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午前9時～午後9時半（祝日は午前9時～午後5時）
月曜日・年末年始
03（5721）8570　FAX：03（5721）8574
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/sonota/danjo/index.html

東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅正面口下車、徒歩10分
東急バス渋41系統・黒09系統「東京共済病院前」バス停、徒歩1分
東急バス渋71系統・恵32系統「正覚寺前」バス停、徒歩8分

開館時間
休 館 日
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検索男女　目黒区

　男女平等・共同参画センターでは、女性のための相談窓口を開設しています。
相談料は無料、秘密は固く守ります。ひとりで悩まず、気軽にご相談ください。

　男女平等・共同参画センター講座やイベント情報などをメールマガジンで
毎月1回（5日）配信しています。ぜひ、ご登録ください。登録は区ホームペー
ジのトップページから「メールマガジン」をクリックで簡単にできます。

　男女平等・共同参画審議会からの答申や、平成24年度の事業実績、今年
5月に実施した区民意識調査の結果などをまとめた報告書を発行しました。
人権政策課、区政情報コーナー（目黒区総合庁舎）、男女平等・共同参画
センター、区立図書館で閲覧できます。また、ホームページでもお知らせして
いますので、ぜひご覧ください。

　会社で受けたセクシュアル・ハラスメントの問題など、労働・法律の専門家
がオンブーズ（代理人・代弁者）として、男女平等・共同参画の視点で、皆様の
相談をお受けします。
<問い合わせ・予約>　人権政策課　電話：03（5722）9280

■男女平等・共同参画オンブーズ（苦情処理機関）を
ご利用ください

■「男女平等・共同参画の推進に関する年次報告書」を
発行しました

■女性のための相談窓口のご案内

■男女平等・共同参画情報メールマガジン
「キラリねっと」を配信しています

からだの相談 法律相談

日時

休業日

方法

相談
内容

電話 専用電話03（5721）8572 専用電話03（5721）8573   予約電話03（5721）8570
※2週間前から予約をお受けします。

こころの悩みなんでも相談

火・木・金・土10：00～16：00
水　18：00～21：00

祝日、年末年始 祝日、8月、年末年始 祝日、8月、年末年始

面談／電話
（予約可）

面談／電話
（予約可）

面　談 
（予約のみ）

自分の生き方、家族や職
場の人間関係、ドメス
ティック・バイオレンスな
どさまざまな女性の心の
悩みについて、専門相談
員が解決するお手伝いを
します。

お医者さんに行くには
ちょっと気が引ける、どこに
相談していいのかわから
ないというようなとき、相談
員（保健師）が相談をお受
けします。性の悩み、生理、
不妊、婦人科系の病気、更
年期障害などからだ全般
に関する相談ができます。

女性弁護士による女性の
ための法律相談です。離
婚、扶養、相続、財産など
について、相談をお受け
します。

第1・第3土曜日
10：00～12：00

第2・第4土曜日
9：30～12：10
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情報の海を渡る
～多メディア時代のメディアリテラシー
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１. 情報の海を渡る
　2013年製作の映画に、三浦しをん原作、石井裕也監督、松田龍平主
演『舟を編む』があります。安直に作り、すぐ「消費」するこの時代、一語
一語の意味を吟味し確かめる地道な辞典作りにいそしむ編集者の話で
す。『大渡海』という辞書の監修にあたる老国語学者は、「言葉の海。人は
辞書という舟でその海を渡り、自分の気持ちを的確に表わす言葉を探し
ます。誰かと繋がりたくて広大な海を渡ろうとする人たちにささげる辞
書、それが『大渡海』です」と述べて、彼に感動を与えました。
　生まれた瞬間から赤ちゃんは周囲の人たちが発する言葉の海に向
かって泳ぎだし、それを習得していきます。今の若者たちは、ことばだけ
ではすみません。耳には音楽が鳴り、目にはテレビが映り、ゲームに心と
時間を奪われ、携帯電話やスマートフォンは“must“アイテム。パソコン
が使えなければ就職もおぼつかなく、今はメディアを通じて外とつなが
ろうとしています。
　つまり、今を生きる私たちは、言葉の海を渡るだけでなく情報の海に
漕ぎだしていかねばならないのです、道しるべもなしに――。

２. マスメディア中心のメディア・リテラシーの時代
　それでも、何とか羅針盤のようなものを見つけようということで生ま
れたのが、メディア・リテラシーです。リテラシーは「識字」を意味します
ので、メディア・リテラシーはメディアの読み書き・判断力、あるいは、「メ
ディアを賢く使う能力」ということです。
　例えばドイツでは、第二次大戦中にヒットラーに支配された苦い経験
から、戦後は政治から切り離す形で、大学や教会を利用しながらメディ
ア教育に力を入れてきました。イギリスでは、カルチュラル・スタディーズ
の影響を受けつつ、メディアの働き全般を通じて影響力について研究を

すすめてきました。
　カナダの例は一番顕著です。テレビが普及した1960年代以降は、ア
メリカでは商業主義的な番組編成が中心となり、イギリス流の公共放送
を主体とするカナダの教養主義とは相いれませんでした。自国の放送で
さえ内容に制約を加えるのは言論・表現の自由から難しいことなのに、
国境を越えてくる他国の放送内容に文句をつけることは不可能に近い
ことです。そこで、カナダの人々は自分自身がメディアの批判的読み取り
能力を身につけて、それに対抗していこうと考えたのです。その結果、
1987年にカナダの「国語」のカリキュラムにメディア・リテラシーがとり
いれられ、その取り組みは、『メディア・リテラシー：マスメディアを読み解
く』という本になって出版されています。この本の編者はオンタリオ州教
育省なのですが、カナダでは、教師を中心に、市民、学者等が一体となって
この運動に取り組み、行政もその有力な一員として参加していたのです。
　カナダの取り組みは、その本の翻訳をしたFCT(子どものテレビの会、
現・FCTメディア・リテラシー研究所)によって日本にも紹介されました。
日本でのメディア・リテラシーは、20年前の状況を反映して、まずテレビ
を中心に新聞や雑誌などを含むマスメディアの批判的読み取り能力を
中心に始まりました。

３. マスメディアを批判的に読み解く
　「市民的」と言われるメディア・リテラシーのものの見方は、全ての人
の人権を尊重する視点でもあり、そこには男女平等や人種的・民族的差
別の否定も含まれます。そこで、ジェンダー視点から見たメディアの批判
的読み取りの実例を紹介しましょう。
　世の中には男女ほぼ半数ずつ存在します。もし、マスメディアが社会
の鏡であるならば、その鏡は男女を半数ずつ映しだすでしょう。しかし、

新聞やテレビニュース、雑誌の硬派記事など、事実を伝えるとされる
ジャーナリズムに登場するのは圧倒的に男性が多いのです。それには、
もっともな部分とそうでない部分があります。もっともな理由の一つは、
ジャーナリズムは社会的影響力のある問題を取り上げるので、社会的
影響力の強いものが中心になります。しかし、新聞ではスペース、放送で
は時間の制限があり、選ばれた少数のことしか取り上げられません。政
治や経済の影響力のある地位についている人はほとんどが男性なので、
結果的に男性が多く現れると言うわけです。
　しかし、表面に出てくるのは男性でも、社会の底流でじわじわと変化し
ている現象に女性は関係していないでしょうか。例えば、働きながら子
育てしにくいことについて女性は30年前から訴えていましたが、男性比
率の高いメディアはそれを取り上げませんでした。その結果、女性は個
人的に問題解決を試みて、独身をつづけたり出産を控えたので、それは
少子化につながる一要因となりました。社会の表面に女性の活動が少
ないからと言って、女性の考えや生活をニュースとして取り上げないこと
には、問題があったのです。
　もう一つのジャーナリズム原則は、異常な出来事や人々の興味・関心
をひくものは取り上げるということです。この観点からは女性もテーマに
なりますが、この場合は質的な問題がおこります。つまり、男性視点のメ
ディアは、男性的興味で女性を見がちだと言うことです。例えば海開き。
ナレーションでは「老若男女どっと海に繰り出しました」と言っておきな
がら、カメラ映像はビキニ女性にクローズアップというのを見たことのあ
る人は多いでしょう。
　日本のジャーナリズム界は圧倒的に男性に支配されており、女性記
者は15－20%ぐらいで、世界的に見ても大変少ないです。女性記者が
みなジェンダー視点をわきまえているとは限りませんし、男性でもジェン
ダー視点をもって取材している人もいますが、やはりある程度の人数割
合は必要です。経験的にも、少ない方の性が3分の１以上にならないと、
平等な議論はできないと言われています。
北欧の国々で、一つの職業や地位に対し、
少なくとも40％以上になるように配慮す
べきだとしていることが多いのは、やはり、
量的な問題が質的な問題につながるから
とも言えましょう。

　このようにして、メディア・リテラシーはメディア内容の質的な批判か
ら始まり、メディアの構成員へと発展しました。

４. 東日本大震災とメディア
　2011年3月11日の東日本大震災は、良くも悪くも私たちにメディア
の大切さを思い知らせてくれました。関東大震災の時には、ラジオさえ
なかったので二次被害ともいうべき不幸な出来事がおこりましたが、東
日本大震災ではメディアにより助けられたことも多々あったのです。もち
ろん、大きな被害を受けた地域では、停電のためテレビがみられないと
か、津波で全てが流されてしまい自分の住む地域の情報さえ入らなく
なったところがあります。それでも、色々な手段で情報を伝えようという
努力はなされ、中でもインターネットの活躍はめざましく、テレビに代
わって一般情報を伝えたほか、フェイスブックやツイッターなどSNSが
機能して個人情報が伝えられ、人々の安否確認に役立ちました。
　そのような中で、ひときわ批判を浴びたのは、大手のジャーナリズムで
した。なかでも、生放送が信条のテレビでは、政府や東京電力の記者会
見をそのまま生中継することが多く、その会見内容が大きな議論を呼ん
だのです。東京電力福島第一原子力発電所事故の政府による記者会見
では、爆発の状況と放射性物質の流出を説明した後、「ただちに健康に
影響はございません」ということばを付け加えました。考えてみるとこの
ことばは実に巧みで、真意を読み取るにはリテラシーが必要です。「今、
ただちに倒れるようなことはないが、将来の健康への影響については保
証しません」と言っているのと同じです。連続的に放射性物質が出ていて
その量は知れず、新たな水蒸気爆発が起こっている中でそう言うのです
から、戸惑う人も多かったでしょう。しかし、政府の立場からは、とりあえ
ず人々を安心させることが大事で、パニックを起こさせないことが至上
命題だったのです。
　真実を知るには背景を知る必要があるでしょう。原子力安全保安院
（当時）や東電では、事故ができるだけ小さく見えるように表現していま
した。これらは本当は発表者側の問題なのですが、メディアはそれを何
の説明もチェックもなしにそのまま流すことを批判されたわけです。放
送局の立場からすると、生放送では事前にチェックできませんし、政府
の代表者による公式発表を放送しないわけにもいきません。逆にこの発
表を中継しなかったり、批判的な解釈をつけて報道したりしたら、それは

それで偏向していると非難されたでしょう。そして、現代日本のマスコミ
の取材体制が大きく発表ものに依存していることにも問題があったの
です。
　こうして、私はマスメディアのジャーナリズムというものに、ある種の限
界を感じるようになりました。一方、新たなジャーナリズムの担い手とし
て、インターネットをはじめとするオルターナティブ（新しく取って替わる
と言う意味で「新替」）メディアが、マスコミが伝えない内容で、自分たち
が知り得た事実を伝えていることを知っていました。そうして、私は東日
本大震災をきっかけに自分の頭の中のメディアのあり方を新しく編成し
直す作業に取り組むことになりました。要するに、受け取るメディア内容
の批判をするよりも、自分が主体的に適切な情報を求めてメディアを編
成していくという考え方です。

５. メジャー・シェア・ケアのメディア・コミュニケーション論
　メディア内容を批判して変わることを期待するよりも、メディア・リテラ
シーの根本の発想に立ち返り、私は、メディア・ユーザーとして積極的に
自分でメディア環境を構成するという発想の転換をしました。現在のメ
ディアが果たしている役割を、その情報が作られる
過程やもっている性質によって大きく三つに分類
（図参照）してみました。一つだけお断りしたいの
は、「メディア」と｢コミュニケーション｣をここでは
区別して用いていることです。「コミュニケーショ
ン」は情報の内容とその作られる過程のこと、そし
て「メディア」とは、情報内容を伝える手段、例え
ば、テレビ、新聞、雑誌、インターネット、ラジオ、
本・・・を表しています。
　一つ目は、「メジャー・コミュニケーション」。その
特色は、それに従事する人々の多くが“主流の
人 ”々によって構成されていることです。この”主流
の人 ”々は、［男性・20-60歳前後・一流大学卒・健
常者・都市生活者・日本人］というような特徴を
もっています。30年以上前には、この人たちが日本
の政界・官界・産業界・司法界・学会・メディア界な
ど主要なセクターのほとんどを支配していました。

1985年の雇用機会均等法成立以降、女性が少しずつ増加してきまし
たが、現在でも例えば大手マスメディア内の男性比率は80-85％ぐらい
はあります。この人たちが重要と思う事柄がニュースとして選ばれ、私た
ちはそれを社会の重要な出来事として受けとめてきたのです。ここでは
公的な内容が多く取り上げられるので、社会を動かしている主要セク
ターの考えを知ることができ、実際、そこには権力が集中しています。そ
こで社会の支配的な考えを作りだすのに力を発揮し、政治的影響力は
大きいのです。ですから、私たちとしては、新聞は読んだ方が良いし、テレ
ビニュースも見た方が良いのです。しかし、それだけでは充分ではありま
せん。その人たちが注目していないけれども、あるいは、故意に発表しな
いけれども、社会にとって重要なことがあるからです。
　そこで登場するのが二つ目の「シェア・コミュニケーション」。常設の記
者クラブにはアクセスしにくい人々が、主流に対抗する考えや独自の情
報を他の人と分かち合う（シェアする）コミュニケーションです。マスメ
ディアが取り上げることは少ないのですが、オルターナティブ・メディア
（インターネット、冊子、CATV、集会など）を通じて発信することができ
ます。マスメディアでも独自の取材により、発掘することもあります。

　シェア・コミュニケーションは、福島原発事故に関連して、東京電力や
政府が発表しない事実を次 と々明らかにすることで力を発揮しました。
例えば、良心的な原子力研究者グループは、ずっと以前から原発の危険
性を指摘し、処分できない核廃棄物の危険性に警鐘を鳴らしていまし
た。また、発電コストでは原子力が最も安いといわれてきたのですが、実
は膨大な周辺費用の存在が隠されていました。政府や電力業界の説明
に反して、自然エネルギーは量産するようになればもっと安いコストで
できることなどが、環境NPOなどからシェアされました。
　このように、メジャー・コミュニケーションが取り上げない情報をシェ
アしている情報を人々はもっと活用すべきでしょうし、自分が知り得た情
報を発信することも大切です。インターネットはコミュニケーションの民
主化に役立ちました。
　三つ目は、「ケア・コミュニケーション」。マスメディアは過酷な現実を
伝えることで人々を不安に陥れることがあり、その結果メディアの受け
手は、自分をとりまく社会が危険なものと考えがちです。しかし、世間は
そんなに冷たいものばかりではなく、他人を助ける人も公共の精神のあ
る人もいます。そこで、心に潤いを与え癒すことのできる「ケア・コミュニ
ケーション」を、もうひとつの重要な柱として立てました。東日本大震災
の時、打ちひしがれた人の中に、周囲の人のことばで救われたと語る人
がいました。事故から時間がたった今もまだ、発生当時とは違う思いを
抱えて苦しんでいる人はいます。でも、生きることの苦しさ悲しさを人と
分かち合うことができれば荷物は少し軽くなるでしょう。共感してくれる
人がいれば楽しさも何倍かになるでしょう。メディアは過酷な現実を運
ぶだけでなく、生きる力を湧かせることもできるのです。この共感のコ
ミュニケーションが広まれば、メディアはもっと人々に幸せをもたらすこ
とができるでしょう。例えば詩人の和合亮一がツイッター上に発表した
作品をまとめた「詩の邂逅」は、大震災に打ちひしがれた人々に癒しを
与え、高校生たちの短歌はしみじみと共感を引き出したのでした。
　以上のように、三つのコミュニケーションを意識的に組み合わせ使い
わけることによって、自分にふさわしいメディア環境を編成していけば、
必要な情報に辿りつけるのではないでしょうか。食事をとるときに、主
食・副食・カルシウムやミネラルなどを組み合わせて、バランスをとること
と似ています。
　もちろん、マスメディアにはもっと責任ある行動をとってもらいたいで

すし、インターネットが運ぶ内容には、信頼できる情報の比率を高めて
もらいたいです。でも、他人に要求して達成できることには限度がありま
す。これからは、自分でメディアやコミュニケーションの特性を知って選
択し、主体的に自分の知識やモノの考え方を作りだしていかなければな
らないのだと思います。そして、そのような手段を私たちも手にすること
ができる時代に入っているのです。
　辞書ということばの海を渡る舟に加えて、私たちは情報の海を越え
て、さらに宇宙の渚にいかなければならないのですから。  

情報の海を渡る
～多メディア時代のメディア・リテラシー～
武蔵大学　名誉教授　小玉　美意子

特集　メディア・リテラシー
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１. 情報の海を渡る
　2013年製作の映画に、三浦しをん原作、石井裕也監督、松田龍平主
演『舟を編む』があります。安直に作り、すぐ「消費」するこの時代、一語
一語の意味を吟味し確かめる地道な辞典作りにいそしむ編集者の話で
す。『大渡海』という辞書の監修にあたる老国語学者は、「言葉の海。人は
辞書という舟でその海を渡り、自分の気持ちを的確に表わす言葉を探し
ます。誰かと繋がりたくて広大な海を渡ろうとする人たちにささげる辞
書、それが『大渡海』です」と述べて、彼に感動を与えました。
　生まれた瞬間から赤ちゃんは周囲の人たちが発する言葉の海に向
かって泳ぎだし、それを習得していきます。今の若者たちは、ことばだけ
ではすみません。耳には音楽が鳴り、目にはテレビが映り、ゲームに心と
時間を奪われ、携帯電話やスマートフォンは“must“アイテム。パソコン
が使えなければ就職もおぼつかなく、今はメディアを通じて外とつなが
ろうとしています。
　つまり、今を生きる私たちは、言葉の海を渡るだけでなく情報の海に
漕ぎだしていかねばならないのです、道しるべもなしに――。

２. マスメディア中心のメディア・リテラシーの時代
　それでも、何とか羅針盤のようなものを見つけようということで生ま
れたのが、メディア・リテラシーです。リテラシーは「識字」を意味します
ので、メディア・リテラシーはメディアの読み書き・判断力、あるいは、「メ
ディアを賢く使う能力」ということです。
　例えばドイツでは、第二次大戦中にヒットラーに支配された苦い経験
から、戦後は政治から切り離す形で、大学や教会を利用しながらメディ
ア教育に力を入れてきました。イギリスでは、カルチュラル・スタディーズ
の影響を受けつつ、メディアの働き全般を通じて影響力について研究を

すすめてきました。
　カナダの例は一番顕著です。テレビが普及した1960年代以降は、ア
メリカでは商業主義的な番組編成が中心となり、イギリス流の公共放送
を主体とするカナダの教養主義とは相いれませんでした。自国の放送で
さえ内容に制約を加えるのは言論・表現の自由から難しいことなのに、
国境を越えてくる他国の放送内容に文句をつけることは不可能に近い
ことです。そこで、カナダの人々は自分自身がメディアの批判的読み取り
能力を身につけて、それに対抗していこうと考えたのです。その結果、
1987年にカナダの「国語」のカリキュラムにメディア・リテラシーがとり
いれられ、その取り組みは、『メディア・リテラシー：マスメディアを読み解
く』という本になって出版されています。この本の編者はオンタリオ州教
育省なのですが、カナダでは、教師を中心に、市民、学者等が一体となって
この運動に取り組み、行政もその有力な一員として参加していたのです。
　カナダの取り組みは、その本の翻訳をしたFCT(子どものテレビの会、
現・FCTメディア・リテラシー研究所)によって日本にも紹介されました。
日本でのメディア・リテラシーは、20年前の状況を反映して、まずテレビ
を中心に新聞や雑誌などを含むマスメディアの批判的読み取り能力を
中心に始まりました。

３. マスメディアを批判的に読み解く
　「市民的」と言われるメディア・リテラシーのものの見方は、全ての人
の人権を尊重する視点でもあり、そこには男女平等や人種的・民族的差
別の否定も含まれます。そこで、ジェンダー視点から見たメディアの批判
的読み取りの実例を紹介しましょう。
　世の中には男女ほぼ半数ずつ存在します。もし、マスメディアが社会
の鏡であるならば、その鏡は男女を半数ずつ映しだすでしょう。しかし、

新聞やテレビニュース、雑誌の硬派記事など、事実を伝えるとされる
ジャーナリズムに登場するのは圧倒的に男性が多いのです。それには、
もっともな部分とそうでない部分があります。もっともな理由の一つは、
ジャーナリズムは社会的影響力のある問題を取り上げるので、社会的
影響力の強いものが中心になります。しかし、新聞ではスペース、放送で
は時間の制限があり、選ばれた少数のことしか取り上げられません。政
治や経済の影響力のある地位についている人はほとんどが男性なので、
結果的に男性が多く現れると言うわけです。
　しかし、表面に出てくるのは男性でも、社会の底流でじわじわと変化し
ている現象に女性は関係していないでしょうか。例えば、働きながら子
育てしにくいことについて女性は30年前から訴えていましたが、男性比
率の高いメディアはそれを取り上げませんでした。その結果、女性は個
人的に問題解決を試みて、独身をつづけたり出産を控えたので、それは
少子化につながる一要因となりました。社会の表面に女性の活動が少
ないからと言って、女性の考えや生活をニュースとして取り上げないこと
には、問題があったのです。
　もう一つのジャーナリズム原則は、異常な出来事や人々の興味・関心
をひくものは取り上げるということです。この観点からは女性もテーマに
なりますが、この場合は質的な問題がおこります。つまり、男性視点のメ
ディアは、男性的興味で女性を見がちだと言うことです。例えば海開き。
ナレーションでは「老若男女どっと海に繰り出しました」と言っておきな
がら、カメラ映像はビキニ女性にクローズアップというのを見たことのあ
る人は多いでしょう。
　日本のジャーナリズム界は圧倒的に男性に支配されており、女性記
者は15－20%ぐらいで、世界的に見ても大変少ないです。女性記者が
みなジェンダー視点をわきまえているとは限りませんし、男性でもジェン
ダー視点をもって取材している人もいますが、やはりある程度の人数割
合は必要です。経験的にも、少ない方の性が3分の１以上にならないと、
平等な議論はできないと言われています。
北欧の国々で、一つの職業や地位に対し、
少なくとも40％以上になるように配慮す
べきだとしていることが多いのは、やはり、
量的な問題が質的な問題につながるから
とも言えましょう。

　このようにして、メディア・リテラシーはメディア内容の質的な批判か
ら始まり、メディアの構成員へと発展しました。

４. 東日本大震災とメディア
　2011年3月11日の東日本大震災は、良くも悪くも私たちにメディア
の大切さを思い知らせてくれました。関東大震災の時には、ラジオさえ
なかったので二次被害ともいうべき不幸な出来事がおこりましたが、東
日本大震災ではメディアにより助けられたことも多々あったのです。もち
ろん、大きな被害を受けた地域では、停電のためテレビがみられないと
か、津波で全てが流されてしまい自分の住む地域の情報さえ入らなく
なったところがあります。それでも、色々な手段で情報を伝えようという
努力はなされ、中でもインターネットの活躍はめざましく、テレビに代
わって一般情報を伝えたほか、フェイスブックやツイッターなどSNSが
機能して個人情報が伝えられ、人々の安否確認に役立ちました。
　そのような中で、ひときわ批判を浴びたのは、大手のジャーナリズムで
した。なかでも、生放送が信条のテレビでは、政府や東京電力の記者会
見をそのまま生中継することが多く、その会見内容が大きな議論を呼ん
だのです。東京電力福島第一原子力発電所事故の政府による記者会見
では、爆発の状況と放射性物質の流出を説明した後、「ただちに健康に
影響はございません」ということばを付け加えました。考えてみるとこの
ことばは実に巧みで、真意を読み取るにはリテラシーが必要です。「今、
ただちに倒れるようなことはないが、将来の健康への影響については保
証しません」と言っているのと同じです。連続的に放射性物質が出ていて
その量は知れず、新たな水蒸気爆発が起こっている中でそう言うのです
から、戸惑う人も多かったでしょう。しかし、政府の立場からは、とりあえ
ず人々を安心させることが大事で、パニックを起こさせないことが至上
命題だったのです。
　真実を知るには背景を知る必要があるでしょう。原子力安全保安院
（当時）や東電では、事故ができるだけ小さく見えるように表現していま
した。これらは本当は発表者側の問題なのですが、メディアはそれを何
の説明もチェックもなしにそのまま流すことを批判されたわけです。放
送局の立場からすると、生放送では事前にチェックできませんし、政府
の代表者による公式発表を放送しないわけにもいきません。逆にこの発
表を中継しなかったり、批判的な解釈をつけて報道したりしたら、それは

それで偏向していると非難されたでしょう。そして、現代日本のマスコミ
の取材体制が大きく発表ものに依存していることにも問題があったの
です。
　こうして、私はマスメディアのジャーナリズムというものに、ある種の限
界を感じるようになりました。一方、新たなジャーナリズムの担い手とし
て、インターネットをはじめとするオルターナティブ（新しく取って替わる
と言う意味で「新替」）メディアが、マスコミが伝えない内容で、自分たち
が知り得た事実を伝えていることを知っていました。そうして、私は東日
本大震災をきっかけに自分の頭の中のメディアのあり方を新しく編成し
直す作業に取り組むことになりました。要するに、受け取るメディア内容
の批判をするよりも、自分が主体的に適切な情報を求めてメディアを編
成していくという考え方です。

５. メジャー・シェア・ケアのメディア・コミュニケーション論
　メディア内容を批判して変わることを期待するよりも、メディア・リテラ
シーの根本の発想に立ち返り、私は、メディア・ユーザーとして積極的に
自分でメディア環境を構成するという発想の転換をしました。現在のメ
ディアが果たしている役割を、その情報が作られる
過程やもっている性質によって大きく三つに分類
（図参照）してみました。一つだけお断りしたいの
は、「メディア」と｢コミュニケーション｣をここでは
区別して用いていることです。「コミュニケーショ
ン」は情報の内容とその作られる過程のこと、そし
て「メディア」とは、情報内容を伝える手段、例え
ば、テレビ、新聞、雑誌、インターネット、ラジオ、
本・・・を表しています。
　一つ目は、「メジャー・コミュニケーション」。その
特色は、それに従事する人々の多くが“主流の
人 ”々によって構成されていることです。この”主流
の人 ”々は、［男性・20-60歳前後・一流大学卒・健
常者・都市生活者・日本人］というような特徴を
もっています。30年以上前には、この人たちが日本
の政界・官界・産業界・司法界・学会・メディア界な
ど主要なセクターのほとんどを支配していました。

1985年の雇用機会均等法成立以降、女性が少しずつ増加してきまし
たが、現在でも例えば大手マスメディア内の男性比率は80-85％ぐらい
はあります。この人たちが重要と思う事柄がニュースとして選ばれ、私た
ちはそれを社会の重要な出来事として受けとめてきたのです。ここでは
公的な内容が多く取り上げられるので、社会を動かしている主要セク
ターの考えを知ることができ、実際、そこには権力が集中しています。そ
こで社会の支配的な考えを作りだすのに力を発揮し、政治的影響力は
大きいのです。ですから、私たちとしては、新聞は読んだ方が良いし、テレ
ビニュースも見た方が良いのです。しかし、それだけでは充分ではありま
せん。その人たちが注目していないけれども、あるいは、故意に発表しな
いけれども、社会にとって重要なことがあるからです。
　そこで登場するのが二つ目の「シェア・コミュニケーション」。常設の記
者クラブにはアクセスしにくい人々が、主流に対抗する考えや独自の情
報を他の人と分かち合う（シェアする）コミュニケーションです。マスメ
ディアが取り上げることは少ないのですが、オルターナティブ・メディア
（インターネット、冊子、CATV、集会など）を通じて発信することができ
ます。マスメディアでも独自の取材により、発掘することもあります。

　シェア・コミュニケーションは、福島原発事故に関連して、東京電力や
政府が発表しない事実を次 と々明らかにすることで力を発揮しました。
例えば、良心的な原子力研究者グループは、ずっと以前から原発の危険
性を指摘し、処分できない核廃棄物の危険性に警鐘を鳴らしていまし
た。また、発電コストでは原子力が最も安いといわれてきたのですが、実
は膨大な周辺費用の存在が隠されていました。政府や電力業界の説明
に反して、自然エネルギーは量産するようになればもっと安いコストで
できることなどが、環境NPOなどからシェアされました。
　このように、メジャー・コミュニケーションが取り上げない情報をシェ
アしている情報を人々はもっと活用すべきでしょうし、自分が知り得た情
報を発信することも大切です。インターネットはコミュニケーションの民
主化に役立ちました。
　三つ目は、「ケア・コミュニケーション」。マスメディアは過酷な現実を
伝えることで人々を不安に陥れることがあり、その結果メディアの受け
手は、自分をとりまく社会が危険なものと考えがちです。しかし、世間は
そんなに冷たいものばかりではなく、他人を助ける人も公共の精神のあ
る人もいます。そこで、心に潤いを与え癒すことのできる「ケア・コミュニ
ケーション」を、もうひとつの重要な柱として立てました。東日本大震災
の時、打ちひしがれた人の中に、周囲の人のことばで救われたと語る人
がいました。事故から時間がたった今もまだ、発生当時とは違う思いを
抱えて苦しんでいる人はいます。でも、生きることの苦しさ悲しさを人と
分かち合うことができれば荷物は少し軽くなるでしょう。共感してくれる
人がいれば楽しさも何倍かになるでしょう。メディアは過酷な現実を運
ぶだけでなく、生きる力を湧かせることもできるのです。この共感のコ
ミュニケーションが広まれば、メディアはもっと人々に幸せをもたらすこ
とができるでしょう。例えば詩人の和合亮一がツイッター上に発表した
作品をまとめた「詩の邂逅」は、大震災に打ちひしがれた人々に癒しを
与え、高校生たちの短歌はしみじみと共感を引き出したのでした。
　以上のように、三つのコミュニケーションを意識的に組み合わせ使い
わけることによって、自分にふさわしいメディア環境を編成していけば、
必要な情報に辿りつけるのではないでしょうか。食事をとるときに、主
食・副食・カルシウムやミネラルなどを組み合わせて、バランスをとること
と似ています。
　もちろん、マスメディアにはもっと責任ある行動をとってもらいたいで

すし、インターネットが運ぶ内容には、信頼できる情報の比率を高めて
もらいたいです。でも、他人に要求して達成できることには限度がありま
す。これからは、自分でメディアやコミュニケーションの特性を知って選
択し、主体的に自分の知識やモノの考え方を作りだしていかなければな
らないのだと思います。そして、そのような手段を私たちも手にすること
ができる時代に入っているのです。
　辞書ということばの海を渡る舟に加えて、私たちは情報の海を越え
て、さらに宇宙の渚にいかなければならないのですから。  

2013年3月、武蔵大学を定年退職し、
現在・名誉教授。
テレビジャーナリズム論、
ジェンダーとメディア論専攻。

現在、BSフジ番組審議会副委員長、日本マ
スコミュニケーション学会監事、国際ジェン
ダー学会評議員、福島県しゃくなげ大使。
フジテレビアナウンサーの後、サンフランシ
スコ州立大修士修了、お茶の水女子大博士
後期課程・単位取得退学。
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会・副委員長、厚生労働省社会福祉審議会・
映像メディア等委員長ほか歴任。 
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