のテレビ放送が，ジャーナリズム機関
としての性格と通俗的な大衆メディアとしての
性格という二つの異なる性格を含みこんだ形で
スタートし，その後も両者の「緊張関係」を常
に孕みながら発展してきたと指摘しているが（松
田，1981），この「緊張関係」は，戦後におけ
るラジオ放送の出発点からすでに存在していた
と見るべきかもしれない。

高野岩三郎
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（２）マイクの開放
『放送文化 』は創刊当初，民主的な放送を

どう実現するかという問題意識に立った特集，
座談会，論文等を多数掲載している。これら
は当時のラジオジャーナリズムがどのような方
向性を目指していたかをよく示すものである。
表1は，創刊号から数年のあいだに掲載され
たジャーナリズム関連の特集や論文のうち主要
なものをリストにしたものである。

当時，民主的な放送の実現には，それま
で「送り手」（放送事業者，政治権力）に独占
されていたマイクを「受け手」である聴取者に
開放することが重要だという議論が活発に展
開された。例えば，百束極（NHK熊本中央
放送局長）は，「国民のラジオ」と題した1948
年6月号「巻頭言」で，「新聞，映画等は殆ん
どすべてが，報道であり或いは企画者の意志
を一般に伝える事を主としている」のに対して，
ラジオはそれだけでなく，「逆の方向，即ち国

民の口となる部分が大いに有るべき」だとして
次のように言う。
「民主主義の徹底はあらゆる面において，

人民の声を尊重するにあるのであろう。国民
の代表が構成する議会等はその代表的なもの
であるが，ラジオがこれに徹底するという事も
大きい力であり，義務でもあると考えられる。
特に物質の窮屈な現在の状況においては尚更
その度合いの高いことが痛感される。」

このような市民への「マイクの開放」という
思想を具体化したのが，『私達の言葉 』『街頭
録音』『放送討論会』などの番組であった。『私
達の言葉 』は聴取者からの投書をそのまま放
送するもので，1日に300 通に上る投書が殺到
するなど大きな反響を呼び，その後1992年ま
で続く長寿番組となった。『街頭録音』は，特
定の場所で一般市民の意見をまとめて収録・
放送するスタイルの番組で，ラジオドキュメン
タリーの草分け的番組ともなった。また，『放

表1　『放送文化』（1946 ～ 50 年）に掲載されたラジオジャーナリズム関連の主要な特集，企画，論文

タイトル 執筆者，発言者 掲載号
・特集「放送討論会の探究」（論文 4 本） 井口虎一郎，河西三省ほか 1946 年 7 月号
・研究座談会「報道放送の使命と立場」 小野秀雄，池島重信ほか 1946 年 8・9 月号
・鼎談「民主放送の探究」 權田保之助，河西三省，南江治郎 1946 年 8・9 月号
・座談会「ローカル放送と地方文化の問題に就て」全 6 回 平田陽一郎，篠原楚ほか 1946 年 10・11 月号

～ 47 年 10・11 月号
・放送概論（１）～（８） 西田貞一 1947 年 10・11 月号

～ 48 年 10 月号
・研究座談会「放送討論会を再検討する」 池島重信，土方正巳，新居格ほか 1948 年 3・4 月号
・社会課の現状と当面する課題 白神昇蔵 1948 年 5 月号
・研究座談会「ニュース放送をめぐる諸問題」 阿部眞之助，萩原忠三，植竹圓次ほか 1948 年 6 月号
・研究座談会「地方局の立場と中央局の立場」 名古屋管内各局代表 1948 年 7 月号
・企画「ジャーナリストの見た NHK 番組」（原稿 3 本） 阿部眞之助，伴俊彦ほか 1949 年 5・6 月号
・鼎談「ラジオに於ける諷刺の限界と社会問題の取上げ方 中島健蔵，三木鶏郎，丸山鐡雄 1949 年 7 月号
・座談会「新聞と比較しながらラジオニュースを語る」 内海丁三，報道部員ほか 1949 年 8 月号
・ニュース解説論 館野守男 1949 年 8 月号
・座談会「ローカル放送を各局に訊く」 八放送課長，春日編成部長ほか 1950 年 1 月号
・日本に於ける地方放送局の役割 ジェームス・デイ 1950 年 1 月号
・特集「ニュース放送の研究」 編集部 1950 年 5 月号
・特集「教養放送の研究」（論文 5 本） 長澤泰治，長谷耕作ほか 1950 年 12 月号
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送討論会』は，インフレ，食糧問題，失業問
題といった当時の切実な時事問題について専
門家と聴衆が直接意見を交わす討論番組で聴
取者の人気を呼んだ。
『放送討論会』をはじめとする一連の「聴取

者参加型」番組については，『放送文化 』誌上
でも特集や座談会などでたびたび議論の俎上
に乗り，「言論の自由，放送の民主化，国民
大衆の放送というたてまえを最も端的に表現し
た放送企画」（井口虎一郎，1946），「さるぐ
つわを取り除けられた国民大衆の声を津々浦々
に反映させる最も強力有効な手段として，短時
日の間に果然聴取者の積極的な関心と協力と
反響を呼ぶに至った」（齋藤友治，1948）など
と，制作者，担当者らが自らその意義を強調
している。

（３）ローカリズム
放送のローカリズムの実現というテーマも，

放送の民主化を推進する重要な柱としてこの
時期の『放送文化 』誌上で活発に議論された。
特に，座談会シリーズ「ローカル放送と地方
文化の問題に就て」は，1946 年10・11月号の
四国地方（第1回）を皮切りに全国六つのエリ
アで，地元局担当者と地元有識者らが議論し
た座談会を誌面化したもので，ローカル放送
拡充に向けた意気込みを示す内容となってい
る。その目的は，第1回に参加した小森政治

（NHK放送文化研究所）によれば，「我が国
が文化国家として生長するためには，従来のよ
うな文化の中央集権的弊風を打破して，中央
と地方とがよきバランスのとれた渾然たる文化
を築き上げることが必要」であり，ローカル放
送が「個性を十分に伸ばし得る状態」を実現
する方途を考えることであった。

一連の座談会では，ローカル放送番組の内
容，方法，編成から，方言等を含む地方文化
や地域の産業との関係性の問題，そして地方
局の人員，運営等にいたるまで，多様な論点が
議論されており，地域放送関連の現代にまで
いたる論点のほとんどが出尽くしているという
印象がある。このうち第4回「北陸地方」（1947
年5月号）では，富山放送局の春日由三局長
が，地域局には経営資源（人・物・金）が極端
に不足しているとしながらも，他方で局に対し
て地元の人々が「文化の中心機関だという風な
信頼感を実に大きく，強く持っている」と指摘，
地域局は，狭義の「放送」だけにこだわらず

『放送討論会  今後の労働運動はどうあるべきか』
（1960 年 3 月）の収録風景

『街頭録音  NHK に望む』（1961 年 3 月）の収録風景
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「大きな意味の地方の文化運動の中心地」とし
ての機能を果たすべきだという興味深い「地域
放送局論」を述べている。第5回「東北地方」

（1947年6・7月号）に参加した茂木徳郎（仙台
放送局・放送課長）も同様の主張を展開，地
域放送局が地域におけるさまざまな文化組織を
相互に結びつける役割を果たすべきだと言う。
「放送を通じて地方文化の振興とか地方文

化に寄与するという方法として，もっと組織的
な方法つまり文化施設としてのラジオを考える
必要があると思います。村に行けば公民館があ
る，また農村図書館，部落図書館がある，青
年団がある，それとラジオを組織的に結びつ
けたら放送による地方文化振興をはかる早道
だと考えます。」

また，地域局と地域社会との関係を強化す
るうえでは，3年程度で転勤を繰り返すような
人事は障害であり，「地方のローカル放送の番
組編成に携わる者が，もっとじっくりと腰を落
付けて地方の実情を知り，農村に身体を突込
んでゆくということが必要じゃないか」といった
指摘（立澤正雄，長野放送局・放送課）もな
されている（第4回「北陸地方」1947年5月号）。

（４）ニュースメディアとしてのラジオ
以上のように，当時のラジオジャーナリズム

のあり方が，聴取者参加型番組や討論番組，
ローカル放送など，幅広いジャンルや内容を含
んだものとして議論され，実践されていたこと
は興味深い。一方，狭義のジャーナリズム，す
なわちニュース報道のメディアとしてラジオが注
目されるようになるのは，テレビ放送開始を間
近に控えた1950年代に入ってからである。戦
前，戦中を通じて通信社，新聞社に取材源を
頼っていたNHKは，自主取材体制の構築を目

指して1946年に放送記者の採用を行うものの
すぐに中断，本格的な定期採用は1950年度か
らだった（「NHK報道の記録」刊行委員会編，
1988）。1951年7月には，取材，外信，編集
の三部と解説委員室からなる報道局が組織さ
れ，自主取材に基づくニュース報道体制が整
備されていく。
『放送文化 』の1950 年 8月号の「巻頭言」

で，古垣鐡郎NHK会長（1949 ～ 56）は，ラ
ジオのニュース媒体としての可能性について次
のように書いている。
「科学の進歩は，色々の機械を発明して，

ジャーナリズムを発展させ，新聞紙の向上を
もたらした。輪転機，無線電信，無線電話等
は新聞を世界人類の生活における王座に導い
た。然し，この科学は最後にラジオの発明に
よって，印刷にかわって音響による新しい型の
ジャーナリズムを誕生せしめたのである。一秒
間に世界を七廻り半すると云う速さで，電波は
たえず流動し，進行する世界の出来事を，人々
の耳許にそのまま伝えてくれるのである。だか
らラジオほど，ニュースの報道という点でピッタ
リとその性格の合致したものは他に求めること
は出来ない。」

研究者の中からもラジオニュース論が出始め
る。例えば，千葉雄次郎（東京大学新聞研究
所長）は，ラジオのニュースメディアとしての
特性を新聞と比較しながら論じた先駆的な論
文「放送と新聞―機能についての考察」（『放
送文化 』1952年 4月号）で，ラジオは速報性
という報道にとって最も重要な要件において新
聞を完全に凌駕しており，また音響効果や肉
声を聞かせることによって内容にリアリティや
親近感を持たせることができるというメディア
特性を持つと言っている。
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しかし千葉は，ニュースメディアとしてのラジ
オには弱点もあると指摘する。それは，時間軸
に拘束されることによる「非選択性」である。
すなわち，ラジオでは，ニュースは放送局が決
めた時間に決めた順序で伝達されるほかない
ため，「受け手」側には接触の順番に関して選
択の余地はない。また，新聞が見出しの大きさ
やレイアウト等によって，視覚的にニュースへの
価値評価を示すことができるのに対して，ラジ
オではニュースへの価値評価それ自体は時間
的な順序（ニュースオーダー）と放送時間量で
しか表現することができないという弱点もある。

現代から見ると，千葉のこうした指摘にはそ
れほど目新しさが感じられないかもしれない。
しかし，実はこれらの指摘はラジオのみなら
ずテレビを含めた放送メディア一般に妥当する
機能論として先駆的な面を持っていた。事実，
このあとで見るように，「時間依存性 」「非選
択性 」といった論点は，本格的なテレビ時代
に入っても繰り返し指摘され，テレビニュース
が「ニュースショー」として発展していったこと
の意味を理解するうえでも不可欠な視点を提
供することになる。

５．テレビジャーナリズム論

（１）ドキュメンタリーで先行した
テレビジャーナリズム論

1953 年にテレビ放送が開始された当初，報
道系番組の放送時間は極めて限られていた。
例えば，同年2月の編成では，ニュースは，1
日の放送時間4時間のうち，午後0 時50 分か
らの4分間と，午後7時20 分からの5 分間，
あわせて9 分間のみだった。背景にはテレビ
の速やかな普及のために娯楽番組に重点が置

かれていたこと，フィルム現像設備などが整
わず，カメラマンや映像編集担当者らの本格
的な採用・養成も始めたばかりという状況で，
ニュース制作にはさまざまな制約があったこと
などがある（NHK 編，2001）。

テレビの世帯普及率の上昇，1日の放送時間
の拡大に伴って，報道番組も拡充されていく
が，本格的なテレビニュースが制作・放送され
るようになるのはNHK，民放がともにニュース
の全国取材と放送の体制整備を進めた1960
年前後である。こうした事情を反映してか，
1953年～ 1950年代後半のテレビ論の中で，
ニュースや報道番組を論じたものはあまり見当
たらない。例えば，テレビ放送開始から3年間
の『放送文化 』誌上で，特集テーマとしてニュー
スや報道番組を扱っているのは，「放送と新聞」

（ 1954年10月号）だけであり（表2），対象を
59年まで広げても，わずかに「ニュース放送
の研究」（ 1958年8月号），「テレビ・ニュース
に要求する」（ 1959年10月号）が挙げられる程
度である。また，そうした特集においても，ラ
ジオのほうがニュース報道の主役として議論の
対象となっている場合が少なくない。
表3－1，3－2は，テレビ放送が始まって

6年後の1959年3月にNHKが実施した調査の
結果から，ラジオ聴取率トップ20 番組（関東
地区），テレビ視聴率トップ20 番組（東京地
区）を示したものである 6）。ラジオではトップ
20 番組の中で，「ニュース・天気予報」（午前6
時）が3位であり，このほかにも3つの「ニュー
ス」がランクインしている。しかしテレビでは，
14位に午後7時の「ニュース」が唯一入ってい
るのみであり，視聴率上位は軒並み娯楽系の
番組が占めている。こうした結果からも，1950
年代後半になってもニュース報道の主役がラジ
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オであり，「受け手」にとってもテレビのニュー
ス報道の存在感が限定的だったことが分かる。

むしろこの時期（ 1950 年代後半），テレビ
の持つジャーナリズム機能に関して注目され
たのは，ニュース報道よりもドキュメンタリー
番 組であった（松 田浩，2003；丹羽美 之，
2003）。テレビドキュメンタリーは，記録映画
とラジオの社会番組等をルーツにしながら，テ
レビ独自の新しい番組ジャンルとして発展した
もので，その一つの定型を作ったものとして
NHKの『日本の素顔 』（1957 ～ 64 年）が知ら
れる。この『日本の素顔 』をめぐっては，制作
者の吉田直哉，瀬川昌昭，映画監督の羽仁進
らが，『中央公論』『キネマ旬報 』等の誌上で

論争（＝日本の素顔論争）を行い，テレビド
キュメンタリーの社会的機能や方法論をめぐっ
て議論が深められた。この論争を中心とする，
この時代のテレビドキュメンタリー論の展開に
ついては，次号で主題的に扱う予定である。

（２）政治報道と視聴者
1959 年 4月の皇太子ご結婚と，60 年安保

表２　テレビ放送開始当初（1953 ～ 55 年）における
『放送文化』の特集テーマ一覧

表 3－１　よく聞かれているラジオ 20 番組
（関東地区）（1959 年 6 ～7 月調査）

表 3－2　よく見られているテレビ20 番組
（東京地区）（1959 年 6 ～7 月調査）

１
９
５
３
年

1 月 海外テレビジョン放送の展望
2 月 農村とラジオをめぐる諸問題（上）
3 月 農村とラジオをめぐる諸問題（下）
4 月 （特集なし）
5 月 婦人とラジオ
6 月 国際放送の展望
7 月 歌謡曲とラジオ
8 月 軽音楽とラジオ
9 月 ラジオドラマと感情の表現

10 月 クイズ放送
11 月 ラジオとことば
12 月 今年の放送をふりかえって

１
９
５
４
年

1 月 （特集なし）
2 月 （特集なし）
3 月 金ドラの研究
4 月 教育放送の研究
5 月 連続放送劇
6 月 NHK 交響楽団
7 月 二元テレビドラマ
8 月 和田信賢氏を偲ぶ

10 月 放送と新聞
11 月 放送法の改正を衝く
12 月 大衆娯楽と放送

１
９
５
５
年

1 月 民謡と放送
2 月 （特集なし）
3 月 放送開始 30 周年
4 月 20 周年を迎えた「学校放送」
5 月 勤労青年と放送
6 月 「新諸国物語」を検討する
7 月 10 代と放送
8 月 諷刺とユーモア
9 月 NHK 放送劇団

10 月 公共放送と広告
11 月 放送芸術の期待
12 月 1955 年・放送への批判と反省

曜日 放送時刻 放送番組 聴取率
月 後 8.02 お父さんはお人好し 22.5％
月 後 7.30 三つの歌 21.8

毎曜日 前 6.00 ニュース・天気予報 21.1
日 後 8.15 ラジオ寄席 19.3

毎曜日 前 7.00 ニュース 19.1
月－土 前 6.15 私たちの言葉 18.6

日 後 0.15 のど自慢素人演芸会 18.2
月 後 8.30 私は誰でしょう 17.7
木 後 8.02 放送演芸会 16.4
火 後 7.30 話の泉 14.6

月－土 前 6.40 明るい茶の間 14.4
毎曜日 後 7.00 ニュース 13.1
月－土 前 6.15 村の広場 12.7

日 後 4.00 大相撲名古屋場所 12.6
毎曜日 後 0.00 ニュース 12.5
毎曜日 前 5.15 早起き鳥 12.4

金 後 7.30 浪花演芸会 12.1
土 後 7.30 プロ野球「国鉄対巨人」

「南海対大毎」 12.1
月－土 前 5.30 あの雲こえて 11.9
月－金 前 5.45 ラジオ公民館 11.7
毎曜日 前 5.42 天気予報 11.7

曜日 放送時刻 放送番組 視聴率
月 後 7.30 私の秘密 48.5％
火 後 7.30 ジェスチャー 31.4
水 後 8.00 ドラマ「事件記者」 24.3
木 後 7.30 プロ野球「西鉄対大毎」 23.9
日 後 9.00 私だけが知っている 21.7
月 後 8.00 歌の広場 20.4
火 後 8.00 黄金の椅子 20.1
水 後 3.00 大相撲名古屋場所 19.4
土 後 9.33 ハイウェイ・パトロール 16.1
火 後 8.30 お笑い三人組 14.7

月－金 後 7.15 バス通り裏 13.3
金 後 9.00 テレビ劇場 12.4
日 後 7.30 花の星座 12.2

毎曜日 後 7.00 ニュース 10.4
金 後 7.30 危険信号 9.9
土 後 7.00 プロ野球「中日対阪神」 9.5
月 後 8.30 お父さんの季節 9.3
日 後 8.15 お好み日曜座 9.0
日 後 9.30 日本の素顔 8.7
火 後 9.00 ドラマ「日も月も」 8.4
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をめぐる政治状況を伝えたテレビ報道は，テ
レビが活字メディアやラジオに勝る報道機能を
持つメディアとして認識される，いわば「分水
嶺」となった。そして，これを境にラジオニュー
スからテレビニュースへの転換が急速に進んで
いった（向後英紀，古田尚輝編著，2011：29）7）。
「放送論壇」「テレビ論壇」でも，テレビ

ジャーナリズム，特にニュース報道やテレビと
政治のあり方をめぐる議論が活発になされるよ
うになっていく。例えば中部日本放送が1957
年に創刊した『CBCレポート』は，1960年8月
号で「「政治危機」の１カ月と電波報道」と題し
た特集を組み，日米安保条約改定をめぐるテレ
ビ報道を視聴者がどう受け止めたのかについて
検証した視聴反応調査の結果を掲載している。

このレポートで興味深いのは，テレビによる
政治報道が一般の視聴者にとってこれまで縁
遠い世界のものだった政治を身近なものにし，
人々の政治的関心を喚起しているという指摘で
ある。これによるとテレビは，映像と言語の組
合せや，現場の再現性や報道の同時性といっ
たメディア特性を駆使することによって，「一四
インチという紙芝居大の舞台にもかかわらず，
政治状況の焦点を，居間にもちこむことで，視
聴者の「公衆」的積極性を」引き出すことに成
功している（滝沢正樹，中川作一，1960：6）。

同種の指摘は『放送文化』誌上でも相次いで
なされている。例えば，浦松佐美太郎（評論家）
は，「現代社会における放送の機能―茶の間
と社会をつなぐパイプ」という論文で，テレビ
報道の特徴として，政治や経済など時事的な
問題に関して，「新聞とはまるで違った形式で，
家庭の茶の間に，供給し，国民の啓発に非常
に大きな貢献をすることができる」点を挙げる。
「例えば，テレビが国会の本会議や委員会の

情景を放送することによって，いままで新聞の
紙面でいかにももっともらしく報道されていた質
問応答が，どんなものであるかをはっきりと国
民の前に示し，それによって，政治への理解
や，関心を深めていることも疑うことができな
い。これも一つの新しい放送によるニュースの
報道形式である。～（中略）～ここに放送の独
自性があり，今日のところ他のいかなるマスコミ
方式をもってしてもこれと対抗することのできな
い機能があるわけである。」（浦松，1965：27）

一方，江藤文夫（評論家）は，『CBCレポー
ト』1961年1月号の特集「政治におけるテレビ
時代」に寄稿した論文において，政治家による
テレビ討論のような報道が，政策決定のプロセ
ス自体を視聴者の前に可視化させる「進行形
の政治」をつくり出しているという注目すべき指
摘をしている（江藤，1961：5）。江藤はそのこ
とを肯定的に評価しつつも，テレビ報道が政
治の世界に「ショウマンシップ」「政治家のテレ
ビ・タレント化」という新たな要素を生み出して
いると言う。テレビが「政治のタブロイド化」
をもたらしたこと，そしてその結果として政治
の個人化（＝政治の個人的物語への回収，置
換え）や劇場化，争点の単純化などが生じたこ
との功罪はしばしば指摘されてきたが（例えば
谷藤悦史，2005； 谷口将紀，2008），江藤の
こうした議論はその嚆矢とも言えるだろう。

（３）1960 年代における
「テレビニュース論」の活発化

1960年に放送開始した『NHKきょうのニュー
ス』と，1962年スタートの『JNNニュースコー
プ』は，本格的なテレビニュースの草分け的な
番組として知られる。前者は，1日のニュースを
まとめて伝える「総合編集」型のニュース番組
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であり，後者は日本で初めてのキャスターショー
型のワイドニュース番組であった（テレビ報道
研究会編，1980）。

この頃から，「テレビ論壇」においても，テ
レビニュース番組の可能性や特徴，課題など
が議論されるようになる。中でも『放送文化 』
1965 年 4月号の特集「報道機関としてのテレ
ビのあり方をさぐる」は，制作者から評論家，
研究者にいたるさまざまな論者が，新しく出現
し定着し始めた本格的なテレビニュース番組
の特徴や可能性，問題点などを論じたもので
極めて興味深い。

例えば藤竹暁（NHK放送文化研究所）は，
テレビニュースのワイド化，キャスターショー化
について，「みせるニュース化」「パーソナリティ
要素の増大」として特徴づける（藤竹，1965）。
さきに，ラジオニュースが「時間依存性」「非
選択性」という弱点を持つという千葉雄次郎

（1952）の指摘を紹介したが，藤竹は同様の弱
点がテレビにもあり，それを克服する方策の一
つがテレビのワイド化に他ならないという。藤
竹によれば，速報，解説，論評などさまざまな
要素を同一の紙面上にレイアウトする新聞の編
集が，いわば「空間」的編集であるのに対して，
放送の編集は時間軸に依存するという弱点を持

つ。ストレートニュース，解説，フィルム構成，
中継，特集などさまざまな要素・演出を組み合
わせるワイド型ニュースや，それらをパーソナリ
ティのトークで繋いでいくキャスターショー型の
ニュースは，テレビのそうした弱点を克服するた
めに考案されたフォーマットにほかならない。

佐々木大三（NHK報道局編集部長）は，こ
うした工夫によって，「フィルムや写真がないと
テレビニュースにしにくい」というそれまでの固
定観念が制作現場から消え，「大胆かつ自由
に新聞，ラジオと同じようなニュース感覚で総
合的な編集が出来るように」なったと言う。さ
らに『きょうのニュース』で採用された，フィ
ルム，写真，地図などさまざまな素材をスク
リーン上に映像化できるアイドホール等の技術
的進歩も追い風となって，「速報もテレビ，解
説もテレビ」がスローガン化されるまでに，テ
レビのニュース報道は拡充の一途を辿っていく

（佐々木，1965）。
他方，大木博（評論家）は，こうした傾向

が報道番組の「娯楽化」を招く可能性がある
として警鐘を鳴らしている。大木の見るところ，
日本のテレビ業界はテレビ受像機の普及のた
めにテレビの娯楽的機能や広告媒体的機能を
優先させる形で成長してきたが，その結果，
報道機関としての機能が立ち遅れている。そし
てそうした「おくれ」が，報道番組の中に情緒
的要素を過度に流れ込ませており，ニュースの
ワイド化はさらにそれを加速させるのではない
かというのである。
「ショー形式の報道番組は新しいジャンルと

しては歓迎されてよい。しかしこれを生み落と
した動機になった甘さや情緒的要素そのもの
が，テレビ報道活動の主流のようなところにま
で食い込み，娯楽提供者としてテレビをなが『NHK きょうのニュース』
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める視聴者一般の潜在的心理に迎合していっ
てはなるまいと思う。」（大木，1965：9）

各局が大型テレビニュース番組を制作し，視
聴率を本格的に競いあうようになるまでには，

『ニュースセンター 9時』（NHK，1974 ～ 88年）
や『ニュースステーション』（テレビ朝日，1985
～ 2004年）の登場を待つ必要がある。『NHK
きょうのニュース』や『JNNニュースコープ』は
日本のテレビニュース史では，あくまでも本格
的ニュース番組の出発点に位置づけられる番組
である。しかし，そうした時期にすでにテレビ
ニュースの可能性や課題をめぐる主要な論点の
多くが出され，多様な論者によって議論されて
いたことは興味深い。

（４）テレビは「言論機関」か
一方，この時期には盛んに議論されたにも

かかわらず，その後十分に展開されなかった
論点もある。テレビが「言論機関」たり得るの
かどうかという論点もそのひとつである。

大森幸男（評論家）は，『放送文化 』（1965
年12月号）に寄稿した「報道機関としての責任
と限界」という論文で，テレビ放送をめぐる近
年の傾向として，「速報はラジオ・テレビ，詳
報は新聞」というかつての機能分担から，「む
ずかしいニュースをテレビでわかりやすく」と
いうところにまで報道機関としてのテレビの役
割が増大した結果，テレビの「言論機関」とし
てのあり方が問われるようになってきていると
指摘する。そして，「言論機関」としての機能
への外部からの期待と，放送業界内部での自
己理解との間に矛盾が生じているとして次のよ
うに言っている。
「…奇妙な点は，もともと放送界には，監督

官庁たる郵政省当局の考え方をふくめて，放送

媒体は言論機関たりえないという思い込みがあ
り，外部の放送界に対する言論機関としての
社会的機能との間に大きなズレが放置されたま
まこれまで経過してきた点だ。～（中略）～ 外部
からのその意味での放送界への期待が画に描
いたモチでしかないのか，それとも放送界が固
執してきた消極的見解が否定されるべきである
のか，報道機関的機能の強力な展開を明確に
意識しているいまの時点の放送界にとって，こ
れはむしろ実際的な問題として解決を迫られる
べきではないかとおもえるのである。放送法改
正問題が国民的視野に立って論議をつくす必
要があるというのは，端的なNHKの受信料問
題や民放の“相互乗り入れ”問題などについて
ではなく，放送ジャーナリズムの正しい確立に
ついてだとしてよいと思う。」（大森，1965：9）

こうしたテレビの「言論性」をめぐる議論で
は，放送が新聞と同様に「社説放送」をする
べきか，あるいはすることができるとしてその
根拠は何か，といった点がラジオ時代からし
ばしば話題になっていた（例えば千葉雄次郎，
1952； 前田義德ほか，1952； 近藤操，1963）。
また，特定のテーマや問題を継続的に取り上げ
る「キャンペイン報道」についても，その政治
的公平性のあり方などが議論の対象となってい
る（辻村明，1965； 三浦昇，1965など）。

他方で，放送の政治性，言論性が問われ
るべきなのはニュースや一部の報道番組だけ
でなく広範囲の番組にわたるため，より包括
的な議論が必要だとする問題提起もなされて
いる。例えば，内川芳美（東京大学教授）は，

『放送文化 』の「講座・放送を考える」という
シリーズで「放送における言論性 」と題した連
載（ 2回）を行い，その中で次のように指摘し
ている。
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「言論性にも，いわば濃淡があり得る。放
送の個々の番組でいえば，ニュース解説，時
事問題についての対談や座談番組，録音録画
構成，あるいはドキュメンタリー番組のごとき
は，発言の形式は間接的でも，政治的機能の
面からは，言論性をかなり帯び得るものといえ
るし，～（中略）～ 考えようによっては，ふつ
うには純然たる娯楽番組とみられるドラマのよ
うなものにも言論性の強いものがある。また，
番組全体の編成自体，ある意味では，言論性
と無縁のものとはいい切れぬ面をもっている。」

（内川，1965：27）
言うまでもなく，こうしたテレビの「言論性」

「政治性」の問題は，テレビジャーナリズム論
にとっては本質的なものである。「放送の公共
性論」「社会的責任論」など隣接テーマとも関
係づけられながら展開されていた，この時期の
議論（日本民放連，1966など）は，再検討・
再評価に値する多くの内容を含んでいる。

６．まとめ

以上，テレビ放送スタート前のラジオ時代
およびテレビ時代「初期」に，放送ジャーナリ
ズムをめぐってどのような論点やテーマが議論
されていたのかについて検討してきた。最後
に，明らかになった点をまとめながら，若干の
考察をしておきたい。

①ラジオ時代，放送は「ニューメディア」で
あったがゆえに，また「放送の民主化」の推
進という社会的要請が存在したがゆえに，そ
のジャーナリズム機能についても極めて多様な
実践（番組制作）と議論（ラジオジャーナリズ
ム論）が存在した。しかし，放送ジャーナリズ
ムの主役が，ラジオからテレビへと移行する過

程で，テレビジャーナリズムには受け継がれな
かった要素もある。そのひとつが，『放送討論
会』『街頭録音』『私達の言葉』のような聴取者
参加型のラジオ番組である。

これらは，いわゆる「参加型ジャーナリズム」
の先駆けにあたる試みであり，思想的にも放送
史上に残るラディカルな実践であった。当時，
放送ジャーナリズムは「送り手」から「受け手」
へという方向だけではなく，「受け手」の主張
を広く伝えるという方向を含んだ，双方向的な
実践の可能性を持ったものとして理解され，そ
の発展が模索されていたのである。こうした試
みがテレビジャーナリズムに十分に引き継がれ
なかった背景には，テレビが当初，その普及
を最優先としたために娯楽番組中心の編成と
なったことや，レッドパージに象徴されるいわ
ゆる「逆コース」によって放送民主化への追い
風が急速に凪いでしまったことなどさまざまな
理由が考えられるが，今後より詳細な究明が
必要である。

②ラジオジャーナリズムに関する，当時の多
様な議論の中でも，ラジオの「時間メディア」
としてのメディア特性論は，ラジオのジャーナ
リズム機能を理解するうえで本質的な議論とし
て興味深い。そして同時にそれは，ラジオの
みならずテレビを含めた放送メディア一般に妥
当する先駆的な議論でもあった。その後の放
送ジャーナリズムの発達は，放送の「時間メ
ディア性」というメディア特性に立脚した制作
や技術の発達史としての側面を持っていたと言
うことができる。

実 際，1960年 代 以降の本 格 的なテレビ
ニュースが採用した「ワイドニュース」「キャス
ターショー」というフォーマットは，時間軸に拘
束されるという放送の弱点を克服しようとする
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試行錯誤の中から考案されたものであり，そ
の後，現代にいたるまでニュース番組や情報番
組の基本フォーマットとして命脈を保っている。
近年，VODやアーカイブのようなサービス，技
術の一般化は，放送から「時間性＝リアルタイ
ム性」というメディア特性を次第に剝奪しつつ
あるが，その結果，放送がどのようなメディア
になっていくのかを考える際にも，放送の「時
間メディア性」をめぐる当時の議論は前提にし
ておくべきものである。

③初期のテレビ報道，特にテレビと政治や，
報道のソフト化，娯楽化をめぐる議論では，
その後に開花する本格的な「テレビ時代」「テ
レビ社会」におけるテレビの可能性や問題性を
先取りし，予見するような論点が多数提出され
ており，現代につながる主要な論点がほぼこの
時期に出揃っていたとすら言える。近年，人々
のテレビ離れが指摘される一方で，テレビがこ
れまでになく政治に大きな影響を与える「テレ
ビ政治の成熟期」（竹下俊郎，2007）などと言
われるようにもなっている。こうした逆説的な
状況の中，テレビが政治との関係性においてポ
ジティブな文脈で語られることは少なくなって
いるが，テレビが人々の政治社会的関心を広汎
に喚起することを通じて，大衆を「公衆」化す
る力を持つという議論や，テレビはこれまで不
透明であった政治プロセスを可視化し，「進行
形の政治」をつくり出している，といったテレ
ビ時代「初期」の議論は，テレビジャーナリズ
ムの今後の可能性を考えるうえでも改めて光を
当てる価値があるように思われる。

④「テレビは言論機関たり得るか」「テレビ
番組の政治性をどう考えるのか」という注目す
べき議論は，テレビの政治社会的影響力が急
速に増大した時期（1960 ～ 65年）だからこそ

展開された先駆的なものだったと言える。こ
の時期こそ，テレビがジャーナリズム機関とし
て自立し始める重要な時期であり（松田浩，
2003），「放送の公共性論」や「社会的責任論」
などとも関連づけられながら放送の「言論性」
が活発に議論されたことはむしろ当然のことで
あった。

残念ながら，その後これらの議論が十分に
発展させられてきたとは言い難い。その理由は
必ずしも明確ではないが，テレビの「言論性」
については明確な回答や判断も保留されたまま
現在にまでいたっていると言える。しかし，い
わゆる「TBS闘争」（1968年）や「椿発言問題」

（ 1993年）等を引き合いに出すまでもなく，放
送における「不偏不党性」「政治的公平性」を
めぐってはさまざまな問題が生じてきた。そし
てその遠因を，テレビの「言論性」の問題が
曖昧なままに放置されてきたことに求めること
は不可能ではないように思われる。仮にテレビ
が，今後もジャーナリズム媒体であり続けよう
とするならば，この問題は絶えず広範な社会
的議論や学問的検討の俎上に乗せられ，問わ
れ続けなければならないだろう。

もちろん，この時期の放送ジャーナリズム論
は極めて多様であり，ここで検討することがで
きたものはそのごく一部に過ぎない。そしてそ
の全体像を捉えることは容易ではない。他方
で，個々のテーマについては，さらに焦点を
絞った形での詳細な分析の必要もあるだろう。
しかし，本稿での作業からだけでも，テレビ
時代「初期」における議論の先駆性や重要性
は明らかである。そして，それらの議論の中に
テレビの行方を占う多くの手掛かりも存在して
いるはずである。　               （よねくら りつ）
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注：
 1） 当時，平均的なサラリーマンの手取りが月 1 万

5,000 円前後であり，電器店で売られていたテ
レビは，アメリカ RCA 社製の 17 インチが 25
万円前後，21 インチが 35 万円前後，国産でも
17 インチが 24 万円，14 インチが 17 ～ 18 万円
という価格であった（NHK 編，2001：369）

 2） 例えば，NHK のテレビニュースの草分け的番
組である『NHKきょうのニュース』の放送開
始は 1960 年，朝の『連続テレビ小説』の第 1
作「娘と私」が 1961 年，『大河ドラマ』の第 1
作「花の生涯」が 1963 年，本格的ドキュメン
タリーの先駆的番組『日本の素顔』の放送開始
が 1957 年である

 3） 荒瀬豊「ジャーナリズム」（鶴見俊介・粉川
哲夫編『コミュニケーション事典』平凡社，
1988）P258

 4） 「発刊の言葉」『放送文化』1946 年 6 月号
 5） 以下，（　）内に記載する肩書や所属は，特に断

りのない限り言及または引用している当時のもの
 6） 「関東・近畿・北海道の 3 地区で NHK ラジオ

番組はどのくらいきかれているか」「どんなテ
レビ番組がよくみられているか―東京・大阪・
名古屋 3 地区テレビ番組視聴率調査の結果―」

『文研月報』1959 年 10 月号
 7） NHK の受信契約数でラジオとテレビが逆転す

るのも 1960 年から 61 年にかけてである

文献：
  ・ 井口虎一郎（1946）「企画面から」『放送文化』7

月号
  ・ 内川芳美（1960）「電波言論は自由でありうるか」

『CBC レポート』3 月号
  ・ 内川芳美（1965）「放送における言論性（その 1）

－社説放送の現在と将来－」『放送文化』12 月号
  ・ 内川芳美（1966）「放送における言論性（その 2）

－社説放送の現在と将来－」『放送文化』1 月号
  ・ 浦松佐美太郎（1965）「現代社会における放送の

機能―茶の間と社会をつなぐパイプ」『放送文化』
3 月号

  ・ 江藤文夫（1961）「過渡的な意味での成功」『CBC
レポート』1 月号

  ・ NHK 編（2001）『20 世紀放送史』NHK
  ・ NHK 放送文化研究所編（2003）『テレビ視聴の

50 年』日本放送出版協会
  ・ 「NHK 報道の記録」刊行委員会編（1988）『NHK

報道の 50 年―激動の昭和とともに―』近藤書店
  ・ 大木博（1965）「報道番組の娯楽への傾斜―「や

さしいテレビニュース」にもの申す」『放送文化』
4 月号

  ・ 大森幸男（1965）「報道機関としての責任と限界」
『放送文化』12 月号

  ・ 蒲島郁夫・竹下俊郎ほか編著（2007）『メディア
と政治』有斐閣

  ・ 向後英紀，古田尚輝編著（2011）『放送十五講』
学文社

  ・ 近藤操（1963）「放送における社説の可能性」
NHK 放送文化研究所編『放送学研究』第 5 号
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