在り方を言います。いわゆる男らしさ、女らしさ。男はこうあるべ

これがその広告を見た人たちにどのような影響を与えるのか。

き、女はこうあるべきという考え方です。例えば、女性はおしと

同じイメージを繰り返し見ていると、あたかもそのイメージが当

やかでお料理が上手で優しくて、男性は大黒柱でたくましくて

たり前のものであり、常識のものであり、かつ理想的なものであ

泣いちゃだめというものです。

ると考えるようになります。

ジェンダーイメージは、長い歴史の中でしっかりと根付いて

オムツ替えにしても、お母さんがイヤイヤやっているなら別

います。「そうそう、男らしいってこんな感じ」、「女性って、こうい

ですが、嬉しそうにやっている。嬉しそうにやるイメージを植え

うタイプよね」と、非常にわかりやすい。簡単に受け入れてもら

付けると「女性は本当に子どもの世話が楽しくてしょうがないん

えるメリットがあるため、広告はジェンダーイメージを積極的に

だ。仕事よりも楽しいんだ。やっぱり育児は女性の仕事」となり

利用しています。

ます。広告で見たイメージを現実の人間関係に当てはめてしま

２００９年春の「ココロを軽くする女性学講座」は、テレビ局で報

愛の象徴」という価値観も植え付けました。そして、婚約にあた

道記者としてニュース番組やドキュメンタリー制作に関わった

って、ダイヤモンドの指輪を贈るというセレモニー、儀式をも生

あと、カナダでメディアリテラシーを学び、現在、慶応義塾大学

み出しました。

かを認識する核となる個人のアイデンティティーの形成に影響

でメディア・コミュニケーションの講師として活躍している渡辺

◆広告は価値観をコントロールする
広告には、人間の「感情を煽る」というテクニックもあります。
私たちにはいろいろな感情があります。その中の「恐れ」という
感情を、ピンポイントで強く刺激することで、「買わなきゃ！」と
思わせます。
人間には他人より優れていたいという本能があります。「私は
そんなことない」と思うかもしれませんが、「隣の子よりもいい学
校を出たい」、「いい会社の夫をゲットしたい」、「より若く見られ
たい」など、人よりもちょっとだけでも勝っていたい、上に立ちた
い、優れていたいという望みがあります。逆に、他人よりも劣って
いると見られることは非常に嫌です。恐怖ですらあります。そこ
を広告は突いてきます。
ファウンデーションや化粧品の広告に、「シミ、ムラ、くすみ、
光で消える」とあります。これは「女性の肌にあるシミ、ムラ、くす
みは消さなければいけないもの。みっともないので、そのまま で
は人前に出ないで」と伝えています。エステの広告では、「体 質
改善しなければ、永久に痩せません」とあります。痩せないこと
があたかも怖いことであるかのような、「永久に痩せません」と脅
し文句で恐怖心を煽っています。
これらの広告は、人間にとって何が優れ、何が劣っているか
の基準を押し付けようとしています。痩せていることがいいこと、
シミやシワを隠すことがいいこと、そういう優劣の基準です。そう
しない人たちはあたかも劣っているかのように見せます。これ
が広告による価値観のコントロールです。
こういう広告を繰り返し見ていると、だんだん頭の中にそれ
が普通、常識であるかのような意識が植えつけられていきます。
そうすると、ジワジワと自意識過剰になって、自分が他人の目
にどんな風に映っているのかがとても気になってきます。私は
相手の目にそれなりに優れていると映っているだろうか。クー
ル、格好いいと映っているだろうか。ダサいと思われていない
だろうか、ということが何となく気になってきます。そういう何とな
く気になるという自意識が根底にあると、その自意識を埋め合
わせるため、コンプレックスを解消するための品物を買いたくな
ります。
◆個人のアイデンティティーに影響する広告
ジェンダーという言葉は生まれ持っての性別とは違い、生ま
れ育っていく中で社会的、文化的に教え込まれてきた性別の

します。女という性のありようはどんなものだろう。女とはどんな

育児の８割を妻が負担しています。その数字を見て、「男性は

ものだろうと考える時に、広告の中の女性と男性がどのように描

仕事が忙しいから、手伝いたくても手伝えないのだろう」と思い

かれているか、数々のメディアを通したイメージが影響します。

ます。

真由子さんのお話をうかがいました。

◆自分の頭で判断するために
メディアリテラシーというのはまだあまり馴染みのない言葉だ
と思います。一言で言うと、メディアが発信する情報をそのまま
鵜呑みにするのではなく、自分の頭で判断して批判的に読み
解こう、考えようという学問です。
広告と一口に言ってもさまざまなものがあります。テレビや新
聞の広告、電車やバスのポスターや中吊り。ブランド物の袋、 口
コミ。有名タレントの発言やファッションも広告です。タレントが
テレビで身につけている衣裳は、基本的にはファッション業者
が無料で貸し出しています。
◆広告の目的は、「消費せよ教育」
私たちが暮らしている社会は産業資本主義の社会です。大
量生産・大量消費で、常に経済成長を維持します。モノを消費
してもらうために存在するのが広告です。
広告には買わせるための巧みなテクニックが隠されていま
す。第一段階として、欲望を刺激し、第二段階で、その欲望が
どうすれば満たされるかを教えます。ダイエット食品の CM では、
痩せたいという欲望を刺激し、痩せることができる解決策として、
商品を提示します。
欲望を刺激するだけでなく、イメージを売るというテクニックも
使います。家族みんなで鍋を囲んで、「はふ、はふ、おいしい
ね」と言っている調味料の CM は、その調味料を使えば家族円
満になれることをイメージさせています。
イメージ戦略の中で最も成功したのが、ダイヤモンドです。
今から約４０年前に、「ダイヤモンドは永遠の輝き」というキャッ
チコピーで、外国企業が日本のマーケットに参入し、テレビ、
雑誌、映画館など、いろいろな形で浸透させました。「婚約指
輪は給料の 3 か月分」というキャッチコピーも、思い出されたの
ではないでしょうか。
広告は文化も作り出します。それまで、日本の婚約指輪の主
流はパールでした。ダイヤを贈る男性は６％しかいませんでし
た。ところが、今や婚約指輪にダイヤモンドを贈るのは日本の
文化になりました。男性がダイヤモンドを購入し、女性に贈ると
いう行動様式も作り出しました。さらに「ダイヤモンド＝永遠の

広告が繰り返し発信するジェンダーイメージは、自分が何者

う恐れがあります。
実際、人口問題研究所の統計によると、日本の夫婦は家事・

広告のジェンダー表現がはっきりと分かれてきたのは産業革

しかし、データをよく見ると、妻がフルタイムで働いていても、

命以降の２０世紀の初めからです。この時期は、家の中で家族

夫の２割は全く家事をしない。この現状に対して、妻の５０％が

みんなで労働作業をしていた家内制の手工業から工場制、工

不満を持っていることが明らかになっています。どちらかが不

場へ働きに出るような仕事へと仕事の形態が変化していった時

満を持った状況で、日々家の中を動かしていかなければいけ

期です。変化とともに夫が外に働きに出て妻は家を守れ、とい

ない歪んだ構図があります。しかもその不満を持つ状況の

うことを求められるようになりました。夫だけが外に出るようにな

根本に、広告のイメージが関わってきています。

り、この頃よく言われたのが「女が外に出るとロクな事はない」で

◆広告を発信しているのは？
どうして、広告はそういう偏ったジェンダーイメージばかりを
発信するのでしょう？ 最大の原因は主に男性の視点によって
作られているからです。広告代理店で働く女性スタッフの数は
約１割です。徐々に増えてきてはいますが、まだそんなに力を
持てるほどのポジションにいません。トップレベルの物事を判
断する権限を持てる立場にいる人たちは主に男性です。そう
すると、どうしても男性の視点というものが広告に入り込んでき
ます。その一つがダイエット広告です。ダイエット広告を作って
いるのも男性です。女性向けのファッション誌も編集長は男性
が多いため、男性の目から見た、こうあって欲しい女性像という
ものをいろいろな形でメディアは発信しています。
もう一つは、性表現を多く使っていることが挙げられます。商
品とは無関係なのにどうしてこの女性は水着を着ているの？と
いう CM があります。ある調査によると、女性と男性に動物、花、
景色などいろいろな写真を見せていき、見せられた人が最も反
応したのは異性の裸の写真だったそうです。それぐらい性はイ
ンパクトがあり、人間の興味を惹きます。
広告は注目されないと話になりませんので、注目してもらうた
めには、「ここでお色気使おう」となります。そこで、作り手の男
性が男性向けにセクシーな女性を見せ、女性に向けては「お
前ら、こんな女性になれよ」と言いたいのです。しかも、肌の手
入れもバッチリの女性たちが登場します。そうすると、それがあ
たかも女性の標準像、かつ理想であるというふうに思い込んで
しまいます。
男性にとって都合の良い女性像の一つが「若さ」です。日本
は年配の女性に対する目は非常に厳しい。オバサンと呼ばれ
ることから始まり、体型をからかわれたり、外見を冷やかされた

した。そうすると、日常の買い物をするのは妻の役割になります。
ですから、広告は妻をターゲットにするようになりました。この商
品、このサービスを消費すればあなたの夫の仕事はうまくいく、
バッチリ稼いできてくれますという形のアピールです。
風邪薬で、妻から夫に「この薬を飲んで、じきに治って」とい
う CM があります。それと、今から会社に行くぞ！というスーツ
姿の男性の肩を妻がポンと叩いて、「はい、これ！」と、笑顔で
栄養ドリンク剤を渡す CM もあります。これは、一方で男性のジ
ェンダーも決めつけている CM です。男たるものは、外に出て
一家の大黒柱としてしっかり働けという意味を込めています。

◆ジェンダーイメージを強化する広告
人々の間にある性別役割分担意識、刷り込まれてきたジェン
ダー意識を利用して、広告はその意識をもっと促進しようとして
います。
洗剤を使って洗濯するのは女性、お弁当を詰めるのは女性、
オムツ替えするのも女性です。大変ではあるけれども日々の小
さな繰り返しをするのは女性という設定です。昔から現在も、ほ
とんど変わっていません。ジェンダーが偏った広告が問題なの
は、広告が社会の変化に追いついていないからです。
内閣府の調査によると、現在、既婚女性の５７％は何らかの
形で仕事を持っています。しかも政府はこの数字を７０％以上
に引き上げようとしています。ましてや今、不景気なので、これ
まで専業主婦だった人も外に働きに出るようになっています。
そういう状況であれば、当然、家事をする時間は少なくなって
きます。家事はできるだけ分担する方向にいかざるを得ないは
ずなのに、相変わらず広告では、「家事＝女性がするもの」と
いうアピールを続けています。

り、女性が不愉快に感じていても、男性はジョークのつもりでい

一般企業の女性管理職は１０.７％しかいません。管理職の９割

ます。

を男性が占めています。そうなると、「よし、この広告でいい、こ

男性の視点で作られているものの一つがウエディング広告

の広告でいこう」と最終決定を下す時に、男性にとってその広

です。男性が仕事に集中するためには、家事をしてくれる妻が

告がどうなのか、男性にとって快適なものかという

必要です。少子化対策という意味合いもあって、女性にはでき

視点が入り込んできます。

るだけ結婚して欲しい、というのが日本の大きな流れです。お

◆広告を鵜呑みにしないために
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姫さまのようなウエディングドレスを着た女性がきれいなブーケ

広告はいろいろな情報を出してきますが、それを鵜呑みにし

を持ち、指にはダイヤの指輪が光っている、ロマンチックなイメ

ないために、その広告はどんな価値観を私たちに植え付けよう

ージを作り上げています。

をしているのかを常に考えるようにすると、違った見方が出てき

一方で日本の離婚率は増えています。ドメスティックバイオ

ます。それこそがメディアリテラシー能力です。夫や子どもと一

レンスは今、女性の 3 人に 1 人が経験しています。そういう現状

緒に見ていて、「この広告はあんな事を言ってるけど、あくまで

を全然打ち出さないで、ひたすら「結婚はロマンチックで愛が

もイメージ作りよ」、「作り手の男性が、勝手に都合のいいことを

あふれている」というイメージを作り出しています。男性の視点

言ってる」と言えると、家族みんなにメディアリテラシーが広めら

ばかりになる理由は、その広告を制作する段階で最も力を持

れます。広告だけではなく、インターネットやテレビゲームとい

つ人間が男性だからです。中でも最も力を持つ人間は広告代

うメディアが子どもにどんな影響を与えていて、大人はどんな

理店の人ではなく、広告の制作を依頼する企業です。

対策を取るべきかも考えていただければ幸いです。

そういう企業の管理職レベルにある人がほとんど男性です。
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日程

全 10 回

火曜日 10:00～12:00

9/29

はじめまして♪ 「○○ママ」でないワタシ

10/6

頑張りすぎない子育てのススメ

10/13

今日から役立つ！ 快適コミュニケーション術

10/20
10/27
11/10
11/17

「今のワタシ」と「なりたいワタシ」
ココロのモヤモヤはワタシだけ？！
無理してない？ 親との関係
パパとママ、二人で楽しむ家事・育児

11/24

ココロとカラダを軽くする簡単リラクゼーション

12/1

アートでわかる深層心理

12/8

ワタシらしく輝くために

出

身近な出来事を短いシーンで演じることによって、硬
くなったココロやカラダをほぐし、表現力やコミュニケー
ション能力を磨く講座です。
日時：10/17,10/31,11/14,11/28(土）13:30～16:00
11/29(日）13:30～16:30
募集：２０代～４０代の女性限定２０人
保育：１歳以上未就学児１５人まで。１人１回５００円
申込：E-Mail またはＦＡＸに
①女性のための演劇入門講座 ②〒住所 ③名前
（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号 ⑥保育希望の場
合は子どもの名前（ふりがな）、年齢（月齢）を明記。
締切：１０月８日（木）必着

募集:２０代～４０代の未就学児を持つ女性３０名
保育:１歳以上未就学児３０名まで(１人１回５００円)。
申込:E-Mail または FAX に
①ココロを軽くする女性学講座 ②名前（ふりがな）
③〒住所 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥保育希望の場合
は子どもの名前（ふりがな）、年齢（月齢）を明記。
締切:９月２０日（日）必着

大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」
〒143-0016 東京都大田区大森北 4-16-4
電話 03-3766-6587 03-3766-4586
FAX 03-5764-0604
e-mail escena@escenaota.jp
HP URL http://www.escenaota.jp/
メルマガ escenaotamail@yahoo.co.jp
指定管理者 NPO 法人 男女共同参画おおた
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ペンシルベニア大などの研究グループが、世界で最も権

今年の「こどもの日」に合わせて、総務省が発表した１５歳未

威のある総合学術雑誌のひとつである英科学誌ネイチャー

満の子どもの数（２００９年４月１日現在）は、昨年より１１万人少

に、「社会・経済が発展すると晩婚、出産の高齢化が進み、

ない１,７１４万人で、２８年連続の減少、過去最低となりました。

出生率は下がると考えられてきたが、発展がある段階を超

総人口に占めるこどもの割合は、１９５０年には、総人口の３

えると、出生率は再び増加に転じる傾向にある」という研究

分の 1 を超えていましたが、第１次ベビーブーム期（１９４７年～

結果を発表しました。

１９４９年）後、出生児数の減少を反映して、１９６５年には約４分
の１となり、３５年連続低下、世界最低水準が続いています。

対象は世界でも豊かとされる２４カ国。１９７５～２００５年に

１人の女性が一生のうちに産む子どもの数を表わす合計特

ついて、平均寿命や１人当たりの国内総生産（ＧＤＰ）などか

殊出生率が２.０を割り込むようになったのは１９７５年でした。さ

ら割り出される、生活の質と発展度合いを示す「人間開発指

らに、２００４年は１.２９、２００５年は１.２６と下がり続けました。

数（HDI、最高値は１.００）」と、１人の女性が生涯に産む子ど

２００６年は団塊ジュニア世代の出産期ピークを迎え、１.３２と

もの数（合計特殊出生率）との関係を調べています。各国と

大幅に回復し、２００７年は１.３４、２００８年は１.３７と上昇しまし

も人間開発指数の上昇に伴い出生率がいったんは低下し、

たが、出産期の女性の数自体が減少しており、子どもの出生

少子化が顕著になります。しかし、大半の国は指数が「平均

数そのものは減少する傾向にあり、出生率があがっても数が増

寿命７５歳」「１人当たりのＧＤＰ２５,０００米ドル」などの目安と

えないという事態になっています。

なる「０.９」になる手前で

未婚者の８割は結婚

出生率が底を打ち、以

したい気持ちがあり、約

降は上昇に転じていま

9 割は 2 人以上の子ども

す。

を望んでいるというデー

しかし、日本、韓国、

タがあります。ところが、

カナダの３カ国だけは

経済的な理由から結婚

下落傾向が続いていま

や子どもをあきらめざる
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