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続いており，社会全体のジェンダー・バイアス
が解消されていないなかで，仕事を継続するに
あたって，少なくない女性が出産や育児，介護
に不安を抱えている現実がある。

内閣府の『男女共同参画白書』（2011年版）は
「新聞や放送などのメディア分野における女性の
参画は，提供する情報の内容が偏ることを防止
したり，性・暴力表現に関する有効な対策等，
メディアが自主的に女性や子どもの人権に配慮
した表現を行うように取り組んでいく上で重要
な役割を果たすものと期待されている」と記述
し，性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵
害している現状を改善し，性・暴力表現を扱っ
たメディアを青少年やそれに接することを望ま
ない者から隔離することを含め，メディアにお
ける人権尊重を推進する実効的な方策について
検討するとしている。また，メディア・リテラシー

（メディアの情報を主体的に読み解き，自ら発
信する能力）の向上のための支援を積極的に行
う方針を打ち出している。

過激な性描写漫画の販売を規制する東京都
青少年健全育成条例の改正案が2010年12月
に成立するなどメディアの行き過ぎた表現を法
規制の対象にしようとする社会的な動きもあり，

  はじめに
放送界は男性中心社会である。筆者が放送

の職場に入ったのは半世紀ほど前のことだが，
女性の採用数はきわめて少なかった。筆者も含
めて多くの人は，それに疑問を持つこともなかっ
た。番組やニュースは男性の価値観で作られ，
女性が番組を作る機会があっても，男性の価
値観で作ることを余儀なくさせられていた。

しかしいま，その男性中心社会に，少しずつ
ではあるが変化が訪れているように見える。

職場での男女差別を禁じた「男女雇用機会
均等法」（以下，「均等法」と記す）が施行され
たのは1986年である。それから25年，四半世
紀が経過した。放送界でも「均等法」前後に
採用された女性が，ジェンダー・バイアスや男
性中心社会のなかで，苦労しながら道を切り拓
き，一定の発言権を持つ立場となった。ミレニ
アムを越えての大きな変化の一つである。

放送界で働く女性も増え，近年は出産後も
仕事を継続する人が多くなっている。女性が，
のびやかに仕事ができる雰囲気が少しずつでは
あるが拡がっているように見える。

しかし，放送現場では過酷な長時間労働が

放送界の女性参画の現状と課題
～男女雇用機会均等法施行から四半世紀～

　　　　　　メディア研究部（メディア動向） 奥田良胤



53NOVEMBER 2011

表現の自由を守る立場から同白書は，「自主的
に」との表現で，放送界も含めたメディア界が
ジェンダー平等の実現に向けて，より積極的に
役割を果たすことを期待し，そのために女性の
参画をさらに増やすことを求めている。

本稿では，「均等法」が施行されて25年，四
半世紀が経過した節目にあたり，放送界の女
性参画の現状と課題について，『男女共同参画
白書』と2011年3月に刊行された『放送ウーマ
ンのいま─厳しくて面白いこの世界─』1），それ
に「テレビ面・ラジオ面に見るジェンダー表現」
調査 2）などを参考にしながら見てみたい。

 １. ジェンダー関連法の整備と
女性の参画

（1）「国連婦人の 10 年」から
　　　　　　「男女共同参画会議」へ

儒教思想の影響に基づく戦前までの男尊女
卑は措くとして，戦後で見れば1960年代の高
度経済成長時代のなかで「男は仕事，女は家
庭」という性別役割分担意識が社会的に定着
していったが，男性中心社会であったメディア
界は先進的知覚を欠いたまま，結果的にではあ
るが，性別役割分担意識の定着に大きく関与し
ていたといわざるをえない。

メディア界で働く人たちの大半は男性で，男
性の価値観で発信される記事や番組が圧倒的
に多かった。「均等法」以前，メディア界の一
線で働く女性はごくわずかな数でしかなかった。
新聞社では，女性の記者は女性と子どもの話
題を担当させられ，社会全体を男性の価値観
が支配するなかで，彼女たちも男性の視点から
記事を書くことを受け入れざるをえなかった。

NHKのテレビ番組でも，『婦人百科』や『女
性手帳』，『おかあさんといっしょ』などが放送
されていたが，このような番組名になったのは，
放送される時間が男性の家庭にいない時間帯
であったからといわれ，男性が視聴してもよい
はずの番組にこのようなタイトルがつけられたこ
とに疑問を抱く視聴者は当時きわめて少なかっ
た。筆者も放送記者として過酷な労働条件を
当然のこととして受け入れ，これらの番組名は
知っていたが，視聴したことはなかった。

メディアが描く女性も，性別役割分担を当然
とした社会感覚のもとで，販売部数を伸ばすた
めとか，視聴率を上げるためとかの理由で女性
が強調され，ドラマでは女性は男性を支える存
在とか，けなげにシンデレラのように結婚をめ
ざす女の子などとして描かれることが多かった。
視聴者もそれを受け入れていたのである。この
傾向は若干の変化こそあれ，数十年後のいまも
なくなったとはいえない。

きわどい記事を“売り”にしていた週刊誌で，
女性の「性」を売り物にして読者の関心を惹き
つけることに疑問を抱く人が社内にいても，商
業主義のもとではやむをえないことだとあきら
めてしまう雰囲気であった。

しかし，放送界の男性中心社会が動き始め
るきっかけとなったのは，1975年にメキシコで
開催された国連主催の「世界女性会議」であ
る。この会議で女性の問題は息の長い取り組
みが必要だとして，「国連婦人の10年」が展開
されることになった。

日本でも女性の団体が活動を始め，たとえば
「私つくる人，ボク食べる人」をコピーとするハ
ウス食品のテレビCMへの抗議運動が展開され
て放映中止になったのは，放送界では画期的
な出来事であった 3）。
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放送界でも女性の登用が意識されはじめ，
NHKが19時のニュースに男女2人のキャスター
制を採用したのは1979年4月であった。当初
は，女性のキャスターはサブ的存在で，メディ
アとジェンダーの研究者である小玉美意子氏の
1981年調査によれば，ニュースを読む量は男
性の3分の1程度であった。政治，経済の主要
ニュースの大半は男性が読んでいたという4）。

民放局でも1979年から80年にかけて女性の
キャスターの草分けといわれる人たちが登場し
た。

1985年には「均等法」が成立し，翌86年に
施行された。「均等法」１期生といわれる女性
が放送界でも採用された。
「均等法」については，成立を機に多くの企業

が総合職・一般職というコース別人事制度を採
り入れ，結果的に女性差別を助長したという批
判がある。確かに，そうした側面を否定はでき
ないが，少なくとも放送界においては，女性の
採用が増え，それにともなって女性の職域が拡
大したから，まちがいなく女性の参画拡大に向
けての扉が開かれたという評価はできるだろう。

1995年には中国の北京で「世界女性会議」
が開催され，これに前後して，「メディアとジェ
ンダー」研究が転換した。それまでは，メディ
アが描く女性像がステレオタイプであることを
批判し，メディアがジェンダー・バイアスを増幅
していると指摘する研究が主流だった。しかし
以降は，メディア経営者やスポンサー，記者ら
がどのような意図で番組や記事を発信している
かに踏み込み，同時に受け手がジェンダーも含
めさまざまな立場からどのように送り手の意図
を解釈しているか，に変化していった 5）。

これは職場での女性の存在，位置付けが変
化してきたからと考えられる。

さらに，ミレニアムを過ぎてのジェンダー研究
は，女性差別だけでなく，さまざまな差別を複
合的に捉える研究に変化しつつあるが，これも
女性の立場が強化された分だけ，女性が差別
する側に立つことがあることも含め，被差別の
実態を総合的に捉えるべきであるとの考えによ
るものであろう。

1999年には「男女共同参画社会基本法」が
制定され，国や地方自治体の女性行政が市民
の意見などに耳をかたむけながら進められる流
れとなった。政府レベルでは2000年に，基本
法に基づき「男女共同参画基本計画」が閣議
決定された。男女平等政策を担当する政府部
局が内閣府の「男女共同参画局」となり，それ
までの「課」レベルから「局」に格上げされた。
さらに，諮問機関であった「男女共同参画審議
会」が，関係閣僚と有識者で構成される「男女
共同参画会議」となり，機能が強化された。

2005年の第2次「男女共同参画計画」では，
政治や経済の分野で，政策・方針決定過程へ
の女性の参画を拡大し，2020年には30％にす
るという目標が閣議決定された。放送界も当然
対象となっているが，30％目標に向けて放送界
が全体として取り組む姿勢は見られなかった。

30％目標に向けての取り組みは2010 年まで
の5 年間，官，民ともほとんど進展が見られな
かった。

2010年には第3次計画が決定され，2015年
段階の中間目標が設定された。まずは，政府
関連職場などでポジティブ・アクションの検討
や実施によって，目標達成に向けて努力するこ
とになった。

このように男女共同参画社会に向けて，法律
や制度面での枠組みは一応整備されてきている
が，社会全体の課題としてジェンダー・バイア



55NOVEMBER 2011

ス解消への取り組みが進んでいるかといえば，
まだまだ道遠し，といわざるをえない。ちなみ
に，世界経済フォーラム（本部・ジュネーブ）が
男女格差の指数として発表したグローバル・ジェ
ンダー・ギャップ指数（2010年）によれば，日
本は世界134か国中94位である。

（2）メディアにおける女性の参画
「数は力なり」といわれるが，男性中心社会

のメディア界にあって，女性が働きやすく，活
躍できる環境をつくっていくためには，まずは
女性の数を増やすことだといわれてきた。北京
での「世界女性会議」以降の15年間で，どの
程度増えたのだろうか。
『男女共同参画白書』が，日本民間放送連盟

（民放連）とNHKの資料に基づきまとめたとこ
ろによれば，放送局における女性の割合は以
下の通りである。

民放局では，1995年には全従業員に占める
女性の割合は20.2％，全役付き従業員に占め
る女性の割合は4.0％だったが，2000年には
20.7％と6.8％，2010年には21.2％と11.6％に
なっている。

NHKでは，全従業員に占める女性の割合は
1995年には7.9％，管理職・専門職に占める女
性の割合は1.7％に過ぎなかった。それが2000
年には9.1％と2.4％，2010年には13.6％と3.8％
となっている。

厚生労働省の調査によれば，100人以上の
企業の女性の管理職（課長以上）の比率は
2010 年で6.2％であるから，NHKは全体平均
より低い。

ちなみに，CATV界の女性の比率（2010年）
は37％程度と推定されている6）。

新聞社では，1995年には全従業員に占める

女性の割合は9％，全記者のなかで女性の記
者の割合は8.1％であった。それが2000年には
9.9％と10.2％，2010年には14.4％と15.6％に
なっている。

放送局や新聞社で女性の採用が増えたり，
業務分野の拡大が図られたりしたのは，1986
年に施行された「均等法」の影響が大きかっ
た。「均等法」によって，記者やディレクターが
専門職扱いになり，深夜勤務や休日出勤など
労働基準法の女性保護のための規制が緩和さ
れたからである。1997年の労基法改正では，
すべての職場で女性保護規制がはずされた。

民放局・NHK・新聞社とも女性の比率は着
実に高くなっている。一般的に職場に30％の
女性がいると環境が変わるといわれているが，
もっとも多い民放局でも，まだ30％には達して
いない。とくに管理職の比率が低く，これでは

「男女共同参画計画」が目標とする政策・方針
決定過程への女性の参画を30％にするという
目標にはとうてい届きそうにない。

理由としては，従来から女性の採用数が男
性に比して少ないうえ，女性の場合は途中退職
が多く，経験年数を積み上げる人が少ないこと
があげられる。これまで出産や育児にともなっ
て退職する女性は70％を超えているといわれて
いたが，厚生労働省の調査で退職率が60％台
になったのはつい最近のことである。
「均等法」前後に放送の仕事に携り始めた女

性（「均等法」が施行された1986年の前後数年
に放送関係の仕事に携り始めた女性を，以下

「均等法」世代，と記す）が，仕事を続けるうえ
で障害となったのは，出産，育児，介護であっ
たという。こうした人生の節目に不安なく向き
合えるようにする必要がある。

厳しい勤務実態に加えて，ジェンダー・バイ
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アスのもとで，家事，育児，介護を当然のよう
に求められ，退職に追い込まれる女性が少なく
ない現実が改善されていけば，女性の比率も高
くなるはずである。

NHKでは近年，記者と番組制作部門の女性
の採用比率は30％を超えている。
『日本民間放送年鑑2009』によれば，全体

での女性の比率が上がっているなかで，29歳
以下の女性の構成比が10年前に比べて20.7ポ
イント減少しており，勤続年数の長期化が見ら
れる。比率の高い年齢層は25歳から44歳まで
平準化してきているとのことだが，勤続年の長
期化は女性の管理職比率を高める大きな要因と
なる。

 ２．「均等法」世代の活躍

（1）「均等法」世代の活躍
「均等法」世代は，四半世紀後のいま，45歳

から55歳ぐらいである。男性中心社会のなか
で退職した人も多かったが，生き抜いてきた人
たちは，放送局の正規雇用，派遣，プロダク
ションの社員，フリーランスなど立場はさまざま
だが，いま制作現場や放送局で発言力を確保
し，活躍している。

｢均等法｣１期生と呼ばれた女性は，入社当
時，なにごとにつけても，男と対等であること
を先輩女性から求められた。男性のほうはあ
まり意識していなかったが，先輩女性からすれ
ば，きわめて女性の採用が少なかった時代を
経て，ようやく道が拓かれるという期待があっ
たのである。

この時期以前に放送局に入局した放送現場
の女性は，アナウンサーにしろ，ディレクターに

しろ，専門職の位置付けで，将来，経営の枢
要なポストに就けるために採用するという考え
は，当時の放送局の上層部にはほとんどなかっ
た。それだけに，「均等法」以降の女性は，男
性と同じ資格で入ったのだから，男性の補助的
役割に甘んじていてはいけない，男性と同じ仕
事をするべきだ，などと先輩女性から叱咤激励
されたのである。

一方男性には，総合職である以上自分たちと
同じ仕事をするのは当然だとの意識があったた
め，現場の女性は，できなければ「だから女は
ダメ」といわれることを恐れて，厳しい肉体労
働，過重な労働時間に耐えてきたのである。

1991年には，育児と家族介護のために休業
できる「育児・介護休業制度」が制定された。「均
等法」世代は，この制度を利用して，出産後に
育児休業を取得する第1号となるケースが多かっ
た。育児のために仕事を休んでも，それを理由
に不利益な取扱いをしてはならないという法の
規定はあったが，職場の男性のなかには「育児
休職」を「育児給食」と間違える人が少なくな
い時代であったから，忙しい放送現場では，産
前産後休暇に続き，子どもが満1歳になるまで
の育児休業による昇進差別などを当然とする男
性が少なくはなかった。そのような雰囲気のも
とで，女性が出産後に育児休業を取得するのは
勇気のいることであったが，それを支えたのは
頑張ってきた周りの先輩の女性であった。
「 日本 女 性 放 送 者 懇 談 会」（Society of 

Japanese Women in Radio and Television 略
称：SJWRT）という団体がある。

SJWRTは，放送界で働く女性の会で，メン
バーはNHKや民放局，プロダクション，広告
代理店，フリーランスで活躍している人たちの
団体だ。1968年に発足し，男性中心の放送界



57NOVEMBER 2011

で，女性の立場から地味ながら息の長い活動を
継続し，女性の働く場の確保に大きな役割を
果たしてきた。

このSJWRTが編んだのが，「はじめに」で記
した『放送ウーマンのいま─厳しくて面白いこの
世界─』（以下『放送ウーマン』と記す）である。

『放送ウーマン』は，2009年から10年にかけて
開催した学習会に講師として招いた女性の放送
人の発言などを掲載している。

招かれた女性の放送人は1949年生まれから
1975年生まれまでである。「均等法」1期生は
1964年頃の生まれだが，この前後の女性が，
いま放送界でどのように活躍しているかを「放
送ウーマン」から見てみよう。

放送現場では，報道番組のチーフディレク
ター，チーフアナウンサー，バラエティ番組の
チーフプロデューサー，それにドラマのプロ
デューサー，演出家，脚本家として活躍してい
る。経営サイドでは，編成主幹，編成マーケティ
ング部長，編成担当部長，生活情報部長，事
業管理部長，営業部長，契約担当部長，教育
研修部長，宣伝部副部長，ラジオ局デジタル
事業局長などのポストについている7）。

現場の具体例をあげれば，アナウンサーでは
NHKの有働由美子氏が『あさイチ』の司会を
軽やかに務めている。『放送ウーマン』には登
場していないが，「均等法」世代であるフリーの
小谷真生子氏はテレビ東京系列の経済ニュース

『ワールド・ビジネス・サテライト』のメインキャ
スターを10年以上務めている。番組を見ている
限り，かつて2人キャスター制でサブ的役割し
か与えられなかった女性の姿を想像することは
できない。

報道番組では，芸術祭賞を受賞した『日本
海軍　400時間の証言』（2009年）のディレク

ターはNHKの右田千代氏である。芸術祭賞優
秀賞を受賞した『証言記録　マニラ市街戦～死
者12万　焦土への１か月』（2007年）は，制作
会社バサラのディレクター・金本麻理子氏であ
る。

ドラマでは，『風のガーデン』（2008年）はフ
ジテレビの宮本理江子氏が演出している。『風
のガーデン』は放送文化基金賞本賞などを受賞
している。『拝啓，父上様』（2007年）も宮本氏
の演出である。

脚本家では，近年女性の活躍が目立ってい
る。コミカルに派遣女性の活躍を描いた『ハケ
ンの品格』は中園ミホ氏の脚本である。
「放送ウーマン」には登場していないが，2011

年のNHK大河ドラマ『江～姫たちの戦国～』
は均等法世代の田渕久美子氏の原作・脚本で
ある。テレビ朝日の人気シリーズドラマ『警視
庁捜査一課9係』や『京都地検の女』は，複数
の脚本家が分担しているが，近年女性の脚本
家が活躍している。

中園氏は「脚本家という職種だけは女性が
優遇されています。プロデューサーは男性が多
く，ドラマを見る人は女性が多い。女だってい
うことだけで脚本家は得していると思う」8）と話
しているが，女性ならではの表現や人物の描き
方が視聴者にうけているのではないだろうか。

脚本家は実力の世界だが，編集やタイムキー
パーなどフリーで働いている，より若い世代の
女性が，出産や育児を心配せずに働ける制度
的なものは考えられないだろうか。

テレビのCMは，「私つくる人，ボク食べる人」
のように性別役割分担を強調する内容が多かっ
たが，近年変化してきている。最近は，洗濯物
を干している男性のCMもあり，男性が調理し
ているCMも珍しくなくなった。
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背景には社会的な変化もあるが，「均等法」
世代の女性がしかるべきポストについているこ
とも影響しているに違いない。

日本テレビ・営業局CM部長の田代早苗氏は
2010年2月に行われたフジテレビ・ローカル営
業部長の若生伸子氏との対談で，「営業という
職場は，女性の進出が遅かったところです。実
数からしてもそうですし，男性体育会系の世界
です。それは，なかなか変わりません。日本テ
レビでいうと，現在営業局には，関西と名古屋
の支局も含めて一〇二人の社員がいます。その
中で，女性は二三人です。均等法以降にママに
なったのは，私が最初だったんですが，六人に
なりました」と話している9）。

フジテレビの若生伸子ローカル営業部長によ
れば，フジテレビの営業職員も102人で，その
うち女性の職員は5分の1程度だという10）。

職場の20％程度を女性が占めれば，女性
の視点からの発言も可能となるだろう。スポン
サー企業も性別役割分担を強調する内容でク
レームがつけば逆効果となるだけに，CM制作
者も意識しているという。

1997年に労基法が改正されて，すべての職
場で深夜勤務や休日出勤規制が緩和されると
女性の職域拡大が一気に進んだ。

報道カメラマン，スタジオでの制作カメラマ
ン，オーディオドラマのミクサー，美術デザイ
ナー，タイムキーパー，番組やドラマの編集，
CM制作，キャスティング・プロデューサーなど，
プロダクション社員やフリーランスを含めると，
テレビ制作の現場で女性がいないパートはない
といっても過言ではない。

さらに関連事業の拡大で，コンテンツ事業や
ライセンス事業など新たな職場へも女性が進出
している。

放送界で働く女性は，仕事に生き甲斐と誇り
を持っているという。『放送ウーマン』は，若い
女性の放送人の仕事に関するコメントを掲載し
ているが，編集者は「この作業を通して浮かび
上がったことは，技術革新にあわせて新しい仕
事，職業分野が次々に生まれ，仕事上の立場も，
正社員に限らずフリーランスや契約者などさま
ざまだが，それぞれが仕事に愛と誇りと情熱を
持っていることで共通している」と記している11）。

（2）少ない経営陣への参加
「均等法」世代や，情熱を持って仕事に取り

組んでいる人たちが，将来放送局の経営を担う
ようになることが期待されているが，経験年数
の長い人が少ないこともあって，いまは経営中
枢を担う女性はほとんどいない。在京民放キー
局5社では，2011年6月末現在女性の取締役
はゼロである12）。

民放 局で女性が取 締役に就任したのは
1988年，山口放送の磯野恭子氏が最初であ
る。NHKでは番組制作局出身の伊東律子氏
が2001年に女性として初めて理事（役員）に
就任した。アナウンサー出身の永井多恵子氏
が2005年から2008年まで副会長を務めた。
しかし，2011年6月現在 NHKに女性の役員は
いない。

2005年に在京キー局で女性初の取締役に就
任したテレビ朝日の堀越むつ子氏は『放送ウー
マン』のなかで，「女性が仕事を続ける環境は
整ってきました。でも，一般的には出産で女性
の七割は会社を辞めているという現実がありま
す。そんな中で今，テレ朝はベビーラッシュで
す。産休，育休を経て職場復帰するワーキング
マザーが続々誕生しています。将来どうなるか
分からないという不安もあり，女性の経済的自
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立は必要ですよね。共働きで収入を確保するこ
とで，安心して子どもも育てられると思います。
女性の数が増えていけば必然的に要職に就く
女性も増えていくでしょう。世の中が変わって
いるんですから，働き方も変わらなくてはね。
そのスピードがどうかなとは思います。女性の
就業期間が長くなったとはいっても，まだライ
ンの中位から上に到達できる継続年数が少な
いですね」と話している。また，女性が経営陣
に参加できるかどうかについて，女性数が少な
い現状では「トップの考え方が一番大きいと思
います。男性とか女性ということではなく，人
材をどのようにして生かしていくかという基本戦
略があるかないかなのではないでしょうか。そ
の中で，若手を登用しよう，女性を活用しよう
とかね。ポストを任せてみて，ダメなら変えれ
ばいい。そういうことを戦略的にやっているか，
いや，やれるかだと思います」と話している13）。

テレビ朝日で，ワーキングマザーが続々誕生
している背景には，女性の役員の存在が大きい
ことが容易に想像できる。

勤続年数の長い男性を飛び越して女性を昇
進させるのが，事業経営にとって社内モラルな
どマイナス面があるとすれば，当面は社外取締
役制度を活用して，女性の取締役就任が検討
されてもいいのではないか。やや性格は異なる
が，国会の同意をえて内閣総理大臣が任命す
るNHK経営委員は，2011年7月現在，委員
12名のうち5名が女性である。

（3）日本テレビの「ママモコモ」
NHKで男性の育児をテーマとする10分番組

『パパサウルス』が2007年から2010年にかけて
放送され話題となったが，2010年12月に日本
テレビのホームページに「ママモコモ」というサ

イトが立ち上げられた。
（URL　http://www.ntv.co.jp/mamamo/）
日本テレビと日本テレビグループの有志が始

めたもので，「ママモコモ」はママも子どもも
ハッピーであるように願ってつけられたという。
ファミリーの豊かでハッピーな毎日に役立つよう
に，その内容は，子育て真っ最中の母親や父
親の子育て日記や，番組情報，ファミリー商品
を作っている各企業のママへの取材報告，な
どである。

インターネット時代とはいえ，放送局の公式
ホームページに，女性の放送人の子育て日記が
掲載されるのは，かつての「男は仕事，女は家
庭」世代から見れば，仰天する出来事である。
この例だけでも，放送界における女性の立場
が変わってきたといえるのではないか。

こうした発信ができるのは，経営的な合意が
あってこそだが，その合意を可能ならしめたの
は，もちろん営業的な側面はあるにしても，「均
等法」世代が苦労して道を拓き，影響力を持ち
うるポストにまで到達したからであろう。

ミレニアムを越えての変化の一つである。
2011年7月発信のなかから２つを紹介する14）。

育ってきました !!
ひろ P（情報エンターテインメント局）

こんにちは。
ひろ P です。　
数日，少し過ごしやすく，
でも，また暑いですね。
先週は，まず，2 歳児が久々に発熱。
診断の結果，ヘルパンギーナでした。
結構，園でもはやっているみたいです。
その後，ようやく登園できそう。。。になった
矢先，
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今度は，
4 歳のおねえちゃんが，発熱。
40 度を超える高熱で，
でも，鼻やのどには所見なし。
2 日間で下がり始めました。
大変な一週間。
結局，けさ，久しぶりに二人揃って登園しま
した。
そんななか，
熱でお休みしている子どもの癒し…？になっ
たのが
一生懸命育てている
野菜のプランター。
夕方，涼しくなったときに，
熱がそれほど高くないとき，
お水をやっていました。
葉っぱにジョウロが触らないように。
いっぱいあげすぎないように。
あしたも元気で大きくなってねー。
いっぱい飲んでねー。
というのが
呪文のような？お水やりの際の決まり文句。
実ってくれるといいです。

朝シャワーのススメ
ゆうこ（編成局）

毎日暑いですね～。
節電のため，日本テレビの空調の設定温度は
28 度。
みんな団扇や扇子を扇ぎながら働いています

（笑）。
でも子供はもっと大変！
毎夜，暑さに汗をダラダラかきながら寝てい
るので，
首や胸に汗疹がいっぱい出来てしまいました。

子供と汗疹…。
夏になると，必ずお母さん達がぶち当たる問
題ですね。
特に娘は肌が弱いので，悪化すると大変なこ
とに。
というわけで暑くなると毎朝シャワーを浴びさ
せます。
それだけでも10 分はかかってしまうので
ただでさえ忙しい朝に，かなりの負担…，と
思いきや，
これが今年は意外な効果が！
いつもダラダラして朝の準備に物凄く時間が
かかる娘ですが，
シャワーを浴びるとすっきりして頭も冴えるのか，
シャワー後の動きが機敏に！（笑）
お腹もすくみたいで，朝食もパクパク食べるよ
うになりました。
急がば回れ。でしょうか？
暑い朝には是非お試しくださいませ！

働く母親にとって育児は大変な負担となる。
社会的支援制度が不十分なのも一因である。

子どもが保育園で発熱したとき，保護者が
園まで迎えに行かなければならないところが多
い。同居家族がいれば別だが，そうでなけれ
ば，仕事をやりくりして途中で帰宅せざるをえ
ない。放送現場では，仕事を中断することは
きわめて困難である。周囲の理解がなければ，
子どもを迎えに行くこともできない。
「ママモコモ」に発信している女性も，そうし

た苦労をしているはずである。発信からは，そ
の苦労を乗り越えている女性たちの姿を見るこ
とができる。仕事仲間の理解が多少ともえられ
るようになり，時代が変わって働きやすくなっ
て，出産や育児をマイナスではなく，プラスにし
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ようという女性たちの姿勢を垣間見ることがで
きる。

職場の理解はまだまだ不十分だという女性の
声もある。確かに，男性の放送人のなかには，
女性は恵まれていると不満を漏らす人が少なく
ない。「ママモコモ」は一つの例に過ぎないが，
女性の側が，こうした発信を可能にする地道な
努力をしなければ，男性中心社会の変革の歩
みを速めることは難しい。

 ３. 放送界が抱える課題

（1）ワーク・ライフ・バランスへの配慮
ここまで女性の放送人の活躍と職場での変

化の兆しについて記述してきたが，一方で，長
時間労働など放送現場の過酷な労働実態が
依然として継続していることを重ねて指摘して
おかなければならない。仕事が優先されて一
週間程度の連続休暇も取りにくいのが現実で，
ワーク・ライフ・バランスが取れていると感じて
いる女性の放送人は半数もいないと推測され
る。とくに若い人ほど仕事偏重の生活を強いら
れている。

NHKでも民放局でも合理化が進んでいるた
め，職場の要員は不足がちである。このため，
育児や介護休業を取る場合には，職場の人た
ちに過重な負担を強いることになる。これでは，
制度はあっても，取得には消極的にならざるを
えない。職場に多くの女性がいて応援すれば
別だが，要員が減ることを避けたい男性の上司
に理解があるとは限らない。つれあいの男性に
も理解があるとは限らない。若い男性のなかに
も公の場では口にはしないが長期休業に不満
を持つ人もいる。自分に負荷がかかるからであ
る。これでは，出産や育児を機に退職しようと

思う女性は少なくないだろう。
遠距離転勤の問題もある。働く女性の育児

には，つれあいや家族の支援が必要だが，家
族の支援を受けられない地域への転勤があれ
ば，男女どちらかが退職に追い込まれるだろう。
賃金体系が男性を基準にしているいまの社会で
は女性が退職に追い込まれるケースが多くなる
のは容易に想像できる。

転勤先が子どもをすぐに保育園に預けられる
地域ならまだしもだが，待機児童が多い地域な
ら年度途中の入園はきわめて困難である。そも
そも転勤制度は，「男は仕事，女は家庭」とい
う性別役割分担時代には当然だったかもしれ
ないが，男女がともに仕事を持ち，ともに育児
をする時代にあっては，制度そのものを否定は
しえないが，一定の配慮がされなければならな
い制度である。

仕事にやりがいを感じている女性は少なくな
い。育児や介護で負担が大きいのは時限的で
ある。一時的な短時間勤務制度の導入など，
育児や介護の条件に合わせた働き方を選択で
きるような制度を望む声が現場にある。

（2）「市場」とジェンダー表現
ミレニアムを越えて11年，放送界はまだ男性

中心社会には違いないが，女性の放送人の活
躍を見ると，女性の働く環境は「均等法」世代
の頑張りなどによって格段に改善されたといえ
るだろう。しかし，男女平等行政に対してバッ
クラッシュが起こるなど，社会全体のジェン
ダー・バイアスはなかなか解消されない。

放送界での女性の参画を進めるためには，
女性の採用を増やすこと，出産，育児に関する
制度などを充実させて働き続けることを容易に
することが必要だが，世界でもっとも男女共同
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参画の進んだ国の一つであるノルウェーのよう
に企業の取締役の男女構成比を男女それぞれ
40％以上とするような法制度を可能とするため
には，世論の共感が必要である。

東京大学大学院教授（マスメディア研究）の
林香里氏は『〈オンナ・コドモ〉のジャーナリズム』
のなかで，次のように指摘している。
「古典的なジェンダー・バイアスを再生産する

従来のジャーナリズムのあり方に異議申し立て
をしようとする際，もっとも粘り強く説得に当た
らなくてはならない交渉相手は，社内で男性中
心主義に凝り固まっているアタマの硬い男性管
理職たちというよりは，むしろ一般大衆の動向
に永続的に左右される『市場』のほうであるか
もしれない。（中略）いかに市場に売り込める
情報を製造するかという点を企業は意識せざる
を得ない」15）

林氏は「市場」が「過去百年もの間，女性を
商品としてぞんざいに扱ってきた張本人であり，
フェミニストたちを悩ませ，彼女たちの手に余
る相手として存在してきた」と指摘する。

ジェンダー・バイアスの再生産をメディアに求
める「市場」が，女性の参画拡大にとって，い
まひとつの壁なのである。「市場」を世論によっ
て転換する必要があるのだが，放送界も現状
ではこの「市場」を無視できない。

その具体例として「テレビ面・ラジオ面にみ
るジェンダー表現」調査を取り上げる。
「女性と新聞メディア研究会」は1985年から

ほぼ5年に1回，「新聞紙面にあらわれたジェ
ンダー」調査を実施している。最新の調査は
2006年に実施され，この回には「テレビ面・ラ
ジオ面にみるジェンダー表現」調査が付加され
た 16）。

調査は2006年10月1日から15日までの，朝

日，毎日，読売の朝夕刊について行われたもの
だが，テレビ・ラジオ面の職業語の上に「女性」

「女」「女子」や「男性」「男」「男子」を付ける性
別冠詞は305件，うち女性冠詞は295件96.7％
を占めている。男性冠詞は10件3.3％に過ぎな
い。新聞本紙の女性冠詞は67.7％，男性冠詞
が32.3％であるのに比べると，「極端に女性冠
詞に偏っており，この面がいかにジェンダー・バ
イアスのかかった表現をしているかの一端が垣
間みえる」とフェリス女学院大学教授の諸橋泰
樹氏は指摘している。

ちなみに，冠に“女性”がつく表現は，「女
性刑事」「女性記者」「女性タレント」などであ
り，“女子”のつく表現は「女子アナ」「女子高
生」，“女”が冠につくのは，「女優」「女児」「女
医」などである。刑事，記者，医者などが男性
の場合は，特別の事情がない限り，男性刑事，
男性記者，男医などとは表現しない。女性を“売
り”にしていることがわかる。

さらに，「看護婦」や「カメラマン」のように
職業語のなかに性別が含みこまれたことば130
件のうち，女性の性を含んだ職業語は81件で
62.3％，男性の性を含んだ職業語は49件で
37.7％であった。新聞本紙では297件中，女性
の性を含んだ職業語は50.2％，男性のそれは
49.8％と半々であった。諸橋氏は「職業語に関
しても，やはりテレビ・ラジオ面においては，ジェ
ンダーの非対称性がみられるというべきだろう」
と指摘する。テレビ・ラジオ面で見る限り，女
性を男性とは異なる存在とする方が“売り”にな
るのである。　　　

諸橋氏は「全般的に，女性は容姿など外見
に特化され，次いで性的存在や妻役割，嫁役
割，姑などにステレオタイプ化される傾向がみ
られる。一方男性は，心理，行動等に関して
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言及されることが最も多いが，容姿等に関する
言及も少なくない。また男性は性的な行為主体
として表現されているのに対し，女性は，性的
な対象として表現されることが多い」と分析して
いる。

新聞のテレビ・ラジオ面はもっとも読まれてい
るページだが，「新聞倫理綱領で『人権の尊重』
や『品格』を掲げる新聞は，傘下であるテレビ・
ラジオのジェンダー表現，さらには人を消費し
蕩尽する番組表現の現状を，黙認したままでよ
いのか」と諸橋氏は問いかけている17）。

新聞のテレビ・ラジオ面の原稿は，番組内容
を承知している放送局が書く。作成には多くの
人がかかわっていて，女性の比率は不明だが，
たとえ女性が多くを担当しているとしても，諸
橋氏が批判したような表現がなくなるだろうか。
『男女共同参画白書』でも指摘されているよう

に，女性の人権を守るための要請が強まってい
るなかで，男女を問わず，出稿する側にその認
識がないとは思えない。ただ，あったとしても
改善するのは簡単ではないのである。

視聴率競争のもとで，番組宣伝は一人でも多
くの人に視聴してもらうために行われる。その
ために話題をつくって，新聞や週刊誌などに取
り上げてもらう。テレビ・ラジオ面でも，視聴
者に興味を持たせる表現にならざるをえない。

つまり，「市場」の現状に迎合せざるをえない
のである。受け手である視聴者・読者が受け
入れ，視聴率アップにつながるとなれば，担当
者はやむをえないと割り切らなければならない。

かつて女性を“売り”にすることに疑問を感じ
ても実際に売り上げ部数が伸びれば，批判で
きない雰囲気が一部の週刊誌の社内にあった
のと同じような状況が，テレビ・ラジオ面にいま
も存在していると考えられる。

ジェンダー・バイアスの再生産をメディアに求
める「市場」，林氏が指摘するように「手に余る」
この「市場」を転換し，女性の参画に共感する
世論にどうつなげていくかを放送界は考える必
要があるだろう。

（3）メディア・リテラシーの普及
ノルウェーでも，男女共同参画が飛躍的に進

んだのは最近のことである。1960年代から70
年代にかけて，社会保障制度が充実し，女性
の社会進出が容易になって以降のことである。

ノルウェーで，政党が初めてクォータ制を取
り入れたのは1974年のことであり，企業の取
締役に女性の参画を推進しようと会社法を改正
し，国有企業の取締役会の男女構成比を男女
それぞれ 40％以上にすることを義務付けたの
は2004年，06年には民間上場企業にも義務
付けた。5年前のことである。

こうした取り組みの結果，ノルウェーでは女
性の参画が大きく前進したのだが，日本でもポ
ジティブ・アクションの設定など制度面から女
性の参画を進めるためには，既に記したように

「市場」の転換が必要である。
テレビ・ラジオ面のジェンダー表現を受け入れ

ている「市場」を，どう変えていくのかが課題
となるが，一つの方策として，視聴者のメディア・
リテラシーの向上に期待してはどうだろうか。

ジェンダー分野に限定しても，マスメディアが
描く女性像はジェンダー・バイアスの視点から見
てどうか，バックラッシュがどのような背景から
出てきたのか，メディアにおける性差別表現の
歴史と現在など視聴者にテーマとして取り上げ，
読み解いてもらいたい事例には事欠かない。

メディア・リテラシーに関しては，各放送局
で取り組んでいるが濃淡がある。もっとも積極
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的な放送局の一つに関西テレビがある。関西テ
レビは科学番組『発掘！あるある大事典Ⅱ』で
2007年に起きたねつ造問題で厳しい批判を受
けた後，視聴者の信頼回復の取り組みの一つ
として，メディア・リテラシー活動を積極的に
進めている。「心でつながるプロジェクトチーム」
を作り，予算を付けるなどしている。機材を持っ
て学校に出かけ，模擬スタジオを作り中継の
仕組みなどを体験してもらう出前授業も行って
いる。2010年から始めた視聴者参加のイベント

「オープンスクール＠カンテーレ」は多くの視聴
者が参加し好評である。メディア・リテラシー
番組『テレビのミカタ』（月1回の30分番組）も
放送している。

民放連は2012年度からメディア・リテラシー
活動助成制度をスタートさせ，出前授業やソー
シャルネットワークと放送のクロスメディア的展
開，視聴者とのワークショップ開催などの事業
に資金援助をすることにしている。助成金は1
事業50 ～ 100万円，数件が対象となる。

より規模を拡大するために，放送界全体とし
て，メディア・リテラシー普及のための組織の
設立，予算措置などが検討されてもよいのでは
ないか。

参考となるのは，「放送倫理・番組向上機構」
（BPO）である。BPOは，NHKと民放局が運
営経費を負担している。番組による人権侵害や
放送倫理違反を指摘されたときに，第三者の立
場から調査・審理し，放送局に非がある場合
は改善勧告をするなどしている。BPOが設立さ
れて以降，各放送局は放送倫理の順守を現場
に強く求めるようになっている。

女性とメディアの研究者の村松泰子氏は，
「女性とメディアのいい関係をめざして」のなか
で，次のように指摘している。

「女性が社会的な力をもつには，さまざまな
メディアを駆使し，自分たちに必要な多様な情
報を吟味しつつ入手したり，相互にコミュニケー
ションするなどして，自分たちのものの見方を
鍛えながら社会に向けて発信すること，発信す
るための表現力をもつことが必要です。マスメ
ディアについても，その情報を主体的に読み解
き，女性の立場からの視点が欠けていないか
を点検するだけでなく，いまや自分たちのメディ
アを通じて情報提供したり意見を伝えたりする
ことで，積極的にその偏りをただしていくこと
が，求められています」18）

1999年の指摘だが，その必要性はいまも変
わっていない。放送界がこうした指摘にどう対
応していくかが問われている。

 おわりに

産業社会のグローバル化で，人件費の安い
海外への工場移転が進み，日本でも製造業の
空洞化がいわれて久しいが，ジェンダー問題に
詳しいジャーナリスト竹信三恵子氏は「それまで

『男は仕事，女は家庭』だった欧米社会は，女
性の活用によって，そんな空洞化の危機を乗り
切ろうとした，というのです。製造業が出て行っ
た後に残された産業は，サービス産業です。筋
肉労働が必要な製造業と異なり，サービス産業
は知的能力があれば対応できます。こうした知
的能力を提供する働き手を女性にまで広げたこ
とで，企業は活性化しました」と1970年代後半
からの空洞化危機に対処した欧米社会の女性
活用の経緯を説明している19）。

日本の経済界でも女性を活用する条件は欧
米社会と変わらないはずである。女性の参画に
よる経済の活性化については，日本の経済界
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でも視野に入れ始めている。
さらに近年，家事，育児，介護を積極的に

引き受けている若い男性を多く見聞するように
なった。NHKの「国民生活時間」調査から推
測すると，家事や育児により多くの時間を割き，
性別役割分担意識から解放された青年層が増
えている。

2011年7月にはドイツで開催された女子サッ
カーワールドカップで日本代表チームが優勝し
た。放送受けするイベントでの女性の活躍は，
女性への認識を転換させていくだろう。

一方，メディア・リテラシーが普及し，女性
による社会への情報発信が進んでいけば，女
性ならではのニーズが拡大し，従来の男性の視
点からの番組や番組編成を見直さざるをえない
時代がくることも予想される。

インターネットなど情報伝達手段の多様化で
社会が急速に変化するなかで，放送界における
ジェンダー平等の取り組みも，速度を上げなけ
れば，視聴者から取り残されるのではないだろ
うか。

ミレニアム以降，活躍する女性が目立つといっ
ても，放送界にとってジェンダーは決して過ぎ
去った問題ではない。女性が“売り”になる「市
場」は健在なのである。

日本社会のジェンダー・バイアスは簡単には
解消されないだろうが，女性の参画に関して放
送界がより積極的な役割を果たせば，少しずつ
であっても改善されていくに違いない。

　　　　　　　　　　　（おくだ よしたね）
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