鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金 10 周年記念フォーラム（報告）
～メディア・リテラシー研究と実践のこれからに向けて～
2018 年８月１９日（日）大阪教育大学において鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金 10 周年記
念フォーラムが開催された。基金選考委員、受給者のみなさまのご発表要旨を報告します。

⚫鈴木みどりさんの研究から今、私たちが受け継ぐもの
基金選考委員 井上輝子（和光大学名誉教授）
私が鈴木さんと最初に研究的なことでご一緒したのは 1985 年のことです。東京都生活文化局から調
査研究の依頼を受けて１年間、神田道子さん、鈴木みどりさん、村松泰子さん、井上の４人が研究員
としてマスメディア文化の接触と女性の意識について調査をして８６年１月に報告集を出しました。
私はその頃、女性雑誌研究会をつくって、日本、メキシコ、アメリカの女性雑誌の比較研究をして
いました。89 年に『女性雑誌を解読する―ＣＯＭＰＡＲＥＰＯＬＩＴＡＮ 日・米・メキシコ比較研
究』として出版しましたが、出版に際して、鈴木さんにも参加していただき、まとめの座談会をしま
した。その時に鈴木さんが強調されていたのは、メディアの商業化の問題でした。テレビでも雑誌で
も、情報なのかコマーシャルなのか区別のつかない、インフォマーシャルが多用されているというこ
とです。私たち叙せ雑誌研究会では、雑誌の誌面を、言及分野と、記事・広告別の両面から、数量分
析しましたが、その際、記事と広告に二分できないということで、
「広告記事」という分類項目を設定
しました。同様のことがテレビにもあるということを鈴木さんが指摘され、座談会の重要な話題の一
つとなったことを覚えています。
私たちは、学会の中でも「女性とメディア」についての取り組みを始めました。鈴木みどりさん、
加藤春恵子さん、村松泰子さん、小玉美意子さんと井上が中心になって、1988 年に日本新聞学会（現
在の日本マスコミュニケーション学会）春季大会の時に「女性とメディア」のワークショップをは初
めて開きました。それ以来、私たちは学会の中の一種の女性コーカスとして、毎年のように「女性と
メディア」について、ワークショップ等を実施してきました。
さらに鈴木さんが中心的になさったお仕事としては、1992 年にカナダオンタリオ州教育省編『メデ
ィア・リテラシー〜マスメディアを読み解く〜』を、翻訳出版されたことが挙げられます。それ以
降、鈴木さんはメディア・リテラシーの運動を積極的に主導されてきました。1995 年の北京女性会議
に向けて、国連の委託を受けてマーガレット・ギャラハが中心になって、93 年に世界 30 数か国で、メ
ディアへの女性参加について比較調査が行われました。その時、急遽、一緒に日本委員会を立ち上
げ、日本の新聞と放送のメディア組織の中の女性割合について調査をしましたが、鈴木さんは、中で
も積極的に調査に関わってくださいました。翌年発表されたそれは報告書の中で、日本は経済的には
先進国なのにメディアにおける女性割合がきわめて低いことが、わざわざ特筆されるという惨憺たる
状態が、明らかにされたことを思い出します。
94 年から 95 年にかけて、私は、上野千鶴子さん、江原由美子さんたちと一緒に、日本の女性学の成
果をまとめたアンソロジー『日本のフェミニズム』全 8 巻を編集し、岩波書店から出版しました。そ
の中に「表現とメディア」の巻もあり、私が責任編集しましたが、そこに、鈴木さんの『テレビ誰の
ためのメディアか』の第４章「現実をつくりだす装置・イメージ CM」を収録させていただきました。
95 年には、鈴木さんたち FCT が中心となって、GMMP（グローバル・メディア・モニタリング・プ
ロジェクト）を実施しました。ちょうど阪神大震災の時で FCT と立命館大学鈴木ゼミのほかに、和光
大学井上ゼミも協力させていただいたことを思い出します。この 1995 年の秋には、国連第４回世界女
性会議が北京で開かれました。それに向けて、先述の新聞学会女性コーカスが中心となって、
GCN(Gender and Communication Network, Japan) という組織をつくり、北京会議 NGO フォーラムで「商
業化するフェミニズム」をテーマにワークショップを行いました。私の記憶では、たしか鈴木さんは
司会役を引き受けてくださったように思います。このワークショップの最後に、提言を作成し、帰国
後、日本政府やマスコミに届けたように思います。
さらに、96 年に、イギリスからスチュアート・ホールを初めとする６人の研究者を招いて、３日間
にわたる国際シンポジウム「カルチュラル・スタディーズとの対話」が、東大で開催された折にも、
私たちは協力しあいました。たまたま私が「メディア・ジェンダー・セクシュアリティ」のワークシ
ョップのコーディネータ―を務めたのですが、その企画・運営に当たっては、GCN の方々のご協力に
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負うところが大きかったです。GCN の村松さんが報告者の一人になっていただき、鈴木さんには、コ
メンテータを引き受けていただき、一緒に相談しながら、会を進めたことを思い出します。
このように鈴木みどりさんとは 80 年代 90 年代に、かなり近いところで、仕事をご一緒させていた
だきました。私だけでなく、加藤春恵子さん、村松泰子さんたちと鈴木みどりさんが、何かにつけて
協力しあいながら、日本の「女性とメディア」についての研究と運動を牽引してきたとの自負を持っ
ています。学会の折など、男性の先輩の方々から、
「また皆さんお揃いですね」などと、言われたこと
もありました。
鈴木さんが 2006 年に亡くなられて、メディア・リテラシー研究基金ができたわけですが、鈴木さん
から何を受け継ぐべきかと考えた時、私は、鈴木さんの最大の功績はメディア・リテラシーの考え方
や分析方法、学び方を日本で初めて導入し定着させたことだと思います。メディア・リテラシーを説
くときに、鈴木さんは常に「クリティカル」というキーワードをおっしゃっていました。これは、と
ても重要な視点だと思います。
また、鈴木さんは学究だけの方ではなく、マスコミ機関に提言したりする時は鈴木さんが一番熱心
でした。実際にメディアを変えていく力にならないとダメだとおっしゃって、市民、制作者も含めて
メディアに関わる人々を巻き込んで運動をしていったことも、大きな特徴だと思います。
クリティカルであること、そして、実際にメディアを変えるために積極的な実践をされたこと。こ
の２つが、鈴木さんの特徴であり、私たちが、常に立ち戻るべき原点として、受け継いでいくべきで
はないかと思います。

⚫鈴木みどりさんの研究から今、私たちが受け継ぐもの
隅井孝雄（元京都学園大学教授）
私は日本テレビの仕事をしていました。テレビは天皇のご成婚パレードや東京オリンピックを経て急
成長し、いろんな問題が起きてきた頃、鈴木さんとのおつきあいも始まりました。私は民放労連の活
動として放送番組の改善、言論・表現の自由を政府の干渉からどう守るのか、市民社会と手を組んで
活動していました。７３年、テレビ CM に問題があるので改善しないといけないという声が消費者団体
や市民団体から起こって、私たちも一緒に行動しました。放送局の社員が CM を制限する動きをしたこ
とは、新聞などでも取り上げられ運動としても大きく展開しました。例えば、タバコの CM でいまはタ
バコそのものを吸うシーンは出てきませんが、それは市民社会の働きかけの結果です。
私たちが鈴木さんを知ったのは、エブリン・ケイの「子供のテレビはこれでよいのか」やウイリア
ム・メロディ「子供のテレビを侵すもの」２つの書籍を翻訳されて発表されたことがきっかけでし
た。７７年「FCT 子どものテレビの会」が創設され、私も会議に参加しました。
９５年、多チャンネル時代に対応するかということで報告書ができました。９６年１２月には BRO
（現在の BPO）として NHK と民放が市民の声を受け止めようと新しい苦情処理機関が登場する原動力
も、情報の範囲が広がる中で市民とメディアの関係をどうするのかという議論が続いた頃です。９９
年には郵政省が青少年とメディア・リテラシーの調査研究会を開催し鈴木さんも参加されていまし
た。その後、メディア・リテラシーをメディアも含めて全面的に推進するという流れができ、鈴木さ
んは基本原則にそって考える必要があると色々な角度から発言されて２０世紀が終わっていきまし
た。
残念ながら２００６年、鈴木さんはお亡くなりになるわけです。鈴木さんはあまりにも忙しくて京
都の大学で教えているけどどこにも行ったことがない、私がたまたま京都で教えることになり再び交
流が始まり、一緒に遊びにいく日を打ち合わせをしようと電話したとき、つながった先が病院でし
た。入院中の病院でメディア・リテラシーを若い世代に伝えていくために基金を作りたいので協力し
て欲しいと依頼されたのが昨日のことのように思い出されます。
インターネットの急速な普及、2004 年には FB が始まります。中国でも２０１７年に微信の利用者
が１１億人を数えます。iPhone などモバイルメディアの利用者が今や５０億を超える状態が展開され
ている。最近特に激しい動きが起こりつつあります。トランプ陣営がフェイクニュースを流す手法で
「Post Truth」が人々を驚かしています。FB ではフェイク対策に何千人ものスタッフを常駐させるとい
う動きがあります。ドイツでは例えばナチスを礼賛するような FB は直ちに削除させる命令する権限を
政府が持つ、放置すれば罰金を５０００万ユーロ（６５億円）の罰金を支払わなくてはいけない、と
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いう SNS 規制が始まりました。EU でもフェイクニュース対策報告書を出し、行動規範の確立、検証サ
イトの設置、メディア・リテラシーの強化などの方針が次々出されています。
日本でもアメリカでも企業に SNS に関連した IT 企業に削除の権限を与えることは、言論表現上問題
になるという指摘も起こっていますが、ではどうしたらいいのか。
私は、鈴木さんの意志をついで SNS 時代の新しいメディア・リテラシーについて基本的な考え方を
確立することが必要だと思います。例えば、本格的な現状分析と問題点を明らかにしていくこと、そ
のためにはデジタルメディアの発展と現状について歴史的、教育的にも理論・実践研究を重ねる、そ
んな時代に私たちは立っていると思います。

⚫これからのメディア・リテラシー研究と実践の展開に向けて

基金受給者から

＜メディア・リテラシー教育におけるクリティカリティーの再考＞
ブリティッシュコロンビア大学教育学部中等教育教員養成プログラム講師
岩瀬正幸（第２・７回）
まず、２００８年および２０１３年の２度の研究基金受給に心より感謝したいと思います。今日そ
してこれからの日本社会におけるメディア・リテラシー教育を考える際、鈴木みどり氏が強調した
「マイノリティー市民の視座」に立ったアプローチが実践者・研究者に必要であると考えます。僕自
身の各受給研究ならびに現在の取り組みをもとに、メディア・リテラシー教育におけるマイノリティ
ー市民の視座に立ったクリティカリティーとは何かをお話ししたいと思います。
一度目の研究は、17 歳以下の非有権者で発言力と社会進出が制約されているマイノリティー市民
としての高校生（愛知県内の私の母校の生徒）を対象に、彼ら自身が使用する携帯電話カメラ機能を
利用して、マクドナルドに代表されるファストフード企業の商業的戦略についてのイメージ撮影とイ
メージのクリティカルな分析・評価を検証する調査をおこないました。メディア・リテラシー教育の
理論的アプローチとして、若者たちが常にメディアの主体的創り手・発信者となる「参加型メディア
環境」を考慮した、教える側の教育的要請からではない若者がすでに持っているメディアについての
知識や経験からはじめる「新しいパラダイム」を用いました。このことにより、必ずしも「道具・保
護・テクスト主義」的アプローチに依存せず、各生徒の能動性・主体性を生かし、彼ら一人ひとりが
創り出したメディア・テクストをグループ対話と討論を通しクリティカリル（分析的）に評価し振り
返りました。他方で、ファシリテーターとして調査に関わった教育者・実践者としての僕自身の現場
での立場と役割についての追究が不十分で課題となりました。
二度目の研究は、今日そして今後の国内における在留外国人増加にともなう学校や地域の著しい
多言語・多文化・多民族化による「内なる国際化」と「多文化共生社会」実現に留意したメディア・
リテラシー教育におけるクリティカリティーを考えました。具体的には、来日した愛知県内に住む日
本語能力が未発達のいわゆる学齢超過の外国籍青年（不就学のまま義務教育年齢を超えた者、中学卒
業資格はあるが高校へ進学できなかった者、高校を中退した者、または義務教育年齢を超えた年齢で
来日した者）参加者と教育者でビデオグラファーである私自身との協働ビデオ制作を通し、彼らの視
座に立った日本における人種・民族的ステレオタイプと彼らのアイデンティティーを考える調査をお
こないました。この調査では、マイノリティー市民である外国籍青年に関する調査をおこなう上で、
教える側かつ日本人（受け入れ側）である私自身の協働ビデオ制作への関与と特権的地位により焦点
を当てました。オートエスノグラフィーを用いた自己再帰的分析から、映像制作プロセスで自分自身
が無意識的に参加外国籍青年に抱いてしまった他者性あるいは差異、そして彼らが創り出した映像作
品に対する人種的・民族的ステレオタイプの強化に繋がりかねない価値づけが現れました。受け入れ
側であり教える側であるメディア・リテラシー教育者・実践者の関わりと責任をクリティカル（内省
的）に評価し振り返る調査になりました。
現在、ブリティッシュコロンビア大学教育学部中等教育教員養成プログラムで担当している授業で
は、二度の受給研究調査で用いた理論的アプローチ（新しいパラダイム）を用い、また分析的かつ内
省的という両義で捉えるクリティカリティーに留意したメディア・リテラシー教育実践を取り入れて
います。例えば、カナダ政府がすでに政策として長年導入しているマルチカルチュラリズム（多文化
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主義）がどのようにメディアを通し表象されているかを、将来教える側に立つ生徒自身にイメージを
創ってもらいクリティカルに評価し振り返ってもらう機会をつくっています。生徒の取り組みとして
は、政策が企業の商業的戦略にどのように使用されているかを教室全体で分析的に評価し振り返るこ
とだけでなく、彼ら自身が創り出したメディア・テクストがどのように彼ら自身のジェンダー、歳、
性、人種、民族、その他の社会的地位と関係し、またどのようなステレオタイプ、他者性、差異が発
生するかを省察することを含みます。
最後に、日本国内においては、共生社会実現に留意し、メディア（特にマス・メディア）のマイノ
リティー市民に対するステレオタイプ、他者性、差異の表象を、分析と省察の両義でクリティカルに
取り組むメディア・リテラシー教育研究と実践は今なお希薄だと考えています。僕に課されたこと
は、過去、現在、また今後の取り組みの成果を生かし、さまざまなマイノリティー市民の視座に立ち
共生社会の実現を手助けできるメディア・リテラシー教育の発展に貢献できるよう尽力することだと
考えています。

＜広告における女性イメージのグローバルな展開を追って＞
一橋大学大学院言語社会研究科特別研究員、法政大学他非常勤講師 上村陽子（第４回）
２０１０年度に受給させていただきました。今回、私の報告としては受給当時の研究、その後の研
究。そして、メディア・リテラシー研究の今後に向けて考えていることを発表します。
受給当時の主なテーマは、「現代中国におけるメディアとジェンダー表象分析ー改革・開放以降の家
電広告と女性像をめぐってー」
。これは主に１９８０年代の改革・開放以降の市場経済の中で家電広告
が中国に入っていき、８０年代から９０年代にかけてのジェンダー表象の変容をテクスト分析を中心
に検証しました。結論として日本製家電として当時の中国において広告という媒体を通して日本的な
女性像が入っていきました。グローバル化が活発になっていく前哨戦的な時期ですが、広告はジェン
ダー役割に基づく文化的表現が中国製の家電でもみられました。９０年代に入ると中国社会で伝統的
と思われる家族像などの再構成が見られました。
その後、テクストだけではなく生産、受容、すなわち資本、広告業の展開、中国における広告の現
代化も含め分析してきました。例えば、洗濯機の「愛妻号」広告のローカルな流通、受容を分析しま
した。
「愛妻号」という言い方が新鮮に受け止められて受容されていきます。その一方で９５年以降、
「女性とメディア」に批判的研究が進んでいくなかで、中国婦女連合という中国政府のもとにある団
体からは批判の声が上がってきたことが明らかになりました。２０１４年に博士論文として「改革・
開放以降の中国の家電広告におけるジェンダー表象分析ー日中間のモノとイメージの越境をめぐっ
て」を提出しました。
現在は、
「現代中国における日本のグローバルな経済戦略と広告メディアジェンダー・ポリティック
ス」をテーマに研究を進めています。メディアが作る「女性の美」に対して SNS の発達によってテク
ストを消費し、積極的に解釈するオーディアンスが登場していると思います。SKⅡは中国でも流通し
ていて、
「運命を変えようキャンペーン」は世界的に話題になりましたが、中国でも結婚適齢期になっ
ても結婚しない女性に対する批判的な言葉に対して、キャンペーンに参加することでそれに対抗する
動きがありました。
これからのメディア・リテラシー研究の課題ですが、学会分科会でメディアとジェンダーがあり参
加しましたが、テクスト分析に終始している研究が多く、テクストだけ見ていては不十分で構築過程
や受容空間を含めて全体像を分析することが重要だと感じました。グローバル化のなかで国家間、地
域間における交渉過程を捉える分析が重要だと考えています。分析対象としては、ウエッブ広告や SNS
など新しいメディア環境を分析する上で、研究者にも大きな課題があります。プラスの側面、社会的
規範への抵抗、
「炎上広告」に対して長期的な議論をどう展開していったらいいのか方法論が必要で
す。
商品広告だけではなく行政や大学広報でも女性の身体イメージが「商品化」されており、それは税
金や学費から広告が制作されていますが、それらに対しても議論を深めていきたいです。
教育の部分ですが、メディアを専門としない講義の中でもメディア・リテラシーを含んで議論する
場を設けたいと思います。ジェンダー論などのなかでメディアとの関連で議論する、例えば７５年の
「私つくる人、僕食べる人」から炎上広告まで何が変わり何が変わっていないのか。
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「中国語」の授業でも中国・および中国人に対して学生が持っている「爆買い」や、経済大国などの
イメージに対して、都市と農村の格差など日本のメディアでは表象されない中国を伝え、学生が日常
的に考察する視点を獲得できるようにしたいと思います。
また、３歳の息子がいますが、その子がどんなメディアに接し、リテラシーを獲得していくのか。
子ども向け番組を見ているとジェンダーやセクシュアリティに疑問を持ちます。子どもとメディア・
リテラシーは研究対象としてではなくても関心のある分野です。
今後も、問題関心が異なり立場が違う人々のこのような議論の場があればと思います。

＜発達障害をテーマにメディアの権力作用を検証＞
名古屋大学国際言語文化研究科博士後期課程 西田有香子（第９回）
発達障害に関する研究をしています。発達障害とは主に LD（学習障害）
、ADHD（注意欠如多動性障
害）
、ASD (自閉症スペクトラム障害）を近年では指すことが多く、ただ、定義については揺らいでいる
部分があります。メディアが発達障害を取り上げることが多くなり、NHK では 17 年 5 月から「発達障
害プロジェクト」が始まっています。私は 12 年からテレビを中心に分析していましたが、最近では新
聞やインターネットまで広げています。
分析方法は、質的言説分析が中心です。キーワードの「医療化」ですが、多くの社会学研究は病気
あるいは障害とみなされることが過去には少なかった出来事が経年の中でしだいに生物医学的な病
気・障害として理解され対処されるようになるという現象を記述するためにこの概念を用いてきまし
た。医療化現象が生じることにより、ある物事が個人に根ざしている障害、たとえば脳機能の障害な
どとして捉えられ、社会の構造とのかかわりに目が向けられなくなるという点が指摘されています。
私の研究のきっかけは、発達障害という形で医療化された言説がマスメディアで伝えられることによ
り、落ちつきのなさやコミュニケーション下手などの行動特性は病気・機能障害であるという認識へ
と人々を導き、なぜこれらの行動特性に近年注目が集まり、障害とみなされるようになったのかとい
う社会的側面に目が向けられなくなることを懸念したからです。そして、発達障害とレッテルを貼ら
れた人がスティグマに直面する危険性があるのではないかと思いました。このような問題意識から研
究をスタートし、メディアにおける権力作用を明らかにすることを重視してきました。
最近の研究ですが、7 月で国際社会学会で 2 つの発表しました。
1 つ目は「発達障害と差異化権力」がテーマです。
「発達障害〜解明される未知の世界」
（
『NHK スペシ
ャル』2017 年 5 月放送）をケースとして取り上げて言説分析を行いました。
差異化とはある物事を他のモノと切り分ける実践ですが、上野千鶴子 (2002)は差異化権力は政治的なも
のであり、不平等な権力関係を形成すると指摘しています。
分析の結果、
「発達障害者」と「多くの人々／発達障害のない人々」の間の差異が強調されているこ
とが明らかになりました。この番組は、見え方や聞こえ方といった感覚の違いに特に注目しており、
発達障害者とこの障害をもたない多くの人々は、脳の働き方が異なっているという説明もなされてい
ました。そのほか、視覚的にも差異化が行われていること、発達障害をある種の「できなさ」を抱え
た存在として捉えた言語表現が見られること、
「発達障害者」と「多くの人々／発達障害のない人々」
の関係づけに言語学でいう欠性対立の性質が見られることが指摘できます。
ただし、番組後半部分では出演医師や当事者が、障害は不適切な社会環境の結果生じるという考え
を述べている箇所があり、障害学が提唱してきた社会モデルの考え方に基づいていると考えられま
す。また、発達障害者が生きやすい社会にするための環境改善策も幾つか示されました。しかし、こ
れらは不平等な権力関係を揺るがせるものではなく、これまでに指摘したような差異化が行われてい
る限り、不平等な関係は再生産されていくと思われます。
2 つ目の研究は、「発達凸凹言説の誕生と広まり」がテーマですが、発達凸凹という非公式な診断名
に関する言説を分析しました。まず、発達凸凹という言葉の生みの親である杉山登志郎（2011）の発
達凸凹言説に関して以下の 3 点が指摘できます。第 1 に、発達凸凹概念誕生の背景には、
「障害」とい
う語に伴うスティグマを軽減しようという意図があったと考えられる点。第 2 に、発達障害のリスク
グループとして発達凸凹が捉えられている側面があることなどから、発達凸凹概念でさえ、マイナス
評価（望ましくないという価値判断）から完全には逃れられていないという点。第 3 に発達凸凹を早
期発見し、予防医学的な介入を行う必要性が主張されていることから、このような状態にある人々へ
の医学の影響力は拡大すると考えられる点です。

5

また、発達凸凹概念は広く受け入れられ、他の医学者や企業関係者、発達障害とされる当事者、そ
の家族などが使用する状況が生まれており、特にホームページは関連のものが 100 を超えています。
これらの言説特性として以下の点が指摘できます。第 1 に、杉山のスティグマを軽減しようという意
図が幅広く受け入れられ、発達凸凹の普及につながったと考えられる点。第 2 に、これら社会に広ま
った発達凸凹言説は、ネガティブなラベリング効果をより回避しようとしている点。第 3 に、この語
を使用する多くの人々は、医療へのアクセスを維持することを望む傾向にある点。
まとめますと、ネガティブな意味合いを出来る限り避けながら、医療とのつながりを維持しようと
する中で、よりよい表象の仕方が追及された結果、これまでに指摘したような言説特性がみられるの
ではないかと考えられます。しかし、このような特徴をもつ言説が普及する状況というのは、メディ
カルパワーの拡大に結びつく可能性を指摘できます。
今後の展望としては、メディア間や異なる年代の言説比較、国際比較に取り組みたいと考えていま
す。また、社会的な関心が高まっている発達障害のメディア言説を批判的に読み解くためのきっかけ
づくりとなるような社会への発信を行っていきたいと考えています。

＜世界の私設ラジオ実践の比較を通して見えてくるものとは＞
大阪大学人間科学研究科博士後期課程 和田 敬（第９回）
私が海賊ラジオ・自由ラジオ・地下ラジオ・ミニ FM といった私設ラジオ実践を研究する背景には、
私自身がミニ FM の実践者であり、１９９５年の阪神淡路大震災のあとに兵庫県西宮市で開設されたミ
ニ FM にもコミットしていたことがあったからです。日本のミニ FM は免許のいらない微弱電波を使っ
て発信する実践活動です。これは免許を受けた市町村域で放送するコミュニティ FM 局とは違います。
修士課程では関西の個人発信のミニ FM ネットワークの盛り上がりと衰退を調べました。
1980 年代の大阪では主にアマチュア無線を趣味とした人たちがミニ FM の活動に余技的にかかわっ
ていました。その背景には商業的なオーディオ文化や音楽文化の普及があります。遊び心が高く、商
品化されたオーディオ機器の販売促進と雑誌紹介が盛んにおこなわれるといった環境もそれを後押し
して、若者に遊戯的な実践活動が広がっていました。
これまでの市民メディア研究ではこのような遊戯性をともなう個人発信のミニ FM にあまり関心を持
たれませんでした。市民運動・社会運動の側面からミニ FM にコミットする実践に対する研究はありま
したが、これらの研究には私的な側面や遊戯性が抜け落ちています。私たちがメディアにコミットす
る理由にはこういった側面がむしろ重要なのではないか、と考えています。ここに私の問題意識の核
があります。
私は FCT の助成を通じて、台湾で 1990 年代に盛んだった地下ラジオの取材をしました。台湾では民
主化の後、放送の民間開放が緩慢だったこともあり、しびれを切らした国民が勝手に FM ラジオを始め
ました。それは民進党の支持者がとても多く、民進党の選挙活動を支える側面もありました。その運
営面を注意深くみると寄付が盛んでした。しかし、2000 年の総統選挙で民進党が政権を獲ると寄付が
なくなり、存続が困難になりました。地下ラジオは商業ラジオに転じたり、薬を売るアンダーグラウ
ンドに堕してしまったり、インターネットに移行したりするなど、その後の変遷はさまざまです。つ
まり、人々が地下ラジオへ寄付をしていた理由は放送局を支えるためではなく、寄付を通じて政治に
参加したかったのです。一方で、台湾ではアマチュア無線家が地下ラジオに参加したのか調べました
が、ほとんど関係がありませんでした。しかし、台湾調査中の 2014 年、ひまわり学生運動が起きまし
た。この時、手近にあるメディアを使って若者たちは様々な発信を行いました。中には日本のニコニ
コ生放送を使ったものもありました。
台湾では 1990 年代からソフィア・ウーさんなどメディア・リテラシーにかかわる研究と実践が進ん
でいるとはいえ、メディアの遊戯的利用は遅れていると思われました。しかし、実際には遊戯精神を
巧みに取り込み、社会運動に応用的に用いたわけです。ここに考えるべきヒントがあります。
私は今年、イギリスの海賊ラジオの現地調査を行う予定です。イギリスでは２０１８年現在も海賊
FM が存在しており、無免許で放送を行っていて一定の存在感を保っています。この放送が続く理由に
ついては、黒人コミュニティのようなエスニックマイノリティの問題も絡んでいますが、ソウル音楽
やアーバンミュージックが好きな人たちが自ら楽しむために放送をしているという根源的な動機があ
ります。海賊 FM がライセンスを得たコミュニティ FM に移行するという例もありますが、ライセンス
をとらなくとも十分コミュニティのラジオとして成り立っているという側面も見逃せません。
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私たちはメディア実践において私的な動機や遊戯性と公的な運動の理念や理想とを切り離して考え
るのではなく、相互横断的に考えてゆく必要があるのではないかと考えます。たとえば、市民運動や
住民運動の方達はメディアをメッセージの伝達と捉えがちで、遊戯性に関心が薄いと考えます。むし
ろ、メディアの遊戯的なコミットの仕方を考えることがより大事ではないかと考えています。つま
り、メディア・リテラシーに関してもまずメディアに触れて楽しみ経験を豊かにすることが大切で、
そこから批評精神の目を育み、根を広げていくという課題も重要だと考えています。
＜質疑討論＞
＊＊：アメリカの地方紙がいっせいにトランプ大統領に批判を展開していることをどう捉えておられ
ますか。
隅井：トランプ大統領はフェイクニュースという言葉を使ってメディアを批判しています。アメリカ
の場合、問題はテレビは全国ネットワーク、フォックスニュースがトランプを支持しており、ラジオ
の場合は、３０年くらい前から過激な右翼的な言動を得意とするラジオがあり、民主党政権の８年
間、極端な誹謗中傷、政権批判が続いていました。新聞メディアが公式に態度表明したことは中間選
挙を直前にして一定の影響力を行使する可能性があります。これまでも似たような動きはありました
が４００社の新聞が表明したのは注目すべきことです。
岩瀬：こういう動きが日本ではない。若い人がトランプ政権に対して運動を起こそうとか、勉強しよ
うとか動きが起きていると思います。日本はアメリカから学ぶべきだと思います。
森本：今後に向けてですが、個人の研究だけではなく他の方にメディア・リテラシー研究の重要性を
発信していく上でアイデアがありましたらコメントをいただきたいと思います。
和田：研修セミナーでもツイッターで発信というのも特になく、実験でもっと発信していくことが大
事じゃないかと思います。お手伝いもします。
西田：発達障害の場合、マスメディアだけではなく個人のホームページなどを見ても、それが医療問
題であるという見方が前提とされていることが多い。しかし、それは唯一の捉え方であろうか。他の
方々と一緒にワークショップのような場で読み解く中で、違った見方もありうるということを、見出
していくことは大切だと思う。意見の相違が生じることもあるだろうし、いろんな読みの可能性があ
ることを共有するような場づくりをやっていけたらと思っています。
上村：発信していくことは重要。いろんな立場の人がある待っている場に多くの方が関わり、今日の
議論を外に発信して輪を広げていくことが重要だと感じている。荻上さんを招かれましたが、立場の
違う人との対話を広げていくことが社会的に関心を持っていただくきっかけになるのではないかと感
じました。
岩瀬：気づきがあればどこでもメディア・リテラシーになりうると思います。媒体を限定せずにもっ
と取り組んでいければ。
森田：いろんな人と学ぶ、国境を越えた人との学びをしていくという構想についてですが、東アジア
の将来を考えた時、メディアい・リテラシーの学びは将来を切り開いていくのではないかと思いま
す。
岩瀬：僕はカナダ・バンクーバー在住期間が非常に長く、常に自分が信じ学んできたことが違うとい
うことに大なり小なり日常的に出くわすので、まずもって言えることは、答えは一つではなく、どれ
だけ自分のバイアスを解いてそこから繰り返し省察的に学ぶことができるか重要だと思います。そこ
からはじめて何らかの入り口が見つかるのではないかと思います。他者を理解する上で言語習得以上
の何かが。メディア・リテラシーの学びが省察と分析の両義をベースにし、さらに国境を超えた人た
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ちが協働でメディア・テクストを創りだす取り組みができれば、そうした構想と将来を切り開くヒン
トが得られるのではないでしょうか。
高橋：メディア・リテラシーをもっと広く捉えて、いま、先生方がメディア・リテラシーをどのよう
に捉えられたのかをお聞きしたいと思います。
井上：私は、メディア・リテラシーとはメディアを批判的に捉え直すという運動だと思う。気になっ
ているのは、鈴木みどりさんがカナダのテキストを翻訳されて、９５年以降一挙に広がり、各自治体
の公民館や女性センターでいろんな講座が取り組まれてきたし、大学の中でも講座が生まれた。た
だ、それはかなり時期的なものがあってその後リテラシーと言う言葉が氾濫して、なんでもリテラシ
ーという言葉がつくられて、基本的な考え方を薄めてしまったという印象を持っています。メディア
を使った教育もメディア・リテラシーと捉えている拡散が生まれ、同時に、岩瀬さんの指摘のような
日本の文化状況、市民のメディアに対する発言、メディアの権力への発言も２０００年以降、制約さ
れている点が問われています。一つの NPO が何かできるということではなく、社会の雰囲気や流れを
変えられるような、各自が発言できるような環境をつくることが課題ではないかと思っています。
私たちも一つの試みとして、シノドスのような発信を目指した発信を WAN（NPO 法人ウイメンズ・
アクション・ネットワーク）で目指しています。
隅井：現在のメディア・リテラシーは鈴木先生たちがはじめ、基本が確立していると思います。い
ま、強調したいのはインターネットや SNS に特化して、基礎的な研究、歴史的な歩みと課題について
の研究が必要になっていることです。ヨーロッパでは報告書なども出されている。イリノイ大学がイ
ンターネットとの関連で調査研究している。スタンフォード大学の SNS の問題に限って言えば発展し
ていると思います。NLP（ニュースリテラシープロジェクト）
、としてインターネットメディアの学校
での教育に取り組んでいる団体が活発に活動している。このような動きを見渡して日本でどうしてい
くのかをぜひ考えて欲しい。日本ではスマホや SNS に対する教育は非常に断片的に道徳教育の一環で
言われている現状があります。日本でのネット社会のメディア・リテラシーについては、JCEJ があま
す。
ネット時代のニュース報道やメディアについて基本的な考え方を確立していただきたいと思ってい
ます。そして、運動が広がればその分野で研究する人たちをどう育てていくかということになれば、
鈴木さんが始めたような助成がまた生まれることを期待しております。
閉会挨拶：後藤英生（鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金事務局長）
本日は本当に熱心な発表とご討議をありがとうございました。基金の活動を支えていただいた選考
委員の皆様、応募者・基金受給者の皆様、基金運営委員、FCT、日本マスコミュニケーション学会、そ
して今日も参加いただいたすべての皆様に感謝の気持ちを申し上げます。
個人的なことを申し上げると、私はみどりさんの義弟にあたります。２００６年６月下旬に入院中
のみどりさんを見舞った妻が、みどりさんから研究所に寄付をして基金を作ろうとしている、ついて
は運営を担って欲しいとの伝言がありました。急遽、関係の皆さんのご指導や助言をいただいて７月
１０日に基金の設立をいたしましたが、こうして一つの区切りを迎えることができました。みどりさ
んが命を削ってもかけてきたメディア・リテラシー...。今日、政治・社会・メディア環境の変容の中で
改めてメディア・リテラシーの重要性が指摘されました。基金の終わりに当たってこれからの時代に
メディア・リテラシーがまた大きく発展することを祈念してご挨拶にかえます。
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