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おはようございます。

津村 さん との打 ち合わせ のなかで言わな

かったか もしれませんが、私は「先生Jと 呼

ばれるのが好 きではあ りません。先生 とい う

呼び方は人間関係 を対等 ・平等 な関係でな く、

上下の関係 に固定 して しまうか らです。だか

ら私 は、ある時期か ら、「先生 と呼んだ り、

呼ば7/Lた りしないようにしましょう運動」 を

行 なってい ます。 (笑)先生 と呼ばれだ した

ら、人間、お終い。簡単に人を先生 と呼ぶ人

もあまり信用 しない ようにしましよう。

今は、インターネットの時代です。 インタ

ーネッ トとい うのは、全員が発信者であ り、

かつ、受信者です。そこには、縦関係はまっ

た く無いんですね。全員が主人公で、横 につ

ながるネッ トワークなんです。その気になれ

ば、自分で インターネッ トテレビ局 というの

をつ くることがで き、壼界中に情報発信がで

きて、世界の人たちとつながることがで きま

す。そうい う時代に私たちは生 きています。

1。 すべてはメディアを通してやつてくる

今 日はマスメデイアのなかのコマーシヤル

(以下、CMと 表記)の 問題 を主 に しゃべ り

ますけれど、私がこの問題 に取 り組みは じめ

たのは、1984年 に「コマーシャルの中の男女

役割 を問い直す会Jと い う市民 グループを発

足 させてか らです。私の本職は調理師です。

万博の時か ら仕事 を始めまして、36、 7年 に

な ります。

個人的な話にな りますが、私は「結婚 しな

いJと いう生 き方をしています。それは、好

きな人ができて一緒 になるのに、なんでオカ
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ミに届けな くてはいけないのか、 というこだ

わ りか らです。戸籍制度 とい うのは、天皇 を

頂点 とする社会の一員 として登録することな

んです。単なる住民票 とは全 く性格が異 なる

んですね。 また、子 どもは好 きですが、自分

の子 どもはい らないという生 き方をしてきま

した。 自分の子 ども時代の体験か ら、親 とい

うのは存在 自体が罪であると思つています。

子 どもにとつて親 と教師は非常 に苦痛な存在

なんです。そういうことを考 えなが ら大人に

なって きて、教育の問題 には特に興味 を持 っ

てきました。

そういうことで、教育の問題 についていろ

いろ発言 しているなかで、80年 ごろに家庭科

の男女共修の運動に出会って、学校の先生方

の友達 もで きます。けれ ども、子 どもにとつ

ては学校教育 よりもテ レビの方が絶対 に影響

力が大 きいということに途中で気づ きました。

なぜか というと、私の弟は結婚 をして、子 ど

もがいるんですが、その子 どもが小 さい とき

に一緒 に遊んでいると、会 うたびに新 しいコ

マーシャルソングを覚えて くるんですね。

そこで、84年 にまわ りの人たちに呼びかけ

て「コマーシヤルの中の男女役割 を問い直す

会Jと い うのをつ くったんです。つ くったと

きに、 まず考 え_た こ とは、 従来の運動 とは

違ったかたちでや りたいとい うことで した。

そ れ まで の運 動 とい うの は抗 議

型 だ つ た んで す。で も、抗 議 型 の

運動 とい うの は持 続 しに くい んで

す。 なぜ か とい う と、 こぶ しを振

り上 げ る運動 とい うの は疲 れ ます

か ら。 そ 力し́に、そ うい う運 動 は、

どち らか とい う と自己満 足 的 で、

向 こ うに届 か ない もの な んです。

メデ イア を変 え るため に は向 こ う

側 に届 く運動 を しない とい け ませ

ん。そ こで い ろ い ろ話 し合 っ て、

抗議型だけではな くて、提案型、応援型の運

動 をしようということになったわけです。メ

デ イアの内側にも私たちの運動 を理解する人

たちが育ちは じめてるわけですか ら。そこで、

毎年 2回 、テレビCMコ ンテス トとい うのを

行 なって、「そろそろやめて」 CMだ けでな

く、「なかなか好感」 CMも 選び、なおかつ、

「そろそろやめて」 CMに は「こうい う風 に

変えてみたらJと いう提案 を添えるようにし

ました。

イソップ童話にたとえれば、北風 3分に大

陽 7分、 という運動にな りますか。北風 を吹

きつけるばか りだと、相手はコー トで身を包

んで しまう。だか らといって、太陽ばっか り

だと向こうはボケて しまいます。基本的には、

北風 と太陽のバランスが大切だと思います。

そんなふ うに考えて、大体10年 もやればパ

イプもなんとかつながるだろうし、メデ イア

も少 しは変わるだろうと思ってスター トした

わけです。そ して、10年 間活動 して、かな り

疲れて、そろそろやめようかなと思っていた

ときに、大阪府か ら「プリムラ賞」 をいただ

いて、やめ時を失って しまって、また頑張 ら

なけれ lゴ と思́ってるうちに、気がつけ |∫20年

以上たっていたというのが実感です。

ではそろそろ、本題に入っていきましょう.

レジュメを用意 していますので、まず最初

15



に、今 日の流 れ を説明 します。

本 日のタイ トルは 「マスメデ イアをジェン

ダーの視点で見る」 となってい ますが、「見

る」 というより「言売み解 くJと いったほうが

正確か もしれません。そ して、サブタイ トル

が「コマーシャルの中の男女共同参画J。 私

たちが運動 を始めたのが、84年ですけれ ども、

この20数年の中で、それまで無かった言葉が

いろいろ と誕生 します。「男女共同参画」 も

「ジェンダーJも ここ数年の新 しい言葉です

ね。「セ クハ ラJと い う言葉 も新 しい言葉で

すね。言葉があることによつて見えて くる風

景 とい うもの もあるし、反対に、言葉がある

ことによつて見 えな くなる風景 というものも

あるんです。

ジェンダーという言葉は、 もともとは学者

の言葉だった ものを、世界的にみんなが使い

出 したのは95年の北京会議、第 4回世界女性

会議か らだと思います。1975年の国際婦人年

に第 1回世界女性会議が開かれ、79年 に女性

差別撤廃条約がつ くられて、日本は世界か ら

遅れて85年 に批准 します。そ して、95年 に北

京で第 4回 国際女性会議が開かれて、女性差

別 をな くすための重要 なキーワー ドとして

ジェンダーとい う言葉が使用されることにな

るわけです。 日本ではジェンダーフリーとい

う言葉 も一部で使 われています

が、世 界 共 通 語 で い え ば、

「ジェ ンダーイコール」 とい う

言葉 が適切 か と思 い ますが、

「ジェ ンダーが イコールな世の

中に していこう」 というのが女

′
畦差別 をな くするための取 り組

みをしている人たちの世界的な

共通認識だと思って ください。

そ こで、つ ぎに、「男女共 同

参画Jと はそ もそもなにかとい

うことにな ります。

今 日の レジュメの 5ペ ージロに、「男女共

同参画社会をうながす社会・経済的な背景」

と題 して、ジェンダーと男女共同参画に関す

る世界 と日本の流れ とい うのを私な りに整理

したものを載せています。男女共同参画 とい

う言葉が誕 J三 したの (よ 、 1999年 6月 に箭」定 ・

施行 された男女共同参画社会基本法 とい う法

律によってです。法律が制定 される直前の 3

月には厚生省による「育児を しない男 を、父

とは呼ばない。Jと い うキヤンペー ンがあっ

て、そのあと雇用機会均等法 と労働基準法の

改正があ り、そ して、男女共同参画社会基本

法が制定・施行 されます。その時に男女共同

参画 という、それまでになかった言葉が使わ

れたわけですが、国連 に提出された文書 には

「Thc basic law of gender eq餞 l socicty」  と撻妻か

れているんですね。ジェンダーイコールとい

うのは、 日本語に翻訳すると、男女平等なん

です。つまり、男女共同参画 というのは男女

平等のことなんです。政府はずるいです よね。

世界に向けては男女平等法です よといいなが

ら、国内に向けては男女共同参画社会 という

わけのわか らない言葉 を使ってごまかそうと

しているわけです。つまり、男女平等 という

言葉 を絶対使 いた くないお じさんたちがつ

くった法律が、男女共同参画社会基本法であ
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るわけです。 もともとは、男女平等法 をつ く

ろうというかたちで女性たちが運動するなか

で、ごまか しや妥協 の挙旬 にで きあがつたの

が、男女共同参画社会基本法であるともいえ

ます。

それでは、 レジュメの 1ペ ージロに戻 りま

す。

メデイア・リテラシーとい う言葉 をどこか

で聞いたことのある方、ちよつと手 を挙げて

ください。 3、 4割 の方の手が挙が りました

ね。03年 に大阪府が実施 した「青少年メデ イ

ア環境調査」 によると、「メデ イア・リテラ

シーという言葉 を聞いたことがない」 と答え

た保護者は78%に上 っていますか ら、皆 さん

はよく知ってお られるほうです。やは り、い

ろいろ活動 されていると、そういう言葉が飛

び込んで くる確率は高 くなるわけですね。 こ

のメデ イア・リテラシーとい う言葉は、いろ

いろな立場か らいろいろな角早説が されていま

すが、私たち市民 !舌動 を行なっている側か ら

言 うと、「メデ イアを批評 的 に読み解 く」.

もっと詳 しく言 えば、「メデ イアを社会的文

脈で批評的に読み解 くJと いうことにな りま

す。「批評白勺|こ 」 とい うところが月(イ ン トで

―
ナ。 :疑言吾て

'は
、 ク ]リ テ イカフレ。 ク 1リ テ イカル

とい うこと(よ 、「批半」白勺J と iま 彿攣少に婁きな り

ます。

そういう視点で、 CMを見た り、

ヮイ ドシ ョーを見た り、ニユース報   |■ |

E「 ]自 [i、 2『撼:霞丁量量魚為  |:|||

なわれています。こういった取り組 ■
み は、 ヨーロ ッパや オース トラ リア  |||
や カナ ダをは じめ、世界中で行 なわ  |||

れてい ます。 もともとは第 2次世界  |||

大戦 の ヒッ トラーの メデ イア を駆使  |||
したプロパガンダに対する反省から  ,|||
スタートして、近年は、多民族・多  ■||

言語国家において、アメリカのハ リウッド文

化 |こ イ曼略 さオtな いよう |こ しようとい う、 そ う

い う流れの種かで広 まってきたものだと思い

ます。 日本では、92年 に、カナダのオンタリ

オ州の教育省が作成 した「メデイア・リテラ

シー・リソースガイ ド」 という教材のような

ものをFCTと いう市民 グループが翻訳出版

したあた りか ら、メデイア・リテラシーとい

う言葉がカタカナのままで使用 されるように

なってきたわけです。

その本には「メデ イア・リテラシーの 8つ

の基本的な概念Jと いうのが書かれています

が、主要な三つをレジュメに書 き出 しました。

まず第一に、「メデ イアはすべ て構成 された

ものである」。メデ イアとい うのは、現実 を

その ままに伝 えているわけではな くて、メ

デ ィアというフィルターを通 して、出来事 を

伝 えています。ふだん見′貫れているテ レビの

風景の、たとえばイラク戦争にしても、あれ

がイラク戦争だと思った ら大間違いで、あれ

は日本のテレビが解釈するイラク戦争であっ

て、現実の イラク戦争 はいろいろな側面 を

もっています。だか ら、テレビしか見ていな

い と、イラク戦争のほんの一面 しか見ないこ

とになる。そ して、二番 目が、「メデ イアは

『現実』を構成する」。そ ういう風に構成 され

たメデイアが今度は現実 を構成 してい く。そ
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この怖 さです よね。私 たちは、行動様式 か ら

思考様式 まですべ て。 メデ ィアか らつ くられ

た世界 の中で生 きている、 と言 え ます。

そ こで、三番 目の 「オ ー デ ィェ ンス が メ

デ イアか ら意味 を言売み取 る」 と0ヽ うこ とが必

要 になって きます。つ ま り、メデ ィアをうの

み にせず に、 オーデ ィェ ンスが主体 となって、

メデ ィアか ら意味 を読 み取 ってい くことが求

め られ ます。 オーデ ィェ ンス とは、 日本語 に

訳 す と視聴者 にな ります。 しか し、視聴者 と

い う言葉 はこれ まで放送界では受身的存在 と

して扱 われて きま したので、市民運動 をす る

側 としては、能動 的 ・主体 的存在 を強調す る

ため に、 オーデ ィエ ンス とい う言葉 をその ま

ま使 っているわけなスノです 0

た とえば、放送局の人の多 くは、私 たちが

意見 を言 って も、あ ま り真剣 に意見 を聞いて

は くれ ませ ん。「視 聴者 が なに を言 うか。 プ

ロではない 一月2の 素人が なにを言 うかJ と,ヽ

うわけです。視聴者 とい う言葉 にはそ うい う

含みが隠 されてい ます。で も、本来、 メデ ィ

アの作 り手 とオーデ ィェ ンス とは対等 な関係

であ るべ きなんです。 また、場合 に よっては、

視聴者 の方が指導権 を持 つて、 メデ ィアに対

して関わってい くことも求め られてい ます。

とい うような流 れで、皆 さん と一緒 にテ レ

ビCMを 読み解 いてい こうと思 い ます。

今 回用意 した ビデォは、ち ょっ と古い時代

の CMと 比較 的新 しい CMの 2本です。 まず

92～ 93年 にかけて関西地方で流 れた cMを 見

て もらい ます。

(CM放映 ・約 7分 )

昔 は ビデオの編集機 な どが手軽 に借 りた り

で きない時代 で した。 だか ら、 ダビング装 置

を使 って編集 してい ますので、 CMと cMの

頭やお尻 にち ょっ とずつ 「性別役割Jと は関

係 ない CMも 入るんですね。今 か らみる と貴

重 な映像が入 っていて、懐 か しいですね。

では、感想 をお一 人、お二人 に聞 きま しょ

うか。

(感想 )

非常 に懐 か しく見せ ていただ きま した。女

性 の ビギニ姿ゃ下着姿が た くさん出ていて、

ち ょっ とびっ くりしたな とい う感 じです。

見 たい番組 は ビデオに録 って、 CMは とば

して しまうものですか ら、憶 えてい るよう

な、憶 えていない ような。で も、 こう して

見 てい る と、見た こ とがあるのが た くさん

あ りま した。文字 も読 めない ような子 ども

が、最初か ら最後 まで覚えてい

るのに感心 していたことを思い

出 します。

(感想 )

女性は、魅力的な容姿 を重視 し

た ものや、良妻賢母 をイメージ

したものカツト常 に多い。

男性 は、かっこいい男性が家事

をした り、逆 に猛烈に仕事 に追

われているような二「象のCMが

多いように感 じました。
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今 、お二人 に感想 をお聞 き し

ま したが、運動 を してい る人は

どう して も批判 的 なことばか り

言 う傾 向があ ります。 た しか に

悪い ところは日立 ち ますが、 よ

く見 る とよい ところ もあ るんで

す。批判す るばか りじゃ、運動

は広が ってい きませ ん。だか ら、

よい ところ も見 てあげて くだ さ

い。後 ろ 向 きの 運 動 で な く、

もっ と前 向 きに。だめ な ところ

を批判す るだけで な く、 よい と

ころは しっか りと評価す る。制作者側 の こと

も考 えて、そ こを しっか り押 さえてあげ る と

い うのが非常 に大切 なことです。

では、 よい ところに気がついた方 は手 を挙

げて くだ さい。

(感想 )

最初 のほ うに、高年齢 の方が ゴル フで夫婦

一緒 に楽 しんで るっ しゃるのがあ ったので、

そ うい うのは意識 してつ くってるのか な と

思 い ま した。それ と、 この頃か ら、男 の人

が カ レー をつ くる、厨房 に入るみたい な感

じの CMを つ くって きてたんだなあ と思 い

ま した。

そ うです。つ くる側 も一応努力 は してるん

だ とい うことです。

84年 に私 たちが運動 を始 めて、 CMを ず っ

とモニ ター してい くなかで、いろいろ気づい

てい きます。 まず、男性 は登場 す る人のバ ラ

ンスが比較的 とれてい るんですが、女性 は10

代 か ら20代 ぐらいの未婚 の若い女性 に限 られ

ていて、 なおかつ、露 出度が高い。 中高年の

女
′
畦はなかなか出で こない。 た まに出て くる

と、ベ ッ ドで寝 ていて、介護 されてる とい う

ようなのが多いんです。 (笑 )

実は、アメリカでは、80年代後半に「ポリ

テ ィカル・コレク トネスJ(PC:政 治的公

正)と い う、性や民族 ・宗教などによる差別

や偏見や社会制度 を是正 しようという運動が

起 こって、CMに登場する人たちの人種の割

合を実際の人口比率に合わせ ようというよう

な、そういう運動が出て くるんです。そうす

ると、年齢構成 も当然そうな ります。現実の

年齢構成に合わせて、CMの 登場人物 にも中

高年が どんどん出て くるんです。それ も元気

な中高年 としてです。けれども、 日本では、

92年 ごろは、テレビのなかで元気な中高年や

ハ ッピーな中高年はあまり出てきません。 日

本の高齢者は全部寝ているわけではないんで

す。65歳以上の高齢者で寝たきりの人は 7人

に 1人 くらいで、 7人 に 6人 は元気な中高年

のはずです。だか ら、このCMは 、ゴルフ場

というのは環境破壊であまり好 きではあ りま

せんが、 とりあえず、イメージとしては「い

いなあ～」 とい う感 じで、「なかなか好感」

CMに選んだわけです。

「男女役割 を問い直す」 とい う視点でみて

「好感」 CMと して、私たちが運動 をは じめ

た84年 くらいか らぼちぼち出は じめてきたの

が、男′隆が屋外でカレーをつ くるというもの。

子 どもに人気の20歳前後の男性 タレン トが登

矛11蜀
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場 して、子 どもといっしょにカレーをつ くる

というCM。 そ して、90年 くらいになると、

プロ野球選手など中高年の男性がカレーをつ

くりだ します。だけど、よく見るとアウ トド

ア料理で、家事 としての料理ではないんです。

87年 あた りか ら、やっと家事 としての男の

料理 という描 き方のCMが チラホラと登場 し

てきますが、お もしろいのは「ハウス・カリ

ーエ房」のCMです。95年 に発行 した私たち

の「会報J第 9号 にハ ウス・カリーエ房の C

Mの変遷 をまとめましたが、さきほど見ても

らったCMは シリーズの 7作 日で、カレーを

食べているのは女の子で、お父さんはワープ

ロを打 っていました。91年 に流 された第 1作

か ら第 5作 までの「具が大 きいJシ リーズで

は、小林稔侍のお父 さんがカレーを食べてい

て、そこに娘役の安達夕実ちゃんが登場 して

さまざまに絡むとい う描 き方で した。そ して、

お母 さんは画面のうしろのほうのキッチ ンで、

かすむように映っていたのです。お父 さんと

娘だけで商品の特徴 を十分アピールで きてい

るので、お母 さんを登場 させる必要はないん

だけれ ども、「幸せ な家族」 とい うことで、

どうしてもお母 さんを描 こうとするんです。

そ して、描 くとしたら、お母 さんの居場所は

画面奥の台所 しかなかったわけです。そこで

影薄 くうろちょろ してたわけで

す。私たちの会には全国に数十

人のモニターがぃるんですが、

日の悪い人はこの女性 をさして

「背後霊Jの ようだ と言 うんで

すね。

どなたか もおっしゃったょぅ

に、これでは、75年の国際婦人

年の時 に批判 された、「私つ く

る人、僕食べ る人Jの CMと 同

じじゃないかと批半」されるなか

で、作 り手 も意識 して、92年 に

は「娘、食べ る人Jに な ります。背後の女性

も、最初はお皿 を拭いてたのが、さきほど見

たCMで は、お皿は拭かずにお花 を生けてい

ます。そ して、94年のシリーズ最終作では、

なんと、お母 さんと娘がカレーを食べて、お

父 さんはそのうしろでお皿を拭いているんで

す。変われば変わるもんですね。私たちは、

この変遷ぶ りを「ハゥスの進化論Jと 名づけ

て、たたえました。

ところで、先ほど見たCMの最後に流れた

洗剤のCMも 象徴的ですね。女 ものの下着を

洗濯する若い男性が登場 していて、ふた りの

男性の うち、家事ので きるほうの男 を女性が

選択するというス トーリー。つまり、家事の

で きない男は結婚で きないとい う物語で した。

それまで、洗剤や洗濯機のCMで洗濯をする

男性がポツリポツリと出てきてはいました。

で も、なぜか、自分のパ ンツ 1枚だけを洗 う

といった描 き方で、家族 とかパー トナーとか、

一緒 に住んでる人の洗濯物 を洗 うという映像

はなかったんですね。だか ら、これはとても

大 きな変化です。

そのひとつ前のNECの CM。 働 く女性の

子育て応援のためのネットワークにも役立ち

ます というコンセプ トです。このようなCM
がつ くられたのが92年です。その前になにが
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あったか というと、86年 、日本の戦後の男 と

女の歴史にとつてとても大 きな出来事があ り

ました。男女雇用機会均等法の施行です。法

律の制定は85年で したが、施行は86年 4月 1

日か らです。
｀
私は今年62歳ですが、一昔前 まで、女性の

働 き方 をさす言葉 として「こしかけJと いう

言葉が使 われていた時代があ りま した。今

だ った ら、「腰 掛 つて な に、スツー ルの こ

と?Jと 言われ ますが。 ど う して「こ しか

けJか とい うと、結婚退職制度 といつて、結

婚 した ら退職 しな tす ればいけませんというこ

とが就業規則 な どに書 かれていたんです。

「いいえ、私 は結婚 しませ んcだか ら、ずっ

と働 き続けますJと 言っても、今度は若年定

年制 といって、
‐
女′畦は30歳 になった ら退職す

るとい うような就業規則が まか り通つていま

した。そのことに対 して国は、まあいいだろ

うと、知 らん顔 をしてたわけです。

それが、79年 に国連で女性差別撤廃条約が

批准 さオt、  日本 も85年 にllヒ 准することによつ

て、それまでの女性差別的な国内法 を順次改

定 していかざるを得 な くなったわけです。86

年に施行 された雇用機会均等法は、罰則規定

があ りませんで したか らザル法 と呼ばれた り

もしましたが、やは り法律がで きると確実に

流れが変わって くるものなんですね。

ところで、あのNECの 、子育て中の働 く

女性の応援 をします というCMを見て、 どう

思いましたか。私はまあまあ比較的よいほう

だ と思い ます。私 たちはCMを 見て、「なか

なか好感J CMと 「そろそろやめて」 CMと

に分けているのですが、注釈つ きで「好感」

CMの 中に入れました。あのCMを見て、い

いなあと思った人はちょっと手 を挙げて くだ

さい。 7、 8人ですね。そうは思わなかった

人、手 を挙げて ください。何人かいますね。

そ うです。父親の姿があ りません。企業恨1は 、

一生懸命女性 を応援するつ もりでつ くってい

ても、はなか ら子育ては女の仕事 と決めてか

かってるんですね。それが、86年 に均等法が

施行 されてか ら、99年 に男女共同参画社会基

本法がで きるまでの時代の特徴です。つまり、

86年か ら99年 までは、女性は仕事 を続けてて

もいい、けれども、家の中の仕事 もちゃんと

こなさなければいけない、 という考 え方が、

相手のパー トナーの意識の中にも、職場の中

にもあったんです。

その結果、どうなったかというと、女′性が

結婚 を急がな くなったの と、結婚 して も子 ど

もを産まな くなった、ということなんです。

子 どもを 1人産んだら大変だとわからて、 2

人目を産むのをため らう。 ということで、出

生率が、89年 には1.57シ ョックだったのが、

その後 も下が る一方で、97年 には1.4を 下回

り、それで慌てふためいて、なんとか しなけ

れば とい うことで男女共同参画社会基

本法がで きるんです。

基本法制定直前 の99年 3月 に厚生省

が繰 り広 げ られたキ ヤンペー ンを憶 え

て い ます か。当 時、安 室 奈 美 恵 の 夫

だったサ ムさんが子 どもさんを抱 いて

いて、 そ こに「育 )5を しない男 を、父

とは日乎ばない。」 とい うキヤツチ・コピ

ーが掲げられる。 とても象徴的ですね。

この広告 を憶 えてい る方、ち よっ と手

‥
梶
‥
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を挙げてみて ください。多いですね。メデ イ

アの影響力はすごいですね。全国紙に全面広

告がいっせいに載 りました。女性センターな

ど各所 に大 きなポスターが員占られました し、

テ レビCMも 流 されました。若者に人気の安

室奈美恵 さんではな くて、そのパー トナーの

サムさんを使 つて、「育児 をしない男 を、父

とは呼ばない。Jと 、「断定形」で言い切 つた

のですか ら、当時の厚生省はすごいですね。

男性対象の講座で、「結婚 していてお子 さ

んがい らっ しゃった場合ですが、あなたは妻

と同 じくらいに育児 をしましたか」 と聞 くと、

ほとんどの人の手は挙が らないないんです。

そ こで、「もう子育て終わってますか」 と聞

くと、終わってるとい うので、「よかったで

すね、終わってて。99年 以降だったら、あな

たは国か らお父 さんと呼んではもらえないん

です よJと 言 うんです。 (笑 )男 女共同参画

社会 というのは、そういう社会なんです。

では、そういう法律が通ったあ とで、CM

は変わって きたのだろうか。そ して、世の中

も変わって きたのだろうか、ということを今

か ら考えていきたい と思います。休憩の後、

最近の CMを 見 て もらって、皆 さんで話 し

合つていただきます。

2.メディアのカ

休憩の前に、 レジュメの 1ペ ージロの 2の

「メデ イアの力」 について、少 しだけお話 し

てお きます。 3ペ ージロを開いて ください。

そこに、いろんなデータを載せています。い

ちばん上の「メデ ィア分析モデルJは、先ほ

ど紹介 した『メデ ィア・リテラシー・リソー

スガイ ド』の後に出版 された鈴木み どりさん

の『メデ ィア・リテラシーの現在 と未来』 と

いう専F5家向けの本で紹介されているもので

す。 FCT・ 市民のテレビの会 という、鈴木

み どりさんを中心 としたNPOグ ループが、

日本でのこのような活動の本拠地のようなか

たちになっています。

この三角形はかな り難 しいのですが、ここ

を押 さえる必要があ ります。三角形の右側が

オーデ イエ ンス、視聴者です。左側がテクス

ト。テクス トというのは、本だとか、音楽だ

とか、映像物だった り、そういうものです。

三角形の底辺がプロダクション、生産・制作 .

生産現場 に関わる法律だとか、流通の仕組み

だとかです。その三者の関連のなかでメデ ィ

アというものを読み取 つてい く必要があると

いうことなんです。

4ベ ージロを開いて ください。 メデ ィアの

力が どれ くらい大 きいか とい う

ことを、い くつかのデー タで確

認 してみ ま しょう。上 の二つの

棒 グラフは、年代 ご とに何時間

くらいテ レビを見 てるか とい う

デー タです。左側 の力汁ヒ較的新

しくて、2003年 の もの。右側 の

が少 し古 くて、 1987年の もので

す。基本的 には、あ ま り変 わっ

てい ませ んね。 10代 や20代 は学

校が′
に しい とか働 き盛 りとかで

視聴時 間は 2時間台で、あ ま り
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