「メディア・リテラシー」教育をめぐる
ヨーロッパの最新動向
〜リテラシーの向上に向けた政策と放送局にみる取り組み〜

メディア研究部（番組研究）小平さち子

＜構成＞

はじめに
メディア環境の変化が続く中，メディアと上
手に関わり，主体的に社会を生きていく力とし
ての“メディア・リテラシー”に対する関心は，
世界各地で高まっている。
ヨーロッパでは，デジタル環境が進展する新
たな時代に向けた「メディア・リテラシー」の向

Ⅰ. 2000 年代ヨーロッパの「メディア・リテラ
シー」をめぐる概況
1.「メディア・リテラシー」への関心の高まり
2.ヨーロッパの「メディア・リテラシー」向上
を目指す EC の政策展開と調査研究
3. イギリスの「メディア・リテラシー」政策動向

Ⅱ . 放送機関にみる「メディア・リテラシー」の
向上に向けた取り組み

上が，社会の発展・充実に不可欠であるとの考

1. 大陸ヨーロッパ公共放送の事例

えから，2000 年代半ば以降，国単位だけでな

2. BBC にみる多様なプロジェクトの展開

く，ＥＵレベルの政策の中でこのテーマが取り
上げられることが増えてきた。そのような背景が
ある中で，メディア関連機関，特に放送機関で
は，
「メディア・リテラシー」をどのように位置づけ，
具体的なプロジェクトを展開しているのだろうか。

Ｉ．2000 年代ヨーロッパの
「メディア・リテラシー」をめぐる概況
1．
「メディア・リテラシー」への関心の高まり

本稿では，まず前段で，ヨーロッパの「メディ

ヨーロッパでは，映画の時代も含めてメディ

ア・リテラシー」をめぐる動向を概観し，後段

ア教育（メディア・リテラシー教育）の歴史は長

では，大陸ヨーロッパの 4 か国（フィンランド，

い。この分 野ではUNESCO が主催する国際

ドイツ，スウェーデン，ベルギー）と，特に目覚

会議や報告書の発刊も活発で，ヨーロッパの

ましい展開をみせているイギリスの公共放送機

研究者や教育実践者たちの交流の重要な機会

関での具体的な取り組みの例を紹介し，今後の

になってきた。1962 年会議の名称 「
, 映画・テ

「メディア・リテラシー」教育の展望と課題につ

レビ教育に関する国際会議」にもみられるとお
り，映画とテレビは長年，主要な対象メディア

いて考察する。
※海外の｢メディア・リテラシー｣ 動向について
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である。1982 年の「グリュンバルト宣言」では，

は，これまでにも本研究所発行の月報や年報

ドイツで開催された国際会議の成果として，メ

で発表してきた（文末の参考文献参照）。

ディア教育の必要性を広く社会に訴え，関連機
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関に対して教育プログラムの開発や教師教育の

ンツ制作に関わることが可能な状況が存在し

充実，国際的な協力促進を呼びかけた。

ている。そこで，新たな環境に相応しい，子ど

1990 年代に入ると，マスメディアにとどまら

もだけでなく大人も対象に含めた「メディア・リ

ず，テレビゲームやインターネット等を含めた新

テラシー」の育成，教育の重要性が注目される

しいメディア環境を強く意識する中で議論が進

ようになっている。さらに，第 3 のポイントとし

み，UNESCO以外の様々な組織も，
“子ども・

て，ヨーロッパでは，技術とメディアの発展を，

若者とメディア”等の国際会議の開催に関わり

ヨーロッパ全体の社会・経済発展に反映させる

始め，ここでも「メディア・リテラシー」は重要

べく，その基礎力として，メディアと上手に関

な話題として注目された。

わることができるヨーロッパ市民の育成を目指
す動きが活発になっている。2000 年，
「リスボ

1990 年代までのヨーロッパ開催の主要会議・刊行物

（2010 年までにヨーロッパを世界で最も競争
ン戦略」

1962： 	U NESCO「映画・テレビ教育に関する国際会議」
1973： 	国際映画テレビジョン協議会「メディア教育」を定義
1977： UNESCO『教育におけるメディア・スタディーズ』刊行
1978： U NESCO『マスメディア教育の一般的カリキュラム
モデル』刊行（フィンランド研究者に委託）
1982：UNESCO 主催国際会議 （ドイツ・グリュンバルト）
→「メディア教育に関するグリュンバルト宣言」採択
1989, 1991：BFI，イギリス初等・中等教育のメディア教育
カリキュラム声明で，
「メディア教育のねらいは，
メディ
アのクリティカルな理解」であることを示す
1990： 	フランスのトゥールーズで「メディア教育の新しい方
向 」 国 際 会 議 の開 催（ 英 BFI, 仏 CLEMI 共 催，
UNESCO 協力）
（1992 「メディア・リテラシー運動全米指導者会議」
→対 象メディアの広がりを示した「メディア・リテラ
シー」の定義 1））
1998： 	ロンドン「テレビと子ども」世界サミット（1995 年メ
ルボルン開催に続く第２回サミット）
1999： 	ウィーン会議「メディアとデジタル時代のための教育」
（UNESCO の協力開催）

力ある知識立脚型の経済にすることを目指した EUの

2000 年以降は，年表（p42）に続く

経済社会政策）
が打ち出されたのを契機に，ヨー

ロッパレベルでの「メディア・リテラシー」をめ
ぐる動きも，新たな局面をみせ始めた。

2. ヨーロッパの「メディア・リテラシー」
向上を目指す EC の政策展開と調査研究
（1）ヨーロッパにとっての「メディア・リテラシー」
2000 年代前半は，年表（p42）にも示したとお
り，イギリスでは，放送通信法の改正をめぐる
議論のプロセスで，
「メディア・リテラシー」に
関する政策が始動していた（後述 p46）。こうした
状況も視野に入れつつ，2000 年代半ばにイギ
リスやスウェーデンで開催された国際会議を契
機に，この分野で経験を重ねてきた研究者やメ

近年の「メディア・リテラシー」に対する関

ディア教育の実務家たちの間で，長期的な見通

心の高まりの背景には，次のような要因が存在

しのもとで，ヨーロッパレベルの「メディア・リ

している。第 1に，新たなメディアが次々登場

テラシー」の取り組みを進めるためのネットワー

して，メディア環境が変化し続ける中で，私た

クづくりの模索が始まっていた。特定機関に拘

ちの生活に大きな影響を及ぼすことも顕著にな

束されない自由な意思表明としての「メディア・

り，様々な可能性と課題に対する関心が途絶え

リテラシー 欧 州 憲 章（European Charter for

ることがない点を挙げることができる。第 2 に，

Media Literacy）」作成の動きなどに展開をみせ

子どもも大人も，知らず知らずのうちにメディア

「グリュンバルト宣言」から25 年
た 2）。また，

を通じて様々な形で情報を発信したり，コンテ

となる2007 年 6月，パリ開催の UNESCO 会
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年表

ヨーロッパにおける「メディア・リテラシー」の取り組みをめぐる主な動向 （2000 年以降）
イギリスの動向

ヨーロッパ全般の動向
2000. 3

欧州理事会で EU 経済社会政策「リスボン戦略」が打ち出さ 2000. 4
れる→世界的競争力には，デジタル化と情報基盤型経済が
不可欠との認識
2000.10

BBC，成人向けインターネットリテラシー・オンラインコース
Becoming WebWise 開始

で開催 （EC のサポートあり）

リテラシー育成の意識

BFI 中 心 に 開 発され た 中 等 教 育 教 師 向 け ガイド ブック

“Moving Images in the Classroom”発行
2001年以降「国境を越えたテレビ指令 ｣ の改正議論開始
, 放送通信白書」
（A new future for communications）
2000.12 政府 「
2002. 2 UNESCO「若者のメディア教育」会議開催（セビリア）
発表→ 放送通信法，Ofcom について触れる
「情報社会」と「視聴覚メディア」を合体させた政策パッケー
2004
ジ「i2010」により，①欧州情報空間，②研究，③公共サー 2001    DCMS「メディア・リテラシーに関する基本方針」の発表
ビスと生活の質の向上が政策目標とされる
2002. 2 BBC，デジタルチャンネルで子ども向け 2 サービス（CBBC
と CBeebies）開始→子ども向けのデジタル展開，ネット活用，
2004. 5 BFI 主催のヨーロッパ・メディア教育国際会議 , ベルファスト

2002 秋 BBC,「21 世紀の教室」学校向け教育イベントサービスとして開始
2002.11 Media Smart（広告業界や商業テレビ等の資金提供による小学生

2004. 9

スウェーデン，カールスタッドでメディア教育会議
→「メディア・リテラシー欧州憲章」の発想

2005. 9

EU 議 長国イギリスのリバプールで，視 聴覚メディアに関
する 会 議 開 催「 文 化 と 商 品 の 間（Between Culture and 2003. 7
Commerce）」

向けメディア・リテラシー・プロジェクト開始→大陸諸国へも普及

EU 議長国ドイツのライプチヒ開催のセミナーでも「メディア・ 2005. 4
リテラシー」のセッション

BBC, BFI, C4, 公開大学（OU），クリエイティブ・アーカイブ
免許グループ設立

2005
2006. 3
2006.12
2006.12
2006.12
2007. 5
2007. 6

BBC，3 週間にわたって WebWise キャンペーン実施
BBC，ウェブ上にチャットガイドを発表
EU 独立行政機関として「教育・視聴覚・文化エージェンシー」 2003. 7 「2003 年放送通信法」成立 → Ofcom 設立へ（12 月業務開始）
（EACEA）設立（ブリュッセル，MEDIA2007 運営も担当）
2003. 9 BFI，初 等 教 育 教 員向けメディア教 育ガイドブック“Look
EC メディア・リテラシー専門家会議開始（2010 年 3 月までに
Again!”発行
10 回開催）
2004. 1 メディア・リテラシー 会 議 開 催（UK Film Council，BFI，
欧州議会と閣僚理事会「視聴覚・情報サービスにおける未成
C4，BBC 共催）DCMS 大臣スピーチ
年者保護と人間の尊厳と反論権」に関する勧告
2004. 3 BBC オンラインに，「1 分映画（One-Minute Movie）」サー
欧州議会と理事会「生涯学習に向けたキーコンペテンシー」
ビス登場→オンライン上で動画制作と発表の機会を提供
に関する勧告
2004. 5 BFI 主催，ヨーロッパ・メディア教育国際会議（ベルファスト）
MEDIA2007 採択（2007 ～ 2013 年）。欧州視聴覚メディア
への支援措置として，欧州文化の競争力強化と文化的多様性 2004. 6 BBC, 将来ビジョン『公共的価値の構築』発表
の保護を強調。メディア・リテラシーの重要性も含む。
2005. 3 Ofcom「メディア・リテラシー・ブリテン」の発行開始（～ 2011.3）
UNESCO,UNESCO フランス共同開催の国際会議（グリュン 2006. 3
バルト宣言から 25 年記念）→メディア教育促進に向けた 12
の勧告，Paris Agenda

2007.12 「国境を越えた視聴覚メディアサービス指令（AVMS Directive）」 2006. 4
欧州議会と文化担当閣僚理事会が採択→メディア・リテラシー
のレベル報告を義務付け

2007.12

2008.12
2009
2009. 8
2009.10
2009.10
2010. 3
2010. 5

2010.11
2011.11

メディア・リテラシーに関する欧州委員会の報告書 ｢ デジタル 2006. 9
環境下におけるメディア・リテラシーへの欧州的アプローチ」
採択【EU レベルでメディア・リテラシーについて初めて採択 2007. 1
された政策ドキュメント】→加盟国や関連機関との協力によ
る適切な評価基準の設定へ
2007 秋

BBC，
「創造的な未来」と題する事業計画発表：あらゆるメディ
アを活用した視聴者への公共サービス，コンテンツの企画，制
作，パッケージ化，配信まですべての方法を見直す方針を表明
BBC News School Report プロジェクト開始
BBC 特許状と協定書発効：6 つの BBC の公共的目的明示，
BBC トラスト発足
7 ～ 14 歳 向 け 映 像 制 作 プ ロジェクト CBBC me and my
movie 開始

欧州議会「デジタル世界におけるメディア・リテラシーに関す
る決議」→メディア・リテラシーに関する詳細説明
2007.10
UNESCO で，Information Literacy（情報社会部担当）と 2007.12
Media Literacy（コミュニケーション開発部担当）の相互交流
2007.12
進む→統合概念“Information and Media Literacy”が登場

BBC，パソコンでテレビ番組オンデマンド視聴できる「iPlayer」を開始

メディア・リテラシーに関する EC（欧州委員会）勧告の採択
2008. 5
→加盟国とメディア産業に向けて役割を果たすべきことを強調

Ofcom 主催 , メディア・リテラシー会議（ロンドン）

2008. 9
EAVI コンソーシアム，EC 委託研究「メディア・リテラシー・
2009. 6
レベルの評価基準に関する研究 ｣ 報告書発表
第 2 回ヨーロッパ・メディア・リテラシー会議，イタリアのベ
2009.12
ラリアで開催

BBC「創造的未来の達成」と題する６か年計画を発表
BBC トラスト，BBC の公共的目的 6 項目について，目的別任
務（purpose remit）を発表
CBBC「インタラクティブ体験」全国ツアー
英政府『デジタル完全移行後のイギリス（Digital Britain）』
と題する白書発表
BBC アカデミー開校（BBC 内外対象の研修・訓練組織）

「メディア・リテラシー」に関する視聴者調査実施
欧州委員会，今後 10 年の欧州経済戦略「Europe2020」を 2010. 1 BBCトラスト，
発表
2010. 4 「2010 年デジタル経済法」成立
欧州委員会，デジタル・アジェンダ（A Digital Agenda for 2010. 5 政権交代：イギリス戦後初の連立内閣，13 年ぶりの保守党政
Europe）の行動計画を記した報告書：7 つの優先課題に「市
権復帰→メディア・リテラシー関連施策の展開には不利な状況
民のデジタル・リテラシー・スキル，社会的包摂の促進 ｣ が
新政府，BBC の受信許可料額の 2016 年まで据え置きを決定
2010.10
含まれる
EC とベルギー教育省「メディアと学習・ブリュッセル会議」を 2010.10 BBC, 外部機関と連携でメディア・リテラシー・キャンペーン
First Click 開始
開催→ EC のメディア・リテラシー政策動向に関する発表あり
第 2 回メディアと学習・ブリュッセル会議

注：各種関連機関発表資料をもとに作成
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イギリス政府，BBC の将来に関する放送白書『すべての人々
に公共サービスを：デジタル時代の BBC』を発表→これをも
とに BBC 特許状と協定書
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2010.11

メディア教育協会 MEA とロンドン大学共催のメディア・リテラ
シー会議開催（ロンドン）（Ofcom とのパートナーシップあり）

2011

BBC の教育部門（BBC Learning）他，BBC の新拠点 MediaCityUK
に移転→視聴者，市民との密接な関係の構築を目指す

議では，メディア教育の促進に向けた 12 の勧

「メディア・リテラシーとは，メディアにアクセスする

告が発 表され，そこでは UNESCOと欧州委

能力，メディア及びメディアコンテンツの異なる側面を

員会等との協力関係の重要性にも触れられて
いた。

理解して，クリティカルに評価でき，様々な文脈にお
いてコミュニケーションができる能力である。テレビや
映画，ラジオや音楽，印刷メディア，インターネットや

こうした状況の中，ヨーロッパの視聴覚政策

その他のデジタル通信技術等，あらゆるメディアが対

は，メディア環境の変容への対応を必要として

象となる。また，メディア・リテラシーは，若者世代

いた。1989 年の「国境を越えたテレビ指令」の

だけでなく，成人も高齢者も，親，教師，メディアの

改正議論が進み，ヨーロッパにおけるメディア
の発展に呼応した新しいルールを確立するもの

専門家もすべての人にとっての基本的な能力である。
メディア・リテラシーが目標としているのは，日常
生活の中で目にする様々なメディアのメッセージに対

として2007年11月には，
「 国 境を 越えた視 聴

する我々の意識を高めることである。メディア・リテラ

覚メディアサービス指 令（Audiovisual Media

シーは，メディアがいかに自分たちの物の見方や信念

Services without frontiers Directive）」案 が 欧
州議会で承認された（12月採択）
。この指令で
は，EU 加盟国のメディア・リテラシーのレベル
の評価を実施するよう，欧州委員会（EC）に報
3）

告義務を課している 。

にフィルターをかけているか，大衆文化を形成してい
るか，個人の選択に影響を与えているかに対する市民
の認識を高めるのに役立つはずである。また，市民
にクリティカルな思考と，クリエイティブな問題解決ス
キルを与え，市民が情報の賢明な利用者かつ発信者
になることに寄与するだろう。メディア教育は，世界
のすべての国の市民一人一人に対する，表現の自由と

（2）EC メディア・リテラシー政策の始まり
欧州議会の要請を受けた EC では，2000 年

情報獲得の権利という基本的権利の一部をなすもの
で，民主主義の構築と維持の手段となるものだ。
」

代後半，メディア・リテラシーをめぐる積極的

報告書のまとめには，ヨーロッパのメディア・

な取り組みをみせた。まず 2006 年 3月，多様

リテラシーの向上を目指していくにあたって，

なバックグラウンドを持つ各国の専門家で構成

様々な優れた取り組みやアイデアに関する情報

される「メディア・リテラシー専門家グループ」

交流を継続することの他に，ヨーロッパのメディ

を設置して，議論と調査研究を進めてきた。議

ア・リテラシーのレベルを評価する基準を探る

論のベースとするための最初の調査は，メン

ための専門的な研究を2008 年に開始すること

バー国における「メディア・リテラシー」関連政

が盛り込まれた。

策や具体的な取り組みの現状把握調査で，バ
ルセロナ自治大学が取りまとめを担当した 4）。

（3）EC の「メディア・リテラシー」報告書

（4）メディア・リテラシー・レベルの
評価を目指す EC の研究
ヨーロッパ全体に適応するメディア・リテラ

そして2007年12月には，EC 報 告 書「 デジ

シーのレベル評 価の枠 組みと具体的な指 標

タル環境下におけるメディア・リテラシーへの

を求められたこの研究は，5 機関のコンソー

欧州的アプローチ」
が採択された 。ここでは，

シアムで実施された 6）。リーダーシップをとっ

ヨーロッパがどのように「メディア・リテラシー」

たのは，ヨーロッパの視聴者・市民の利益の

を捉えているかが示されている。

促 進を目的として，2005 年に EC のサポート

5）
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で設 立された非 営 利 機 関のEAVI（European

数値測定，得点化や単純な国別ランク付けを

Association for Viewers Interests）
。 これ に， ス

目的とするものではないことも明確にされた。

ペイン，フィンランド，ベルギーの 3 つの大学と

この研究では，
「メディア・リテラシー」の全

フランスの CLEMI（情報メディアの活用を学校教

体構造を図 1 のように捉えている。
「個人の能力

育に浸透させる目的で 1983 年に教育省が設立した機

に関するリテラシー」と「個人の周辺の環境的

関）
が加わった。

要因に関するリテラシー」の2 つの次元が提示

この研究は，多様な定義に共通する様々な

され，それぞれがさらに，評価の基準となる項

要素を幅広く収集・整理して，それらが互いに，

（クライテリア）
目
に分類されている。
「個人の能力」

また全体の中でどのように作用し合っているか

については，
「技術的な能力としての利用スキル」

を明らかにすることを目標とした。
「メディア・

（インターネット利用スキルがどの程度あるか，バランス

リテラシー」の要素は，メディア接触量のよう

のとれた能動的なメディア利用ができるか等）
と「クリ

に数値化し易いものばかりでなく，むしろ「ク

，そして「コミュニケーション
ティカルな理解力」

リティカルな理解力（思考）」のような本質的な

能力」の3 つが挙げられている。
「環境的な要

要素には，測定が難しいものが多い。安易な

因」には，
「様々なメディアの利用（アクセス）の

図1

メディア・リテラシー評価基準の構造

社会的な能力
COMMUNICATIVE

Abilities
コミュニケーション能力

個人としての能力

参加
社会的関係 コンテンツ
制作・創造

CRITICAL UNDERSTANDING
クリティカルな理解力

パーソナルな能力

メディアとメディア規制 利用者の行動（ウェブ）
メ
に関する知識
メディアコンテンツの理解

USE

利用スキル ( 技術的能力）
バランス良い積極的なメディア利用 上級レベルのインターネット利用
コンピューターおよびインターネットのスキル

MEDIA AVAILAVILITY

環境的な要因

メディア利用の可能性

MEDIA LITERACY CONTEXT
メディア・リテラシーの文脈

携
携帯電話

ラジオ

新聞

メディア教育

メディア･リテラシー政策

ン
インターネッ
ト

テレビ

映画

市民社会

メディア産業

注：欧 州委員会委託研究の報告書 Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels, Final Report（2009 年 10月）
P8 のグラフ“Structure of Media Litearcy Assessment Criteria”を訳出したものである。
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可能性」という側面と「メディア・リテラシーの

る。また，個人のメディア・リテラシー・レベル

（メディア政策やメディア教育，
コンテクスト（文脈）」

と環境要因との間に相関関係があることも明ら

メディア産業，市民社会でのメディア・リテラシー活動

かになっている。

への関わり）
が含まれている。

メディア・リテラシー・レベルの評価が高い

このピラミッド型モデルは，上の方にある項目

国では一般的に，教育全般への投資も大きい

は，下位の項目の存在なしでは成立しないとい

が，中には教育投資の割にメディア・リテラシー

う関係を示している。つまり，①個人の能力の

のレベル評価は低い国もあり，この場合には，

発揮・発展のためには，その促進を目指す組

国としての戦略（メディア教育やメディア政策）に工

織や活動のイニシアチブといった基盤が必要で

夫が必要なことが指摘できるという。また，レ

あり，②個人の能力の中でも，図の最上部に位

ベル評価の高い国の政策は，社会・経済的な

置する，
“メディアを通したコミュニケーション”や

違いを考慮して調整を行うことで，評価の低い

“社会的グループへの参加”
“コンテンツの創造”

国にとっての発展モデルになり得るとの考察も

といった形で示される「コミュニケーション能力」

行われている。

（個人の中にある社会的能力）
は，
「利用スキル」や

「クリティカルな理解力」の上に成立するというも
のである。

（5）今後の EC メディア・リテラシー政策：
学校教育重視の傾向

この図に示された各項目に対しては，さらに

前記の研究報告の提言や，2009 年 8月の「メ

詳細な指標が設定されており，評価のための具

ディア・リテラシーに関するEC 勧告」7）でも触

体的な設問が準備されている。例えば「クリティ

れられているとおり，EC では，今後の重要課

カルな理解力」の指標のひとつである「メディ

題のひとつとして，学校教育におけるメディア・

アとメディアの規制に関する知識」については，

リテラシーの取り組みに注目している。義務教

“様々なメディアで不快なコンテンツを見つけた

育カリキュラムに組み込むことや，教師教育の

際，どの監督機関に知らせるべきかの知識”
“イ

充実についての議論を広めようとしており，新た

ンターネット規制に対する知識”
“著作者・利用

にスタートさせた専門家会議には，学校教育や

者の権利の知識”等の設問が準備される，と

教育政策の専門家が加わっている。

いった具合である。

2010 年11月，EC はベルギー教育省と共催

加盟国を対象に実施された予備調査の評価

で Media & Learning Brussels 会議をスター

分析の結果からは，例えば次のような点が明ら

トさせ，2011年も，前年より多くの参加者を集

かにされている。ヨーロッパのメディア・リテラ

めて，2 回目の会議が開催されている 8）。
“メディ

シーのレベルは，国による開きが大きい。高い

ア・リテラシー育成のための教育”と，
“様々な

評価を得たのは，フィンランド，デンマーク，オ

メディアを教育・学習に活用する，メディアを

ランダ，イギリス，スウェーデン，ベルギー等で，

利用した教育”の両方がテーマとして組み込ま

GDP が高く，EU 加盟が早い国が多い。評価

れており，ヨーロッパにおけるメディア政策と教

の開きに影響している要素としては，メディア

育政策の有機的な関係を議論する場としての意

政策やメディア教育の普及程度が指摘されてい

味合いが大きくなっていくことも予想される。

APRIL 2012

45

3. イギリスの「メディア・リテラシー」政策動向

通信法とOfcomのスタートとタイミングに合

ここで，ヨーロッパ全体の政策にも影響を与

わせて，2004 年1月には，UK Film Council（イ

えてきたといえるイギリスの動向に触れておき

ギリスの映画産業・文化政策振興のため，2000 年に

たい（p42 の年表右欄参照）。この国では，1933

政府が設立した機関）やBFI と並んで BBC, チャ

年に設立された BFI（イギリス映画協会）が，教

ンネル4といった放送機関も共催者となって，メ

育，メディアの各所管官庁や，教育機関，メ

ディア・リテラシー会議が開催された。DCMS

ディア機関との接点を持ちつつ，映画やテレビ

大臣も出席したこの会議は，メディア・リテラ

についての教育の普及に必要な教材開発や研

シーの促進に向けて組織間の協力関係を築く

修，セミナー開催の拠点として重要な役割を

ねらいを持つものであったといえる。

9）

「2003 年通信法」第 11条で，メディア・リテ

果たしてきた 。
そのイギリスでは，2000 年 12月に発表され

ラシーの促進が義務付けられた Ofcomでは，

た政 府の「放送通信白書」で，それまで 5 つ

唯一無二の定義はないとしながらも，
「メディ

あった放送と通信関連の規制監督機関を統合

アを使い，理 解し，メディアを創造したりメ

して単一の独立規制機関 Ofcom（放送通信庁）

ディアを通じてコミュニケーションする能力」と

を設 立することや，その任務のひとつに「メ

いう捉え方を提示した 11）。そのうえで，イギリ

ディア・リテラシーの促進」を含めることが盛

スの子どもおよび成人のメディアの利用や理解

り込まれた。
「2003 年放 送 通信 法」の成立，

に関する実態把握調査を継続的に実施して，

Ofcomの正 式な業 務スタート（2003 年 12 月）ま

その結果を広く公 表して多様な関係者と現状

でにはさらに 3 年の年月を要するが，すでにこ

認識を共有しながら，メディア・リテラシーの

の時期から，新しい時代のメディア・リテラシー

促進に向けた会議やセミナーの開催にも力を

を捉える視点や枠組みをめぐる議論が始まっ

入れた。国内外のイベント情報や成果報告等

ていた。2001年には，文化・メディア・スポー

を紹介するe-ブリテンの発行（2005.3 ～ 2011.3）

ツ省（DCMS）が「メディア・リテラシーに関す

や，このテーマを世界的レベルで理解し，学

る基本方針」を発表し，
「クリティカルな視聴ス

び合いながら具体的政策やイニシアチブを実

10）

キル」の重要性を指摘した 。事実とフィクショ

現していくためのインターネット上のフォーラ

ンを区別する能力や，番組や広告に含まれる

ム , International Media Literacy Research

商業的なメッセージを認識・判断する力，ニュー

Forum（IMLRF）の創設も支援した。

スの扱いをめぐる経済的・社会的背景を認識

一連の Ofcomの取り組みは，広く世界の関

する能力，なぜ自分がそのメディアを利用した

係者に対しても情報提供の重要な役割を果たし

かを合理的に説明できる能力等が，具体的な

てきた。しかし，2010 年に誕生した新政権は

スキルとして挙げられた。新しい電子メディア

「メディア・リテラシー」に対して消極的で，す

環境下でのナビゲーション・スキルの重要性に

でにイギリスでは，進行中のプロジェクトが縮

も注目し，デジタル時代には広く一般の人々が

小・削減される等，メディア教育実 践者や研

制作者・創作者の立場に立つことへの認識も

究者を中心に懸念が強まっている。

示した。
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Ⅱ．放送機関にみる「メディア・リテラシー」
の向上に向けた取り組み
続いて，ヨーロッパの放送機関で行われてい
る「メディア・リテラシー」促進を目指す取り組
みについて，前半では大陸ヨーロッパの国々，
後半ではイギリスの例をみていく。

は，プロジェクトのねらいを次のように説明し
ている。
「メディアが社会に及ぼす影響が年々増大する中，
メディアを読み解き，活用し，制作する力は，これ
まで以上に重要になっている。メディア教育のねらい
は，クリティカルで能動的なメディアとの関係性を促
進し，メディア・コンテンツを分析したり創り出したり
する力を育て，メディアの利用に関する制限や規則に
ついての議論を引き起こし，自分の置かれた環境下

1. 大陸ヨーロッパ公共放送の事例
（1）
フィンランド公共放送のメディア・リテラシー
育成プロジェクト Mediakompassi

でメディアの手法を最大限効果的に活用できるよう
導くことである。」

◆ Mediakompassi のテレビ番組

フィンランドは，メディア・リテラシー教育に

子ど も向 け に は， 学 校 放 送 番 組として，

対する政府の関心も高い国で，2004 年の教育

2005 年以来，学年層別に 3シリーズ（各 5 番組）

カリキュラムでは，初等・中等教育で教科横断

が開発されてきた。いずれもメディアを理解し，

的なテーマとして「メディアスキルとコミュニケー

メディアスキルを伸ばし，自らメディア制作を体

ション」という内容が組み込まれ，社会，国語，

験することを目指している。

芸術，ICT 教育等の教科の一部に位置づけら

大人向けには，ブログやウェブコミュニティー

れている。高等学校で，メディアのプロが授業

等，今日的なメディア現象を取り上げて問題を

を担当する例や，アニメストーリー制作体験を

掘り下げていく成人全般向けシリーズと，子ど

実現させるために各地の小学校を出張訪問する

ものメディア利用を手助けするねらいで，ニュー

専門教師の例も，登場するようになってきた。

ス，広告，ゲーム，年齢制限等の具体的なテー

フィンランド公共放送協会（YLE）
は，NHK

マを取り上げる親向けシリーズの2 種類（各10×

が主催する教育メディアの国際コンクール「日本

15 分）
が開発されている。

賞」の初回（1965 年）でテレビ部門グランプリを

◆ Mediakompassi のウェブサイト

受賞（環境問題を取り上げた中等教育向け学校放送

対象者別に設けられているウェブサイトでは，

番組）して以来，常に時代を先取りしたテーマ

テレビ番組の情報も含めた多様な情報が提供

や斬新な切り口で多様な話題作を登場させてき

されている。放送局ならではの映像がふんだん

た放送機関である。

に盛り込まれ，特に子ども向けサイトには，実

メディア・リテラシー教育に関しては，2000
年代半ばから学校と家庭の両方に向けて「メ

際に体験する双方向ページが多い。
・
「0
 ～ 3 年生（6 ～ 9 歳）向け」の主なテーマ

ディアコンパス（Mediakompassi）」
というプ

は，ストーリーの構成要素の理解（物語，映像，

ロジェクトを開発してきた。テレビ，ウェブサ

音声，相互の関係）
，メディアの理解，双方向ツー

イト，体験型イベントを組み合わせて，子ども

ル（ストーリーボード作成，アニメ制作，編集）。

から大人まで，対象グループを明確にしつつ，

・
「4
 ～ 6 年生（10 ～ 12 歳）向け」では，初め

総合的なサービスとして展開している。YLE

て動画制作がテーマに含まれ，アイデアと台

APRIL 2012

47

本，映像の計画，カメラ，編集等を学んでいく。
映像制作には何が必要か，ディレクターの役
割は何か等を学ぶ機会となる。
・
「7
 年生以上（13 ～ 18 歳）向け」では，背後
にあるメッセージの読み取りやメディアのメッ
セージの価値について学び，メディア・リテラ
シーをどのように身につけていくのかといった
テーマを取り上げている。プロパガンダ，
メディ
ア所有の集中化，パパラッチとプライバシー

フィンランド放送協会のメディア
・
リテラシー育成プロジェクト
「メディアコンパス」の
シンボルデザイン

保護等の話題も含まれている。
・
「一般成人向け」

では，モバイルテレビ，出
会い系サイト，ウェブコミュニティー，メディア

（YLE 提供）

心理学など，今日的なメディアの話題を取り上
げている。
・
「親向け」

では，メディア・リテラシーとは何か，
メディアの情報をどう解釈すべきかについて，

シーの教育を体系的に支援するものとして興味
深い例である。

子どもにどう教えるかという根本的な問いかけ
に始まり，子どもの年齢に合わせたアドバイス
へと導いていく。

（2）ドイツの公共放送
ドイツでは，懸念されるメディアの影 響か

・
「教師向け」

では，学年層別子ども向けサイト

ら子どもを守ること（青少年メディア保護）に対す

に提示されている学習内容を導くための教材

る関心が高い。インターネットについても，世

と教師向けのヒントが紹介されている。

界に先 駆けて， 連 邦と州が 協力して包 括的

◆メディアバス Mediabussi

な法整 備を実 施（1997年）するという対応をみ

テレビやインターネットでの教材提供に加え

せてきた。その一方で，メディア・リテラシー

て，様々な機材と2 名の専門家を乗せたバス

（Medienkompetenz）の向上を推進することの

が全国の学校を巡回してワークショップを展

重要性も認識されており，独立監督機関である

開する「メディアバス（Mediabussi）」という

州のメディア委員会等が積極的に関わりをみせ

サービスも行われている。子どもたちは，プロ

ている12）。

の指導を受けて，取材，撮影，映像の編集，

◆“Schau Hin!”：政府プロジェクトへの参加

効果音等，番組制作を総合的に体験すること

放送機関も様々なプロジェクトに関わってい

が可能で，完成した生徒たちの作品は，ウェ

る。2 系統あるドイツの公共放 送（全 国向け公

ブサイトにも掲載され，広く一般の人々に視聴

共放送組織の ZDFと，州放送協会の連合体のARD）

されることになる。

は，ドイツ連 邦 家 庭・児 童省が 2003 年に開

YLE の取り組みは，放送機関としての専門

始したメディア・リテラシー促進プロジェクト

性を生かし，学校や家庭でのメディア・リテラ

“Schau Hin!（子どもが見ている物をしっかり
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見て！）”
の共催者になっている。子どもたちが
メディアと適切な距離を保って，責任ある利用
ができるよう，保護者の意識を喚起し，情報
や教材を提供しようというものである。ARDと
ZDFは，毎年制作するプロジェクト紹介映像ス
ポットをはじめ，映像の提供を中心に，重要な
役割を果たしている。
最近は特に，インターネット上での子どもの
個人情報の保護や，ゲーム依存症等が重要な
テーマとなっているが，テレビ，コンピューター
ゲーム，インターネット，携帯等，多様な電子メ

logo!
スタジオ風景と
外国の要人に
インタビューする子ども
レポーター
（ZDF 提供）

ディアが取り上げられている。
例えば，Schau Hin! では，幼児（3, 4 歳）の
テレビ視聴の仕方について，保護者へのアドバ

ディションを経て，子どもにも取材リポーターと

イスも提供しており，ARDとZDF では毎年テ

して参加の機会が準備されている。スポーツ

レビスポットも制作している。

選手や芸術家，市長や議員，首相も含めた内

それ以外にも，ZDF では，ZDF自身が放送

外の政治家たちに，子ども自身の視点で，大

した番組の中から，子どもとメディアに関連す

人社会のテーマについて取材することが可能な

る映像クリップを集めて，オンデマンドで視聴

場が設定されているのである。

できるようにしたり，メディアの影響に関する記

◆ SWR の子ども向けニュース：Minitz

事をウェブ上に掲載して，Schau Hin! の利用者

2009 年にスタートした南西ドイツ放送協会

がアクセスできるようにしている。また，ZDF

（SWR）のMinitzは，ラジオ，テレビ，インター

と家庭・児童省が共同で，各メディアとの関わ

ネット，そしてモバイルで提供される8 ～ 12 歳

り方のヒントを，Q & A 形式で作成した資料な

向けニュースである。子どもたちに，世界で起き

どもダウンロードが可能である。

ていることに関心を持たせ，ニュースには異なる

◆ ZDF の子ども向け番組・ウェブサイト

見方があることに気づき，自分自身の見解を持

ZDF でも，子ども向け番組のウェブサイトの

つ重要性を理解させようというねらいの番組であ

充実は目覚ましい。ポータルサイトZDF.tivi.de

る。ウェブサイトでは，アバターを創って，自分

には，安全面を中心に，インターネットとの上手

がリポーターとしてニュースを発信し，他のメン

な付き合い方を学ぶページも設けられている。

バーと議論することも可能である。教師（指導者）

個別番 組では，1988 年以来放送が続いて
いる8 ～ 12 歳向けニュース logo! が子どもの

向けの授業支援ガイダンスも提供されている。
◆ドラマ形式の番組による貢献

メディア参加の観点で興味深い試みを行ってい

その他，新しく登場してきたメディアの危険

る。この番組では進行役は4 人の成人プレゼ

な側面をわかり易く取り上げるドラマ形式のテレ

ンターが務めているが，テープ送付の事前オー

ビ番組にも興味深い例がある。例えば，チャッ
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トで恋に落ちた少女を巻き込む犯罪ストーリー

る。また，番組や教材制作の他に，近年 UR

で，インターネットの世界に潜む危険と恐怖を

では，メディア教育指導者（mediepedagoger）
と

知らせる番組。ブログやソーシャルネットワーク

呼ばれる専門家を全国に7名配置して，学校に

につながる10 代の若者たちの世界を描いたドラ

出向いて授業を実施したり，教師や保護者向

マdasbloghaus.de の1番 組で，ネットの世界が，

けのセミナーも担当している。

瞬時に思いもかけない影響力を持つ存在である
ことを認識させ，独創性や個性の尊重の意味を

欧州委員会（EC）の本拠地ブリュッセルにあ

問う番組。それぞれ最近の「日本賞」コンクー

るベルギーの公共放送局 VRT（オランダ語圏

ルで，若者を引き付ける工夫がみられるメディ

担当）は，教育省が進めるINgeBEELD（Media

13）

ア学習向けの番組として話題になった 。

と呼ばれるメディア・リテラ
Wisdom Platform）
シー教育用プロジェクトの開発に参画している。

（3）その他の事例
その他の国でも，様々な取り組みがみられる。

このプロジェクトでは“Media Wisdom”という
表現が用いられているが，基本コンセプトとし

スウェーデンでは，1980 年代から初等・中等

て重視されているのは，マルチメディア文化の

教育にメディア・リテラシー教育が取り入れられ

中で生きている我々は，テキスト，音声，映像

ているが，教育番組専門の公共放送，スウェー

等，多様なメディアを通して自分を表現できる

デン教育放送（UR）
では，すでに1980 年代，

ことが重要という認識である。3 ～ 8 歳向け，6

小学校向けテレビ学校放送として，メディアの

～ 14 歳向け，12 ～ 18 歳向け，教師向け（教師

学習に向けた教育番組と印刷教材を制作して

教育用と授業用）
の 4つの対象別サービスが開発

（9 歳の少年が高校生
いた。
『アニメ映画をつくる』

されてきた。前者 2 つはパッケージ系教材，後

や教師の助けを得ながら自分の作ったストーリーをアニ

者 2 つはオンライン教材で，最後に開発が始

メ作品に完成させ，映像の基本的要素を学んでいくと

まった教師向けの教材 INgeBEELD4では，教

いう番組）
は，1985 年の「日本賞」コンクールで，

師だけでなく，関心を持つ人たちが自由に参加

時代を先取りした優れた番組として高い評価を

して，メディア・リテラシーの知識や優れた経

得た（初等教育部門の最優秀賞を受賞）。20 年後の

験を蓄積・交流させていくオープンな学習の場

2005 年コンクールでは，URは，10 代の若者

として発展させていくことを目指している。

たちに映像制作の意欲と発表の場を提供する，
テレビ番組連動のウェブサイト『フィルムガレー
ジ』で，ウェブ部門最優秀賞を受賞している。
この間にも，学校向け，成人向けにそれぞ

2. BBC にみる多様な「メディア・リテラシー」
プロジェクトの展開
ここまでみてきたとおり，ヨーロッパ各国で，

れ，メディアを学ぶための番組が各種開発・放

メディア・リテラシーの促進に向けた様々な取

送され，さらにビデオ・DVD 化されて地域の教

り組みが展開されているが，その対象範囲の広

育センターを通じて貸出利用が行われてきた。

さや，これまでの経験の蓄積を生かした多岐に

最近では，URのウェブサイトを通して，オンデ

わたる対応を実施している機関として，特に注

マンドサービスで視聴可能な番組も登場してい

目されるのはイギリスのBBC である。
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（1）安全で楽しいネット利用を進める CBBC

作を体験し，自分自身のストーリーを人に伝え

BBC では，CBBC（6 〜13 歳向け）
とCBeebies

る機会を提供するプロジェクトである。ウェブサ

（幼児＋親向け）
の2 系統の子ども向け専門デジタ

イトには，映像制作のABCを学ぶビデオも準

ルチャンネルを開始した 2002 年2月以降，ウェ

備されており，制作や編集を手助けするツール

ブサイトの充実が急速に進展した。前述のとお

や，完成させた作品を他の子どもたちと共有し

り，メディア・リテラシー育成の取り組みに対

評価し合う仕組みも設けられている。教師用指

する関心が国レベルでも高まりをみせていたこ

導ガイダンスも準備され，授業の一環としての

の時期，BBC では，新しいメディアへの対応

利用が可能である。夏休みには全国各地で子

には気を配っていた。BBC自身のウェブサイト

ども向けワークショップが開催されるなど，多

の質を高めて，最大限活用してもらうだけでな

様な形で子どもの学習が支援できるようになっ

く，あらゆるサイトに子どもたちがアクセス可能

ている。

なことも想定して，早い段階での対応を見せた。

このプロジェクトが， イギリスの映画やテ

インターネットを安全に使うための基本知識や

レビ等映 像 作品の表彰を行う権 威ある機関

ルールを，アニメのストーリーやクイズでわかり

BAFTA（英国アカデミー）
とも連携して，子ども

易く紹介するとともに，親向けのアドバイスも

たちの作品を表彰する本格的な催しとして位置

ウェブサイトやパンフレットで提供する取り組み

づけられていることは，重要な点である。

に力を入れてきたのである。

（4）Newsround にみる展開
（2）21 世紀の教室（21CC）
2002 年 秋，BBC で は， 子どもや 教 師 が，

子ども向けニュース番組は，早くからニュー
スに親しむことで，世の中の事象をクリティカ

最先端技 術に触れ，創造 性を高めるための

ルに分析し，自分自身の考えを持って社会に参

「21世紀の教室」
と呼ばれるスペースをロンド

加する姿勢を養うことを目指している。BBCに

ンのBBC 内に開設した。子どもたちに幅広い

は，1972 年開 始の Newsroundという6 ～ 12

学習機会を提供し，教師たちに新しいテクノ

歳向けのニュース番組があるが，2000 年代に

ロジーを活用して教える自信を与えることに貢

入ると，ウェブサイトの充実がめざましく，映像・

献してきた人気の高い体験型ワークショップだ

音声を含めた膨大なニュースの蓄積と再活用が

が，最近は対象を一般コミュニティーにも広げ

行われるようになった。

ている。2011年に BBC 教育部門がロンドンか

テレビ時代のNewsroundは基本的に子ども

らマンチェスター郊外のMediaCity UKに移転

が家庭で視聴する番組であったが，ここにも変

するのに先立ち，このプロジェクトは 2009 年，

化が表れた。2002 年から全国共通カリキュラム

このBBC の新拠点でも活動を開始している。

に組み込まれた「市民教育」という教科で「社
（ニュースを学ぶことも含まれて
会におけるメディア」

（3）CBBC me and my movie

いる）
を取り上げるようになったことや，社会全般

2007年 に 登 場 し た CBBC me and my

にメディア・リテラシー教育に対する注目が強ま

movie は，7 ～ 14 歳を対象に，映像作品の制

る中，Newsroundでは，教師向け情報の充実
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とともに，ニュースの意義や制作舞台裏を紹介

ンプランや，BBC の様々なニュースを担当して

するコンテンツ，子ども自身が取材・発表を行

いるプロのジャーナリストたちによるコメントや

うための教材や発表の場の提供など，子どもの

アドバイス（動画），BBC の各種ニュース番組

メディア学習支援面でのサービスも拡充させて

へのリンク集等，豊富な教材が提供されており，

きた。

3月のイベントに先立つ本格的なニュース学習を
支援するものとなっている。

（5）ジャーナリズムの本質を学ぶ
BBC News School Report
2006 年 秋 に 始まったBBC News School

レッスンプランや，現場で活躍中のジャーナ
リストの経験に基づいたアドバイスには，プラ
クティカルな内容ばかりでなく，公正，正確，

Report は，BBC が全国の11〜16 歳（当初は 11

公平性など，BBC ニュースのフィロソフィーに

～14 歳）
の生徒に，ラジオ，テレビ，ウェブ等様々

関わる説明も随 所に含まれている。これは，

なメディアを利用してニュース制作を体験させ，

BBC News School Report が，現行の特許状

最終的に BBCを通じて一般社会向けの成果発

に示されているBBC の 6つの公共的目的のトッ

表の機会を提供するプロジェクトである。毎年

プに挙げられている
「市民性と市民社会の維持」

3月に News Day（全国ニュースの日）が設けられ，

への対応のひとつとして位置づけられているこ

この日は，参加校の生徒たちが午後 2 時の締

とと関係がある。

め切りを目指してニュース・リポートを完成させ，

BBC の現役ニュースプレゼンターで，教師経

成果をウェブ上に発表する。News Day 参加校

験もあるヒュー・エドワーズ氏は，開始当初か

数は，初回 2007年の120 校以来，年々増加し，

らSchool Reportの顔であるが，
「このプロジェ

2011年には 818 校から2 万4,000人の生徒が参

クトを通じて優れたジャーナリズムの原則を若

加するまでになった。

い人たちと共有したい」と語っている。

このプロジェクトは，1日限りの記念行事的

ニュースに限らず，様々なコンテンツ制作に

な体験イベントではない。本 格的なニュース・

関わる子どもたちに，その背後にある公共サー

リポートの体験を通して，子どもたちに世界の

ビスの価値や責任に対する理解を共有して欲

ニュースに関心を持たせ，批判的思考力や，調

しいという願いに基づくものといえる。

査，コミュニケーション，チームワーク等様々な

日常的にこのプロジェクトを運営しているの

能力を身につけさせるという観点から，BBC が

は，BBC のニュースや子ども番組制作，そし

学校教育の内容を支援しようというものである。

て教職経験を有する10人強のメンバーで，参

学校には，予めニュースについて学習し，必要

加校へのきめ細かい対応やウェブサイトの更

に応じたトレーニングの期間を設けることが推

新等に忙しい。学校との協力関係には，長年

奨されている。この間，必要に応じて，カメラ

BBC の学校教育部門が培ってきた経験も活用

操作や編集等の指導者として，メンターと呼ば

されている。

れる専門家たちを学校に派遣することもある。

BBC の様々な分野の専門家たちが，直接的，

ウェブサイトには，国語，ICT，市民教育等

間接的に多様な形で貢献している点，次世代

の授業での利用を想定した詳細な教師用レッス

の社会を構成する市民（鋭い視点を持つ視聴
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BBC News School Report

一連の活動

① 豊富な教材を使った教室での授業
② BBC メンターの指導を受ける生徒たち
③ 同上
④ 街頭での取材
⑤ 編集をめぐってディスカッション

①
②
③

⑤
④

（BBC News School Report 提供）

者）やジャーナリストの育成に向けて，BBC が

できるか否かが，生涯学習や日常生活の質を

自らの財産を生かしている点は，大いに注目す

大きく異なるものにしてしまう。この認識のも

べきといえよう。大学生や一般成人にとっても，

と，学校や職場等で新しいメディアに接したり，

メディア学習，メディア・リテラシーの向上に

学んだりする機会の少ない成人に向けた教育

役立つプロジェクトといえる。このプロジェクト

提供サービスの充実を，90 年代後半から進め

は，前述のMedia & Learning Brussels 会議

てきた 14）。その経験をさらに発展させて，イン

でも，各国の参加者たちから注目を浴びてい

ターネットの登場に代表される新しいメディア

た。

環境に注目しつつ，さらに，テレビやラジオと
いう放送メディアも視野に入れた「メディアと

（6）BBC CONNECT：
Discover Media and Technology
イギリスでは，メディア・リテラシーの育成

テクノロジーについて学ぶための総合的なポー
タルサイト」として，BBC CONNECT（http://
www.bbc.co.uk/connect/）
を充実させている。

は子どもや親だけでなく，成人一般にとっても

「インターネット利用のハウツー」
「知っておく

重要との認識が強く，BBC でも対応は早くに

べきこと（安全なネット利用，活用に関する知識）
」
「メ

始まっていた。パソコンに効果的なアクセスが

ディアの舞台裏（ラジオやテレビの番組制作やニュー
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ス）
」
「自分で作って楽しもう（ラジオやビデオ制作，
写真撮影やスクリプトライターの仕事等）
」という4つ

の内容で構成されており，それぞれを入り口に，
多岐にわたる内容に辿り着く仕組みになってい
る。BBC の様々な部門が 1990 年代から蓄積し
てきた経験と知識を活用して，人々がそれぞれ
のニーズに応じた情報と学習体験にアクセスで
きるように構築した優れたサイトである。

（7）BBC First Click に始まるキャンペーン

高齢者にインターネットの利用を教える
School Report 参加の生徒たち
（BBC News School Report 提供）

2010 年10月，BBC は，920万と推定された
英国のインターネット未経験者を対象に，アク
セスの第一歩を進める教育キャンペーンBBC

めて経験する地元の高齢者を手助けする例等

First Clickを開始した。様々な外部機関と提

もある。

携したメディア・リテラシー・キャンペーンで，
BBC 教育局（BBC Learning）では，様々な教
材の開発も担当している。

（8）BBC Academy
もう一つ忘れてはならない重要なBBC の取

2011年 5月には，次のステップとして，First

り組み，それは，プロの番組制作者・ジャー

Click Friendsというイニシアチブが始まった。

ナリストを対象としたメディア・リテラシー育

すでにインターネットを利用している人々に対し

成への対応である。BBC では，早い段階か

て，周囲にいる未経験者の利用の手助けを呼

ら，公共放送としての番組やニュースの質の確

び掛けるというもので，BBC の様々な番組出演

保と向上のため，ガイドライン（BBC Editorial

者たちも番組やウェブサイト，パンフレット等に

Guidelines）の作成・改 訂と併せて，職員の研

登場して一役かっている。インターネットを上手

修にも力を注いできたが，メディア環境の大き

に使うと，自分の関心ある学習や趣味の世界

な変化の時代にあって，その内容や方法にも

を広げることができ，離れた所にいる家族や

新たな工夫がみられる。2009 年12月には，報

友人とコミュニケーションを深めるにも便利だ

道（ジャーナリズム），番 組やコンテンツの制

といった動機づけを示した教育キャンペーンと

作，リーダーシップ・経営等の分野をカバーす

なっている。

る総合的な研修センターとして，BBCアカデミー

このキャンペーンは，さらに具体的な手助

（BBC Training & Development Academy）

けのヒントをパンフレットや映像情報を準備し

を開 校した。 チャンネル4 等 の 公 共 サ ービ

たうえで，
「Give an Hour（1 時間でいいから手

ステレビや独 立プロダクションの団体である

助けをしましょう）」キャンペーンとしても展開さ

PACT，労働組合のBECTU 等とのパートナー

れている。BBC News School Report に参加

シップで組織されているものである。

した 10 代の子どもたちが，インターネットを初
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これにより，BBC 内部限定であった「BBC

ジ ャ ー ナ リ ズ ム 学 校（BB C C ol lege of

統括窓口となっている教育局（BBC Learning）

Journa lism）」のウェブサイトも含めて，一般

では，ここに挙げた以外の試みも含めて，BBC

に公開される情報も充実し，広くe-learning が

が様々な部門で関与している「メディア・リテラ

可能となった。映像資料もふんだんに盛り込

シー」に関連する様々なプロジェクトの全体状

まれたウェブサイトは，メディアの学習をしてい

況を把握したうえで，内容面での整理・統合や

る学生や生徒にも大いに役立つ。BBC News

新規開発の検討，外部の機関との協力関係の

School Report のサイトからもリンクが張られて

可能性の検討を行いながら，視聴者や教育・

いる。

訓練機関に向けたサービスの構築を目指してい
る。

（9）今後へ向けての BBC の取り組み
「メディア・リテラシー」の促進に向けた BBC
の取り組みを，視聴者はどのように捉え，評価

まとめにかえて

しているのだろうか。BBC の監督機関である

本稿で取り上げたのは，ごく限られた範囲で

BBCトラストは，2010 年1月に，ディスカッショ

のヨーロッパの「メディア・リテラシー」の動向

ンとアンケートを組み合わせた調査を外部委託

だが，ここからみえてきた放送機関における今

15）

で実施している 。

後の取り組みのポイントに触れておきたい。

その結果，
「メディア・リテラシー」という言

第 1は，テクノロジーやメディアの開発・普

葉は一般的に広まっていないことや，BBC がメ

及を進める人々や組織は，プラス・マイナス両

ディア・リテラシー促進のための取り組みを求

面の多様なインパクトを事前に予測できる立

められていることはほとんど知られていないこ

場，すべき立場にいることを認識して，開発・

とが明らかになった。しかしながら，BBC が考

普及の過程に「メディア・リテラシー」の促進

える「メディア・リテラシー」について，紹介ビ

や教育の要素を組み込む責任があるという点

デオ等を提示して説明を加えていくと，調査参

である。本 稿で紹介したヨーロッパの公共放

加者たちは，その重要性に賛同し，BBC がこ

送機関の事例にも，この点が表れている。子

うした役割を果たすことの意義にも理解を示し

どもから大人まで，各年齢層や立場に対応し

た。内容面では，特にメディアとの安全な関わ

たメディア教育・学習用の教材を体系的に提

り方に対する関心が高いこともわかった。BBC

供しているフィンランドの公共放送。様々な観

だけでなく，他のメディア機関や政府，教育機

点から幅広い対象者に向けて，多様な取り組

関もこうした取り組みに貢献すべきという声や，

みを提供しているBBC。単に新しいメディアの

BBC では，マガジン番組内の短いコーナー等

利用やコンテンツ制作の機会を提供するので

で，
「メディア・リテラシー」に関わる情報を取り

はなく，そのことがもたらす社会的意義や責

上げて欲しいという声も聞かれた。

任まで含めて情報を提供する教育サービスとし

BBC では，このような視聴者の反響も参考に

て，取り組みを進めていく。これは，メディア

しながら，今後の展開について検討が進められ

のプロ自らがメディアとの関わりを内省的に見

ている。BBC の「メディア・リテラシー」対応の

直す意味でも，重要なことと考えられる。
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そしてもう1 点は，メディア環境がどのように

シー・レベル評価調査は，継続的な実施によっ

変化しても，
「メディア・リテラシー」の本質で

て，メディア政策やメディア教育が社会の中で

ある「クリティカルな思考力の育成」の視点を

うまく機能しているかどうかをチェックする指標

見失わないことの重要性である。この点につい

のひとつになることが期待されているようだが，

ては，メディア・リテラシー研究の第一人者の

このような研究面での今後の展開にも注目して

ひとり，ロンドン大学のバッキンガム教授が警

いきたい。

             
      （こだいら さちこ）

16）

鐘を鳴らしている 。デジタル時 代に入って，
一般人がメディア制作に関わることや，そうし
た能力の育成を重視・評価する傾向が強まっ
ているが，それは，あくまでもクリティカルな
内省や分析があって初めて実現することだとい
う。これは，EC の委託研究で提示された「メ

注：
1） 1992 年 に アメリカ で 開 催 さ れ た 会 議（The
Aspen Institute Leadership Forum on Media
Literacy）で，
「メディア・リテラシーとは，市民

ディア・リテラシー」の構造（p44，図 1）
とも一致

がメディアにアクセスし，分析し，評価し，多様

する。現実問題として，クリティカルな内省や

な形態でコミュニケーションを創りだす能力を指

分析は決して容易でないことを認識すべきだ，
というのが，バッキンガム教授の主張である。
制作体験の機会の提供は，近年，放送機関は
じめメディア関係機関で増えているだけに，心
に留めたい指摘である。
日本でも，特に 2000 年以降，NHK, 民放が
それぞれのアプローチで，全国レベルで，ある
いは各地域で，
「メディア・リテラシー」の向上
に向けた取り組みを行ってきたが，それらは，
どのように社会に貢献してきたといえるだろう

す。この力には，文字を中心に考える従来のリテ
ラシー概念を超えて，
映像および電子形態のコミュ
ニケーションを理解し，創りだす力も含まれる」と
定義された。以降，ヨーロッパでも，これをベー
スにした定義や捉え方が広がっていった。
日本では，
2000 年 6 月に発表された郵政省『放
送分野における青少年とメディア・リテラシーに
関する調査研究会』報告書に提示された次の定
義がひとつの標準となっている。
「メディア・リテラシー」とは次の 3 つを構成要素
とする，複合的な能力のこと。
・メディアを主体的に読み解く能力
・メディアにアクセスし，活用する能力

か。人々にはどのように受け止められているの

・メディアを通じコミュニケーションする能力。特

だろうか。BBC が試みているように，一度全

に，情報の読み手との相互作用的（インタラク

体状況を整理・分析したうえで，放送機関とし
てこのテーマに関わることの意義と，今後に向
けた効果的な取り組みを検討することが必要
ではないだろうか。
EC のメディア・リテラシー政策の中でも触れ
られているように，様々な国の「メディア・リテ
ラシー」の取り組みから学ぶことは，日本にとっ
ても，重要であろう。
また，本稿前半で紹介したメディア・リテラ
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ティブ）コミュニケーション能力。
2） 憲章については，以下のサイトを参照。
http://www.euromedialiteracy.eu/charter.php
作成過程については，次の論稿が参考になる。
Bachmair, B & Bazalgette,C. （20 07）. The
Eu rop e a n Ch a r t er for Med i a L it eracy :
meaning and potential, Research in Comparative
and International Education , 2（1）, 80-87.

http://dx.doi.org/10.2304/rcie.2007.2.1.80
3） European Commission （2007）
.
. Audiovisual
Media Services

Directive

L332, 18/12/2007

2 0 07/65/ EC, OJ

4） Universidad Autonoma de Barcelona.（2007）.

Media Literacy and Critical Viewing Skills.

Study on the current trends and approaches to

11） Ofcom.（November 2, 2004）. Ofcom's Strategy

media literacy in Europe （for the European

and Priorities for the Promoting of Media Literacy:

Commission）.
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/
docs/studies/study.pdf
5） European Commission.（2007）. A European

A statement.

12） 鈴木秀美（2011） メディア融合時代の青少年保
護：ドイツの動向 ,

慶應義塾大学メディア・コミュ

ニケーション研究所紀要，61，21 － 32．

approach to media literacy in the digital environment.

13） 参考文献（5）を参照。

（Communication from the Commission to

14） 参考文献（4）を参照。

the European Parliament, the Council, the

15） The Knowledge Agency.（March 2010）. Media

European Economic and Social Committee

Literacy：A report into research conducted on behalf

and the Committee of the Regions）

of the BBC Trust.

6） European Association for Viewers Interests.

16） Buckingham, D.（2009）
．The future of media

（2009）. Study on Assessment Criteria for Media

literacy in the digital age: some challenges

Literacy Levels: a comprehensive view of the concept

for policy and practice. In EuroMeduc（Ed.）,

of media literacy and an understanding of how

Media Literacy in Europe: Controversies, Challenges

media literacy levels in Europe should be assessed,

and Perspectives

Final Report （for the European Commission

Do We Really Need Media Education 2.0 ?：

DG Information Society and Media, Media

Teaching Media in the Age of Participatory

/   Buckingham, D.（2010）．

Literacy Unit）.

Culture. In K. Drotner and K. Schroder（Eds.）
,

http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/

Digital Content Creation.

studies/index_en.htm
この研究の後，継続的な調査実施に向けての改
善を目指した研究も実施された。
EAV I & Da nish Technolog ical I nstitute.
（2011）. Testing and Refining Criteria to Assess
Media Literacy Levels in Europe Final Report
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