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はじめに  

 

 

GMMP（グローバル・メディア・モニタリング・プロジェクト）は、第 4 回国連世界女性

会議(北京会議)を控えた 1994 年に草の根の調査として提案されたものである。1995 年から

５年ごとに世界 100 数カ国のモニターグループが参加して、ある日のニュースメディアを

世界中で一斉にモニターする取り組みを続けてきた。その運営を担うのは国際 NGO である

WACC （World Association for Christian Communication)である。GMMP で得られた世界全

体のデータは、国連のメディア政策へのアドボカシー活動に活用されている。 

 第６回目にあたる GMMP2020 は、当初 2020 年４月初旬に予定されていたが、COVID-19 の

感染拡大による影響で 2020 年 9 月 29 日に延期された。また、GMMP2020 のテーマも COVID-

19 とジェンダー、メディアの関わりに焦点が当てられていた。 

日本では、FCT 創設者の鈴木みどり（元立命館大学教授）が GMMP の企画に関わったこと

から、FCT は 1995 年の GMMP 以来、日本側コーディネーターを務め GMMP に参加している。 

本報告書は GMMP2020 の日本の結果報告と 6th Global Media Monitoring Project 

HIGHLIGHT of FINDINGSの要約を掲載し、日本と世界のデータを比較できるようにした。今

後、世界経済フォーラムの「ジェンダー・ギャップ指数」121 位という日本の今を生きる私

たちとメディアの課題を考える議論を活発にするきっかけとしたいと考えている。テレビ、

ラジオ、新聞、インターネット、ツイッター上のニュースは、私たちの日常そのものであり、

私たちが社会を見る目やものの考え方と深く関わっている。その意味からも今回得られた

データを今後の活動に役立てていきたい。 

GMMP2020 における日本のコーディネーターは、高橋恭子（FCT 理事/早稲田大学教授）が

担い、高橋ゼミの皆さんにはコーディングシートの英訳にも多大な協力をいただいた。な

お、GMMP2020 への参加による一連の取り組みは、国際女性の地位協会赤松良子ジェンダー

平等基金から助成金を得たものである。記して感謝したい。 

 

2022 年 6月 

NPO 法人 FCT メディア・リテラシー研究所 

所長 西村寿子 
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ⅠⅠⅠⅠ....GGGGMMPMMPMMPMMP とはなにかとはなにかとはなにかとはなにか     

 1111----1111 調査目的と概要調査目的と概要調査目的と概要調査目的と概要    

 GMMP は、1995 年以来、5 年ごとに世界各地で一斉にニュース報道をモニターし、ニュー

スに女性がどのように登場しているかを世界全体で、それぞれの地域で主として数量的分

析によって追究するプロジェクトである。GMMP の意義は、研究者だけの調査ではなく NGO

や市民が参加できるように調査方法が開発されてきたことである。GMMP への参加を通して

市民は、メディアに対して意識的になることができるし、ジェンダーとコミュニケーション

をテーマに活動する世界規模の連帯に参加することが可能になる。 

 具体的には、世界共通のコーディング・マニュアルをもとに、ある特定の 1 日を対象にし

て全世界一斉に各国のモニターグループが新聞、テレビ、ラジオ、インターネットニュース、

報道機関ツイッターが発信するニュースを複数、選択し、ニュースに登場する人（ニュース

で発言する人＝取材される人、会見などで発言する人、およびニュースを伝える人＝キャス

ター、記者、アナウンサー）の属性（年齢、性別、職業）を記入し、その人物がどの分野の

ニュースでどのような役割を担っているかをコーディングする。コーディングに加えて質

的分析の質問が用意されており、モニターグループで検討する。 

 最終的には各国のモニターグループがコーディングしたデータを事務局である WACCが集

約し、国別データおよび世界全体のデータを明らかにする。 

 GMMP に参加する国・地域は回を重ねるごとに増えており、2020 年 9 月 29 日をモニター

日とした今回、世界 116 カ国が参加し、30,172 のニュースをモニターした。 

日本では、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、豊中グループの約 40人が参加して 178 のニュースをモニター

した。新型コロナウイルスの感染拡大により、オンライン上での研究会開催やモニターデー

タの検討という初めての試みであった。最終的にコーディングデータを集約し、さらにそれ

を WACC が数値化したデータに基づいて英文報告書を提出することができたのは、今回が初

めてである。 

 

    1111----2222 調査方法調査方法調査方法調査方法    

 日本でのモニター調査の概要は次の通りである。 

□調査対象日：2020 年 9月 29 日（火） 

□モニター対象 

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。以下が

モニターしたメディアになる。 

 新聞  

① 朝日新聞 
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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。それぞれの新 

聞のメインページにある記事（1-3 面、社会面）を 12 から 14 モニター対象と 

した。 

 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  

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。 

 

□モニター方法 

テレビニュースを事例に説明する。 
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① 事前準備 モニター対象のニュース番組を開始から終了まで録画する 

② 手順 

 ・テレビモニターガイド、コーディングシートを使って、ニュース番組全体のニュー

ス項目ごとにニュース項目のテーマ、ニュース項目の範囲を判断する（Covid-19 関
連ニュースは、これまでのように「感染症」にだけ分類するのではなく、GMMP の従

来からのテーマ分類である「政治と行政関連」、「経済」、「科学と健康」、「社会と法律」、

「犯罪と暴力」、「著名人・メディア・芸術・スポーツ」に沿って分類した。今回あら

たに「ジェンダーと関連」が設けられた）。 

 ・ニュース項目ごとに次の観点から判断する   

. ジェンダー平等／人権法制／人権政策への言及 

. そのニュースは特定の女性や女性グループについてのものか 

. そのニュースは女性と男性の不平等に関する問題を明確にしているか 

. このニュースはどの程度、女性と男性のステレオタイプに挑戦しています

か 

 ・ニュース番組を伝える人の役割（キャスター、記者、アナウンサー、ナレーターな

ど）、属性（性別、年齢）をコーディングする 

 ・ニュース番組に登場する人（ニュース番組で発言する人物、発言しなくても話題の

対象となっている人物）の属性（性別・年齢・職業または社会的地位）、ニュースに

おける役割、家族関係、被害者またはサバイバーをコーディングする 

 ・詳細な分析について必要なニュース項目について分析する 

・コーディングは基本的に複数で行う 

② 各モニターグループからコーディングシートをコーディネーターに送る 

コーディネーターがそれぞれのチームから送られたコーディングシートを確認し、英

訳したうえで WACC に送る 

  

WACC に提出した日本報告書 

https://whomakesthenews.org/wp-

content/uploads/2021/07/Japan-

Report-GMMP.pdf 
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ⅡⅡⅡⅡ....GGGGMMP2020 MMP2020 MMP2020 MMP2020 データから見えることデータから見えることデータから見えることデータから見えること                

2222----1111    GMMP2020GMMP2020GMMP2020GMMP2020 実施日の実施日の実施日の実施日のニュースと取り上げるテーマニュースと取り上げるテーマニュースと取り上げるテーマニュースと取り上げるテーマ    

1111.9.9.9.9 月月月月 29292929 日はどんな日はどんな日はどんな日はどんな 1111 日だったか日だったか日だったか日だったか    
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。 

 
2.2.2.2.    ニュースのテーマニュースのテーマニュースのテーマニュースのテーマ    
 図１を見ると、「政治と行政関連」・「経済」に分類されるニュースが、各メディアとも多

いことがわかる。「政治と行政関連」に分類されるのは、新聞（33%）、テレビ（24%）、イン

ターネット（Yahoo サイト）（23％）、ツイッター（20%）となっている。「経済」は、新聞（16%）、

テレビ（31%）、インターネット（Yahoo サイト）（21％）、ツイッター（11%）となっている。

「ジェンダー関連」のニュースは見られなかった。 
  GMMP2020 の大きなテーマとなった Covid-19 関連のニュースは、全体では 35％だった。

メディア別（図２）を見ると、新聞（56%）、テレビ（31%）、インターネット（Yahoo サイト）

（43％）、ツイッター（19%）となっている。Covid-19 関連のニュースが相対的に少なかっ

た背景として、政府は感染対策と経済との両立を図るという方針のもと、10 月 1 日から

「GoTo トラベル」事業で地域クーポンの開始を控えていたことが考えられる。9 月 29日に

テレビニュースで取り上げられたのは、例えば、「全国で整備進むコロナ専門病院」（NHK「ニ

ュースウオッチ９」「東京で 212 人感染確認」（テレビ朝日「報道ステーション」）「Go To ト

ラベル 来月１日『地域クーポン』混乱のスタート」（TBS「NEWS23」）「コロナ禍で新しい様

式の宴会」（日本テレビ「news zero」）だった。 
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図１ ニュースのテーマ/メディア別 

 

 
図２ Covid19 関連のニュース/メディア別 

 

    

2222----2 2 2 2 データから見えることデータから見えることデータから見えることデータから見えること：：：：ニュースニュースニュースニュースにににに登場登場登場登場するするするする人人人人    

1111....ニュースニュースニュースニュースの登場人物の登場人物の登場人物の登場人物    
本調査でニュース番組に登場する人には、次の２つの意味がある。①番組で発言しなくて

も話題の対象となっている人物、②ニュース番組で情報源として発言し、スポークスパーソ

ンや専門家、目撃者などニュースの中で機能、役割を果たしている人物をさす。 

まず、モニターした全メディアで女性の比率は 20％である。これは、GMMP2015 の 21%を

下回っている。図３は、性別構成比をメディア別に示している。これを見ると、新聞（18%）、

テレビ（21%）、インターネット（Yahoo サイト）（39％）、ツイッター（11%）である。新聞・
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テレビ計で 20％、インターネット（Yahoo サイト）ツイッター計で 18％であり、新聞やテ

レビなど伝統的なメディアもデジタルメディアも女性の比率は同様に低いことがわかる。 

 
図３ ニュースに登場する人物の性別/メディア別 

 

 
 
2222. . . . 登場人物の性別／ニュースのテーマ登場人物の性別／ニュースのテーマ登場人物の性別／ニュースのテーマ登場人物の性別／ニュースのテーマ    
ニュース番組では、ニュース項目のテーマによって取り上げる人の属性や発言、ニュース

における役割など様々な判断のもとで登場人物が判断されて選別されている。私たちは、日

頃、ニュースを見る時にそれらを一つひとつ意識化することはまずない。ここでは、9月 29

日のニュースに登場する人物の性別とニュースのテーマについてどのような関係があるの

かを見ていく。 

図６は分類したテーマごとの性別比を現している。「科学と健康」「社会と法律」では、や

や男性の比率が高いもののほぼ同数である。ところが、「政治と行政関連」では男性の占め

る割合が 92％、「経済」82%と政治や経済のニュースに登場するのは圧倒的に男性であり女

性が少ないことが分かる。この傾向は、インターネットニュース（Yahoo News だけを対象

とした）とツイッターでも同様であり、「政治」94%、「経済」80%が男性である。 
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図４ ニュースに登場する人物/性別・テーマ別（新聞・テレビ） 

 

 
 
3333....    登場人物の性別／職業登場人物の性別／職業登場人物の性別／職業登場人物の性別／職業    
 ニュースでは、番組に登場している人々の発言が情報源となっている。では、どんな職業
の人々の発言が情報源となっているのか、その性別はどうなっているのかを示したのが図 5
である。女性の職業で多いものをあげると、主婦／主夫や親（100%）、学生・生徒・小学生
（77%）、言及なし（56%）、医師・⻭科医・健康の専門家（40%）、市⺠社会活動・NGO（非
政府組織）（36%）、事務職または接客業・会社の非管理職（35%）となっている。女性の職
業で少ないのは、研究者（0）、弁護士・裁判官・行政官（０）政府の職員・公務員・官僚（０）、
科学技術専門家（0）、実業家・管理職・経営者（2%）、政治家・議員（11％）である。 
「言及なし」とは、ニュースのなかで職業・社会的地位の説明がない場合を指す。それは、
ニュースのなかで特に説明される必要がない人物として登場していることを意味している。 
 この日のニュースで登場していた人々の職業を見ると、政治家、官僚、実業家・管理職・
経営者の殆どが男性を占め、女性は主婦、学生、言及なしに分布していることが分かる。女
性の職業は、多様性を欠いていると同時に社会における決定権や経済的立場を持たされて
いないものに偏っていることを意味している。 

視聴者・読者は、現実世界の職業分布との比較をいちいち意識しないでニュースと接して
いることが多いと考えられる。ニュースでは、性別による不均衡な職業分布が構成されてい
るが、これは大人だけではなく子どもたちの社会観、将来イメージにも関わってくる可能性
があると考えられる。 
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図５ ニュースに登場する人物（情報源として）/性別・社会的地位（新聞・テレビ） 

 

 
4444....    登場人物の性別／ニュースにおける役割登場人物の性別／ニュースにおける役割登場人物の性別／ニュースにおける役割登場人物の性別／ニュースにおける役割    
 ニュースのなかで情報源として発言する人の役割を分類したのが図６である。これを見

ると、すべての役割において男性の占める比率が高い。女性の役割として多いのが個人的経

験（29%）、一般的意見（50%）であり、組織を代表するスポークスパーソン（４％）、専門家

またはコメンテーター（13％）が極端に少ないことが分かる。スポークスパーソン、専門家

が登場する時は、多くが男性である。このように女性が個人的経験や一般的意見（大多数の

人と共有されていることを暗に意味する）を発言する人として登場する一方で、専門家、組

織を代表する立場としては登場しない。そのことによって、ニュースが女性の社会的な地位

を再定義していると考えられる。 
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図６ ニュースの登場人物（情報源として）/性別・役割（新聞・テレビ） 

 

 
 
5555. . . . 登場人物の性別／年齢登場人物の性別／年齢登場人物の性別／年齢登場人物の性別／年齢    
2020 年は、GMMP が初めてニュースにおける 80歳＋の高齢者の登場を調査した年である。 

2015 年 10 月 1日現在，日本の総人口に占める 65歳以上人口割合（高齢化率）は 26.6％

に達しており、65歳以上人口の 6 割近く（56.7％）を女性が占めている（『男女共同参画白

書』2021 年度版）。しかし、図 7、図 8 をみるといずれの年齢層でも男性比率が高くなって

いる。高齢者層でも 65 歳以上の女性の登場は、新聞（10%）、テレビ（38%）であり、80 歳

以上では新聞（10%）、テレビ（38%）と実際の高齢女性に比べても見えない（発言もない）

存在になっていることが分かる。 

新聞では、13-18 歳を除いて各年齢層の女性比率は 10％程度である。テレビをみると、

男性は年齢層が高くなるにつれてそれぞれの年齢層での比率が高くなっている（逆に女性

の比率は低くなっている）。男性の場合は年齢が高くなるにつれて取り上げられているのに、

女性はその逆であり、高齢女性が社会の周縁に置かれがちであることと関わっていると考

えられる。 
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図 7 ニュースの登場人物（情報源として）/性別・年齢別（新聞） 

 

 

図 8 ニュースの登場人物（情報源として）/性別・年齢別（テレビ） 

 

 

2222----3333    データから見えることデータから見えることデータから見えることデータから見えること：：：：ニュースを伝える人々ニュースを伝える人々ニュースを伝える人々ニュースを伝える人々    

1111....    記者・ナレーターの性別／メディア別記者・ナレーターの性別／メディア別記者・ナレーターの性別／メディア別記者・ナレーターの性別／メディア別    
  ニュースの記者・ナレーターをみると女性は全体で 35％である。メディア別にみるとテ

レビ（45％）、新聞（20%）、ツイッター（37％）である。インターネット（Yahoo サイトを取

り上げた）では、署名記事がほとんどないので性別比は判断できない。GMMP2015 では、新

聞（32%）だったことに対して今回、大きく落ち込んでいる。テレビも 47%だったのでこれ

もわずかだが落ち込んでいる。 
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図 10 記者・ナレーターの性別／メディア別 

 

 
2. 2. 2. 2. 記者・ナレーターの性別記者・ナレーターの性別記者・ナレーターの性別記者・ナレーターの性別////ニュースのテーマニュースのテーマニュースのテーマニュースのテーマ    
 記者・ナレーターの性別と、伝えるニュースのテーマをみると、「政治と行政関連」のニュ

ースを伝えるのは女性６％に対して、男性は 35%である。この日のニュースでは、「経済」

は女性（56%）、男性(24%)であった。 

たとえば、新聞は、1面から 3 面、社会面の記事を 12 から 14コーディングしたが、すべ

ての新聞で 1-2 面というその日のトップニュースに女性の署名記事はなかった。 

 

図 11 記者・ナレーターの性別/ニュースのテーマ 
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3.3.3.3.ニュースを伝える人々の性別／年齢（テレビ）ニュースを伝える人々の性別／年齢（テレビ）ニュースを伝える人々の性別／年齢（テレビ）ニュースを伝える人々の性別／年齢（テレビ）    
テレビのニュース番組では、通常スタジオ内にいるキャスター、アナウンサー、プレゼン

ターとスタジオ外の記者、声だけ登場するナレーターが番組を伝えている。図 11 は、スタ

ジオ内のキャスター、アナウンサー、プレゼンターの性別と年齢を示している。これをみる

と女性で一番多いのは 19-34 歳（54%）、これに対して男性は 35-49 歳（57%）が最も多いこ

とが分かる。さらに男性は 50-54 歳（７％）、65-79 歳（７％）と年齢を重ねても起用され

ていることが分かる。女性の場合は 50-54 歳では 0％であり、年齢を重ね経験を積むことよ

りも若さが重視されていると考えられる。  

 

図 11 キャスター、アナウンサー、プレゼンター/性別と年齢（テレビ） 

 
  

スタジオにいない記者やナレーターをみると、ナレーターは声だけなのでモニターした

際に年齢を判断できないので、不明が多くなっている。しかし、年齢を判断できる人々につ

いては、女性が最も多いのは 19-34 歳（56％）であり、男性が最も多いのは 35-49 歳（15％）

である。女性はスタジオの内でも外でも「若いこと」が重視されていると考えられる。 
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図 12 記者、ナレーター/性別と年齢（テレビ）

 

 
 

4.4.4.4.ジェンダーステレオタイプに挑戦するニュースジェンダーステレオタイプに挑戦するニュースジェンダーステレオタイプに挑戦するニュースジェンダーステレオタイプに挑戦するニュース    
 GMMP2020 では、ニュース項目ごとにジェンダー平等や人権に関する政策や法律を取り上

げているかどうかを判断する質問が設けられている。 

① ジェンダー平等／人権法制／人権政策への言及 

② そのニュースは特定の女性や女性グループについてのものか 

③ そのニュースは女性と男性の不平等に関する問題を明確にしているか 

④ このニュースはどの程度、女性と男性のステレオタイプに挑戦していますか 

 

今回、私たちがモニターしたニュース 178のうち、次の１例だけ④に該当すると判断した。 

 

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。 
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ⅢⅢⅢⅢ    GMMP2020GMMP2020GMMP2020GMMP2020 質的分析から質的分析から質的分析から質的分析から    

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 

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あからさまなステレオタイプ的表現あからさまなステレオタイプ的表現あからさまなステレオタイプ的表現    

①−１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朝日新聞朝日新聞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。 

①-2 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。NewNewNewNews 23s 23s 23s 23 も

YahooYahooYahooYahoo ニュースニュースニュースニュースも男性議員のコメントがない。読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞では、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。 

このニュースは、国会議員による女性を貶める発言にもかかわらず、ニュース
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にはそれを指摘する視点がない。 

②    微妙なステレオタイプ的表現微妙なステレオタイプ的表現微妙なステレオタイプ的表現微妙なステレオタイプ的表現    
②-1 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」 

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。 

②-2 ニュース７ 

ニニニニュース７ュース７ュース７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。 

②-3 ニュース９ 

「コロナ専門病院 苦闘の半年」では、コロナ専門病院の医師は役職や名前が表

示されているが、数名登場する女性看護師は、役職や名前が表示されず、「無名

化」されている。さらにインタビューでも母親としての側面が強調されている。 

 

②-4 NHK ニュース （Twitter） 

NHK NHK NHK NHK ニュース（ニュース（ニュース（ニュース（TwitterTwitterTwitterTwitter））））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。 

 

③③③③ジェンダー・バランスを欠いているジェンダー・バランスを欠いているジェンダー・バランスを欠いているジェンダー・バランスを欠いている////ジェンダーの視点が欠けているジェンダーの視点が欠けているジェンダーの視点が欠けているジェンダーの視点が欠けている    
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③-1「NTT ドコモ子会社化」 

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。報道ステーション報道ステーション報道ステーション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 zeronews zeronews zeronews 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。 

③-2 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 NHKNHKNHKNHK    TwitterTwitterTwitterTwitter 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。 

この事件は、フェミサイドとしてジェンダーの視点から扱われる必要のあるニュ

ースである。 

④④④④ジェンダーの意識を高める表現ジェンダーの意識を高める表現ジェンダーの意識を高める表現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 

毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞 TwitterTwitterTwitterTwitter 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。 

 

 

  

FCT 第 2 回オンラインセミナー(2020.12.19)でモニター

グループから中間報告 
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ⅣⅣⅣⅣ    GMMP2020 GMMP2020 GMMP2020 GMMP2020 世界の結果は世界の結果は世界の結果は世界の結果は    

    

GMMP2020 には、世界 116 カ国のチームが参加した。モニター対象の新聞記事、ラジオや

テレビのニュース、ニュースサイトやニュースメディアのツイートは合計で 30,172 と過去

最高となった。GMMP2020 では、モニターしたニュースに取り上げる女性やインタビューさ

れる女性の割合、ニュースのテーマ、ニュースにおける役割、ニュースを伝える記者の性別

など、どのような結果だろうか。第１回の 1995年からどのように変化しているのだろうか。

本章では、GMMP2020 全体の傾向を述べた 6th Global Media Monitoring Project HIGHLIGHT 

of FINDINGS の要点を紹介し、世界全体の結果をみていきたい。 

https://whomakesthenews.org/wphttps://whomakesthenews.org/wphttps://whomakesthenews.org/wphttps://whomakesthenews.org/wp----content/uploads/2021/08/GMMPcontent/uploads/2021/08/GMMPcontent/uploads/2021/08/GMMPcontent/uploads/2021/08/GMMP----

2020.Highlights_FINAL.pdf2020.Highlights_FINAL.pdf2020.Highlights_FINAL.pdf2020.Highlights_FINAL.pdf    

 

新たに設けられたニュース分類のテーマ新たに設けられたニュース分類のテーマ新たに設けられたニュース分類のテーマ新たに設けられたニュース分類のテーマ    

GMMP2020 は、Covid-19 の感染拡大というこれまでにない状況で実施した。そのためにテ

ーマ分類において、新型コロナウイルス関連のニュースが圧倒的に多いことが予想された

ので、単に「感染症」とのみ分類するのではなく従来のテーマ分類に沿って分類できるよう

にコーディングシートの工夫をおこなった。具体的には、新型コロナウイルス関連のニュー

スについても、GMMP の従来からのテーマ分類である「政治と行政関連」、「経済」、「科学と

健康」、「社会と法律」、「犯罪と暴力」、「著名人・メディア・芸術・スポーツ」のカテゴリー

に沿って分類することになったのである。また、GMMP 2020 のテーマ分類では、7つ目のテ

ーマとしてセクハラ、レイプ、#MeToo などジェンダーに特化したニュースを分類する「ジ

ェンダーと関連」を新たに設けた。 

 

ニュースに登場する女性ニュースに登場する女性ニュースに登場する女性ニュースに登場する女性    

世界平均のレベルで、現在、ニュースに取り上げる女性やインタビューされる女性の割合

をみると主流のニュースメディアでは依然として低いままである。 

2015 年から 2020 年にかけて、ニュースのテーマとして取り上げる女性やインビューされ

る女性が占める割合は 1ポイント増加して 25％となった。1ポイントの上昇は 2010 年以来

初めてである。ちなみに 1995 年は 17%であった。 

北米のニュースメディアは、2015 年以降、ニュースのテーマとして取り上げる女性やイ

ンビューされる女性の割合が 3 ポイント低下したにもかかわらず、依然として世界で最高

の数値になっている（36%）。欧州のニュースメディアは 28％であり、太平洋地域のメディ

アは 31%と過去 5 年間で、大きな進歩を遂げている。他の地域も四半世紀にわたって 3～12

ポイント改善している中でアフリカのメディアだけが 22％と停滞している。 

また、デジタルニュースでは、ニュースのテーマとして取り上げる女性やインビューされ

る女性の割合は、2015 年から 2020 年にかけて全体で 1 ポイント増加している。内訳では、
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ニュースサイトで 3 ポイントの上昇、ニュース

メディアのツイートでは 3 ポイントの減少であ

った。 

 

女性が登場するニュースのテーマ女性が登場するニュースのテーマ女性が登場するニュースのテーマ女性が登場するニュースのテーマ    

「科学と健康」をテーマとするニュースの圧

倒的多数は、Covid-19 に関連するものであった。

パンデミックによってこのテーマのニュースバ

リューは急上昇し、今回、ニュースに占める「科

学と健康」の割合は、大幅に上昇している

（GMMP2005 は 10％、GMMP2020 は 17％）。しかし、

記事における女性の発言や登場は減少してい

る。2000 年から 2015 年にかけて「科学と健康」

における女性の登場は、着実に上昇していた

（2000 年 21%→2015 年 35%）。しかし、2015

年に比較すると女性の登場は、5 ポイントも減少し 30%であった。 

北米と太平洋地域では、デジタルメディアと新聞やテレビなど伝統的メディアの両方で、

ニュースにおける女性の登場が 30%を上回っている。アフリカはモニター対象のメディアす

べてで世界平均を下回っており、アジアと中東も新聞とテレビで世界平均を下回っている。 

ニュースのテーマとして取り上げる女性やインビューされる女性の割合において男女の

パリティ(男女の割合に差がないあるいは同等)が達成された唯一の地域とテーマは、北米

のデジタルメディアにおける「社会と法律」であった。 

女性や少女に対するさまざまな形態の性暴力に関するニュースを含む「ジェンダーと関

連」に分類されたのは、サンプル全体の記事のわずか 1％であった。 

 

マイノリティや歴史的に疎外された女性マイノリティや歴史的に疎外された女性マイノリティや歴史的に疎外された女性マイノリティや歴史的に疎外された女性は可視化されているかは可視化されているかは可視化されているかは可視化されているか    

参加チームの 81％は、GMMP 2020 を利用して、その国の状況に応じた指標－人種、宗教、

階級・カースト、移民、障害の状況などのアイデンティティ－を登場人物のコーディングに

追加してデータを収集した。その結果、ニュースメディアがそれらのアイデンティティグル

ープをどのように取り上げているかを理解することができるようになった。 

GMMP2020 の調査結果を世界の統計と比較すると、すべてのアイデンティティ・グループ

において、女性の比率が低いことが示されている。例えば、ラテンアメリカでは、ニュース

に登場する人々のうち、先住民グループの人はわずか 3％で、そのうち女性はわずか 20%で

ある。しかし、実際には、先住民はこの地域の人口の少なくとも 8％、女性は先住民の人口

の少なくとも 2 分の 1 であると推定される。この結果、女性であることに加えてその社会

の従属的なアイデンティティによって重層的にニュースから疎外されていることを示して

WACC のサイト 
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いる。 

市民が自分の言葉で自分の物語を語り、自分にとって重要な物語を語り、それを幅広い

人々に伝える機会を多くの市民に提供できないということは、複数の多様な市民層にとっ

てのニュースの価値を損なうことになる。社会に存在する多様な人々や意見を代表できな

いということは、公共の言説や意思決定に影響を与えるだけでなく、ニュースジャーナリズ

ムへの信頼を損なう一因となる。 

ニュースにおける役割：スポークスニュースにおける役割：スポークスニュースにおける役割：スポークスニュースにおける役割：スポークスパーソン、専門家として発言する女性が増えるパーソン、専門家として発言する女性が増えるパーソン、専門家として発言する女性が増えるパーソン、専門家として発言する女性が増える    

ニュースにおける役割をみると、2005 年以降、スポークスパーソンとして発言する女性

は 14%から 22%へと 8 ポイント、専門家として発言する女性は、17%から 24%へと 7ポイント

上昇している。近年、専門家として女性を登用する取り組みが世界各地で行われており、メ

ディア各社は、外部の圧力、そして業界内での取り組みとして、女性の専門家の情報を蓄積

するために努力している。その結果、GMMO2020 では、ニュースで専門家として発言する人

の 24%が女性になっている。 

一方、女性は依然として、個人的経験（新聞やテレビなど伝統的なメディアでは 42%、ニ

ュースウェブサイトでは 41%）と一般的な意見（伝統的なメディアでは 38%、ニュースウェ

ブサイトでは 39%）を述べる人というありふれた役割で登場する傾向にある。 

 

パンデミック報道パンデミック報道パンデミック報道パンデミック報道におけるにおけるにおけるにおけるジェンダージェンダージェンダージェンダー    

Covid-19 に関連するニュースでは取り上げられる女性やインビューされる女性の割合、

女性記者の割合は、パンデミックに関連しない記事よりも高いが、ジェンダーの観点から見

ると問題がある。 

GMMP2020 における、ニュースの分析では、コロナウイルスに関する記事のなかで女性に

焦点を当てる比率は、コロナウイルスに関する記事以外よりも 4ポイントほど低い。男女平

等や不平等に関する問題を明確にする記事、ジェンダーのステレオタイプに挑戦する記事

の割合も低い。ニュースのテーマ分類では、「社会と法律」に分類されるパンデミックの記

事には女性が登場する比率が高く、「政治と行政関連」では、女性の登場あるいは女性の声

を伝える記事の比率が最も低くなっている。 

 

ニュースニュースニュースニュースに登場する人の職業に登場する人の職業に登場する人の職業に登場する人の職業    

現実の世界では、女性の貢献に対する理解と認識は高まっているが、ニュースメディアで

はそうとは言えない。パンデミックの記事がその一例である。コロナウイルスの記事に登場

する医療専門家のうち女性は 27％で、労働統計で示されている世界平均の 46％をはるかに

下回っている。主夫・主婦として登場する人物のうち、女性はほぼ 10人に 7 人であり、こ

れは 2015 年の調査結果と同様である。同様に、ニュース記事で失業者として登場する人の

女性の比率は、過去 20 年から過去 5年の期間との比較で約 8ポイント上昇している。実際

には、ILO の性別労働力統計によると、2000 年以降、失業率は男性で 0.4 ポイント、女性で
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はそれを上回る 0.5 ポイントの低下となっている。 

 

ニュースニュースニュースニュースに登場する人の年齢：見えない高齢女性に登場する人の年齢：見えない高齢女性に登場する人の年齢：見えない高齢女性に登場する人の年齢：見えない高齢女性    

2020 年は、GMMP が初めてニュースにおける 80 歳以上の人々の登場について調査した年

である。2020 年は世界的な Covid-19 のパンデミック元年でもあり、高齢であることがリス

ク要因であると考えられていた。しかし、この高齢者層がニュースで注目されることはほと

んどなく、新聞では 80 歳以上はわずか 3％、テレビのニュースでも 80 歳以上は 1％未満で

あった。80 歳以上の女性は、同年齢層の男性よりもさらに見えない存在であった。 

新聞全体では、50 歳以上の男性がニュースに登場する可能性が非常に高く、ニュースに

おける人々全体の 42%が 50 歳以上に属している。女性の場合、35歳から 49 歳が最も多く、

男性は 50 歳から 64 歳がニュースに登場するピークとなる。新聞とテレビでは、50 歳以上

の女性が少なくなってきている。ニュースに登場する女性全体のうち、65～79 歳はわずか

3％であるのに対し、男性では 15％となっている。 

 

記者としての女性の記者としての女性の記者としての女性の記者としての女性の登場：新聞登場：新聞登場：新聞登場：新聞・・・・テレビテレビテレビテレビ全体で全体で全体で全体で 3333 ポイント上昇ポイント上昇ポイント上昇ポイント上昇    

現在、新聞やテレビなど伝統的なニュースメディアでは、10 本の記事のうち 4 本が女性

によってレポートされている。 

過去 20 年間で、新聞の女性記者の署名記事は、26%から 37%へと 11 ポイント増え、テレ

ビニュースでは 36%から 45％へと 9％上昇した。オンラインでは、署名記事、マルチメディ

アクリップで登場したり、話したりする記者の 42％が女性となっている。  

記者の性別と取り上げるテーマをみると、新聞とデジタル新聞では、女性記者の記事はオ

ンラインとオフラインにおいて主要テーマにほぼ均等に分布しており、男性記者の記事は

「政治と行政関連」に偏っている。 

記者のこの男女格差は、この指標に関して 20 年間の変化のペースにばらつきがあるにも

かかわらず、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカでまったく同じである。太平洋地域のメ

ディアは他の地域よりも進歩は遅いが、カリブ海地域のメディアに次いで 2 番目に高い成

績を上げている。 

 

記者の性別と取り上げる人物、テーマ記者の性別と取り上げる人物、テーマ記者の性別と取り上げる人物、テーマ記者の性別と取り上げる人物、テーマ    

GMMP の時系列での調査結果では、女性記者は男性記者よりも女性の対象や情報源に目を

向ける傾向があることが示されている。2015 年の結果では、男女の情報源を選択する格差

が縮小していることが示唆されていたが、2020 年の結果では、その格差は 2 倍以上の 7 ポ

イントに達している。現在、新聞やテレビなど伝統的ニュースにおいて、女性記者が取り上

げる人物の 31％が女性であるのに対し、男性記者では 24％となっている。 

すべての地域（カリブ海地域を除く）において、女性記者と男性記者の間に一貫して 5～

7％のポイントの差が存在する。カリブ海地域においては、男性記者は女性記者とほぼ同じ
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割合である。 

このパターンはデジタルニュースでも同様であり、女性記者による記事では女性を取り

上げるのが 34％であるのに対し、男性記者による記事では 25％と 9ポイントの格差がある。 

ジェンダーの観点から記事を見ると、そのニュースがジェンダーステレオタイプに挑戦、

明確に女性と男性の不平等に注目、ジェンダー平等／人権法制／人権政策に言及にコーデ

ィングされる比率では、女性記者の記事が僅かに高い傾向が見られる。 

しかし、男女を問わず、これらの記事の比率が全体的に低下または停滞していることに注

意することが重要である。 

ニュース記事が、ジェンダーステレオタイプに挑戦しているとコーディングされた比率

は 15年前と変わらず 3%でしかない。 

しかも、「ジェンダーと関連」（セクシャルハラスメント、レイプ、その他の性暴力や特定

のジェンダー不平等）に分類される記事の 10 本中 7～9 本は、ジェンダーステレオタイプ

を強化するか、それに関しては何も触れないものであった。ニュースがセクシャルハラスメ

ント、レイプ、その他の性暴力を取り上げながら、ジェンダーステレオタイプを強化するこ

とは、このような暴力や不公正を見過ごすことにつながり、結果として暴力や不公正を継続

させていくことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMMP2020 に参加した国は 116 にのぼる。GMMP2020-2021 FINAL REPORT p9 

https://whomakesthenews.org/wp-

content/uploads/2021/11/GMMP2020.ENG_.FINAL_.pdf 
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GMMP2020 サイトより https://whomakesthenews.org/the-gmmp/a-

day-in-the-worlds-news/ 

6th Global Media Monitoring Project HIGHLIGHT of FINDINGS p3-4 より作成 
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ⅤⅤⅤⅤ    まとめと課題まとめと課題まとめと課題まとめと課題    

  

本章では、日本のデータ（第２章）世界の結果（第４章）を要約した上で、今後の課題

について述べる。 

 

5555----1111    GMMP2020GMMP2020GMMP2020GMMP2020 の結果の結果の結果の結果    

1.1.1.1.ニュースに登場する女性はニュースに登場する女性はニュースに登場する女性はニュースに登場する女性は 20202020％％％％    
GMMP2020 におけるニュースに登場する女性の割合は新聞、テレビなどの伝統的メディ

アが 20%であり、GMMP2015 の 21%より低い数字であった。インターネットニュースと

ツイッターのニューメディアにおいても 18%という低い数値であった。 

世界のデータを見ると、伝統的メディアが 25%、ニューメディアでは 27%となっている。

地域別に見ると北米の伝統的メディアが 36%、太平洋地域 31%、欧州 28%であり、日本

とは大きな開きがある

i

。 

 

2.2.2.2.ニュースのテーマと女性の登場：ニュースのテーマと女性の登場：ニュースのテーマと女性の登場：ニュースのテーマと女性の登場：「「「「政治政治政治政治とととと行政関連行政関連行政関連行政関連」」」」ニュースでは８％ニュースでは８％ニュースでは８％ニュースでは８％    
ニュースのテーマ分類に沿って女性の登場を見ると、新聞とテレビの「政治と行政関

連」ニュースにおける女性の登場は 8%であった。インターネットニュースとツイッタ

ーニュースにおいてもわずか 6%であった。これらの数値は政治分野における日本のジ

ェンダーの不均衡をあらわしていると考えられる。 

世界のデータを見ると伝統的メディアでは、政治・行政関連ニュースでは 20%となっ

ており、大きく異なっている。 

 

3333....多様性を欠く職業分野多様性を欠く職業分野多様性を欠く職業分野多様性を欠く職業分野    
新聞とテレビにおける女性の登場は 20%、インターネットとツイッターは 18%である

が、登場する女性の職業を分類すると、女性は家事従事者（100%）、学生（77%）、看

護師（40%）、事務員・店員（35%）など限定された職種として登場する。女性は概し

て、非専門的な職業に従事している人物として構成されているのである。 

世界のデータでも家事従事者が 68%であるが、日本のデータではゼロであった研究者

（29%）、ジャーナリスト（29%）、官僚（22%）、科学専門家（20%）となっている。 

 

4444....ニュースにおける役割：無名かつ個人的意見を述べる女性ニュースにおける役割：無名かつ個人的意見を述べる女性ニュースにおける役割：無名かつ個人的意見を述べる女性ニュースにおける役割：無名かつ個人的意見を述べる女性    
ニュースに登場する女性は多くの場合、無名で個人的な意見を述べ、専門家として登

場することはまれである。たとえば、ニュースに登場する女性の役割として多いのが

 
i GMMP2020-2021 FINAL REPORT P21 Table13 
https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/11/GMMP2020.ENG_.FINAL_.pdf 
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個人的経験（29%）、一般的意見（50%）であり、組織を代表するスポークスパーソン

（４％）、専門家またはコメンテーター（13％）は極端に少ない。 

世界のデータを見ると、個人的経験（42%）、一般的意見（38%）、スポークスパーソン

（22％）、専門家またはコメンテーター（24％）となっている。この５年間で専門家

やスポークスパーソンとして発言する女性の割合が上昇しているが、日本のメディア

において変化はまだ見られない。 

 

5555....    コロナ禍で男女の役割分担は強化されているコロナ禍で男女の役割分担は強化されているコロナ禍で男女の役割分担は強化されているコロナ禍で男女の役割分担は強化されている    
新型コロナウィルス関連のニュースが全体の 35%を占めた。メディア別に見ると、新聞

56%、テレビ 31%、インターネット 43%、ツイッター19%になる。新型コロナウィルス関

連のニュースは全般的に経済関連のニュースに多く見られた。メディア別に見ると、新

聞 57%、テレビ 55%、インターネット 33%、ツイッター60%になる。 

伝統的な男女の役割分担はコロナ禍にあり、益々強化されたといえる。特にテレビニ

ュースに登場する女性はコロナ禍で周縁化された。一方、男性は政治経済の指導者と

して登場することが多く見られた。 

 

6.6.6.6.ニュースを伝えるジャーナリスト、記者の女性比率の停滞ニュースを伝えるジャーナリスト、記者の女性比率の停滞ニュースを伝えるジャーナリスト、記者の女性比率の停滞ニュースを伝えるジャーナリスト、記者の女性比率の停滞    
ニュースの記者・ナレーターをみると女性は全体で 35％である。メディア別にみると

テレビ（45％）、新聞（20%）、ツイッター（37％）である。GMMP2015 では、新聞（32%）

だったが今回、大きく落ち込んでいる。テレビも 47%だったのでこれもわずかだが落ち

込んでいる。世界のデータを見るとテレビ（55%）、新聞（37%）、ニュースサイト（42%）、

ツイッター（43%）となっているおり、一見、日本のデータと変わらないように見える。

しかし、日本の場合、性別による年齢層を見るとテレビに登場するキャスター、アナウ

ンサー、記者の年齢層は男性の方が高いことが分かった。キャスターでは、女性は「19-

34 歳」の 54%が最も多く、50 代以上の女性は見られなかった。記者、ナレーターでも

女性は「19-34 歳」の 56%が最も多く、35 歳以上ではゼロであった。経験豊富なジャー

ナリスト、記者は男性に偏りが見られたのである。 

 

7777....ジェンダー関連のニュースがないジェンダー関連のニュースがないジェンダー関連のニュースがないジェンダー関連のニュースがない    
世界のデータでも、「ジェンダー関連」の主要トピックにコード化されたのは、モニタ

ーされた記事のわずか 1％であったが、日本のデータではゼロである。 

また、ジェンダーステレオタイプへの明確な異議申し立て、ジェンダー平等問題の提起、

ジェンダー平等や人権を促進する法律や政策に言及が含まれるニュースは、モニター

したニュースにはみられなかった（ツイッターで１例のみ）。 

世界のデータを見ると、たとえば、ジェンダー平等や人権を促進する法律や政策に言及

が含まれるニュースは、新聞やテレビで 7%であり、大きく異なっている。 
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5555----2 2 2 2 考察考察考察考察            

1111.GMMP2020 .GMMP2020 .GMMP2020 .GMMP2020 日本のメディア状況の背景日本のメディア状況の背景日本のメディア状況の背景日本のメディア状況の背景    
GMMP2020 で明らかになった日本のニュースメディアにおけるジェンダーの不均衡の背景

について考えてみたい。 

まず、政治家や企業経営者、メディア企業のジェンダー平等に逆行する動きが止まらない

ことである。モニター日の 2020 年 9 月 29 日にも自民党杉田水脈議員の「女性はいくらで

もウソをつける」との発言が報道されている。2021 年 2 月に発覚した森喜朗元首相の「女

性がたくさん入っている会議は時間がかかる」「組織委にも女性はいるが、みんなわきまえ

ている」発言（当時、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

会⻑）は記憶に新しい。2022 年 4 月、日本経済新聞社が女性高校生を性的存在として強調

する全面広告を掲載し、UN WOMEN が同社に対してジェンダー平等を推進取り組みに反する

と抗議した。女性差別的な発言は、いったん SNS 上で話題になると森元会長を退任に追い込

むなど変化を生む可能性も見えてきたが、同様の事例はとどまるところがないのが現状で

ある。このような事例は、ジェンダー平等を実現する政治的意志が非常に希薄であることを

示している。 

ジェンダー平等を実現する政治的な意志が欠落していることは、世界経済フォーラムが

毎年公表するジェンダーギャップ指数(Gender Gap Index=GGI)にも示されている。世界 156

カ国中日本は 121 位（2020 年）に示される政治・経済的な女性の地位の低さである。政治

分野では、2020 年が 144 位、2021 年が 147 位。その背景に、国会議員の女性の割合が 9.1%、

大臣の割合が 10%に過ぎないことが指摘されている。経済分野では 2020 年が 115 位、2021

年が 117 位。これは、管理職の女性の割合が低いこと(14.7%)、女性の 72%がパートタイム

職であり、男性の 2 倍であること、女性の平均所得が男性よりも 43.7%低いことが背景にあ

る

ii

。 

新型コロナ禍はこの構造をいっそうあらわにした。男女共同参画局は、女性の就業が多い

サービス業等の接触型産業が影響を受け、「女性不況（シーセッション）She-Cession」」と

も呼ばれると指摘している。具体的には、男女ともに，緊急事態宣言が発出された 2020 年

4 月に前の月と比べて大幅に減少しており，男女で比較すると，女性は 70 万人の減少，男

性は 39 万人の減少と，女性の減少幅の方が大きい。これは母子家庭の失業率を押し上げる

ことにつながった。全国の配偶者暴力相談支援センターと「DV 相談プラス」に寄せられた

DV（配偶者暴力）相談件数を合わせると、2020 年度は 19 万 0,030 件で，前年度比で約 1.6

倍に増加している。女性の自殺が 2年続いて年間 7000 人を上回っている

ⅱ

。 

 
ii  https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202105/202105_05.html、内閣府男

女共同参加局 

ⅱ

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/honpen/b1_s00_00.ht

ml 内閣府男女共同参加局 



 29

今回モニターしたニュースでもコロナ禍による女性の苦境を映し出したニュース項目が

あった。たとえば、NHK「ニュースウオッチ 9」の「地価からライフスタイル変化見える」で

は、東京 23区で戸建て住宅の購入を検討する男性と、コロナ禍で仕事を失い引きこもった

末に多摩町に移住し民泊経営を考えている女性を登場させている。戸建て住宅の購入を検

討する男性と失業して空き家を購入する女性を登場させているのに、それをコロナ禍にお

ける経済格差と関連させるのではなく、「ライフスタイル」という個人の選択としてニュー

スは扱っており、そこにはジェンダーの視点は欠落している。モニター調査の際にもニュー

スのタイトルと中身が違うという意見が出された。 

背景には、メディア企業におけるジェンダーの不均衡も関連している可能性があろうか。

2020 年 3月に日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)が発表した「メディアの女性管理職割合

調査」

ⅲ

を見ると、新聞社での女性記者の割合は全体の 22.42%、デスクやキャップなど指導

的、教育的立場にある管理職は 8.5%に過ぎない。東京と大阪に拠点がある放送局の場合、

報道部門に従事する女性は全体の 15.6%、役員の割合はわずか 1.5%。断りとして、「在京、

在阪局ともに、報道部門、制作部門、情報制作部門の局長に女性はひとりもいない」と書か

れている。企画、コンテンツの方向性を決めるなど指導的な立場で意思決定に参加できる女

性が少ないことになる。 

 

2.2.2.2.GGGGMMP2020MMP2020MMP2020MMP2020 の意義の意義の意義の意義    
 GMMP2020 によって、ニュースに登場する人（ニュースで発言する人＝取材される人、会

見などで発言する人、およびニュースを伝える人＝キャスター、記者、アナウンサー）の属

性（年齢、性別、職業）、登場するニュースの分野と役割について数量的データを獲得した。

その結果、ジェンダーによる不均衡があらゆる点で明らかになった。しかし、この数字を見

て、「日本社会の現実を反映しているだけではないか」と思う人もいるかもしれない。しか

し、周知のようにジェンダーは社会的・文化的に構成された性差であり、多様な性のあり方

や性差よりも個人差が意味を持つ現実そのものではない。さらに、メディア・リテラシーの

観点から考えると、すべてのメディアは構成されていることを忘れてはならない

iii

。たとえ

ば、テレビニュースに登場する人物の性別・年齢・職業・社会的地位、ニュースにおける役

割、人物を取るカメラワークやインタビューで語る言葉、あるいは背景のように登場する

人々、登場する順序、時間量などすべての要素は入念に選択されて構成されている。それは、

新聞・テレビなどの伝統的なメディアだけではなく、インターネット上のニュースやツイッ

ターも同様である、私たちはメディアを通して二重に構成されたジェンダーと日常的に接

しているのである。GMMP2020 を通して、ニュースのリプレゼンテーションが不均衡を是正

 
ⅲ

 「メディアの女性管理職割合調査結果について」、日本マスコミ文化情報労組会議

(MIC)2020.3 

iii 鈴木みどり編『最新 Study Guide メディア・リテラシー入門編』（リベルタ出版、2013 年） 
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する方向ではなく、むしろ肯定する方向に働いていることが明らかになったと考えられる。 

 GMMP2020 には、モニター活動に初めて参加する人もいたが、コーディングや検討の過程

で「今まで、テレビや新聞は『正しい』と思い込んでいたが、分析して初めて構成されてい

ることがわかった」、「これほど、ジェンダーに偏りのある構成になっていることは、分析す

るまで気づかなかった」、「女性差別がこの数十年の間大きく改善していないのではないか」

という意見が出されていた。 

 日常生活で何気なくニュースと接していると、ジェンダーによる不均衡を意識化するこ

とは難しい。GMMP の創設者の一人であるテレシタ・ハマノは「GMMP の大きな挑戦は、見え

ないものを見えるようにすることだ」

ⅴ

と指摘しているが、GMMP の取り組みに参加した市民

がニュースの中のジェンダーによる不均衡に気づくことによって、自分自身の意識や行動、

社会のあり方を問い直すきっかけとなる可能性がある。 

今回、コロナ禍によってこれまでのように対面でモニター活動を行うのは困難だったが、

私たちはオンライン上で時間をかけて一つひとつのニュース項目を検討した。そして、ニュ

ースとは何か、なぜそのニュースが取り上げられているのか、なぜ女性は政治のニュースに

は登場せず、無名の存在として登場するのか、なぜそのニュースを女性／男性が取材するの

かについて考え話し合うことができた。同時にその背景にあるメディア企業の経営や倫理

綱領、労働とジェンダーについても考えをめぐらせる機会になった。したがって、GMMP2020

の取り組みの過程そのものがメディア・リテラシーの取り組みとして、メディアについてク

リティカルに考え対話する機会となったのである。 

 

3333....メディア・リテラシーと私たちの課題メディア・リテラシーと私たちの課題メディア・リテラシーと私たちの課題メディア・リテラシーと私たちの課題    
メディア・リテラシーは、市民である私たちがメディアとクリティカルに向き合い、創造

的なコミュニケーションを生み出す上で重要な取り組みである。ニュースが構成するジェ

ンダーの不均衡を無意識に受け入れることは、私たちが社会に偏在しているジェンダーの

不平等に対して問題意識を持てなくなることにつながる。また、多様性を欠いたニュースに

日常的に接していることによって、私たちはそれが当たり前だと思い込んでしまう。メディ

ア・リテラシーの取り組みを通して、一見自然に見えるジェンダーの不均衡な構成に気づ

き、そのことについて発言したいと考えた時、自分たちがコミュニケートする権利の主体で

あるという意識を獲得していく。メディア・リテラシーの取り組みを強化し、メディア・リ

テラシーを学校やコミュニティで促進できる人々を増やしていくことは、市民のメディア

への向き合い方を変え、ひいてはメディアにおけるジェンダー平等を実現することにつな

がる。 

メディア・リテラシーの取り組みは、新聞やテレビなど伝統的メディアに限らずインター

 
ⅴ

 テレシタ・ハマノ「なぜ GMMP か？ジェンダー、メディア、エンパワメント」fctGAZZET 

No.84 2004.11 
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ネットや SNS も視野に入れてきた。コロナ禍で SNS に接する人々は増え、ネットを中心と

した交流の機会が増えている。SNS 上の活動をいっそう意識的に進める必要がある。たとえ

ば、SNS 上でメディアに対してクリティカルに向き合うメディア・リテラシーの活動を可視

化することを通して、市民のエンパワメントにつながるコミュニケーションを追求してい

くことが求められている。今回の GMMP2020 から得られた日本や世界のデータを発信するこ

とを通して、女性の共感を呼び、発言の機会を提供する可能性を追求していきたいと考えて

いる。 

さらに、メディア内容を変革していく上で、メディア企業の番組制作基準や倫理綱領は、

重要な要素である。しかし、日本では公共放送である NHK の国内番組基準を見ても、基本的

人権の尊重にとどまり、ジェンダー平等をはじめとする多様性を確保するための具体的な

基準は、いまだに示されていない

iv

。もちろん、変化の兆しはある。NHK 放送文化研究所で

は、2016年にイギリスの公共放送BBCがスタートした番組出演者の性別比を同等にする「50：

50 プロジェクト」を紹介し、全番組を対象にジェンダー平等の観点から数量調査を実施し

ている

v

。BBC の「50：50 プロジェクト」は、番組内の男女比を等しくすることを目標にし

た取り組みで、BBC だけで 670 チーム、海外メディアや大学など 26カ国 101 団体（2021 年

3 月現在）に広がっている。科学や建築分野などの男性が登場していた分野でも積極的に女

性の専門家を探して半数にしている

vi

。NHK が調査にとどまらず、番組のジェンダー構成を

変化させ、将来的には番組基準に反映させていくことを期待しているが、そのために市民が

積極的に提言することが重要である。 

 第 4回国連世界女性会議「北京行動綱領」は、女性差別撤廃条約が採択されて以降、「ジ

ェンダー主流化」の流れの中で最高峰と認識されている国際文書である。「北京行動綱領」

J 項「ジェンダーとメディア」の戦略目標として①女性のメディア参加（アクセス）、②肯

定的女性像の促進が掲げられ、政府やメディア企業の役割を具体的に示していると同時に

NGO の役割を政府やメディア企業と対等の関係として重く捉えている。 

FCT としては、メディアの変革とジェンダー平等を目標にして、GMMP2020 の結果を活用し

ながら GMMP2025 に向けて積極的に市民社会に向けて発信をしていきたいと考えている。

 
iv NHK 国内番組基準制定 昭和 34 年７月 21 日 改正 平成 ７年９月 26 日 平成 10 年５月 26

日 https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm  

v 「連載 メディアは社会の多様性を反映しているか①調査報告 テレビのジェンダーバラン

ス」（NHK 放送文化研究所 『放送研究と調査』2022.5）

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/20220501_7.html  

vi 渡辺志帆「出演者は男女同数に BBC の「50:50」、どんなプロジェクトか担当者に聞いた」

(朝日新聞 GLOBE 2021.6.11) https://globe.asahi.com/article/14368920  
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GMMP2025GMMP2025GMMP2025GMMP2025 に向けての提言とアクションプランに向けての提言とアクションプランに向けての提言とアクションプランに向けての提言とアクションプラン    

 

GMMP2025 に向けて、GMMP2020 の結果が FCT メディア・リテラシー研究所のみならず、

メディアにおけるジェンダーの不平等を是正しようとする多くの人々や機関に有効に

活用されることを望む。 

ニュースにおけるジェンダーの状況を可視化し、不平等の是正を目指すために、以

下の４つの項目を提言する。 

1.1.1.1. メディア・リテラシーのワークショップを促進する。メディア・リテラシーのワークショップを促進する。メディア・リテラシーのワークショップを促進する。メディア・リテラシーのワークショップを促進する。    

メディア・リテラシーのワークショップでは、メディアの中で見えなくさせられて

いる事象を可視化する。そのためには、メディアをモニターし、注意深く見ること

が求められる。メディア・リテラシーのワークショップでは、年齢・性別を超えた

参加者が対話を通して、ジェンダーに対する意識を高め、ジェンダーの不均衡につ

いてそれぞれの考えを深めることできる。さらに SNS の急速な普及のもとで、メデ

ィア・リテラシーの取り組みを可視化できるようなコミュニケーションを創りだす。 

２．ワークショップのファシリテーターを養成する。ワークショップのファシリテーターを養成する。ワークショップのファシリテーターを養成する。ワークショップのファシリテーターを養成する。    

メディア・リテラシーのワークショップを促進するには、ワークショップを進行す

るファシリテーターの役割が重要である。教員に加え、地域でワークショップを運

営できる人々を養成する。 

 

３３３３....国際フォーラムの開催国際フォーラムの開催国際フォーラムの開催国際フォーラムの開催    

GMM2020 に参加した国と地域は 116 に上る。ジェンダーの不均衡是正のために長い

間、活動を継続してきた海外の研究者や活動家を招聘し、国際フォーラムをオンラ

イン上で開催する。各国の活動家や研究者との交流から、日本におけるジェンダー

の多様性を議論する場をつくり出す。 

 

４４４４....メディアに対してジェンダー不均衡を是正するための提言をまとめる。メディアに対してジェンダー不均衡を是正するための提言をまとめる。メディアに対してジェンダー不均衡を是正するための提言をまとめる。メディアに対してジェンダー不均衡を是正するための提言をまとめる。    

メディアの女性は年々増加しているが、社会の意識形成にかかわるメディア業界の

役員や管理職、従業員に占める女性割合は依然として低い。女性に焦点を当てたニ

ュースは近年、ようやく見られるようになったが、充分ではない。とくに政治、経

済に特化したニュースに女性の視点を入れることは重要である。また、BBC の「50：

50 プロジェクト」の取り組みや制作基準をジェンダーや多様性の観点から変えていく

具体的な取り組みが求められている。そのために、メディアは何をすべきかを市民の

立場から提言をまとめる。 
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資料編資料編資料編資料編    

1.1.1.1.GMMP2020GMMP2020GMMP2020GMMP2020 に向けた取り組みに向けた取り組みに向けた取り組みに向けた取り組み    

2020 年 1月〜2月 GMMP2020GMMP2020GMMP2020GMMP2020 モニター準備モニター準備モニター準備モニター準備 モニターガイド、コーディングシステム、

モニターシートのチェック／翻訳 
2020 年 4月 2日 GMMP2020 実施予定日が新型コロナウイルスによるパンデミック状

態で延期延期延期延期となる 
2020 年 4月 23 日 モニター試行と分析 （および 5月 21 日、7 月 16 日） 
2020 年 8 月 22 日 FCTFCTFCTFCT 第１回オンラインセミナー第１回オンラインセミナー第１回オンラインセミナー第１回オンラインセミナー 学習会 「GMMP2020 に向けて〜

取り組みの意義と参加のガイド」高橋恭子(理事・早稲田大学大学

院教授)) ／中間報告「GMMP2020 に向けて〜新型コロナ報道の分

析から」分析チーム（西村寿子・新開清子・佐々木はるひ） 
2020 年 9月 29 日 GGGGMMP2020MMP2020MMP2020MMP2020 実施実施実施実施        

世界 116 カ国、日本からは 4 チーム約 40 人が参加 
2020 年 10 月〜11 月 各チームでコーディングシートの作成、検討作業 
2020 年 12 月 19 日 FFFFCTCTCTCT 第２回オンラインセミナー第２回オンラインセミナー第２回オンラインセミナー第２回オンラインセミナー 1.GMMP2020 の概況と今後の予定 

2.モニターグループからの報告 報告① 早稲田大学高橋ゼミ報

告② 弘前大学森本ゼミ報告③ FCT 事務所グループ報告④ FCT

豊中グループ 
2021 年 1月〜3月 コーディネーターが４チーム分のコーディングシートを集約整理

し、WACC に提出するための英訳作業 
2021 年 3月 29 日 GMMP 日本報告書（英文）第１回分を WACC に送信 
2021 年 5月〜6月 日本報告書作成（英文）日本報告書作成（英文）日本報告書作成（英文）日本報告書作成（英文）    

WACC から送られた日本のモニター結果（数値）をもとに日本報告

書（英文）を作成し、WACC に送信 

2021 年 4月 26 日 早稲田大学政治経済学部ジャーナリズム・メディア演習（高橋

ゼミ）で GMMP2020 のテクストを用いてメディア・リテラシーワー

クショップの実施（オンライン）参加者 36名 

2021 年 5月 9日 市民グループ「おとなの学び研究会」で GMMP2020 のテクストを用

いてメディア・リテラシーワークショップの実施（オンライン）参

加者９名 

2021 年 7月 14 日 WACCWACCWACCWACC がががが GGGGMMP2020MMP2020MMP2020MMP2020 最終報告書／日本報告書発表最終報告書／日本報告書発表最終報告書／日本報告書発表最終報告書／日本報告書発表((((英文英文英文英文))))    
2021 年 12 月 6日 FCT の HP に GMMP2020 最終報告書、日本報告書をアップ（英文） 

2022 年 3月〜5月 本報告書の内容検討と作成 
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2.GMMP20202.GMMP20202.GMMP20202.GMMP2020    参加参加参加参加チームチームチームチーム    

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    高橋恭子高橋恭子高橋恭子高橋恭子（（（（FCTFCTFCTFCT 理事／理事／理事／理事／早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学教授）教授）教授）教授）    

・早稲田大学政治経済学部高橋恭子ゼミナール 18 人 

・FCT 事務所チーム：上村陽子、小川眞理絵、佐々木はるひ、新開清子、西浦完次、西村寿

子 

・弘前大学教育学部森本洋介ゼミナール 10 人 

・豊中グループ：植松英子、末原真紀、西村寿子、細見啓子、森山輝子、八木昌子 

 

3333....関連サイト／文献関連サイト／文献関連サイト／文献関連サイト／文献    

＜関連サイト＞ 

・GMMP2020-2021 FINAL REPORT  

https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/11/GMMP2020.ENG_.FINAL_.pdf 

・6th Global Media Monitoring Project HIGHLIGHT of FINDINGS 

https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/08/GMMP-

2020.Highlights_FINAL.pdf 

・GMMP Global Media Monitoring Project2020 Japan NATIONAL REPORT 

https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/07/Japan-Report-GMMP.pdf 

 

＜関連文献＞ 

・アジア・太平洋地域フォーラム開く「世界がメディアを見つめる日」fctGAZZET No.84 

2004.11 

・2.16 GMMP2005―世界 102 カ国で一斉にー fctGAZZET No.85 2005.3 

・GMMP からメディア・リテラシーワークショップへ fctGAZZET No.86 2005.7 

 ＊fctGAZZET は、FCT のサイトに掲載されている http://www.mlpj.org/pb/publi.shtml   

・鈴木みどり編『最新 Study Guide メディア・リテラシー入門編』（リベルタ出版、2013 年） 

・鈴木みどり編『Study Guide ジェンダー編』（リベルタ出版、2003 年） 

・第 8 回テレビ診断分析調査報告書『テレビと阪神大震災―メディア・リテラシーのアプロ

ーチによるー』(FCT 編、1995 年) 
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