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改訂版用テキストの使い方

メディア社会を生き抜くには、メディアから発信される情報を鵜呑みにすることなく、冷静に分析し批判的に判断
する力（メディアリテラシー）をつける必要があります。本書は、社会的役割を担う英語教育という視点に立ち、英
語力とメディアリテラシーの両方を育成することを目標として作成されました。
基本的な流れとして、まず、さまざまなメディアとそれらが現代社会に投げかける問題を、読解を通して理解しま
す。次にアクティビティやディスカッションなどで、メディアと自分とのこれまでの関わりを意識化し、メディアリ
テラシーの育成に発展させていきます。
したがって、本書は多様な英語の授業に対応することができます。一般的なリーディングクラスに使用するのはも
ちろんですが、内容から得る知識に重点を置いたコンテンツベースの授業展開も可能で、多様な学生に適していま
す。また、ディスカッションを中心にとりあげることで、コミュニケーション能力育成を目的としたクラスでも活用
することができます。
本書の各チャプターは三部構成になっています。次に、本書を使ってこの目的を効果的に達成していただくために
指導手順を説明します。

Part 1: 準備をして読む

   GettinG Ready   

リーディングの前に学生の背景知識を活性化し、英文の内容を理解しやすくします。そのためにまず、メディアと
自分たちの生活との関わりについて考えることから始めます。アンケート形式のものが多いので、楽しみながら導入
することができます。

   WoRd Play   

本文を理解する上で重要な単語の意味を確認します。それぞれの単語がコンテクストに応じてどのような意味を持
つのか理解します。

   ReadinG   

リーディングの方法をいくつか示しますので、学生のレベル・時間などに応じて、適切なものを実践してくださ
い。ひとつの方法にとらわれずにいろいろ試してみてもいいでしょう。

	 ▶時間を決めて黙読する
	 ▶付録のCDを流しながら、黙読する
	 ▶黙読の後で、各パラグラフを要約する
	 ▶黙読の後で、メインアイディアを書く
	 ▶黙読の後で、メインアイディアを別の言葉に言い換えて口頭発表する
	 ▶ペアワークでひとりが音読し、ひとりが聞きながらメモをとる。後で、ペアで内容を確認する
	 ▶宿題として、重要な部分に下線を引きながら読んでくる。授業でパートナーと確認
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Part 2: 内容の確認

   SPotliGht on MeaninG   

本文の内容が理解できているかどうか確認します。宿題としても使用することができます。

Part 3: メディア学習へ発展

   activity   

学生の生活とメディアの関わりを意識化させることを目的とします。次の段階に発展させる準備となります。次の
点に留意してください。

	 ▶本文で学んだ内容とアクティビティの関連性を明確にする
	 ▶自分の答えを、ほかの人の答えと比べてみる
	 ▶自分の答えの理由を話し合うことで、ほかの人のものの見方を学ぶ
	 ▶話し合いでは学生のレベルや目的に応じて英語、日本語のどちらで行うこともできる
	 ▶	話し合いの結果は個々の学生に質問しても、グループで話し合った後にリーダーにまとめて発表してもら

ってもよい

   diScuSSion   

アクティビティを発展させたものです。リーディングで学んだことを繰り返すのではなく、もっと積極的に自分自
身の考えをまとめる作業をします。自分の視点を明らかにしていく過程で、メディアを冷静に分析し、判断する能力
が養われるのです。発展段階となりますので、上級レベルの学習者に適しています。また時間を必要とすることが多
いため、課題として与え、授業で持ち寄ったものについて話し合ってもよいでしょう。
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Unit 1   SEEEING THE WATER 

An Approach to Media

Chapter 1   Fish in Water

   WoRd Play   　1.	b				2.	d				3.	c				4.	f				5.	a	

   試訳   	 Fish in Water—Learning to See the Media

水の中の魚―メディアの見方を学ぶ

殆どの人は魚が水のことを考えないようにメディアについて考えない。目覚めたときから夜眠るまで、メディアは
いつも回りにある。部屋には本、雑誌、漫画、教科書のような印刷メディアがあり、放送メディアであるラジオやテ
レビ、そして映画をみたり音楽を聴いたりゲームをする娯楽メディアがある。新聞や朝のテレビニュースはニュース
メディアである。テレビやラジオをつけっぱなしでコマーシャルを半分聞きながら出勤、登校の準備をする。広告メ
ディアも同様に電車や広告掲示板、タクシーそして見えるいたるところに存在する。
私たちの社会はメディアの楽園である。私たちは教育を受け、裕福で楽しむことが大好きだ。消費することが大好
きだ。雑誌で見た洋服を買う。ラジオで聞いた音楽を買う。私たちは商品の消費者、メディアの消費者の両方である。
まわりのメディアに影響を受けるけれどその影響力に気が付かない。当たり前のことだと思う。メディアは魚にとっ
ての水と同じくらい私たちにとって自然である。
私たちは同様にメディアをつくりだす。情報をつくりだし、世に送り出す。好きな映画を友達にメールする。ブロ
グを書く。ソーシャル・ネットワーキング・サイトでプロフィールページを持つ。写真やビデオをみんなが閲覧でき
るようにインターネットに投稿する。このことはニュースや娯楽の多くの新しい情報源を生み出す。しかしどのよう
にこれらすべてのメディアをうまく使うことができるのだろうか。私たちは情報の海で迷子になる危険性がある。
メディアを理解する、つまりまわりの水を見る第一歩は二つの質問をすることである。第一に私たちが消費するメ
ディアを誰が作っているかということだ。しばしば、メディアの作り手は利益によって動かされる。成功はかれらの
番組を見るかどうか、音楽を聴くかどうか、新聞を読むかどうか、映画を観るかどうか、商品を買うかどうかによる。
ニュース番組でさえ視聴者をひきつけているか心配する。
第二に世界観がメディアによってどのように影響されているかということだ。誰を称賛する？成功って何？誰が魅
力的？メディアから受けるイメージはどのように行動すべきか、価値観はどうあるべきかこっそりと教えてくれる。
映画のヒーローは通常女性ではない、コマーシャルのモデルは通常やせている、スポーツ選手や芸能人はお金持ちで
賢くてセクシーでたくましくって、そしてすいたハイウェイをすべるように走る高級車といった金と権力のメディア
イメージは現実のものとなる。
メディアが私たちに仕える、そしてその逆ではないようにメディアを読み解く必要がある。私たちはメディア世界
に影響を与える力がある、しかしまずそれを理解しなければならない。水の中で暮らすだけではなく、水を理解し、
うまく使える賢い魚になる必要がある。

   SPotliGht on MeaninG   　1-D　　2-B　　3-D　　4-B　　5-D
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Chapter 2   Whose Media?

   WoRd Play   　1.	b				2.	d				3.	f				4.	e				5.	c		

   試訳    Whose Media?

メディアは誰のものか―世界のメディア

多くの人は自分たちがどれだけメディアに頼っているか気付かない。今日、傘がいるかな？天気予報を調べてごら
ん。政府に何が起こっているの？新聞を読んで。何がセール？広告を調べて。友達は何をしてる？	オンラインでプ
ロフィールページを調べてごらん。今日の社会で機能するためにたくさんの情報源つまり様々な形態のメディアから
のたくさんの情報が必要である。
伝統的に私たちが消費する情報の多くは比較的少人数の人々によって生み出された。新聞、本、映画、ラジオとテ
レビは限定された数の会社にコントロールされた。このことは少数の人々が読んだり聞いたりするものをコントロー
ルしやすくした。しかし、このことは変化している。私たちは情報化時代に暮らしている。そしてそこではインター
ネットや通信技術が無限大の情報を提供している。
この複雑なメディア環境で私たちが消費する情報がどこからもたされたものであるのか、問いただして見るのは重
要である。また、どのように政府が公式、非公式にメディアを規制しているか理解しなければならない。たとえば、
政策に批判的にならないよう圧力をかけるかもしれない。世界的に見て日本のメディアは比較的オープンである。個
人やメディアは政府の批判も含め表現の自由が与えられている。しかしそうではない国がたくさんある。
もしかすると日本のメディアで最も厳しい統制を受けている通念は、天皇と皇室にかかわるものであるかもしれな
い。タブロイド紙が王族の扇情的なゴシップ記事や気恥ずかしくなるような写真を第一面で派手に扱う英国のような
国々と比べると、日本のニュース、放送、印刷メディアは好意的でないと解釈されるかもしれない皇族関連の報道を
避けている。これは何も法律で強制されているからではなく、むしろ暗黙のタブーとして、つまり主流メディアの一
種の自己規制として、働いているのである。
ほかのメディア形態も同様に統制を受けている。例えば日本の印刷メディアは業界と政府の規制によって統制を受
けている。彼らは本の小売価格をコントロールする。日本政府は事実上、公立学校の教科書の内容を統制しており、
テレビ・ラジオ放送の認可も日本では厳しく制限されているため、1300万人の人口を擁する東京のような大都市に
ほんのひと握りのラジオ局しかないのである。
たばこや酒類の広告は多くの国で制限されている。日本はたばこのテレビコマーシャルを制限した。また広告する
側に対しては、製品についての警告や詳細な情報を提供することが義務づけられる。日本ではたばこのこのような規
制は消費者自身を守るのに役立つ。
おのおのの社会には、メディアの権力と政府・企業の権力とのバランスを取ることが求められているのだが、日本
ではメディアがはたすべき正しい役割に関して、多くの人が意見を異にしている。しかしながら社会に影響を及ぼす
メディアの権力、そしてメディアをコントロールしようとする政府の権力を、誰もが理解しておく必要がある。情報
化時代の市民として私たちはメディアの自由についてのディベートに参加する必要がある。

   SPotliGht on MeaninG   　1-A　　2-D　　3-B　　4-D　　5-A

 ※テキストP.16、33行目の forbids は restricted の誤りです。
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Chapter 3   The Social Media Revolution

   WoRd Play   　1.	e				2.	c				3.	d				4.	f				5.	b

   試訳    The Social Media Revolution

ソーシャルメディア革命―人とのかかわり方が変わる

人間は社会的動物である。うわさ話をするし、計画をたてたり、活動報告をしたり人に教えたりもする。この日常
の交流はあまりにも当たり前すぎていかに特別なことであるかをたやすく忘れてしまう。他の動物もコミュニケーシ
ョンをはかるけれど人間だけが言葉を使い、共同体を形成し複雑な考えを伝えるのである。この能力で私たちは世界
中のさまざまな環境に順応することができる。
昔は言葉を使って意思伝達をはかる手段は声しかなかった。しかしながら約5000年前に新しい技術、つまり書く
ことが状況を変えた。書くことでより多くの情報を保存することができた。書くことでより複雑な社会を創ることが
できた。たとえ遠くに暮らしていても、ずっと昔に生存していたとしても、そういった人々から学ぶことができた。
過去100年で書籍、新聞などの記載されたメディアにラジオやテレビといった放送メディアが加わった。この新し
い技術はメッセージを即座に多くの人々に送ることを可能にした。放送メディアは遠隔地の人々の暮らしを結びつけ
ることによって世界を地球村に変え始めた。
最近起こったもう一つのコミュニケーション革命がある。それは他の技術発明と同じくらいくらい私たちの生活を
変えた。この革命はソーシャルメディアの普及である。
ソーシャルメディアとは多数のさまざまな人の間でたやすく情報が共有できるように作られたインターネットを使
った道具のことをいう。普及している形態のひとつはブログであり、友人、家族、あるいは見知らぬ人と共有する日
記のことである。ブログは情報をすばやく広め、巨大な力を持つことができる。そしてそれはジャーナリズムや政治
において強力な力にさえなりうる。ブログの発信者は重要なニュースをすばやく報告し、放送メディアが決して知ら
ない情報を共有することができる。
ソーシャルメディアの別の形にツィッターのようなマイクロブログがある。マイクロブログは近所の人と集まる村
の井戸のように情報交換をする仮想の出会いの場としてはたらく。コメントはチャット（おしゃべり）の形をとる。
多数のコメントが行きかう時、共同体の人々にお互いに知り合う全く新しい方法を提供する。
フェイスブックやミクシーのようなソーシャル・ネットワーキングのウェブサイトはもう一つの普及している形態
である。それらはしばしばスクラップブックやアルバムのように作られる。けれどもほんの数人の友達と情報や写真
をペーストする代わりに、いまやたやすく情報を最新のものにし、つながっている人のプロフィールページのささい
な変化に即座に返答することができる。写真をアップロードしたりリアルタイムでおしゃべりしたりメッセージを送
ったり受け取ったりできる。また共通の興味や信念を持つグループをつくることもできる。これはすべて仮想空間で
なしとげられる。もう一度言うが、技術はお互いのかかわりあい方、情報を共有する方法を変えている。
昔は、たいてい限られた数の人と交際した。現在はソーシャルメディアのおかげでさらに大きな共同体と交流する
ことができる。ソーシャルメディアはすでに私たちの日常生活と私たちの暮らす世界に大きな影響を与えている。

   SPotliGht on MeaninG   　1-B　　2-D　　3-B　　4-A　　5-D
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Unit 2   SOCIAL MEDIA 

The Power of Networking

Chapter 4   Collaboration and Social Media

   WoRd Play   　1.	c				2.	e				3.	f				4.	b				5.a	

   試訳    Collaboration and Social Media

コラボレーション（協力して共同作業を行うこと）とソーシャルメディア
―ネットワーク化された個人主義の時代―

ソーシャルメディアと情報技術が人々をばらばらにしたという人もいる。一人ぼっちでパソコンの前に座り、仮想
世界で長い時間を過ごすことがある。やはり、このことで学校や職場にある面と向かったふれあいのたぐいが少なく
なる一方でソーシャルメディアは新しい種類のコラボレーションの機会を生み出した。
ソーシャルメディアにもとづく共同体はしばしば場所というよりむしろ特定の話題や興味の周りに形成される。距
離は問題ではない。例えば、日本人学生と韓国人の会社員が共通の話題、ヒップホップが大好きとかパンダが大好き
とかについて英語でオンラインで情報を交換する。もし、ブログを書いていれば、同じ興味、考え方の人を惹きつけ
るであろう。
共通の目標や興味にもとづく交流やコラボレーションのことをネットワーク化された個人主義と呼ぶ。めいめいが

自分たちの興味や才能をオンライン共同体に持ち込む。そしてこれらの共同体はネットワーク化されている、つまり
みんながつながっている、ということでとても柔軟であり開放されていて多くの人を一つの目的のために団結させる。
ネット化された個人主義のよい例がウィキである。ウィキはコラボレーションのウェブサイトで、ユーザーは内容
を書いたり、編集したりできる。そのサイトを訪れる人はユーザーであり、クリエーターでもあるのだ。
おそらく最もよく知られているウィキがベースのサイトはウィキペディアだ。2001年にオンラインの百科事典を
作り出すのを助ける手段として始まった。その当時、インターネット上で百科事典を作るには記事を書く専門家集団
を組織することが必要だと思われていた。やはり、この方法はお金がかかるし時間がかかった。ウィキペディアの作
り手はみんなに内容に加筆してもらったらもっと効率がいいことを発見した。このことが何百万人もの人が参加する
動機付けとなったのである。
もちろんそのような開かれたシステムには危険がある。間違ったりうその情報を書き加える人もいる。しかしウィ
キでは他のユーザーが問題に気付いたり訂正したりすることができる。このことは知識をつみ重ね、質を向上させる
という常に変化して最新のものにするサイクルを生み出す。ウィキペディアのようなプロジェクトはできるだけ多く
の人々にできるだけ公平な情報を供給することを目的とする。
ネット化された個人主義によるコラボレーションは強力である。世界中の人が考えうるほとんどすべての話題専用
の共同体を創造する。収集家、スポーツファン、歴史家、芸術家といった誰もが同じ興味を持つ他の人を見つけるこ
とができる。もちろん、有名人やかわいい動物などの人気のあるトピックスは巨大な共同体を生み出す。
ネット化された個人主義によって作り出された共同体はいつも前向きな目標があるわけではない。過激派政治家、
コンピューターハッカー、偏見で動く集団なども同様に自分たちの目的を果たすためにソーシャルメディアを使う。
オンラインで行うギャンブルやオンラインのポルノは多くの人々をひきつけ巨大な収益をも生み出している。
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これらの問題にかかわらず、ネット化された個人主義はあらゆるところにいる人々にコラボレーションという強力
な道具を与える。そしてそれは私たちひとりひとりにこの力を前向きに使う責任を負わせる。結局、直接顔を合わせ
るコミュニケーションは減るかもしれないけれど、決して一人ぼっちではないということは確かなのである。

   SPotliGht on MeaninG   　1-B　　2-D　　3-A　　4-C　　5-B
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Chapter 5   Social Media and Creativity

   WoRd Play   　1.	d				2.	f				3.	a				4.	e				5.	b

   試訳    Social Media and Creativity

ソーシャルメディアと創造力―より多くの人とつながる

創造的であるためには創造力のみならず自己表現をする媒体が必要である。もしも作家なら紙に書き記す言葉を使
うであろうし、絵描きなら絵筆や絵の具を使うだろう。これら伝統的な媒体は長きに渡ってものを創造する道具であ
った。
しかしながら、情報技術は仮想の共同体にいる人々に多くの新しい方法を与えた。理由の一つはソーシャルメディ
アがより多くの受け手とつながりやすくしたことであり、もう一つは新しい技術のおかげで創造的表現の多くの新し
い形を組み合わせて使うことができるということである。これを理解するために、私たちはマルチメディアの創造す
る力を理解する必要がある。
マルチメディアとは様々なメディア形態を混ぜ合わせ結びつけることをいう。たとえば、雑誌出版社には紙媒体の
雑誌のみならず記事、写真、ビデオ、音楽、関連したウェブサイトリンク、掲示板などにアクセスできるウェブサイ
トがある。これらの要素はしばしばメッセージ付きの写真や対話型グラフィックス（必要とする画像情報を得ること
ができる）、あるいは関連サイトへのリンクなどのように組み合わされ結び付けられる。ビジターは自分自身でこれ
ら様々な要素の間を進むことができる。
どのようにしてこれらの要素は結び付けられているのだろうか？HTMLはインターネットにウェブページのレイ
アウトの仕方を教えるコンピューター言語である。これでウェブのページは全員にほぼ同じように見える。HTTP は
言葉が通じない二人を助ける通訳のように異なるコンピューター間で情報をやりとりする一連の規則である。これで
ウェブリンクはどのコンピューターでも使うことができる。
この柔軟性はより多くのコンテンツ（ウェブサイトで利用可能な情報）を意味し、それはとてもすばやく変化す
る。ウェブページはソーシャルメディアをとおして常に更新され即座に自由に共有される。実際、私たちの注意を引
こうと競い合うものが多すぎてこれをアテンション・エイジと呼ぶ人もいる。ネットに何かのせると他の人に気付い
てもらうために他の大勢の人と競争していることになる。
ネット上の創造的な新しいコンテンツの大きな源のひとつはファイルの共有である。これはしばしばアップロード
することで他の人にファイルを利用可能にすることである。最近の休暇の写真をアップロードしたり、You	Tube	の
ように動画をサイトにアップロードしたり、歌を録音して他の人がダウンロードできるようにする。
マルチメディアとファイルの共有で問題なのは知的財産の所有権が守られるとは限らないことである。ネット上で
見つけたものは自分の好きなように自由に使うことができると思っている人もいる。これは間違っている。例えば歌
や映画をファイルで共有することは違法である。製作者が明白に自分の権利をあきらめない限り、ネットでみつけた
コンテンツは著作権によって守られている。
しかしながら、他人の権利を尊重しつつ、自己の創造性を表現するのにマルチメディアやソーシャルメディアを使
うのは容易である。唯一の制限があるとすればそれはあなたの創造する力の問題なのである。

  SPotliGht on MeaninG   　1-B　　2-B	　　3-C	　　4-D	　　5-D
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Chapter 6   Business and Social Media

   WoRd Play   　1.	d				2.	c				3.a				4.	e					5.	f

   試訳    Business and Social Media

ビジネスとソーシャルメディア―市場でのコラボレーション

オンラインで何かを買い、その商品の感想を書いたことがあるだろうか。たくさんの人があるし多くの人がそれを
読んで買い物をする。当然、商品を作る会社も客が何を言っているのかに注意を払う。客の好き嫌いを知ることで作
るものが改良され、より多く売れるのである。
これがソーシャルメディアがビジネスに与えるインパクトの一例である。インターネット時代前は人々が商品につ
いてどう思っているかという情報は手に入れるのが難しかった。客の需要をすばやく手に入れるのは大変だった。ツ
ィッター、ブログ、ソーシャル・ネットワーキング・サイトなどのソーシャルメディアのおかげで即座にフィードバ
ックを得られる。これで競争に一歩ぬきんでることができる。
このプロセスをユーザーイノベーション（消費者が行う革新）という。これはダーウィンの進化論に似ている。生
物は環境に適応して進化する、そして時間をかけてますます生き残りに適するようになる。同様に今日のビジネスや
製品も商売の環境に応えて進化し変化する。進化し変化しないものは絶滅の危機にさらされるのだ。
携帯電話は時間をかけて少しづつ新しくなったいい例である。生産者は特徴や機能、デザインに関する顧客のフィ
ードバックにもとづいて少し変える。生産者側はもし顧客の要求に応えなければ彼らが競合する製品に乗り換えるで
あろうことを知っている。
ビジネスもクラウドソーシングによってソーシャルメディアを利用している。クラウドソーシングは問題解決、デ
ザイン、製品を作るため公開プロジェクトに人々を参加させる。参加する人には金銭報酬がないことがしばしばであ
る。インターネット時代前のはじめてのクラウドソーシングはオックスフォード英語大辞典であった。出版社は人々
に言葉がどのように使われているか例を提出させた。この情報が集められおそらくそれまでで最も詳細な辞書を作る
のに使われた。
もう一つの例としては消費者が I-Phone のような人気のある道具のアプリケーションソフトを開発したことであ
る。このような製品には選べる多くのアプリがあるがそれらのほとんどは企業が作ったものではない。このことはウ
ィンウィンという双方とも満足のいく状況を生む。アプリの作り手はアプリを使用する人から儲けることができる
し、その製品を作る会社はおもしろいアプリを提供でき、より多くの客をひきつけることができるのである。
ビジネスがより広範な客に広がれば、客はその製品を自分のニーズに合った、自分一人だけのものにする。これは
ロングテールマーケティングと呼ばれ、少量の数多くの種類のユニークなものを売ることだ。例としては自費出版が
ある。作家はわずかな金額を支払い出版社がオンラインでそれを売り出す。本は注文されたときにのみ印刷される。
出版社はそれぞれ少数の本を売るのだが多数の違う作家からの本を提供する。
今日、多くのビジネスは情報技術とソーシャルメディアに依存している。それは私たちの生き方、商売の仕方を変
えるのである。

  SPotliGht on MeaninG   　1-C　　2-B	　　3-B	　　4-A	　　5-D
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Chapter 7   More Than a Game

   WoRd Play   　1.	e				2.	b				3.	a			4.	d					5.	f

   試訳    More Than a Game

遊び以上のもの―ポンからオンラインゲームの世界へ

1972年、ノーラン ･ブッシュネル	とテッド ･ダブニィは初めて商業的に成功したテレビゲーム、Pong を発売し
た。それはピンポンをもとにしたアーケードゲームで二つのラケットでテーブルの上でボールを打ち合うものであ
る。単純だけど Pong は終わることのないテレビゲームのブームを巻き起こした。今日、テレビゲームの売り上げは
世界中で何十億ドルにもなる。今日ではパソコン上やプレイステーション、Xbox、Wii などゲームに特化した機器
を使ってゲームをする。また、携帯ゲーム機や携帯電話、I-Pad のような携帯できる機器でゲームをする人もいる。
テレビゲームはそれ自体エキサイティングである。しかしオンラインでゲームをするとより強烈な経験となる。オ
ンラインゲームにはネットを通じてアクセス可能で、リアルタイムでゲームをすることができる。このことはゲーム
の作り手によってつくられた仮想世界である、コンピューターによる現実にプレーヤーが参加するゲームをもたらし
た。
最も高度に作られた仮想世界は大勢のプレーヤーがするオンライン・ロールプレイングゲームである。これらのゲ
ームでは何千人ものプレーヤーがオンラインで同時に巨大な仮想コミュニティを創り出している。プレーヤーはアバ
ターとして知られ、その世界で自分たちを表す人物（キャラ）をコントロールする。World	of	Warcraft のようなア
ドベンチャーゲームでは夢想するヒーローの役割を演じるのかもしれない。Second	Life ではもっと普通の、探検や
社交、物を作るとか買い物に行くというようなことをする。
この経験を単に「ゲームをする」と呼ぶのは少し誤解を招く。これらの仮想世界には真のコミュニティがあるから
である。プレーヤーはお互いに知り合い、戦略を練り、交際し、行動をうまく調整し、エチケットを守るようになる。
それは人間のコミュニティではどこでもやっていることなのである。
オンラインゲームの仮想世界はソーシャルメディアと共通点がたくさんある。ユーザーにはオンラインでのアイデ
ンティティがあり、それは真の自分として経験をするということである。ソーシャルメディアのサイトを通してで
も、オンラインゲームの世界を通してでも仮想世界に参加することは新しい形の自分を創り出す。私たちはオンライ
ンとオフラインの二つの別個の存在を持つことになり、多くの疑問が生じる。
仮想世界で時間を過ごすので他人との関係がより薄っぺらなものになるだろうか。仮想世界で物を盗むということ
は現実世界で物を盗むのと同じだろうか。ソーシャル・ネットワーキングのサイトで年齢や体重をごまかしてもいい
のだろうか。匿名性で守られているので、オンラインで交流するときは礼儀正しくなくなるだろうか。現実逃避のた
めにオンライン世界を使うだろうか。
これらは科学技術やソーシャルメディアによる人間のコミュニティの変化を理解しようとする時、私たちの社会、
そして仮想世界に参加する誰もが取り組まなければならない課題である。仮想現実で生活の一部を生きることは単な
るゲームの枠をはるかに超えている。

  SPotliGht on MeaninG   　1-C　　2-A	　　3-C	　　4-D　　5-C
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Chapter 8   The Social Contract

   WoRd Play   　1.f					2.	e				3.	c			4.	a					5.	b

   試訳    The Social Contract

社会契約―政治と民衆

企業がビジネスに合意するとお互い相手に何を期待するかを明確にするためにしばしば契約を結ぶ。社会において
われわれもまたどんな権利や責任があるか予期する。これは社会契約と呼ばれる。それには市民や政府の役割につい
ての期待を含んでいる。個々人は例えば、平和な秩序のある社会にするために政府が法律をつくるべきだとうことに
合意をしている。
社会契約には信頼が要求される。人々は政府はその権力を乱用しないであろうと信頼するし、市民は正直に社会の
ルールに従うように信頼されている。メディアは社会契約を保つのに重要な役割を演じている。例えば、ニュースメ
ディアは政府が何を行っているのか報道することでその正直さを維持する。今日、ソーシャルメディアとインターネ
ットは世界の多くの場所で社会契約を変えている。次の三つの方法で行っているのだが、それは人々が１）コミュニ
ティを作る、２）社会と政府を監視する、３）世界で起こっている情報を分析する手助けをする。
権力を乱用している政府もある。しかし今や人々はソーシャルメディアを使って反対グループを作り、デモを組織
し、あるいは政府の職権乱用のニュースを流す。人々は同じ関心を持つ人とつながることでコミュニティを作ってい
る。これで社会契約を改善するために戦うことができるのである。
モニターという言葉は見守る、用心するということを意味する。ソーシャルメディアは持っている権力を守るため
に市民と政府との両方に使われる。民主主義国家の市民は政府の誠実さを維持するのに役立つ情報を共有する。しか
しながら、社会契約を守らない国では独裁者が人々のアクセスする情報を操作しようとしたり、市民をモニターする
ために情報技術を使おうとしたりするかもしれない。政府に敵対する人々へ情報提供するウェブサイトはブロックさ
れるであろう。もし反政府声明をオンラインで流すなら、国によっては逮捕されることもある。
オンラインで見つけた情報を分析することも社会契約を維持するうえで重要である。今日 Sysomos、	Attensity	
Government	System のような会社はオンライン上で書かれた文書を分析し、大企業 IBM、Shell や政府組織例えば
CIA に市民の全体的な雰囲気を伝える。またどんな人物がどんなコメントを出しているかを見つけ出すことができ
る。これはもし社会に危害を加えようとする人々から一般市民を守ることができるのであれば有用である。しかしな
がら、独裁権力が社会をコントロールするのにも役立つのである。
現在、人々はかつてないほど、どんなファッションが流行で、どの店がディスカウントをしているかを知り、ソー
シャル・ネットワーキング・サイトで友達と連絡をとる力を持っている。しかし市民として、私たちはこれを超えて
一歩踏み出す必要がある。インターネットとソーシャルメディアを使って社会をよりよく理解するため、社会契約の
悪用を防ぐために使う必要がある。大企業や政府だけが権力を守るためにソーシャルメディアを使用してはいけない
のである。

  SPotliGht on MeaninG   　1-C　　2-D	　　3-A	　　4-A	　　5-D
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Unit 3   THE BUSINESS OF MEDIA 

Looking Beyond the Illusion

Chapter 9   The Bottom Line

   試訳    The Bottom Line-The Business of Entertainment

肝心な点—娯楽産業というビジネス

日本のアニメーション映画『もののけ姫』は大ヒットし、193億円以上もの金を稼ぎ出した。延べ1420万人以上
が見た勘定だ。娯楽産業にとって、これは宝くじで当たり券を引き当てたようなもので、これと同じようなヒット作
を生み出すべく、甚大な労力が投入されている。
大ヒット作を生み出すのには何が必要だろうか。『もののけ姫』場合、若者、とりわけ若い女性観客の心をつかん
だ。また一部の映画・テレビ番組と異なり、『もののけ姫』は大都市と小さな町の双方の観客の心をつかむことがで
きた。もう一つの要素は、当時大いに世間の注目を浴びていた、環境破壊というそのテーマ性だった。そして最後に
挙げねばならないのが、このアニメーション映画が大々的に宣伝されたということだ。広告は人々の話題となる ”う
わさ “を広めるのに重要である。
娯楽産業の目標は娯楽や芸術ではないということを忘れないでいよう。利益をあげることなのである。例えばテレ
ビ番組はそれ自体お金を生み出さない。単にコマーシャルを観なければいけない視聴者をひきつけるだけである。
NHK以外の従来のテレビ局の目的はコマーシャルを見せることだといえよう。ほとんど、もしくは全くコマーシャ
ルのないチャンネルは通常月額料金を払って視聴される。
日本の娯楽産業は極めて中央集権的である。現在、東映、松竹、東宝の3社が娯楽産業に対する強大な支配権を振
るっている。その一例は映画の配給体制である。ほとんどの映画館は、上映したい作品を実は自由に上映できないの
である。というのもこれらの映画館は、一定の作品の中から上映するものを選ぶという契約を結ばされているからで
ある。このシステムに逆らう映画館は大作映画を上映できなくなってしまう。
このことは変化している。
今日ソーシャルメディアと廉価なビデオカメラ、編集用ソフトで映画製作者の新しい世代は自由に娯楽産業に参入
することができる。制作費は激減し、インターネットを通して視聴者とよりつながりやすくなる。しかし劇場で見る
映画を製作することはシステムの中にいなければまだとても難しい。
一部の人の意見によれば、娯楽産業の中央集権化の度合いは行き過ぎであり、そのために日本のテレビは本来の面
白味を欠いており、日本映画はハリウッド映画に市場占有率の多くを奪われてきた。しかしますますグローバル化し
断片化したメディア世界で変化がおきている。小規模のライバル企業はますます視聴者のために確立された巨大企業
と競い合う。お金を支払うメディア消費者にとっては競争が増えるのはいい知らせだ。われわれはお金を支払ってい
るので楽しませてほしい。それが肝心なのである。

  SPotliGht on MeaninG   　1-C　　2-D	　　3-D	　　4-C	　　5-A
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Chapter 10   Tricks of the Advertising Trade

   WoRd Play   　1.	c				2.	d				3.a				4.f						5.e	

   試訳    Tricks of the Advertising Trade

広告業のトリック—広告で目にするものを買う

従来の広告は非常に金がかかる。例えばテレビコマーシャル1本を制作するだけで、何と一億円もの費用がかかる
こともある。さらに広告主はそのコマーシャルが放送される時間「エアータイム」に金を支払わなくてはならない。
費用がかさむにもかかわらず、大手テレビ局では毎日800本にものぼるコマーシャルを流している。広告の高コスト
体質はテレビだけにとどまらない。新聞の主要紙に全面広告を	一回掲載した場合、その費用は典型的な例で言うと
2000万円である。インターネット広告のようにそれほど金のかからない選択肢もあるのだが、それでもなお企業は
広告に巨額の費用を費やす。広告は効果がある、というのがその理由である。
広告は、人々の行動に影響を与えるように作られている。それは論理ではなく感情に訴えることを狙っており、視
聴者は広告に注意を払わずともその影響を受けてしまうのである。消費者自身もしばしば広告の影響に気が付かな
い。「広告がよくできていたので例の即席麺を買ったよ」などという発言を、あなたは間違っても耳にしないだろう。
広告とは巧妙で洗練された形の洗脳であり、これによってあなたは、Bという商品ではなく、Aという商品に手を伸
ばしてしまうのである。
賢いメディア消費者は広告の背後にあるテクニックに気付くべきである。例えば広告制作業者は理想化したイメー
ジをつくり出す。ビールのコマーシャルを見ると、心からの爽快感と満足感が生む深いため息を目にするだろう。し
かしだれかが酔っ払っている場面などついぞ目にしない。同様に、たばこの広告では病院の映像を決して目にしない
だろう。広告制作業者はまた、連想という手法を使って、好ましい映像をその製品と一緒に映し出す。たとえ両者の
間に関連性がほとんど、あるいは全くなくても、そうするのである。危険な山を苦しみながら登っていく男たちは、
山頂でビタミンドリンクを飲む。合衆国の砂漠の幹線道路では大型車が疾走し、一方、パリやローマでは小型車が街
中を縫うように走る。京都の美しい光景がインスタントコーヒーを売り込み、有名な野球選手が保険の宣伝をする。
広告はしばしば非常に精巧に作られる。マーケティングリサーチ会社は、狙いに定めている消費者層の年齢や関心
事、職業などをとおして心理分析を行う。こうして得られた情報は広告会社によって、ターゲット市場の必要性や欲
求に沿ったキャンペーン計画を立てるのに利用される。テレビ広告と連動して、雑誌、ラジオ、電車の車内、屋外広
告掲示板でも一斉広告が展開される。
例えばドッグフードを市場に出す場合、広告制作業者は、自分自身は血統の確かな犬の優しい飼い主だと思い込み
たがっている飼い主の欲求につけ込もうとする。ドッグショーや、俳優と訓練された犬とのじゃれ合いのイメージ
は、愛情と血統のよさという幻想を生み出す。ところが実際は、犬は（猫と違って）ほとんど何でも食べるだろうし、
同じように飼い主を慕うはずのものなのだ。
広告のテクニックの中にはあけすけなものもある。例えばテレビ映画の後半部分により多くのコマーシャルを持っ
てくるというのがそれだ。後半部分では視聴者がチャンネルを変える確率が低くなるからだ。あるいは高校の近くに
スナック食品の広告掲示板を置くというのもある。ほかにはもっと巧妙なものもあって、例えば食品の広告でミルク
の代わりに糊を使うという手法がある。こうすると写真撮影が容易になるからである。しかしながら広告業界で重要
なのは、何と言ってもイメージである。
広告は悪いものではない。よくできた広告は私たちの注意をひくし、娯楽にもなる。しかしわれわれは広告がどの
ように影響を与えているのかに気付く必要がある。砂糖がたくさんはいった飲み物、アルコール、タバコ、ローンな
ど、好ましくない多くのものが広告では良く見えるのである。広告は私たちが必要としないものを必要としているの
だということを考えさせてくれる。だから買う前によく考えて。お金の使い方を決めているのは広告制作業者だけで
はないということを確かめてほしい。

  SPotliGht on MeaninG   　1-C　　2-C	　　3-B	　　4-B	　　5-C
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Chapter 11   Gathering News

   WoRd Play   　1.	b				2.	e				3.	a			4.	f					5.	c

   試訳    Gathering News

ニュースを取材する―事実の基準

最近までニュースメディアとは新聞、雑誌、テレビ、ラジオのことだった。しかしグローバル時代において私たち
の情報源は拡大した。ブログやソーシャル・ネットワーキングのサイト、オンライン上の動画、ツィッターなどのメ
ッセージサービスで世界のニュースを知る。
これらの新しい情報源はメディア消費者に挑戦状を突きつけることになる。誰でもブログを書いたり、動画を投稿
できるので何を信じたらいいのか簡単にはわからない。その結果として、インターネットは肯定的な目的と同様にプ
ロパガンダにも使われる。例えば、一般市民が自分たちの権利を勝ち取るためにソーシャルメディアやインターネッ
トを使うのに、テロリストはメンバーを募るためにウェブサイトを使う。報道に電子メディアを広く使うようになっ
たので、プロのジャーナリストの役割は重要であり続ける。評判の高いニュース組織が報道すればジャーナリストの
基準を守っている、つまりニュースを事実に基づいて（正確に誤りなく）、客観的に（偏見なく）伝えていると信用
する。
NHKのニュースアナウンサーがニュースに関する個人的な意見を述べる姿など、決して目にすることはあるま
い。というのは、それは客観性に関する厳格なNHKの基準に反するからである。しかしながら民放の人気ニュース
番組に登場するアンカーパーソンの中には、ニュースに関してコメントする者もいる。新聞やニュース雑誌も客観性
に関するさまざまに異なった基準を持っている。スポーツ紙やゴシップ雑誌だったら、「情報筋が伝えるところによ
れば、X選手は多くの女性と関係している疑いがある」という記事を公表するかもしれない。このようなものは非難
であってニュースではない。とりわけ情報源が明らかにされていない場合はそうである。
報道機関は政府高官や政府機関、企業報告などの公式な情報源と、非公式な情報源（情報を持つ者とのプライベー
トな会見）とに依拠している。公式な情報源の場合、通常は「財務省が本日伝えたところによると、銀行の貸付額は
…」というように、その出所が明らかにされる。それに対し非公式の情報源では出所が明らかにされない場合が多
い。欧米のジャーナリズムは、ニュースの読者や視聴者がその情報に潜んでいるかもしれない偏向を判断できるよ
う、ニュースの出所を明らかにすることに非常な重きを置いている。
情報源を明らかにすることに加えて、欧州ならびに北米のジャーナリストは、ある問題に関し対立する観点に立つ
情報源からの情報を提示することが多い。例えば、「労働省は…に関する新たなガイドラインを提示している」とあ
る一方で、「Xビジネス協会は…であるとして、今度のガイドラインには反対している」という具合に。こうしたス
タイルのジャーナリズムはニュース消費者に対し、消費者自らが独自の意見を形成するための情報を提供してくれ
る。日本の報道機関はこのような手法への依存度が少なく、公式発表に一層の重きを置く一方で、反論や対立にはさ
ほど重きを置かない。
ニュースの取材方法を批判する人もいるが、世界の基準で測れば、日本のメディアはオープンで正確である。報道
機関と政府とのなれ合い的な関係にニュースが依存し過ぎている、と言うのである。この点に関してさらに考察を進
めるために次の章を読んでいただくが、ニュースは注意して見るようにし、それからあなたの判断を下してほしい。
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Chapter 12   News and the News Makers

   WoRd Play   　1.	c			2.	d				3.	e				4.	a				5.b	

   試訳    News and the News Makers

ニュースとニュース提供者—ニュースに影響力を及ぼす

あらゆる種類のソースから得る情報の洪水にもかかわらず、たいていの人は重大な出来事についての情報は従来の
ニュースメディアに頼っている。マグニチュード９の東日本大震災が起こり、壊滅的な津波や原子力発電所のメルト
ダウンが起こった時、重大な情報はプロのジャーナリストと主要報道機関によって集められ、報道された。
報道機関は新聞の紙面を開いたりテレビをつけたりする時、どんなニュースを目にするか決定するのに大きな力を
持つ。そして誰かがどのニュースが重要なのかを決定しなければならない。結局のところニュースと単なる事実の間
には違いがある。この違いをある編集長は次のように言う。「犬が人間をかめば、それは事実だが、人間が犬をかめ
ば、それはニュースになる」と。
当然何が重要かあるいはおもしろいかは、個人の観点によって左右される。そして有力な人物や組織は、自分をよ
く見せるような情報の強調に努める。それはどのようにしてかというと、例えば次のような具合である。
記者クラブは種々の報道機関のジャーナリストたちが集まる一種のクラブ、すなわち組合である。記者クラブは多
数あるが、これらのクラブは公式情報を—例えば記者会見などを通じて—しばしば独占的に入手しているため、幅を
利かせている。記者クラブは有力なニュース提供者と良好な関係を保ことうとする一方で、特定の活字メディアの記
者を排除する。外国人記者だと、大部分の日本の記者クラブに加入できないというケースも多い（外国人記者用に、
別の記者クラブがある）。記者クラブがあるせいで、いずれの報道機関にも属さない独立系のジャーナリストによる
ニュース取材が困難さを増している。
有力なニュース提供者（政治家など）も、記者会見を開かないことで、やはりニュースを統制しようとする。その
代わりに、ニュース提供者に最も好都合な事件経過の説明が、同調的と見なされた記者だけに私的な形で行われる。
このような情報もニュースとして報道される。その結果ジャーナリストの情報源がはっきりしないニュースとなる。
メディア消費者としてこれは問題である。私たちがニュースをちゃんと受け取っているかどうかの判断を難しくす
る。
検閲は政府によるニュース報道妨害である。しかしときには報道機関も自己検閲をしている。つまり物議をかもし
たり有力者を怒らせるかもしれないような事柄は報道しないのである。最も明白な実例は天皇批判に関するニュース
の欠如である。このような話題は物議を醸すばかりでなく、ときにはジャーナリストが特定の記事に反対する極右過
激派から襲撃を受けることもある。ときに自己検閲は微妙な形を取る。それは例えば、外国の新聞が「南京大虐殺」
に言及しようとする際に、日本の新聞が「南京事件」という言い回しを使うかもしれない、といったようなことだ。
最後になるが、報道されるニュースはメディア消費者の心理的傾向を反映している。教育問題を調査する政府の諮
問委員会と、有名な歌手の結婚式とでは、どちらがより重要だろうか。あなたがどんなニュースを見たり読んだりす
るかを決めるのは報道機関であるが、その報道機関が絶えず気にしているのは売り上げないし視聴者数を伸ばす算段
である。報道機関はほかのメディアと同様、利益を上げ、人気獲得競争を演じなければならない。メディア消費者と
しての私たちは、自らが支払うものの対価を受け取るのだ。
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Unit 4   MEDIA AND SOCIETY 

The Hidden Impact

Chapter 13   Their Media

   GettinG Ready   　1800s-d					1960s-b					1970s-c					1980s-e					2000s-a

   WoRd Play   　1.	c			2.	d				3.	f				4.	a				5.	b

   試訳    Their Media-Japan from the Outside

かの国のメディア—海外から見た日本

世界の大部分の人々は来日したことはないけれども、それぞれ自国のメディアから日本についての印象をつくり上
げている。近代に入り初めて日本のイメージの一端が海外に流れ出たのは、明治維新のころだった。ヨーロッパでは
江戸時代の美術や日本人の視覚的テクニックがいわゆる「ジャポネスク」芸術のブームをあおり、日本は寺と芸者の
国、エキゾチックで神秘的な所だというイメージを生み出した。
太平洋戦争中、日本のイメージは主として日本の敵国からもたらされ、一種のプロパガンダとして機能した。米国
では、日本兵は出っ歯で丸縁眼鏡をかけた姿に描かれた。ハリウッドは1940年代から1960年代まで、日本を敵国
扱いした戦争映画を制作した。戦争はまた多くの国で日本軍の武力侵略に苦しんだアジア全域で日本の否定的イメー
ジを生み出した。こういった歴史的な記憶は特にこの時期大打撃をうけた中国、韓国では特にいつまでも消えない。
数年前まで韓国では日本製の音楽や映画の輸入は禁止されていた。
1960年代の日本は、大量生産による低価格の消費財を数多く輸出し始めた。1960年代の米国では、「日本」とい
う言葉は「低価格・低品質」と同じ意味だった。日本のポジティブなイメージが一般化したのは、日本車がその品質
と経済性で評価を勝ち得た1970年代になってからであり、日本製家電製品の輸出が増大した。現在50歳以下の欧米
人の場合、日本に対しては経済大国という主として肯定的なイメージを抱きながら成長した。
日本がこれまで輸出してきたもののうち成功例を	にもうひとつ挙げると、それは柔道や空手のような武道である。
昔は多くの地域で、日本は普通の人でも武道の心得がある国だという印象を持たれていた。1980年代末のバブル経済
の絶頂時に、「企業戦士」としての日本のイメージが一般化した。ビジネスマンをターゲットにした欧米のテレビコマ
ーシャルは、タフな競争相手を描く場合に、時々日本人のイメージを利用した。日本人海外旅行者が増えるにつれて、
カメラをぶら下げて大挙して行く団体旅行客のイメージが、日本人を描く場合の通常のステレオタイプと化した。
工業大国や自動車、家電製品の生産国という日本のイメージが海外での支配的なイメージであり続けている。しか
し、最近これに比較的新しい文化の輸出が加わった。世界中のアニメや漫画の成功で若い世代の人々はポップカルチ
ャーという視点で日本を見るようになった。「日本」という言葉を聞くと若者たちはサムライよりもポケモンのこと
を思い描くようである。
海外のメディアは必ずしも日本を公正に描写してはいないが、日本のメディアが外国の文化を見る場合にも、これ
と同じことが言える。メディアは遠く離れた所を見せてくれるレンズであるが、常に大きなゆがみがある。日本と外
国が直接触れ合うあうことが増えればこれらの過度に簡略化されたイメージはより正確なものになるであろう。しか
し過去の歴史が道案内をするのであれば、それには時間がかかるであろう。
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Chapter 14   Gender in the Media

   WoRd Play   　b			2.	c				3.	e				4.	f				5.	d	

   試訳    Gender in the Media

メディアの中のジェンダー—世の半数を占める女性への軽視

こんな悲劇的な話がある。それは、ある朝	6	歳の息子を学校に送り届けるために家を出た父親にまつわる話だ。
不運にもこの父子はひどい自動車事故に遭い、父親は死亡した。重体の息子は緊急手術を受けるため、慌ただしく病
院に担ぎ込まれた。少年が手術台に運ばれると、手術を担当することになっている医師が歩み寄った。すると、恐怖
とショックの色がこの医師の顔をよぎった。医師は言った。「この子は私の息子です！」
こんなことがありうるのだろうか。
いや、この医師は継父ではなかった。医師が見間違えたわけでもない。どういうことなのか理解できなければ、こ
の話をもう一度読み直してほしい。
どうだろう、今度はすぐに分かってもらえたかもしれない。この医師は少年の父親ではなく、少年の母親だったの
だ。この医師は自分の息子の手術を行わなければならないばかりか、自動車事故で夫をも失ったのである。
「医師」というイメージからは、圧倒的に男性像が思い浮かぶ。これはひとつには、経験に由来する。男性医師の
ほうが女医よりも数が多いからである。しかしながらメディアもまた、大きな役割を演じている。テレビや映画で演
じられる医師は主に男性だからである。こうした従来通りの見方に立てば、ストーリー展開も容易になるだろう。だ
が私たちはメディアがつくるイメージの影響を受けやすいので、優秀な医師や弁護士、実業家になれる可能性のある
少女たちの才能を潰してしまうかもしれない。というのも、これらの職業は男のものだという強い思い込みがあるか
らだ。
メディアは男の視点に立っているとの批判がある。娯楽・広告・ニュース産業で、ディレクター、プロデューサー、
幹部社員の大多数は男である。テレビドラマを見ても、女の登場人物やそのせりふは、男の手で作り出されたり書か
れたりしているケースが実に多い。女性が使う商品の広告ですら、それを制作するのは専ら男であるというケースが
ままある。大部分の人はこのことを奇異に感じてはいないけれども、少なくとも私たちは何かを見落としているので
はないかと、問うてみてもよいのではなかろうか。
ニュース番組やバラエティー番組で年長の男性が総合司会役ないしニュースキャスターを務め、年下の（美人の）
女性が彼のアシスタント役を務めているのを、よく目にするだろう。その逆、つまり女性が司会役を務め、男性がア
シスタントを演ずるというのは、めったに見られない。それどころか放送メディアでは、若手の男性ニュースキャス
ターの場合、当初は地方ニュース局に配属されるものの、年齢を重ね経験を積むと昇進して都市部に呼び戻され、人
気番組に抜擢されるというのは、よくあることである。他方、女性の場合は若くして大都市の局でスタートを切るも
のの、年を取るとそれほど重要ではないもっと小さなメディア市場へと左遷されてしまう。
少なくとも私たちに言えるのは、男であるとは、または女であるとはどういうことかという一定の見方を、メディ
アが私たちに伝えているということだ。メディアは単に男性を支えるだけのか弱き性的対象として女性を描き出すこ
とで女性を差別している、という人もいる。あなたならどう思うだろうか。ひょっとすると、このような役割に甘ん
ずるのをよしとする人もいるかもしれない。次の問いかけを自らに発し、あなた自身でその答えを出してほしい。あ
なたに娘がいたとしたら、成長したときにテレビで目にするような女性になってもらいたいと思うだろうか。
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Chapter 15   Violence in the Media

   WoRd Play   　1.b				2.	e			3.	f					4.	d				5.c	

   試訳    Violence in the Media-The Battle for Children

メディアの中の暴力—暴力をめぐる闘い

北米の全域で起きている闘いがある。この闘いはまだ日本へは波及していないけれども、いずれは波及してくるか
もしれない。子供のテレビ番組やテレビゲームには暴力シーンが多過ぎると批判する親や教育団体がある。一方で、
これらの業界は、テレビやゲームが子供たちの間に暴力を醸成するとの決定的な証拠は挙がっていないと主張し、さ
らには、メディアの内容に対するいかなる制約も法で認められている表現の自由に逆行するとまで反論している。
統計の数字は怖ろしい。米国で行われたある調査は、小学校を卒業するまでに、子供たちはテレビで8000件の死
と10万件の暴力行為を目にすることになるだろうと結論づけた。ゴールデンアワーの番組10本のうち、実に7本に
暴力シーンが含まれている。日本では1週間のテレビ番組のうち午後5時から午後11時までの間に、平均で727人の
登場人物が負傷し、557人が殺される。日本のテレビドラマ・アニメ番組のうち80パーセントが暴力シーンを含ん
でいる。子供向け番組の88パーセントにも暴力が描かれている。3年間にわたり1日に2時間ずつテレビを見るだけ
でも、その子は、暴力により1万1600人が殺され、2万1240人が負傷するのを見ることになる。
しかしながらこれらの暴力が子供たちに及ぼす影響を判断するのは難しい。批評家はいくつかの研究を指摘し、模
倣暴力殺人に言及する。この事件ではMTV放送の人気アニメのまねをしていた5歳の男の子が、マッチで遊んでい
るうちに2歳の妹を殺してしまった。日本でも、同じく若者の暴力に対する社会的不安を呼び起こした神戸の14歳
の少年によるサディスティックな児童殺害事件があった。娯楽産業は、このような事件は単発的なものであり、子供
たちはテレビで目にする暴力と現実の暴力とを識別する能力を持っていると主張する。
子供たちにとって別のメディア暴力の原因となっているのがテレビゲームである。アメリカの研究によれば暴力的
なテレビゲームをする十代の子供はより攻撃的で学校では勉強が良くできないという傾向が大きい。仮想世界で暴力
行為をすることは攻撃的に反応する訓練をするのかもしれない。それにもかかわらず多くの親はテレビゲームの内容
を知らずに、決してゲーム時間を規制したりしない。
メディア暴力の危険性に関心がないと大きな問題を生み出す。実は、子供も大人も暴力場面を見たがっているので
ある。暴力的な番組やテレビゲームは人気がある。娯楽産業最大手のディズニー・コーポレーションは、実際長年に
わたり暴力を排除した映画（格付けが	G	つまり一般視聴者向け）だけを制作してきた。ところがついに同社はこの
方針を変更した。なぜならG格付けの映画を若者が敬遠していたことが判明したからである。暴力的でなければ娯
楽は面白くないというギクリとさせる仮説は、テレビやテレビゲーム自体よりも大きな問題である。かくしてこの闘
いはなおも続くのである。

  SPotliGht on MeaninG   　1-B　　2-B	　　3-D	　　4-C	　　5-B
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Chapter 16   Stereotypes in the Media

   WoRd Play   　1.f				2.	d			3.	a					4.	e				5.	b	

   試訳    Stereotypes in the Media-Convenient Images

メディアの中のステレオタイプ—都合のよいイメージ

ある女子高校生が電車に乗っていると、近くに座っている中年サラリーマンの騒々しいいびきが聞こえてきた。こ
の高校生は友人にこう告げた。「あの厚かましいオヤジ（野暮な中年男性）ったら、信じられる？」ところがよく見
るとこのオヤジは近くに住む彼女の叔父であり、彼女の大好きな優しい人物だったのだ。この高校生は今後知らない
人に対してあれこれ批評するのをやめようと決意した。
私たちは皆、知らない人々に対してレッテルを張る。しかしながら用心していないと、このレッテルはステレオタ
イプと化してしまう。オヤジとは、ある種の厚かましい中年男性を言い表すステレオタイプである。今述べた女子高
校生は早合点してこのネガティブなレッテルを人に張ってしまったので、ステレオタイプについての教訓を得ること
となった。
ステレオタイプはメディアのいたるところで見られる。テレビドラマを見れば、「気立てのよい」娘に対して面倒
を引き起こすことになる「悪漢」がだれであるかが、すぐに分かるだろう。「献身的な教師」とか「気の荒いミュー
ジシャン」といった職業を示すステレオタイプもあれば、「内気だが親切なやつ」とか「美人だが高慢ちきな性悪娘」
といったような性格像を示すステレオタイプもある。
ステレオタイプが非常に一般的である理由のひとつはたくさんの情報をすばやく与えてくれるからである。しばし
ば、人物を見るや否や誰でどんな仕事をしているか想像することができる。医師は期待通りに見えるし、警官も警官
の風貌をしている。このことで物語作家はどんな人物でどんな風か説明するのに時間をかけずに話しを展開すること
ができるのである。
不幸にもステレオタイプが差別を助長することもある。私たちは「中東のテロリスト」とか「ラテンアメリカの麻
薬の売人」とか「香港マフィア」とかいった映画のイメージを知り尽くしている。これらがある場所を思い描くとき
の支配的なイメージになると、現実に偏見を生み出す。単にネガティブなステレオタイプのせいで、ぶらぶらしてい
る一部の外国人を、どうも怪しいと感じるかもしれない。
映画やテレビで見る対立や闘争はほとんど常に、「善人」対「悪漢」という図式で描かれる。政治的・経済的・民
族的・宗教的対立のある現実世界では、はっきりとした「善人」などいないのが普通	である。このような理由で、
あなたは国際ニュースを退屈なものだと感ずるかもしれない。そこにはあなたを満足させるだけのドラマ性は見られ
ないし、だれに好感を持ったらよいのかも分からない。テレビや映画でおなじみの単純なプロットに現実が合致しな
い場合、私たちは興味を失ってしまう。
これこそがメディアにおけるステレオタイプの最も危険な点である。ステレオタイプは現実を単純化したイメージ
へと導き、この単純化したイメージのせいで、私たちはあらゆる情報を入手しているにもかかわらず、世界とのかか
わりを容易にするというよりもむしろ難しいものにしてしまう。メディアは単純な見方に立っており、そこには私た
ちを刺激しようとか私たち自身の考えを促そうとかという意図は見られない。これは実に残念なことである。なぜな
ら私たちは、創造的な娯楽はステレオタイプに依拠する必要がないこと、そしてメディアが私たちの世界観を広げる
力を持っていることを知っているからである。メディア消費者として、メディア側と私たち自身の両方からさらなる
要求をしていく必要がある。

  SPotliGht on MeaninG   　1-B　　2-A	　　3-D	　4-B	　　5-C



Fish in Water—teacher’s Manual 21

Chapter 17   Where Are Our Role Models?

   WoRd Play   　1.	f			2.	d			3.	b				4.	a				5.	c	

   試訳    Where Are Our Role Models?—The Lessons from the Media

われらが模範とする人物はいずこに—メディアによる教訓

マハトマ・ガンジーのアクション映画を想像してほしい。あるシーンで、ガンジーは塩税に反対するデモの陣頭に
立っている。ヘリコプターから近くのビルの屋上に飛び降りたガンジーは、大英帝国の邪悪な将軍に立ち向かう。派
手な素手の殴り合いをした後、ガンジーはこの将軍を屋根から放り投げて殺してしまう。
このようなシーンはばかげている。マハトマ・ガンジーは真のヒーローであり、非暴力を信じて、南アフリカとイ
ンドで自由と正義のために戦った深い精神性の人だったのだから。ガンジーをアクション映画のヒーローとして描こ
うとしても、うまくいくはずがない。というのも、そのような試みは、実在のヒーローと、私たちが娯楽メディアで
目にするヒーローとを混同しているからだ。
ヒーローとは模範的人物、つまりどう生きるべきかを私たちに教えてくれる人々のことである。昔は模範的人物と
言えば、歴史上の人物や宗教家や私たちの共同体内の大人がそれに該当した。ところが今日では親たちは多忙で帰宅
が遅くなることも多く、若者の相手をしてやれる時間をほとんど持てないでいる。家族そろっての食事やその日の出
来事についての家族談義は、次第にまれなものになってきている。私たちの隣人を知らないケースもままある。若者
たちを気遣ってやれてよき模範を示してやれるはずの大人たちから、若者は切り離されている。
ますますメディアが、とりわけテレビが、一種のベビーシッターの役割を	たすようになっている。テレビ、映画、
雑誌、漫画、音楽、広告が提供するイメージや情報が、若者の人生観形成の指針になっている。不幸にもメディアの
模範的人物像が、実在の模範的人物の貧相な代用品になってしまった。
メディアの模範的人物像は模倣するに値しない場合が多い。映画のヒーローもしばしば正義のために戦うが、その

「勝利」とは単に暴力的な男性が紡ぎ出した勝つことへの夢想でしかない場合が多い。俳優、エンターテイナーやモ
デル、運動選手やポップ音楽スターはみんな私たちのメディア社会でヒーローとなった。彼らはテレビや広告、雑誌
などあらゆるところに出ている。私たちはツィッターで彼らをフォローし、ソーシャル・ネットワーキングのサイト
に参加するのである。彼らは富や人気、魅力的な容姿を美化して見せる。
若者の使う用語はメディアの模範的人物像の浅薄さを反映している。「かっこいい」とか「かわいい」ということ
が、メディア世代の中で育てられた多くの人々の目標になっている。こうした上っ面	の特質がメディアでは強調さ
れるが、メディアの場ではイメージこそがすべてである。昔と違って、私たちは模範とする人物と交流し合って彼ら
から教えを受ける代わりに、彼らをメディアで見てそのまねをするだけである。往年の隣近所や村落共同体は、巨大
だがバラバラで孤立している世界的規模のメディア共同体へと変わった。
ロックスターになろうと夢見たり俳優・女優のまねをしたりして時間を浪費していたら、他のチャンスや生き方を
逃してしまうだろう。それでもなお、よい兆しも見られる。今では私たちは、とりわけインターネットを通じて、世
界中から情報にアクセスできるようになった。意欲のある人は電子メディアを使って視野を広げ、居間の向こう側に
ある世界について学ぶことができる。それはどんなアクション映画よりも胸踊らせる世界だ。そのための道具はそこ
にある。目を覚ましてそれらの道具を使うのは、私たち自身である。

  SPotliGht on MeaninG   　1-A　　2-C	　　3-B	　　4-D	　　5-D
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Unit 5   MEDIA AND ENTERTAINMENT 

Just for Fun?

Chapter 18   Television

   WoRd Play  　1.	d			2.	f			3.	b					4.	c				5.	e		

   試訳    Television—The Little Picture Box

テレビ—小さな映像ボックス

ウェブスター・カレッジ英英辞典によれば、「薬物」という単語は「身体の機能に影響を及ぼすよう意図された、食
品以外の物質」と定義されている。アスピリンのような一部の薬物はありふれていて安価で有益である。別の薬品は
さらに強い作用があり適法だが、医師の処方箋を必要とする。マリファナやコカインのような薬物は気晴らしのため
に使われるが、人体や社会に危害を及ぼすため違法とされている。アルコールも気晴らしのために使われる合法的薬
物だが、薬物の別の定義を当てはめるのがふさわしい。つまり「中毒症状を引き起こすもの」というのがそれである。
これらの定義によれば、テレビも気晴らしのための合法的な薬物と呼ぶことができる。アルコールと同じく、テレビ
は私たちの文化の一環として認められており、適量であれば無害であるし、ストレスの緩和剤として役立つことすらあ
る。私たちはテレビに対して身体的な反応を示し、笑ったり泣いたり、リラックスするのに利用したりし、習慣からテ
レビを見ることも多い。自分はテレビ中毒だと言う人はごく少数だろうが、テレビを全く見られないとしたら多くの人
が困ってしまうだろう。多くの人にとってテレビはよき友達であり、私たちの生活の中に常に入り込んでいる。
私たちはテレビが私たち個人に及ぼす影響について、そして私たちの社会に及ぼす影響について考える必要があ
る。テレビが私たちの生活の中で巨大な存在感を示しているにもかかわらず、テレビの影響力をより深く理解しよう
と努める人はごくわずかである。テレビについて自分がどれほど無知であるか考えてほしい。最初のテレビ放送が行
われたのはいつだろう（答えは1937年）。人々は1日当たり平均何時間テレビを見るだろう（答えは4時間）。ひと
つのチャンネルで1日当たり何本のコマーシャルが流されるだろう（答えは800本以上）。	
テレビに批判的な人によれば、テレビは人を受け身にするという。テレビを見るとき、私たちは目にするものを真
実と思い込みがちであり、批判的な思考方法や社交術を使うこともない。「カウチポテト」という言葉があるが、こ
れはテレビの前に座ってスナック食品を食べていたために太ってしまった受け身のおデブさんを指すのに使われる。
1950年代の合衆国ではテレビ食、つまりテレビを見ている間に加熱調理され食べられるよう考案された冷凍食品
が、文化的現象となった。このテレビ食は家庭生活の衰退をしるすものとなり、やがて1960年代の社会的激変へと
つながるトレンド全般の一環となった。
だからといって、テレビが社会を破壊するというわけではない。しかしながら私たちは、テレビが私たちの世界観
や私たちの生き方に及ぼしている巨大な影響力を、心に留めておかなければならない。重要なのは、テレビが今日の
現実の最も強力なつくり手のひとつであるということだ。世界のイメージや印象は、私たちがテレビで目にするイメ
ージによってつくられる。昔は他国のイメージは読書や	写真から得られていたが、今ではオンラインやテレビを通
して世界を知る。
テレビの長所とは、遠く離れた土地の映像を見られるということだ。戦争や災害の映像が家の居間に持ち込まれ、
そのおかげで私たちはグローバル社会の姿をよりよく理解できるようになった。テレビの欠点とは、それが甚だしく
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イメージ優先のメディアであるということだ。1時間のテレビニュース放送に含まれている情報量は、1時間新聞を
読んだ場合に得られるはずの情報量よりもずっと少ない。テレビはまた、新聞を読む場合に比べると、批判的に考え
る努力をさほど必要としない。
テレビの主たる欠点を別に挙げると、それは皮肉なことに、テレビを非常に魅力的なものにしている要素と同じも
のである。つまりテレビは、私たちが見たいと思っているものしか放送しないということだ。（NHKを除けば）テレ
ビもビジネスなので、人気のある番組だけが長続きするのである。視聴者が薄っぺらなドラマやバラエティー番組に
関心を持つ限り、私たちはこの手の番組を見ることになる。しかしながら私たちがもっと洗練されたメディア消費者
になるにつれて、私たちは世界の事象を学ぶのに役立つ番組を要求し受信できるようになり、いわゆるカウチポテト
族やテレビという小さな映像ボックスへの依存症から決別できるのである。

  SPotliGht on MeaninG   　1-D　　2-B	　　3-B	　　4-B	　　5-A
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Chapter 19   Too Much Fun

   WoRd Play   　1.	b			2.	c			3.	e					4.	f				5.	a	

   試訳    Too Much Fun—The Danger of Video Games

楽しすぎ？―ゲームは危険

読書は危険なことだろうか。長い間何を読むのか気をつけなければいけないと考える人々がいた。アメリカ合衆国
の偉大なる思想家であり建国の父であるトーマス・ジェフアーソンはかつて小説を読む人は心が病毒に冒されると嘆
いた。単なる物語は「理性と事実」から私たちを遠ざける、そんな行為は現実逃避だと感じた。
なぜ彼がこのように思ったかは想像に難くない。ジェフアーソンの時代、本はまだ比較的珍しいメディア形態であ
った。多くの人は字を読むことができなかった。読者の心をとらえる小説の力は驚異的なものだったに違いない。釣
り糸にかかった魚のように読書に “はまる ”という言い方をする。フィクションは虚構の世界に私たちを際限なく引
き込み、日常生活から切り離す。しかしこれにはジェフアーソンが感じたような害があるのだろうか。今日多くの人
がこんな風に想像力を使うことは私たちを創造的にしてくれるということだろう。
今日、違う形態のメディア、つまりテレビゲームの危険について論争がある。ジェフアーソン時代の本のようにテ
レビゲームは誰もが使うメディアではない。ゲームファンは何時間もプレイに費やすだろうし、やろうとしたことの
ない人もいる。そして過去における小説のようにテレビゲームはユーザーに対して悪影響があるということで批判さ
れている。
その批判とはどんなものだろうか。運動、攻撃性、孤立そして集中力の持続時間に関するものである。それぞれに
ついて見てみよう。
批評家はゲームをすると運動不足になるという。子供が外で遊びまわらなければいけない時、モニター画面を見つ
めながらますます家の中にいるのである。
そして一体何を見つめているのだろうか。多くのゲームにある暴力と攻撃性もまた批判する。研究者は暴力的なゲ
ームをすると攻撃性が増すかどうか理解しようとしている。若者がファンタジーの暴力と現実の攻撃性との違いがわ
からないと心配する人もいる。
テレビゲームについての三番目の問題は社会的に孤立するということである。ゲームはおうおうにして一人で行う
もので、いっときに長時間を費やす。批評家はゲーマーが社交性を失い、友達を作って健全な関係を築くチャンスを
逃すと心配する。
最後にテレビゲームは集中力の持続時間を短くすると信じる人もいる。かれらはすばやいリアクションをほめ、深
く考えることをよしとしない。テレビゲームで育った子供はより大変で知的な仕事をする忍耐力を失うであろうか。
これらは重要な心配事である。しかし究極の答えを見つけるのはむずかしい。メディア革命はどのように考え、コ
ミュニケーションをはかり社会と関わるかいついて変化をもたらす。将来人々はこれらの心配事にたしかに違う見方
をするのであろうが、結論がどうなるのか想像するのはむずかしい。

  SPotliGht on MeaninG   　1-D　　2-C	　　3-D	　　4-B	　　5-A　
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Chapter 20   Cool Japan

   WoRd Play   　1.	c			2.	d			3.	e					4.	a				5.	b

   試訳    Cool Japan±Japan’s Pop Culture Impact

かっこいい日本―広がる日本のポップカルチャー

「日本」という言葉はかつて世界中の人々にサムライや芸者を思い起こさせた。今日しかしながら日本のイメージ
は世界的な関心の高まりもあってますます漫画とアニメとなっている。日本のポップカルチャーはかっこよくて、フ
ァンは香港からヘルシンキまでいる。
漫画とアニメという言葉は英語にもなっている。（辞書にも載っている！）しかしながらほとんどの英語話者は「気
まぐれで描いた絵」と訳される二つの漢字でできていることを知らない。アニメという言葉は英語のアニメーション
から作られ、それがアニメとして再び英語となった。
今日の漫画は第二次世界大戦直後（1945-52）から始まった。現代の漫画はディズニーなど外国の漫画から特定の
要素を借用したかもしれないが、そもそも漫画というのは本来、伝統的な日本芸術（浮世絵のような）を継続したも
のである。
西洋のコミック（スーパーマン、スパイダーマン）と漫画（スラムダンク、ワンピース）には多くの形式的な違い
がある。もっとも顕著なのは読み方である。日本人は右から左に読む。だから漫画を翻訳するとき、出版社はもとも
との漫画のコマを維持するか決めなければならない。絵をひっくり返す手段に訴える出版社があると漫画のコマはオ
リジナルの鏡像になる。
漫画とアニメは海外の人が日本の生活や文化を学ぶ手段である。翻訳された漫画にはしばしば脚注が付き、なじみ
のない日本文化を説明する（例えば玄関は靴を脱ぐところ）。しかしこのとき日本文化についての言及は理解の障壁
とみなされる。たとえばポケモンのあるシーンではおにぎりがサブマリンサンドに変えられたし、時々日本語が全く
訳されなかったりする。さらには主人公の名前さえ変えられてしまった。（ポケモンのさとしがAsh	Ketchumに）。
アニメと漫画は世界で強力な文化的インパクトを持っている。ウォシャウスキー兄弟のようなハリウッドの映画製
作者は漫画とアニメのスタイルをこよなく愛し日本のアニメ映画から要素を借用して普通の長さの作品をつくった。
マトリックスはAkira（アキラ）やGhost	in	the	Shell（攻殻機動隊）の影響を受けている。
漫画やアニメの人気は日本の経済にとっていいことである。日本政府は “Cool	Japan” 戦略を打ち出し、日本のポ
ップカルチャーの輸出を奨励している。政府は2020年までに海外での収入が2.6兆円に増加することを期待してい
る。
しかし日本のポップカルチャーのインパクトは金銭を超える。グローバル化しネットワーク化した世界では電流の
速さで創造性が広まる。21世紀のメディア世界に立ち向かうために日本はかっこよくあり続ける必要がある。

  SPotliGht on MeaninG   　1-D　　2-B	　　3-A	　　4-B	　　5-C

   activity   　A)三味線　　B)こたつ　　C)折り紙　　D)座布団　　E)印鑑　


