
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′
隆センターな

ど各所 に大 きなポスターが貼 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 って、「育児 を しない男 を、父

とは呼ばない。」 と、「断定形J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

合っていただきます。

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J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」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 イア・リテラシーの現在 と未来』 と

いう専門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。三角形の右傾1が

オーデ イエ ンス、視聴者です。左偵1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 イ

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ペ ージロを開いて ください。メデ イアの

力が と
｀
4/L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。左側のが比較的新

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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長 くはないですね。 ところが

30代、40代 と少 しずつ増えて

いって、50代、60代 になると

4時間か ら 5時間になってい

ます。87年では60代の女性が

4時間46分、男性は 5時間 9

分 にもなっています。2003年

のデータを見て も、女性 は 5

時間 4分、男性は 5時間26分。

これは平均ですので、 2、 3

時間 しか見てない人 もいれば、

8時 間 9時 間見てる人 もいる

とい うことなんで しょうね。

これは、 日本 の高齢者 はテ レビしか相手 に し

て くれ ない、非常 に寂 しい社 会である、 とい

うことではないですか。高齢者 の居場所が ほ

かにないんですね。子 どものお守 りをテ レビ

に させ て い る親 が増 えてい る こ とが F尋 題 に

な って い ます が 、同 じよ うに、爺 ち ゃん婆

ちゃんのお守 りもテ レビが してい るとい う、

困 った社 会ですね。 ともか く、その ぐらい見

てい るわけですか ら、テ レビの影響力が ない

わけはないのです。

ところで、87年の グラフをもう一度 、見 て

くだ さい。棒 グラフの中ほ どに線 が入ってい

て、線 の上が NHK、 下が民放 になってい ま

す。 これ を見 る と、お もしろい発 見があ りま

す。若 い世代 は、全体 的 に視聴時 間が短 いで

す けれ ど、短いのはNHKの 視聴時間で、民

放 の視聴時 間は、年齢 に関係 な く、ほぼ 2時

間なんですね。 それで、若い世代 はNHKを

あ ま り見 ないけれ ど、40代か らNHKを 見 る

時間が長 くなって、高歯令になる と民放 よ りも

NHKを 見 る時 間が長 くなってい ます。実 は、

私 もそ うです。40歳 を超 えたあた りか ら、民

放 は うる さいの と速 いの とでついていけな く

て、 CMは 流 れてい ませ んけれ ど、 NHKを

見 る とホ ッとします。で、民放 とい うのは C

Mを 流 してる ところです。つ ま り、老若男女

を問わず全国民が民放 を 2時間ずつ 見てい る

とい うことは、 CMは 全国民共通 に影響 を及

ぼ している とい うことにな ります。 ちなみ に

言 うと、 これか らはNHKも 国際放送 では C

Mを 流 して もいい とい う方針 を、つい最近 、

政府が出 しま したけォしど。

さて、右 下の グラフを見 る と、 メデ イアの

影響力が顕著 に見 られ ます。 これは総務庁が

70年 か ら90年 まで 5年お きに行 なった「青少

年の連帯 な どに関す る調査Jと い う貴重 なデ

ー タです。 この後 も継続 して調査 してはいる

んです けれ ど、設間がか な り違 っていて、残

念 なが ら、連続性が ないんです。

このグラフのもとの正確な設間は「あなた

の、社会に対する見方 ・考え方に影響 を与え

たものはなんですか ? 次の10個 のなかか ら

1つ だけ選びなさい」 というものです。あ ら

か じめ選択肢 を用意 しておいて、そのなかか

ら 1つ だけ選ばせる。対象は15～ 23歳ですか

ら、高校生か ら大学生、社会人ですね。

その結果 をみると、最初の70年 の時か ら、

もう「テレビ・ラジオJが36.7%と 断 トツに

多かったけれ ど、その当時は、まだ「新聞・

雑誌」が19.7%も あったのです。それが、時
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代が変わって、85年 と90年 は「テレビ・ラジ

オ」が43.3%に なっています。70年 の最初の

設問時には、テ レビとラジオはほぼ同質のメ

デイアとして考えられていたか もしれないけ

れ ど、90年の「テレビ・ラジオ |の43.3%と

いうのは、実際問題 としてはテレビが40%く

らいで、ラジオは 3、 4%と いうところでは

ないですか。当時は深夜 ラジオも、もはやあ

まり聞かれな くなった時代です。70年 と90年

を比較 して、ほか に大 き く変 わったのは、

「新 聞・雑誌」が19.7%か ら12.8%に まで下

がってきたことです。新聞 と雑誌 もまたかな

り性質のことなるメデ ィアですので、これ も、

本来は別々にするべ きです。そうすると、90

年の「新聞・雑誌」 12.8%と いうのは、おそ

らく雑誌が12%ぐ らいで、新聞は0.8ぐ らい

ではないで しょうか。 もうこのころか ら新聞

を読 まない高校生 とか、新聞をとらない家庭

とかが話題 になってきていました。それに、

た とえ新聞を読んで も、テ レビ欄 しか読 まな

い人が多い。 ところが、テレビガイ ドという

テ レビ番組^専 門の雑誌が毎月1,000万 部近 く

も売れる時代 になって、新聞のテレビ欄 さえ

読まれな くなって くる。一方、雑誌やコミッ

クの影響力はまだまだ大 きいと思われます。

そのほかに、「親・きょうだいJは 4～ 5%

か ら12.8%へ と、少 し上がって

きています。これは「家族Jが
強調 される時代 を反映 していま

す。

話はどんどん飛びますが、夏

の甲子園に出場 した高校野球の

選手 に対 す る定番 の イ ンター

ビユーで「あなたの尊敬する人

はだれですか ?」 というのがあ

ります。私が高校生だったころ

は、尊敬する人は、だいたい図

書館 に本が並んでいるような人

たちだったんです。エジソンとか福沢諭吉 と

か野口英世 とか。 ところが、80年代あた りか

ら監督の名前が挙げ られるようになったんで

す。池田高校の蔦監督 とか。 ところが、90年

代 になると、お父 さんお母 さんになって くる

んです。そんなこともあって、「親 ・きょう

だいJが少 し増 えたわけです。で も、「学校

の先生」は、ずっと 1割 にも達 しません。

ともか くテレビや雑誌の影響力はとて も大

き い で す。そ れ か ら、「友 人・同 僚」が

14.7%で 間に入っていますが、その友人・同

僚 もテ レビや雑誌などか ら影響 を受けている

わけですか ら、強引 に言って しまえば、「テ

レビ・ラジオ」「新聞・雑誌」「友人・同僚」

を合わせると、71%。 若者たちは「社会に対

す る見方・考 え方Jに 関 して、ほ とん どメ

デ イアか ら影響 を受けている、 と言っても過

言ではあ りません。そういう、マス・メデ イ

アか ら社会に対する見方 ・考え方 を学んだ、

70年ftに 青少年だった人たちが、今はもう50

代になっているんです。他のい くつかの意識

調査で も、たとえば「セ ックス とか性に関す

る価値観はどこで得 ましたか」 というような

調査 などで、テレビや ビデオ、雑誌 ・コミッ

ク、本、映画など、メデ ィアか ら影響 を受け

たと答える人の比率はます ます増えています。
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もうひとつ、「CMの 仕組み」 についてお

話 してか ら、休憩 に入 りたい と思います。

皆 さんは家で、テ レビを何時間 くらい見て

いますか。テレビをほとんど見ないという方、

ちょっと手 を挙げて ください。テ レビを見な

いで、 ビデオを見るとか、そういう方が最近

いらっ しゃいます。 ノーテレビ運動 とか も福

岡の市民 グループがやった りしています。そ

れか ら、いまどきの子どもは、実は、テレビ

を見ているようでテ レビを見ずに、テ レビの

画面でインターネットを見るというようなこ

ともやっています。では、テ レビは見るけど、

2時間以内 という方、ちょっと手 を挙げて く

ださい。 4、 5名 い らっ しゃいますね。なん

とな く3、 4時間見てるなあ という方、手 を

挙げて ください。何名かいらっ しゃいますが、

先ほど見たグラフと比較 して、年齢か ら見て

平均 より多いか少ないかご自分で判断 して く

だ さい。 (笑 )ち なみに、 5時 F・l以 上 とい う

方い らっ しゃいますか。手 を挙げに くいです

か。私は見るのが仕事ですか ら、だいたい 8

時間 くらい見てるんです。で、テレビを見出

して、なにが変わったか と言います と、集中

力が無 くな りました。私はライターの仕事 も

していて、 もともと遅筆なんですが、それで

も昔は 1時 間で原稿用紙に最低 2枚 くらいは

書けていました。 ところが、この会を始めて

から、ひと晩で書ける枚数が どんどん減って

きました。最近は、 4時間でたったの 2枚 と

かです。 日常的に映像 を見続けていると、集

中力がな くな りますが、想像力 もな くなって

しまうんです。

私たちの時代は本で育ちました。本 を読む

ということは、想像力を育てます。 ときどき

本を閉 じて、そこで自分の物語 を膨 らませて

い くんです。テレビを見ていると、テ レビの

ほうが勝手 に次か ら次へ、とエ ン ドレスに物言吾

をつ くって くれますか ら、なにも考 えな くて

よくな ります。それを、 5年 10年続けている

と、本 当にだめにな ります。思考力がな くな

ります。人に言わせると「吉田さん、単に老

化 しただけです よJと 言われるんですが、そ

れだけではないと思います。『お もしろ学校』

という本 を書いた名取弘文 という有名な小学

校の先生がいますが、彼の話 によると、80年

代 に受け持 ちのクラスの50分の授業がが もた

な くなった。なぜだろうと考 えて、はたと気

づいたのが、テ レビのせいだということです。

つまり、テレビは15分お きにCMが入るので、

子 どもの集中力が15分 しか もたな くなってき

た、 と。そこで、名取 さんは、学校の授業で

も15分お きに「C NIタ イム」 を設けて、生徒

の気分転換 をはかる。そうい う風 にしないと

集中力が維持で きないのです。私たちはそう

いう時代 に生 きていることを覚えてお

いて ください。

もしヤバイなと思ったら、週に 1日

ぐらいテレビを見ない日を設けること

をおすすめ します。特 に子 どものいる

家庭では、そういう習′置をつけたほう

がいい と思います。テ レビを捨てちゃ

えというのではな く、 ノーテ レビデー

を意識的に設けましょうというのが、

私の提案です。

ところで、小学生 の子 どもたちが一



年 間でテ レビを見てい る総 時間数 と学校 で授

業 を受 けてい る総 時間数 とで は、 どち らが多

い と′思い ますか。 だいたい同 じくらいだ と′思

う方 、ち よっ と手 を挙 げてみて くだ さい。 4

名ですか。で は、学校 の総授業時 間数のほ う

が多い と思 う方手 を挙 げて くだ さい。 14、 5

名。では、 ひ ょっ として、 テ レビの総視聴時

間数のほ うが多いか な と思 う方 、手 を挙 げて

くだ さい。 7名 ぐらい。 はい、今、手 を挙 げ

た方が正解 です。無藤 隆 さん とい う大学 の先

生 た ちが 東 京 大 学 出版 会 か ら87年 に出 した

『テ レビと子 どもの発達』 とい う本 による と、

小学 生 の テ レビ視聴 時 間数 は平均 で年 間912

時 間。一方、小学 6年生の年 FHa総授 業時 間数

は761時 間で した。 テ レビの視 聴 時 間数 の ほ

うがか な り多い んです。冷静 に考 える と、学

校 とい うのは実 は、春休 み とか夏休 み とか結

構長 いんです。 それ に、 これは20年以上前の

デー タです。今 は学校 は土曜 日も休み になっ

ていて、授業時 間数 は さ場に減 っているので、

学校 よ りもテ レビの方 が圧 倒 的 に影 響 力 を

もってい る とい うこ とを覚 えておいて くだ さ

い .

テレビCMに 関 してですが、こんなことは

実 1祭 にはあ りえないことですが、もし 1日 中、

朝から晩 までテ レビを見ていると、CMを何

本見ることになるので しょうか。今、NHK
は日曜深夜 を除 くと24時 間、休みな しで放送

していますが、民放は 1時間半ほど休憩 しま

すので、 1日 に22時 間半 ぐらい放送 していま

す。では、そのうち、 CMが何本 くらい流れ

ているで しょうか。そ して、そのCMをすべ

て合 わせ る と、全部で何分 くらい になるで

しょう。答 えは、なん と、約900本。時間に

す る と4時 間にな ります。 (驚 )で は、計算

の仕方 を教えてあげますか らね。放送局の経

営者が集 まってつ くっている民放連 とい うと

ころが、かな り早 い時期 に、視聴者か らの

「CMが 多いJ という声 に対 して、「では、総

放送時間の18%以内に します」 と、放送基準

の中に項 目を設けて白主規制 したんです。で

すか ら、22.5(時 間)× 60(分)× 0.18%で 、

約243分 、約 4時間 としヽ うことにな ります。

音は30秒 CMも 多かったのですが、最近のC

Mは ほとんどが15秒 CMで 、 1本平均ユ6秒に

なってい ますので、本数 は900本 あ まりとな

ります。

私たちは、ここ数年、春・夏 ・秋 ・冬 と年

に 4回 、テレビCMの 「終 日録画Jと い うの

を行 なっています。昔はのんび りしていまし

たか ら、ひとつの企業が CMを作成するのは、

年に 2本 とか 3本 とかで した。で も、いわゆ

るバ ブルの ころか ら、季節 ごと

に年 に 4バージ ョン くらいつ く

るのが当た り前 になってい ます。

場合 によっては 2ヶ 月ごととか、

月ご とに変 えてい る企業 もあ り

ます。 そ うい った場 合で も、毎

月撮 る とタレン トの拘束料 な ど

が高 くつ きますか ら、それ を半

年 間 とか一年 間 とか、 まとめて

撮 って しまうこ とが多いです。

今流 れてい るCMで も、前年の

夏 ごろに商 品が企画 されて、広
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告主が広告制作 会社 にオ リエ ンテーシ ヨンを

行 ない、それ に沿 って プ レゼ ンテーシ ヨンが

行 なわれて、 12月 ごろに広告会社が決 まるわ

けです。そ して、実際の CM制 作 は 1月 ぐら

いに行 なわれて、 1年 間分 を撮 った りします。

ですか ら、真夏 に流 れ るハ ワイの映像 も、真

冬 に撮 っていた りします。 CMを 批評す る場

合 も、今流 れている CMは 、最近つ くられた

もので はな く、何 ケ月 も前 につ くられた もの

が多い とい うことを前提 に行 な う必要があ り

ます。

ところで、 CMを 収録す る場 合、い までは

cMだ け を自動的 に録 ることも可能 なんです。

も と も とは「 CMス キ ップ」 また は「 CM

カ ッ トJと いって、映画 な どをCMを とば し

て収録す る仕組 みの ビデオ装置 だつたんです。

ところが 、 CMマ ニ ア とい う、今 でい うオ タ

クの人たちが、 この CMス キ ップ とい うのは

どうい う仕組み になっているんだろ うと、機

械 をい ろいろ触 つている うちに、配線 を変 え

れば CMだ け を録 るこ とがで きることに気づ

いたんです。そ して、マニ アの間でその こと

が広 まって くるなかで、メー カーの人が、そ

うい う人がい るのだった ら、 CMだ け を録れ

る本幾和文も。つ く りま しょうと、 ンドタン操′乍
~JNと

つで、 cMを 録 るか カ ッ トす るかの どち らも

選べ る ビデオ装置 をつ くったんです。 ところ

が、今はデジタルビデオが主流になっ

て、CMを 自動録画で きるアナログの

ビデオは現在、製造 されな くなって し

まいました。デジタルビデオはCMを

カットするタイプのもの しかつ くられ

ていません。ですか ら、私が今使 って

いるビデオが壊れたら、私たちの活動

はそこで終わ ります。 (笑 )も っとも、

デジタルが さらに進化すれば、 CMだ

け録れるデジタルビデオが出て くると

思います。

皆 さん もCMを 録 りた くなるか もしれ ませ

んか ら、仕組_み を教 えてあげ ま しょう。 まず 、

新 聞な どのテ レビ本開を見て くだ さい。番組 の

頭 に「 SJ(ス テ レオ)の マ ー クが つ い てい

る もの とつ いていない ものがあるはずです。

番組 にはステ レオ放送の もの とモ ノラル放送

の もの との 2種類があ ります。 ところが、 C

Mはすべ てステ レオ放 送 されてい ます。で、

CMス キ ップ とい うのは、簡単 にい えば、ス

テ レオ放送 に反応せず、モ ノラル放送 だけを

拾 う装置 です。ですか ら、番組がモ ノラルの

時 間 にセ ッ トしてお け ば、 CMを 自動 的 に

カ ッ トします。古 い映画 は基本 的にモ ノラル

放送ですか ら、それがで きるのです。 ところ

が、最近 の ゴールデ ンタイムに流 れる番組 は、

ほ とん どがステ レオ放送 になってい ます。 C

Mも ステ レオですか ら、 ステ レオ放送 の中の

CMを カ ッ トす ることはで きませ ん。 CMを

自動録画で きるボ タンとい うのは、反対 にモ

ノラル放送 に反応せず、ステ レオ放送 だけを

拾 うとい う仕組み になってい ます。ですか ら、

CMを 自動録画す るためには、「 S」 のマー

クがついていないモノラル放送の番組 を選ベ

ばいいわけです。早朝 か ら深夜 まで、そ う

やって 4つ の民放チャンネルか らモノラル放

送 を拾ってい くのですが、最近では夜の時間

帯はステレオしかない時間帯 もあ りますか ら、
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そういうときは、仕方な く、 CMに なる

たびに録画ボタンを押すのです。

話は変わ りますが、cMは 制作費用は

どれ くらいかかると思いますか。そ して、

CMの放送費用はどれ くらいかかるか と

思いますか。 CMと いうのはものすご く

お金がかかるものなんです。テ レビCM
の制作費用は、平均で 1本 1千万円とい

うことです。 CMの制作費用は 1千万で

すが、ほかに放送費用 というものがい り

ます。放送費用に関 しては、番組の制作費用

も分担する「番組 CM」 とい うものと、純粋

に時間だけを買 う「スポッ トc MJと いうも

のの 2種類があ ります。関西 と東京では金額

にかな り差があ りますが、 ゴーフレデ ンタイム

の番組 CMだ と、 1本流すのにだいたい数百

万かかるようです。サ ッヵ―の国際試合の時

なんかは、 1本流すだけで 1千万円 も2千万

円 もかかると聞いたことがあ ります。ただ し、

スポ ットCMで したら、数十万円で、特 に深

夜の時間帯で したら、毎週 1回流 しても lヶ

月分で数十万円と、結構安いです。 しか し、

CMの金額は、制作費用 に関 しても放送費用

に関 しても、いわば闇の世界で、標準価格は

あってないようなもので、いまだに目頭の約

束だけで書面 による契約 を交わさないところ

があるみたいです。ちなみに、朝 日新聞の全

面広告は 1千万 という話 を聞いたことがあ り

ます。

CMは そのほかに、タレン トの契約費 とい

うものがあ ります。 日本で一番高いのは、音

は三船敏郎 さん。現在は高倉健 さんと吉永小

百合 さんで、バブルの時は 3億円、今は 1億

円 ぐらい と言われています。そうい う風 にた

いへんなお金がかか りますから、費用対効果

といいますか、わずか15秒 のCMの 中にもそ

のお金に見合 った効果 をいかに上げるか とい

う熱意が表われて くるわけです。そうい う目

嘔 墓

で、 CMを 隅 々まで見 る ト

しょうね。 (笑 )

で は、休憩 をは さんで。

に流 れた CMを 見 たあ と、

ていただ きま しょう。

(休憩 )

レーニ ングを しま

2001年 か ら2002年

皆 さんで話 し合 っ

3.テレビCMとブェソダー

で は、再 開 します。

CMに 使 われる言葉 の 一つ ひ とつ について、

こだわ ってぃ きま しょうね。言葉 とい うのは

非常 に大事です。言葉 は意識 を規制 します。

7、 8年前 に、神戸 で、市民派の女性が市会

議員選挙 に立候補 して、それ を手伝 ったこと

があ ります。 その選挙運動 中に、応援 に きて

くれている主婦の人たちの間で「主人」 とい

う言葉が とびかってぃました。女性差別をな

くして、男女が ともに社会をになっていこう

とい う主張をもつ候補 なんだか ら、ここでは

「主 人」 とい う言葉 を使 うの はやめ よ うと

思ったのですが、ただそれを禁上するだけで

はギ クシャクす るので、「主人 とい う言葉 を

使 った ら百円出 して、コーヒー代 を貯めよう

ね」 と。 (笑)そ うした ら、初めの うちは、

あつと言 う間にコーヒー代が貯 まっていきま

したが、そういうふ うに、遊びの要素 を取 り
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