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宇治橋 祐之　UJIHASHI  Yuji

第Ⅰ部1章，第Ⅲ部5章担当
メディア研究部（番組研究グループ）
専門：教育メディア，メディア・リテラシー
主な論文・著書：「テレビの読み解きからネットでのコミュニ
ケーションまで～放送局のメディア･リテラシーへの取り組み
の変遷～」『放送研究と調査』（2020年4月号），「教育テレ
ビ60年　学校放送番組の変遷」『NHK放送文化研究所年
報』63集（2019年），『教室にやってきた未来　コンピュー
ター学習実践記録』（共著，日本放送出版協会，1993年）

村上 聖一　MURAKAMI  Seiichi

第Ⅰ部1章，3章，第Ⅱ部1章，第Ⅲ部6章担当
メディア研究部（メディア史研究グループ）
専門：放送制度，メディア史
主な論文・著書：「「南方放送史」再考①　大東亜共栄圏
構想と放送体制の整備」『放送研究と調査』（2021年3月
号），「戦前・戦時期日本の放送規制」『NHK放送文化研
究所年報』64集（2020年），『図説 日本のメディア［新版］』

（共著，NHK出版，2018年）

東山 一郎　HIGASHIYAMA  Ichiro

第Ⅰ部2章，第Ⅱ部7章，8章担当
計画管理部（計画グループ）
メディア史研究のほか，『放送メディア研究』の企画・編集
や放送博物館リニューアル，特別展の企画・制作を担当
主な論文・著書：「放送の国際化の現場②「スポーツ放送
国際化」の舞台裏」『放送研究と調査』（2013年10月号），

「初期“テレビ”論を再読する　第5回　未来論～テレビの
未来はいかに語られたか～」『放送研究と調査』（2014年4
月号）

大竹 晶子　OTAKE  Akiko

第Ⅱ部2章担当
メディア研究部（番組研究グループ）
NHK長野放送局，番組制作局ファミリー番組部，生活情
報番組部などで番組制作に携わる
主な番組：『プロジェクトX挑戦者たち～女たちの10年戦争

「男女雇用機会均等法」誕生』，『NHKスペシャル～サッカー・
地球の熱情　第1回ジダンが来た道』

柳澤 伊佐男　YANAGISAWA  Isao

第Ⅱ部3章担当
メディア研究部（メディア動向グループ）
報道局・科学文化部記者，放送総局解説委員室解説委員

（文化・文化財担当）などをつとめる
主な論文・著書：「マスコミから見た日本遺産」『遺跡学研究』
16号2019年，『明治日本の産業革命遺産』（ワニブックス，
2015年）

塩﨑 隆敏　SHIOZAKI  Takatoshi

第Ⅱ部4章担当
メディア研究部（海外メディア研究グループ）
大阪地検特捜部担当記者・司法担当デスク，プノンペン・マ
ニラ各特派員，国際部デスク，ジャカルタ支局長，BS1「国
際報道」編集責任者，報道局副部長，BS1「キャッチ！世
界のトップニュース」キャスター（2017－2019年）
主な論文・著書：「取材対象者との関係性における倫理規
範～海外メディアとの比較から～」『放送研究と調査』

（2021年9月号），『データブック世界の放送2021』編集長

兼清 麻美　KANEKIYO  Asami

第Ⅱ部5章担当
メディア研究部（放送用語・表現グループ）
1991年から2020年までアナウンサーをつとめる。担当は
主に国会・皇室関連の中継。平成から令和に代わる際の儀
式「退位礼正殿の儀」「剣璽等承継の儀」「即位後朝見の儀」

「即位礼正殿の儀」などを皇居・宮殿から中継。国会中継，
開票速報，組閣の特設番組をテレビとラジオで多数経験。
これまでに，福岡・さいたま・大阪・東京で勤務

吉田 理恵　YOSHIDA  Rie

第Ⅱ部6章，第Ⅲ部11章担当
世論調査部
放送文化研究所世論調査部，編成局等で，主に放送・メディ
アに関する視聴者調査，世論調査に携わる
主な著書・論文：『日本人の生活時間・1995』（共著，日
本放送出版協会，1996年）「「日本人とメディア」総合調査
研究報告①デジタルメディア・利用の裾野はどこまで広がるか」

（共著）『放送研究と調査』（2006年6月号），『日本人の生
活時間・2010』（共著，NHK出版，2011年）

原 由美子　HARA  Yumiko

第Ⅲ部1章担当
元NHK放送文化研究所
専門：テレビ視聴行動，テレビ編成・番組研究，テレビ番
組の国際性研究など
主な論文：「東日本大震災から10年～関連テレビ報道の推
移を検証する」『NHK放送文化研究所年報』65集（2022
年），「日本のテレビ番組における外国要素」（共著）『NHK
放送文化研究所年報』55集（2011年），「時間快適化装
置としてのテレビ～視聴態度と番組総バラエティー化の関係
～」（共著）『放送研究と調査』（2001年11月号）

宮田 章　MIYATA  Akira

第Ⅲ部2章担当
メディア研究部（メディア史研究グループ）
専門：ラジオ・テレビのドキュメンタリー史
主な論文：「NHKドキュメンタリーの制作技法の中長期的
展開～主に技術環境の視点から～」『放送研究と調査』

（2019年4月号），「『日本の素顔』の制作技法」第1回～
第4回『放送研究と調査』（2020年4月号，5月号，2021
年5月号，9月号）
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七沢 潔　NANASAWA  Kiyoshi

第Ⅲ部3章担当
メディア研究部（番組研究グループ）
専門：番組研究，テレビ・アーカイブ研究
主な著書・論文：『原発事故を問う～チェルノブイリから，
もんじゅへ～』（岩波新書，1996年），『テレビと原発報道
の60年』（彩流社，2016年），『テレビ・ドキュメンタリー
を創った人々』（編著，NHK出版，2016年），「記録され
た沖縄の“本土復帰” ～『同化』と『異化』のはざまで～」『放
送メディア研究』8号（2011年）

亀村 朋子　KAMEMURA  Tomoko

第Ⅲ部4章担当
メディア研究部（メディア史研究グループ）
ドラマ番組部などに所属し番組制作に携わる。連続テレビ小
説『ひまわり』『こころ』『つばさ』，大河ドラマ『風林火山』
などの演出を担当
専門：テレビドラマ番組研究
主な論文：「NHK連続テレビ小説と視聴者～ “朝ドラ”はど
う見られているか～」（共著）『NHK放送文化研究所年報』
64集（2020年）

塩田 幸司　SHIOTA  Koji

第Ⅲ部7章担当
元NHK放送文化研究所
専門：BPO研究，ジャーナリズム
主な論文：「立体検証・BPO放送倫理検証委員会の10年　
第1部・放送現場へのブレーキとアクセル」『放送研究と調査』

（2017年5月号），「放送の自由・自律とBPOの役割～放
送番組の自主規制活動の意義と課題～」『NHK放送文化研
究所年報』63集（2019年）

入江 さやか　IRIE  Sayaka

第Ⅲ部8章担当
メディア研究部（メディア動向グループ）
報道局記者として，社会部災害班，災害・気象センターな
どで防災報道，被災地取材やNHKの災害報道機能強化な
どに携わる
専門：災害情報・災害報道
主な論文:「鬼怒川決壊 常総市の住民はどのように避難した
のか？～「関東･東北豪雨」における住民の防災情報認知と
避難行動調査～」『放送研究と調査』（2016年8月号）

税所 玲子　SAISHO  Reiko

第Ⅲ部9章担当
メディア研究部（海外メディア研究グループ）
報道局国際部ニュースデスク，ロンドン支局長，WORLD 
NEWS編責などをつとめる。オックスフォード大学ロイター・
ジャーナリズム研究所フェロー
専門：欧州メディア動向，欧米のジャーナリズム
主な論文：“Speed vs Accuracy in Time of Crisis” 
Reuters Institute for the Study of Journalism（2016），

「分断の時代の不偏不党～ BBCの事例から」『放送研究と
調査』（2021年8月号）

塩田 雄大　SHIODA  Takehiro

第Ⅲ部10章担当
メディア研究部（放送用語・表現グループ）
専門：近現代日本語史，社会言語学，語彙論，音韻論
主な論文・著書：『現代日本語史における放送用語の形成
の研究』（三省堂，2014年），「終戦前の辞典に示された複
合動詞のアクセントをめぐって」『国立国語研究所論集』7号

（2014年），「ＮＨＫアナウンサーのアクセントの現在」『現
代日本語の動態研究』（おうふう，2013年）

原 美和子　HARA  Miwako

第Ⅲ部12章担当
世論調査部（社会調査グループ）
専門：世論調査
主な論文・著書：「新型コロナは私たちの暮らしや意識をど
う変えたか～「新型コロナウイルス感染症に関する世論調査」
の結果から～」『放送研究と調査』（2021年6月号），『現
代日本人の意識構造』第七版（共著，ＮＨＫ出版，2010年），

『放送メディア研究』13号（特集 世論をめぐる困難）（2016
年）企画・編集

荒牧 央　ARAMAKI  Hiroshi

第Ⅲ部13章担当
世論調査部（研究開発グループ）
専門：調査方法論，社会意識調査
主な論文・著書：『現代日本人の意識構造［第九版］』（共著，
NHK出版，2020年），「調査主体が経験してきた課題」『放
送メディア研究』13号（2016年），「世論調査の手法に関
する現状と問題点」『マス・コミュニケーション研究』77号

（2010年）
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「歴史とは，現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」（E. H. 
カー）という言葉がありますが，文研75年の歴史を振り返る日々は，
眼前の急速なメディア変容についての認識を新たにしていく日々でも
ありました。執筆者の皆さんをはじめ，編集，レイアウト，校正等の
担当の皆さんには多大なご協力を頂き感謝申し上げます。来年度の続
刊に向けて，この後は未来を考える日々になりそうです。
 （宇治橋 祐之）

今回，文研の論文や調査報告の推移を取りまとめてみて，1960年
代から70年代にかけてメディアに関する理論的な研究が盛んに行わ
れ，それらは今なお参考にしうることに改めて気づかされました。

文研の役割として，時代の変化に対応した調査・研究が求められる
のはもちろんですが，長期的な視点からメディアの役割を考える理論
的な研究も並行して続けていければと考えています。
 （村上 聖一）

テレビの草創期から精力的に続けられてきた理論的・実践的な調
査・研究の双方が，現在も少しずつ形を変えながら継承されている
ことを改めて実感する日々でした。「75周年」は，区切りとしては
ちょっと中途半端なのかもしれませんが，放送が大きな節目を迎えて
いるこの時期に，調査・研究の軌跡を書籍の形にまとめることで，未
来への橋渡しができればと思っています。ありがとうございました。
 （吉田 理恵）

文研の大先輩でもあるSさんから着信。長い…。でも，そのなかに
はためになる話が多く含まれている。もう75歳だというSさん。詩
人のヴァレリーの言葉を引いて人生をこうたとえた。
「ボートをこぐように，人は後ろ向きに未来へ入っていく」
俺たちは航跡を見ながらでないと前に進めないんだよ，と。
Sさん，次号では前を向いて未来を見据えたいと思っています。

 （東山 一郎）

編 集 後 記
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◆ 編集担当
宇治橋祐之 NHK 放送文化研究所 メディア研究部 主任研究員
村上　聖一 　　　　同 メディア研究部 副部長
吉田　理恵 　　　　同 世論調査部 部長
東山　一郎 　　　　同 計画管理部 主任研究員

◆ 編集事務局
小林　　卓 NHK 放送文化研究所 副所長
村田　英治 　　　　同 メディア研究部 部長
吉田　　準 　　　　同 計画管理部 専任部長
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