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2007 年度「鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金」 

助成者発表会発表要旨 

 
 
 
 本年 6 月 14 日に横浜市市民活動推進センターにおいて、FCT メディア・リテラシー

研究所 6 月フォーラムとして、2007 年度「鈴木みどりメディア・リテラシー研究基金」

助成者発表会を開催した。およそ30人が参加して、発表内容について熱心に討議した。

ここでは、４人の発表者の発表要旨を紹介する。 
 
・発表１「ネットユーザーの情報行動に関する研究」 
      戸田里和（上智大学大学院文学研究科新聞学専攻博士後期課程） 
      
・発表２「“ジェンダーの視点を含むメディア政策の推進”を目標とするメディア・リ

テラシー研究」 
      登丸あすか（立命館大学大学院社会学研究科研究生） 
 
・発表３「メディア・リテラシー教育における子どものパフォーマンス評価：トロン

トでの取り組みから」 
      森本洋介（京都大学大学院教育学研究科博士後期課程） 
 
・発表４「高齢者の登場するテレビ・コマーシャル分析調査－テレビが構成する『高

齢社会』」 
      田島知之（立命館大学大学院社会学研究科応用社会学専攻博士後期課程） 
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［発表 1］ 

ネットユーザーの情報行動に関する研究 
－情報検索とメディア・リテラシーに関する検討－ 

 
上智大学大学院 文学研究科 

新聞学専攻 博士後期課程 戸田里和 
1. 研究目的 
私たちの身近では今、ADSL や光ファイバーによるブロードバンド化、携帯電話によるモバイ

ル化など、世界最先端とも言えるブロードバンド環境の整備が着実に進んでいる。インターネッ

トは、必要な情報を入手することと仲間との情報交換が 5 割を超えるなど情報収集（検索）とコ

ミュニケーションのツールとなり、我々がアクセスできる情報源と情報量は飛躍的に増大した。

しかし、インターネットは洪水のように溢れる情報を容易に取得できるがゆえに、意味の咀嚼や

相互検討、比較対照といった精査のない結論が生じる恐れがある。それゆえに「できたつもり」、

「わかったつもり」の断定的な情報検索行動に陥ってしまうのではないかという懸念もある。メ

ディアを主体的に読み解く能力が求められる今日において、インターネットというメディアはテ

レビや新聞とは異なり、使いこなすという能力も必要となるため、利用者側の現状や問題点を的

確に捉えることは重要なテーマである。 
本研究は、2006 年度に行ったユーザーの情報検索行動の実態調査から得られたデータをメディ

ア・リテラシーの視座から検証し、市民が情報社会を生きるための主体的な力の育成について考

察する。 
 

2. 研究方法 
本研究は、筆者が 2006 年度に行った「実態調査」1より抽出した①統制的観察データ、②機械

的記録データ、③面接調査データを用い、メディア・リテラシーという視座から量的・質的分析

を行った。その際、知識・技能・態度の 3 つに重点を置き「大学生は、習得した知識と技能と態

度から、多様な情報源を利用する」という仮説を提起し検証する。 
 

3. 結果 
面接では、インターネットメディアを利用するにあたり Web 情報の引用・採用について基本的

な知識を習得している様子がうかがえた。また技能については、インターネット歴は 3 年から 11
年、インターネット利用時間は１日平均 1 時間から 5 時間、キーボード入力に関しても、「キー

ボードを見ないで打てる」、「キーボードを見ながらある程度早く打てる」と答えた者は全体の 9
割以上を占めた。調査者の課題説明時においては、検索エンジンの使用方法、閲覧 web サイトの

                                                   
1 本調査研究は大学生を対象とし、可能ならば将来行う本研究の前駆をなす試論的な位置付けとして実施したものである。調査

期間(予備調査を含む)は、2006 年 9 月 5 日から 2006 年 10 月 11 日までの 37 日間であり、対象者としては、大学生 28 名（男

9 名、女 19 名）、大学院生 7 名（男 3 名、女 4 名）の合計 35 名（予備調査 3 名、本調査 32 名）を選定した。大学生、大学院

生（以下、大学生）は、課題操作用パソコンに移動した後、操作方法について調査者から説明を受けた。課題操作用パソコン

には Yahoo、Google、msn、goo、excite、freshEYE の 6 つの検索エンジンが表示されていた。 
①の統制的観察データは、課題（人名 2 件「長谷川如是閑」、「スチュワート・ホール」、用語 2 件「境界性人格障害」、「部分的

核実験禁止条約」）について大学生に検索エンジンを用いて、採用しても良いと思われる情報をワードパッド上にコピー＆ペー

ストさせた。その間、調査者は隣室より課題操作用パソコン上にセットされた小型カメラを用いて観察を行った。 
②の機械的記録データは、録画機を使用し、閲覧 Web サイト・所要時間・検索時使用キーワードに加え、大学生が操作する実

際の Web 表示画面と大学生の様子まで記録した。 
③の面接調査データは、課題終了後に行った面接で知識テスト並びにインターネット歴・インターネット一日平均利用時

間・キーボード入力レベルについて確認し記録した。 
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採用方法（コピー＆ペースト）に関する質問も無く大学生は課題に取り組み、ハードウエアとソ

フトウエアの操作において困難に陥っている様子はうかがえなかった。以上のことからも、大学

生にはインターネット情報検索における知識・技能の習熟度には一定の評価ができる。では、態

度についてはどうか。Web 情報の引用・採用時の注意点が知識として理解されているにもかかわ

らず、閲覧 Web サイトのランキング結果と採用 Web サイトの結果は、4 課題ともウィキペディ

アの採用率が 90％以上となった。「長谷川如是閑」の課題については、32 名中 24 名（75％）が

ウィキぺディアだけで結論を導き出しているという結果に加え、課題終了後の知識テストにおけ

る認知度 100％の結果を鑑みれば、大学生にとってウィキペディアの日常化が推測される。また、

表示された Web の１ページ目に載っている Web サイトへのアクセスは 81.4%と集中し、選択か

ら採用に至る Web サイト数の結果においても採用する情報は１採用から 2 採用で 88%以上を占

め、課題の結論を導くなど、「習得した知識と技能と態度から、多様な情報源を利用する」という

仮説とは異なる結果となった。 
 
4. 結論 

大学生は、情報技術を活用する知識、技能は習得されているにもかかわらず、態度の問題によ

り多様な情報源を活用できていない現状が明らかとなった。それは、ウィキペディアの権威化を

も推進しているように受け取れる。また、インターネットメディアの特徴を知識として習得して

いるような回答からは、大学生は一見メディアを主体的に読み解いているようにも見受けられる

が、観察時の行動や最終的に選ばれた情報から分析するならば、インターネットの情報を社会的

文脈でクリティカルに分析し、評価していないようにも受け取れる。これらを明らかにするため

には、インタビュー等による質的分析を重視し再度検証する必要がある。 
情報技術の急速な発達と普及により、我々市民の情報環境は「豊か」になると考えられる一方

で、同一の情報源に収束され、取得する情報が制約される危惧も生じ始めている。そのような状

態でも、相変わらず世の中の主たる関心はユビキタスネットに代表される技術的側面に偏ってい

るように感じられる。技術発展が我々にとって不利益をもたらすことが無いように、人間的側面

に留意する研究は極めて重要である。常に判断をメディアに委ね、情報に疑問を持つことも無く

正否を見出す人々の現状を深刻に捉えたい。市民が情報社会を生きるための主体的な力を養うた

めの態度の育成並びに実践が、今まさに必要となるのである。 
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［発表 2］ 

“ジェンダーの視点を含むメディア政策の推進”を目標とする 

メディア・リテラシー研究 
 

立命館大学大学院社会学研究科研究生 登丸あすか 
 
１．はじめに 

本報告は、ジェンダーの視点による日本と他国のメディアガイドラインの比較分析を踏まえて

行ったメディアの内容分析の結果について述べるものである。またそうすることで、ジェンダー

の視点を含むメディア政策の推進を目指したメディア・リテラシー研究・活動のあり方を探ろう

と試みる。 
まず、本研究の問題意識について述べた。メディア・リテラシー研究では、メディア・テクス

ト、オーディアンス、メディアの生産・制作という３領域に大別されるさまざまな要素の相互の

関連に留意しつつ、メディアを社会的文脈において批判的思考でメディアを読み解くことが肝要

である（鈴木、1997）。ジェンダーとメディアに関する先行研究を振り返ると、ジェンダーの視

点からメディア内容を分析することでメディアが伝統的なジェンダーの価値観を提示しているこ

とが明らかにされ、批判の対象とされてきた（鈴木、2005）。また、それほど多くの蓄積はない

もののオーディアンスに関する研究も進められ、オーディアンスによる多様なメディアの読みが

提示されている（例えば阿部、2001）。メディアの生産・制作に関しては、日本のメディアに参

画する女性の少なさが指摘される一方で、ジェンダーの視点を積極的に取り入れた諸外国のメ

ディア政策に関する研究も行われてきた（例えば、村松、1995，鈴木、1992）。これらの先行研

究から明らかなように、日本のメディアに伝統的なジェンダーの価値観が根強く存在しているこ

とが繰り返し指摘されてきたと言える。その一方で、1990 年代にはメディア・リテラシーの重要

性が、研究の領域だけでなく教育現場や女性施策においても広く認識されるようになった。その

背景には、メディアの問題をメディアの生産・制作およびメディアの制度に関わる人びとだけで

はなく、オーディアンスである市民の側から捉え、変革していこうという姿勢が重視されるよう

になったとみることができる。こうした先行研究や社会的状況を振り返ると、現在の課題として

は、メディアの生産・制作を視野に入れたメディア・リテラシーの取り組み、さらに、そうした

取り組みに参加するオーディアンスを対象とした研究が挙げられる。 
 
２．メディアのもつガイドライン 
市民がアクセスできる日本のメディアのガイドラインとしては、「日本放送協会番組基準」「日

本民間放送連盟 放送倫理基本綱領」「日本民間放送連盟 放送基準」「日本民間放送連盟 報道

指針」などが挙げられるi2。また、諸外国のメディアのガイドラインをジェンダーの視点でみると、

とりわけカナダが 1980 年代からとりわけ詳細なジェンダーに関するガイドラインをもつ

（Gallagher, 2001; 42-43）。例えば、カナダ CBC「性別役割描写のガイドライン」と日本の上述

のガイドラインを比較すると、日本のガイドラインは概してジェンダーに関する記述は圧倒的に

少ない。わずかに人権に関する項目で性別による差別をしないと述べている程度である。しかし、

                                                   
1FCT メディア・リテラシー研究所のサイト（http://www.mlpj.org/）においても日本や諸外国のガイドラインがリンクされて

いる。また、カナダ、オーストラリア、イギリスなど諸外国のガイドラインもリンクされ、一部は邦訳されている。 
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ジェンダーに関するどのような表現が望ましいか、また望ましくないかを規定することは難しい。

上述の CBC のガイドラインは、ジェンダーに配慮した用語の使い方など、詳細に述べられては

いるものの、映像表現に関する記述はそれほど豊富にはない。ジェンダーのバランスに配慮した

報道は、人権の尊重、民主主義社会の発展というメディアのジャーナリズム機能において、また

オーディアンスである市民に多様な視点を提示するという意味において重要であり、詳細なガイ

ドラインの提示は、メディアの責任を明確に示す姿勢の表れでもあると言える。したがって、日

本のメディアもより詳細なガイドラインを市民に対してオープンな形で提示することが必要だろ

う。しかし、メディア・リテラシーの観点から考えると、オーディアンスである市民の側からメ

ディアの責任を明確にするようにメディアに求めることもまた重要である。 
 
３．ガイドラインを視野に入れたメディア分析 
報告者は、日本スポーツとジェンダー学会の研究会（2008 年 3 月 29 日）において、ガイドラ

インを用いたメディア・リテラシーのワークショップを実施する機会を得た。そこでは、参加者

の関心に合わせて「スポーツとメディア」をテーマに設定し、2006 年 2 月に開催されたトリノ

オリンピック開会式報道の分析を行った。ここではまず、報告者が上述した日本と諸外国のガイ

ドラインについて説明し、相違点等を確認した後、参加者とともにメディア分析を行った。 
まずメディア分析の手順について述べる。ワークショップではトリノオリンピックの開会式報

道を伝える NHK と民放局のテレビニュース番組の比較分析を行った。ここでは、報告者が事前

に NHK と民放局の各ニュース番組を書き出しており、開会式を報道したニューストピックのみ

を分析対象としている。分析の手順としては、参加者はまず各自でニューストピックを見ながら、

登場人物や使われている映像技法、音声技法を書き留めてニュースがどのように構成されている

かを分析する。次に、４，５人程度のグループに分かれ、各自の分析をもとにグループでディス

カッションを行う。さらに、各グループの分析結果を発表し、全体で意見を共有する。 
次に分析結果について述べる。参加者は、メディアが女性選手をアスリートではなくアイドル

化し、金メダル候補の選手に焦点を当てて報道することで、「盛り上がる／期待されるオリンピッ

ク」を構成する一方、オリンピック開催の目的や開会式におけるセレモニーの意味が明確に伝え

られていないことの問題点を指摘していた。グループ・ディスカッションでは、こうした報道の

仕方がなぜ問題なのかという点についても議論する。メディアは商業的に成功する必要があるた

めにより高い視聴率を獲得しなければならず、「盛り上がる／期待されるオリンピック」を構成

しなければならないとの意見が出される。しかし、その一方で、メディアのガイドラインを示す

ことにより、メディアの産業的な側面だけでなく、メディアの制度的側面、またメディアの責任

とは何かを意識しながら分析することができる。メディアのガイドラインを参照することは、市

民の側からメディアの責任とは何かを考えるための一助となり得るのである。 
メディア・リテラシーの観点から言えば、こうしたメディア分析の結果をもとにメディア側へ

提言を行うことも重要な取り組みである。本研究では具体的な提言づくりまでには至らなかった

が、メディア側への提言はオーディアンスによるアクティブな活動として必要なものである。報

告会では、提言作りへとつなげることの重要性も指摘された。今後は、本研究で残された課題と

して、メディア側へのアプローチとしての提言作りへとつなげていきたい。 
 

＜参考文献＞ 

阿部潔（2001）シドニー・オリンピック「南北合同行進」の伝えられ方／視られ方―グループ・ディスカッションから見えて

くるもの．鈴木みどり編 メディア・リテラシーの現在と未来．世界思想社：京都、pp.140-157. 



 6

Gallagher. M., (2001) Gender Setting: New Agendas for Media Monitoring and Advocacy, Zed Books: London.,  
村松泰子（1995）ジェンダーの視点から見たメディア組織（1～4）．放送レポート．No.133-136、メディア総合研究所：東京

． 
鈴木みどり（1992）テレビ・誰のためのメディアか、学藝書林：東京． 
鈴木みどり（1997）メディア・リテラシーとは何か．鈴木みどり編著 メディア・リテラシーを学ぶ人のために．世界思想社

：京都、p.2-22. 
鈴木みどり（1998）マイノリティ市民と広告、山本武利編 現代広告学を学ぶ人のために．世界思想社：京都． 
鈴木みどり（2005）ジェンダーとメディア．竹内郁郎他編 メディア・コミュニケーション論Ⅱ．北樹出版：東京、pp.275-294. 



 7

［発表 3］ 

メディア・リテラシー教育における子どものパフォーマンス評価 
：トロントでの取り組みから 

 
京都大学大学院教育学研究科博士後期課程  森本 洋介 

 
１．パリでのユネスコ会議から得られたもの 
報告者は 2007 年 6 月にパリで開催された「メディア教育者のためのユネスコ会議」に参加し、

メディア・リテラシー教育の世界的な課題を目の当たりにした。その課題とは①教員養成。②政

策レベルでメディア教育を行うとなると、どうしても ICT 教育（いわば情報教育やコンピュー

タ・リテラシー）が優先され、グローバル化における国際競争力をつけるための職業教育として

行われやすい傾向がある。③新しい技術に対して、それぞれにメディア・リテラシーが必要かと

いう問いに対し、基礎的なメディア・リテラシーの考え方を教えた上で、別個の操作スキルを教

える必要である。ただ、個人のアイデンティティと経験がデジタルメディアによって一昔前と比

べて格段に変化しているのは厄介な問題である。④子どもの評価について、評価は最終的にはそ

の子どもたちをみている教師が下すものである。しかし、何を持って「madia-literate された」

とみなすのか？メディア・リテラシーの学習に最終的な到達点はないのだが、ある程度の基準は

必要である。という４つの課題が提起された。本発表はこの中でも④の子ども（学習者）の評価

に焦点を当て、メディア・リテラシーのように、点数で測定されるテストではその到達度を的確

に測ることができないと思われる能力を、いかにして測るかという動きについて報告する。 
 
２．メディア・リテラシー教育における子どもの評価 
２－１．真正の評価 

真正の評価は、構成主義的学習観を基盤としながら、アメリカで主張されたものである。「真正」

とは何かと言えば、①他者の産み出した知識の単なる再生やそれに対する応答ではなく、知識そ

のものを産み出す。②学問的な研究、すなわち先行する知識の基盤と深い理解に基づく、統合的

な知識の生産。③単に学習者の有能性を示すのを目的とはせず、審美的、実利的、個人的な価値

をもつもの、の３つの特徴を備える概念である（Newmann, F. & Archbald, D., 1992, pp.71-83）。 
２－２．真正の評価に基づいた評価モデル 
上記のような真正の評価方法を用いて、創造力をどう評価すればよいか、イギリスのセフトン-

グリーン(Sefton-Green, J)らが研究している。創造力を評価することの難しさについて言えば、

カリキュラムの求める価値観と生徒の価値観が一致するとは限らない。もしカリキュラムが求め

ていることが、純粋に生徒の個人的な発達であるとすれば、教師がいかに評価しようとも生徒の

発達が見込めればそれで構わないということに→教師が評価するという意味がなくなる。しかし

この考え方は創作活動から引き出される生徒の楽しみに関しては考慮していない(Sefton-Green, 
2000)。一方、メディア・リテラシーのようにマルチメディアを使う場合の達成に関する評価は

どのようにすればよいのだろうか。シンカー(Sinker, R)によれば、メディア・リテラシー教育に

おいては技術的なスキルや視覚的な美しさというよりもむしろ生徒の作品がどのようにメディア

の記号やきまり／約束事に対する批判的な理解を表現しているかを評価することに焦点が置かれ

ており、特定の教科の枠組みに縛られて、生徒個人の経験を活き活きと制作に表現することがで

きない状況下においては、マルチメディア作品を包括的に評価するモデルはないというのは事実

である（Sinker, R., 2000）。また、シンカーは次のことも言っている。各制作を評価する際には、
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まず制作された文脈を理解しなくてはならない。真に客観的な評価はありえないため、概して、

生徒が制作から何を得たかに焦点を置くべきである。細かく言えば、観察、小集団での議論、1
対１での面接および生徒のコメントに分けられる。また、作品に対しての親、クラスメート、他

の教師の率直な反応と、e-mail を通じてのより公の反応も含まれる（Sinker, R., 2000）という

のである。以上から、メディア・リテラシー教育における子どもの到達度を評価するためには、

①パフォーマンス（作品として残るモノ）、②授業への参加の 2 点について、ルーブリックを基

に評価することが有効だと考えられる。 
 
３．トロントのメディア・リテラシー教育における子どもの評価：いくつかの実践から 
（１）A 中等学校第 11 学年 Media Studies 

シラバスにおける評価方法の提示と、プレゼンテーションにおけるルーブリックの提示。 
（２）B ミドル・スクール第 7 学年 Language（Media） 
（１）の学校と同様、単元の開始の時間に生徒にシラバスを配布し、何を学習するか、どのよ

うな観点が大切か、どこを評価するのかを生徒に提示する。 
２．で述べたような真正の評価の観点から、ルーブリックを作成してあらかじめ生徒に示し、

その目標（ルーブリック）を意識させつつ生徒の創造性や批判的な分析能力を教員は判断してい

るものと考えられる。 
 
４．今後の課題 

今後の課題としては、まずカナダにおける評価についてより詳細に調査・分析する必要がある。

そのために有効な手段として、ポートフォリオとしてのメディアログに着目する必要があろう。

なぜなら、真正の評価法に則って、学習者の学習プロセスを判断するのに効果的だと考えられる

からである。また、日本の中学における実験的な実践を通しての、日本の文脈での評価を考える

必要がある。「高槻メディア・リテラシープロジェクト」を通じて、中期的（半期～1 年）な評価

方法の開発に着手する。その評価は教師にとっての授業評価であり、学習者にとっては自己の学

びを振り返ってその後の発展に活かすためのものである。 
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［発表 4］ 
 

高齢者の登場するテレビ・コマーシャル分析調査 

－テレビが構成する「高齢社会」- 

 

立命館大学大学院社会学研究科 
博士後期課程 田島知之 

はじめに 
 現代の社会では急速な高齢化とメディアの環境化が重なって進行している。メディアが人びと

の価値観や社会的つながりの形成に深く関わり、社会のあり方を大きく左右するまでになってい

るなかで、高齢化とそれに伴う様々な問題も、メディアの存在を無視して語ることはできなくなっ

ている。そのような社会で高齢者と彼らに関わる全ての人々が主体的に高齢社会を生きるために

は、日常化したメディアを意識化し、メディアに能動的に関わることが必要となり、そのための

力、メディア・リテラシーは不可欠なものと考える。 
 しかし、この領域での研究はまだほとんどおこなわれていない。本研究は高齢化社会でのメディ

ア・リテラシーのあり方を追究するための基礎的研究として、現在の主流メディアにおける高齢

者のリプレゼンテーション（representation）分析をおこなう。 
 先行研究で指摘されてきた高齢者のメディア・リプレゼンテーションの主な傾向としては、次

の２つがあげられる。現実の高齢者の人口に比べてメディアへの高齢者の登場がはるかに少ない

ことと、高齢者が体力的、精神的、社会的に「弱い」存在として、否定的に偏り画一化されて登

場しがちなこと、である。これらは高齢者が軽視されていることの表れとされ、エイジズムの主

要な原因とみなされてきた1。本研究では、現在の高齢者が登場するテレビコマーシャル（以下、

高齢者ＣＭ）の内容を分析することで、現状の一端を明らかにしたい。 
 
1.研究方法 

 本調査は民放準キー局４局（毎日放送、朝日放送、関西テレビ、読売テレビ）の放送を、2007
年 4 月 25 日～31 日の１週間にわたって、19 時から 21 時までの２時間録画した映像（合計５６

時間）を対象としておこなった。録画した全放送内容からテレビ・コマーシャルを抽出し、さら

にそのなかから高齢者ＣＭを抽出した1。その上で高齢者ＣＭの内容を記述し、主に登場人物に注

目してコーディングをおこない、分析した。 
 
2.高齢者ＣＭの内容 
 高齢者ＣＭの数量的実態を明らかにしたうえで、内容の分析をおこなった。ここでは登場人物

に注目した類型1を紹介する（括弧内の数字は各類型に分類されるＣＭの種類数と、それが全 70
種類中に占める割合）。 
・弱者としての登場（5 種類、7.1%）・・・体力的、精神的な「弱さ」が強調されて登場する場

合で、介護施設でケアの対象となっている場面や医薬品を使用するところなどが映し出される。 
・家族の一員（10 種類、14.2％）・・・家族との関係が強調されて登場する場合で、特に「祖父

母」として孫との組み合わせが多い。 
・伝統の象徴（12 種類、17.1％）・・・伝統的な文化やライフスタイルを象徴する存在として登

場する場合で、和服や田舎の生活と組み合わされる。 
・権威・経験（20 種類、28.6％）・・・職人や会社の重役、研究者等、年齢を重ねていることに
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より権威や経験をもっている人として登場する場合で、このようにして登場するのはほとんど

が男性である。またこの類型では外国人、特に「白人」が多くみられる。 
・存在証明（5 種類、7.1％）・・・多くの人がいる、あるいは幅広い年代の人がいることを示す

ために、大勢の登場人物の中の一員として登場している場合。 
・プレゼンター（11 種類、15.7％）・・・高齢者が特定の役を演じるのではなく「本人」として

出演し、ストレートに商品名や企業名をアピールしたり、商品を提示したりする場合。有名人

（森光子、財津一郎等）が多い。 
・活動的な高齢者（7 種類、10％）・・・仲間と運動したり携帯電話を持って出かける等、高齢者

の活動的な側面が強調されて登場している場合。 
 
3.まとめ 
 先行研究で指摘されてきた、高齢であることの「否定的」な面を強調する登場の仕方は本調査

でも同様に確認されている。一方で、2000 年の調査1でみられた「異質な他者」としての登場が

なくなり、代わりに「活動的な」高齢者が多くみられるようになった。テレビが産業化社会の中

心的なメディアであり、それゆえにこれまで高齢者がテレビにおいて軽視されてきた1のだとすれ

ば、高齢者人口の増加に伴い、高齢者マーケットを無視できなくなったことが、「活動的な」高齢

者リプレゼンテーション増加に反映していると解釈できる。 
 このような高齢者像の変化は、これまで求められてきたような、否定的なエイジズムの改善に

つながっていくもののようにも見える。しかしこれらの一見「肯定的」な高齢者像は、高齢者の

多様性を提示しエンパワーするというよりは、むしろ商業的な動機のもと「豊か」で「元気な」

高齢者を強調し、他のあり方を見えにくくする、別の意味で画一化したリプレゼンテーションで

しかないのではないか。 
 今後さらに他のテクストの調査をおこなうとともに、それらの分析結果をもとにした、メディ

ア・リテラシーワークショップにおけるオーディアンス調査への展開が必要となると考えている。 

 


