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2020.12.19 FCT 第２回オンラインセミナー報告 

GMMP2020 の中間報告（まとめ）～モニタリング活動を終えて～ 

高橋恭子 

  

GMMP2020 は当初、2000 年の３月下旬に実施予定だったが、新型コロナウィルス

の世界的感染拡大から、９月 29 日に延期された。145 か国が参加した GMMP2020 で

は、どの国においても、新型コロナウィルス関連がニュースの中心となった。そのた

め、コロナに関連するニュースをこれまでのように「感染症」に分類せず、政治、経

済、労働などのサブテーマに分類してコーディングをした。ここでは、GMMP2020 の

日本におけるモニタリング活動を総括する。なお、GMMP2020 の数値からメディアと

ジェンダーの関係を考察する活動は引き続き、2021 年に持ち越す。2019 年 12 月 19

日 FCT 第２回オンラインセミナーを開催し、その時点までの中間報告を行った。本稿

では、早稲田大学政治経済学部高橋恭子ゼミナールの分析を含めて報告する。なお、

弘前大学教育学部森本洋介ゼミナール、FCT 事務所グループ、豊中グループは、それ

ぞれのグループからの報告を掲載する。 

 

 

１． どのメディアをモニターしたか 

GMMP2020 では、新聞、テレビ、ラジオ、インターネットニュース、メディア

が発信する Twitter ニュースをモニターした。日本では、ラジオを通じてニュ

ースを収集する層が少ないため、ラジオ以外のメディアをモニター対象とし

た。モニターは FCT 事務局のほか、早稲田大学政治経済学部高橋恭子ゼミナー

ル、弘前大学教育学部森本洋介ゼミナール、豊中グループが参加した。 

以下がモニターしたメディアになる。 

◼ 新聞  

① 朝日新聞 

② 読売新聞 

③ 毎日新聞 

④ 産経新聞 

モニターグループ：FCT 事務局、豊中有志グループ 

 発行部数から見ると、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞

が主要５紙になるが、日本経済新聞は専門紙であるため省いた。 

◼ ニュースサイト 

Yahoo ニュース 

モニターグループ：弘前大学教育学部森本洋介ゼミナール  
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新聞社によるデジタルニュースは有料でないとすべてを閲覧できないため、 

Yahoo ニュースのみをモニターの対象とした。29 日午後 6 時半から 13 件のニ

ュースを保存。 

◼ テレビニュース 

① NHK「NHK ニュース７」 

② NHK「ニュースウォッチ９」 

③ テレビ朝日「報道ステーション」 

④ 日本テレビ「news zero」 

⑤ TBS「NEWS23」  

⑥ フジテレビ「Live Newsα」 

モニターグループ：FCT 事務局、早稲田大学政治経済学部高橋恭子ゼミナール、

弘前大学教育学部森本洋介ゼミナール、豊中有志グループ  

◼ メディアが発信する Twitter ニュース 

① NHK 

② 朝日新聞 

③ 毎日新聞 

モニターグループ：早稲田大学政治経済学部高橋恭子ゼミナール 

Twitter の検索、ランキング、まとめサイトである「Meyou」による「メディ

ア・ニュース・ポータル」フォロワー数ランキングを参照した。フォロワー数

ランキングから、経済、ファッション、スポーツなどに特化したメディアを除

き、一般ニュースを扱っているメディアのランキングの高い順に３つのメディ

アを選択した。29 日午後 6 時半から 14 件を保存。 

 

２． ９月２９日はどのような日だったか～主なニュース項目から～ 

 ９月 29 日は大きな出来事がなく、複数のメディアが取り上げた主なニュースは、

①NTT による NTT ドコモ完全子会社化と②新型コロナウィルス感染拡大のため地価

が下落した経済ニュースであった。①は「NHK ニュース 7」「ニュースウオッチ 9」

「NEWS23」「報道ステーション」「news zero」「Live Newsα」のテレビニュース６番

組、Yahoo ニュース、毎日新聞による Twitter が取り上げた。同ニュースは、新聞では

翌日の３０日に掲載されている。②は「ニュースウオッチ 9」と「報道ステーショ

ン」の２番組が取り上げた。 

 

３． ジェンダーの視点でより詳細な分析を必要と思われるニュース項目  

GMMP のコーディングでは、ジェンダーの視点でより詳細な分析が必要と追わ

れるニュースを以下の４つの枠組みに分類し、GMMP 事務局に報告する。 

① あからさまなステレオタイプ的表現 
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② 微妙なステレオタイプ的表現 

例：男女の役割分業を強化する表現等。 

③ ジェンダー・バランスを欠いている/ジェンダーの視点が欠けている 

④ ジェンダーの意識を高める表現 

A:  ステレオタイプに挑戦する 

B:  ジェンダー・バランスに配慮する情報源がある 

C:  ジェンダーの不平等に着目するニュース、ジェンダー平等のため

の構造やプロセスについてのニュース、特定の職業におけるガラ

スの天井問題などに代表されるジェンダーの平等を促進する運動

についてのニュース 

  今回、コーディングしたニュースで４つの枠組みに該当するニュースを以下にま

とめる。 

① あからさまなステレオタイプ的表現 

 朝日新聞「教員わいせつ行為 難しい対策」 

教員による児童・生徒へのわいせつ行為に対して、小中高生の保護者らが教

員免許の再交付をしないように 5.4 万人の署名を求めた。教員によるわいせ

つな行為は深刻な問題ではあるが、取り上げたのは朝日新聞のみである。記

事では、被害者、被害者の保護者、被害者団体代表、専門家が登場するが、

すべて女性である。男性は加害者の教員と文科省大臣のみである。被害者は

女性、加害者は男性の構図が見られ、ジェンダーを超えた議論になっていな

い。 

 News 23 「杉田議員発言に橋本大臣言及」 

Yahoo ニュース 「杉田水脈議員発言を橋本聖子大臣が批判」 

読売新聞「性暴力相談を巡り『女性はいくらでもウソをつける』 

 

性暴力被害者支援をめぐり、杉田水脈議員の「女性はいくらでもうそをつけ

ますから」発言に対して、橋本聖子女性活躍担当大臣が適切に措置すべきと

の考えを表明したニュース。杉田議員は過去にも同様の発言を繰り返し、そ

の都度看過されてきた。橋本大臣の発言は具体的措置については触れていな

い。過去に男性議員による女性蔑視が著しい差別発言があったが、同じこと

が繰り返される背景は何か。そのような視点で分析したメディアはない。

News 23 も Yahoo ニュースも男性議員のコメントがない。読売新聞では、共

産党の小池書記局長と立憲民主党の枝野代表のコメントを載せているが、わ

ずか 26 行の小さい扱いであった。 

② 微妙なステレオタイプ的表現 

 報道ステーション「コロナの影響で３年ぶり規準地価下落」 
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地価が上昇している埼玉県川口市の現状を住民に取材するが、戸建ての居間

で取材を受けているのは男性であり、女性の姿はない。「住宅の買い手」は

男性という構図が見える。 

 ニュース７ 

ニュース７全体で、35 人の人物がニュースに登場した。女性はそのうち 10

人、男性は 25 人である。組織を代表するスポークスパーソンとして、男性

10 人が登場するが、女性は一人も含まれていない。新型コロナウィルス感

染拡大による地価下落のニュースである「地下にもコロナの影響」では、

「家の所有者」「家の購入者」としての男性の存在が強調されているが、女

性は不在である。 

   

 NHK ニュース （Twitter） 

NHK ニュース（Twitter）では、男性 36 人、女性 3 人、性別不明者 5 人が

登場する。男性の多くは政治家、経営者、企業の管理職である。「経済３団

体 菅首相と初会談『新たな成長戦略の策定を要望』」では、経済３団体ト

ップの男性と菅首相。「日ロ関係『領土問題解決し平和条約締結を』では、

菅首相、加藤官房長官、プーチン大統領が登場。政治、経済の主要イベント

の女性不在は明らかである。2 人の女性が登場するのは、「座間９人殺害事

件 30 日に初公判 刑の重さが争われる見通し」における被害者である。

オピニオンリーダーとしての男性、事件被害者としての女性というステレオ

タイプが見られる。 

 

「東京国際映画祭 賞は『観客賞』のみに 新型コロナ影響で」は、新型コ

ロナウィルス感染拡大の影響で、賞を「観客賞」のみにし、日本とアジアの

監督らがオンラインで対談するイベントが開催されたニュースである。イベ

ントに参加したのは、4 人の男性映画関係者と 1 人の女優である。朝日新聞

(2020 年 3 月 7 日)によれば、女性の監督は全体の 7%だが、存在する。ここ

でも、ジェンダーの不平等が明らかである。 

 

 

④  ジェンダー・バランスを欠いている/ジェンダーの視点が欠けている 

 「NTT ドコモ子会社化」は多くのメディアで取り上げられたが、NTT およ

びドコモの経営者、スポークスパーソンはすべて男性である。報道ステーシ

ョンでは、スマホの利用者もすべて男性であった。news zero には、女性の

利用者が取り上げられていたが、「利用料が安くなればいい」という料金に

関わるコメントを述べたに対し、男性のコメントは「通信が早くなればい
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い」という機能に関するものであった。スマホの利用に関しても女性は生活

面から、男性は機能面からスマホを見るという微妙なステレオタイプが見ら

れる。 

 毎日新聞「座間事件明日初公判」 

神奈川県座間市のアパートで 2017 年 10 月に９人の切断された遺体が発見さ

れ、強盗・強制性交に問われた 29 歳男性被告の裁判が始まるというニュー

スである。 

取材者は３人の女性記者であり、被害者の関係者 3 人が取材されている。す

べて男性である。この傾向は NHK Twitter でも同様である。被害女性につ

いて語るのは 2 名とも男性であった。「被害女性について語る男性」という

パターナリズム的なステレオタイプが見られる。 

3-4 ジェンダーの意識を高める表現 

A:ステレオタイプに挑戦する 

 毎日新聞 Twitter の「メルケルの歩み 東西ドイツの 30 年」は翌日の 30 日

から 3 日間連載した毎日新聞の特集を先取りしたものである。東西ドイツ統

一から 30 年を迎えるにあたり、ドイツを率いる「政治家メルケル」の歩み

を追った記事である。2020 年の世界経済フォーラムの「ジェンダーギャッ

プ指数」によれば、日本は 121 位。政治分野では、さらに下降し、144 位で

ある。メルケル首相の歩みはステレオタイプに挑戦するロールモデルと言え

よう。 

 

４．今後の GMMP2020 の活動 

今後は、GMMP2020 事務局(トロント) において、各国から集められたデータを分析

し、3 月 26 日までにその結果を各国に報告することになっている。各国はその結果を

もとに国別レポートを作成する。GMMP2020 全体の報告書は 6 月に発表される予定で

ある。結果は国連などに提出され、メディアにおける女性の地位向上やステレオタイ

プ的表現の是正について提言する。日本では、質的分析をさらに充実させるワークシ

ョップを開催し、日本におけるメディアとジェンダーの関係についての理解を深め、

ステレオタイプ的表現や女性の社会参画推進のための議論を活性化していく。 

 


