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1．はじめに

2020 年は COVID-19 すなわち新型コロナ感染症（以下、コロナと略）のパンデミックによ
り、世界中でロックダウンを含む大きな影響を受けた。学校は閉校となり、オンライン教育が
余儀なくされる一方で、オンライン教育の恩恵を受けることのできる子どもとできない子ども
との格差が大きな問題となった。さらに、WHO は 2 月 2 日のレポートで「インフォデミック

(infodemic)」という用語を使ってコロナに関するデマの流行の危険性に言及した。マスクが品
薄になったために、トイレットペーパーがなくなるというデマがソーシャル・メディアを通じて
日本中に拡散し、実際にトイレットペーパー不足を招いたことは記憶に新しい。偽情報問題はコ
ロナ禍によって一層深刻化した。本稿は、ユネスコのメディア情報リテラシー (MIL)・プログラ
ムを中心に、コロナ禍に対する世界の取り組みを概観する。
まず、ユネスコは、
「COVID-19 レスポンス」と呼ばれる取り組みを開始した。ユネスコは
「COVID-19 の発生とユネスコの使命」として、その基本的な立場について次のように述べている。

COVID-19 の発生は、世界的な公衆衛生の危機である。それは、ユネスコの使命の中心
にも深く響いている。COVID-19 は、世界的な公衆衛生問題への対処への科学的な協力の
重要性を我々に教えた。そして COVID-19 は、今日、多くの子どもたちが学校に行けない
状況下で、継続的な教育が確保されなければならないことを示している。さらに、デマによ
る被害が増加しており、質の高い信頼できる情報の重要性を強く思い起こさせる。それはま
た、世界中の人々がソーシャル・ディスタンスをとり、ステイホームを余儀なくされている
時代に、人間関係と連帯を強化するための文化と知識の力を物語っている。ユネスコは、私
たちが共有する人間性の絆を強化し、共に立ち上がるための基本的手段として、遠隔学習、
開かれた科学、知識と文化の共有のための政府への支援を全力で行っている。(UNESCO

2020a)
コロナ禍が世界中の教育にもたらした影響は大きい。インフォデミック以外にも、対面学習が
困難となった結果、オンライン学習のための ICT の活用が不可欠となった。また、ユネスコの
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メディア情報リテラシーと異文化間対話大学ネットワーク (UNITWIN MILID) は、
「誤情報と偽
情報のパンデミック」という表現を用いながら、声明を出している (UNESCO 2020b)。そこに
は、
「市民が研究を行い、建設的な対話と行動に従事する方法を見つけるためのエンパワーメン
ト・ツールとしてメディア情報リテラシーを強化することを約束します。そして、市民は人間の
連帯を促進し、誤報や有害なコンテンツからの自己防衛に貢献することができるのです」と記さ
れている（全文の日本語訳は資料 1 参照）。
また、2020 年のユネスコ・グローバル・メディア情報リテラシー (MIL) ウィークのメインテ
ーマは「偽情報のインフォデミックに対抗するためのすべての人のための、すべての人によるメ
ディアと情報リテラシー」である。このテーマにはコロナに関する偽情報が人々の健康を害す
る可能性があり、インフォデミックは命に関わる問題だとの認識がある。ユネスコは「今日の
コミュニケーション、テクノロジー、情報の世界における機会とリスクに対処することも目的
に、すべての人の能力を向上させることを共通の関心にします。そして、そのことを認識するこ
とによって、いかにして偽情報と格差に対処することができるかに焦点を当てます」(UNESCO

2020c) と述べており、すべての人の能力向上を重視している（全文の日本語訳は資料 2 参照）。
メディア情報リテラシー向上のための教育は基礎教育の一部なのである。
このような考え方の背景には、ユネスコのリテラシー論の大きな転換がある。基礎教育の土台
に位置するのがリテラシー（識字）であり、第一に、ユネスコのリテラシー概念を確認しておき
たい。第二に、ユネスコのメディア情報リテラシーおよび SDGs との関係を確認する。リテラ
シーはメディア情報リテラシーの土台であるが、運動としては SDGs をハブとして接続してい
るとも言える。第三に、コロナ禍はメディア情報リテラシーを含むデジタル・シティズンシップ
やグローバル・シティズンシップ教育にも影響を与えている。
2．メディア情報リテラシーにおけるリテラシーの意味
近年では、ネット・リテラシーや金融リテラシーといった言葉もよく聞かれるが、そもそもリ
テラシーとは何か、その意味を明確にしておく必要がある。リテラシーという言葉を日本語にす
れば、識字であり、字を識 ( し ) るという意味であるが、リテラシーは単なる読み書き能力では
ない。まず、ユネスコのリテラシー概念をまとめておきたい。ユネスコは 2017 年に国際識字デ
ー 50 周年を記念して『過去を読み、未来を書く』と題した報告書 (UNESCO 2017b) を公開し
ている。この報告書にはユネスコのリテラシーに関する最新の考え方がまとめられている。ユネ
スコはリテラシーの発展過程を標準スキルとしてのリテラシーから機能的リテラシー、エンパワ
ーメントしてのリテラシー、そして多元的リテラシーへ発展してきたとみなす。標準スキルとし
てのリテラシーとは読み書きのデコーディングとエンコーディングに焦点を当て、独立したスキ
ルとして習得されるものである。機能的リテラシーとは、スキルの活用および人生と生活の質を
高めるための手段としてのリテラシーである。エンパワーメントとしてのリテラシーとは、世界
を理解し、疑問を投げかけ、社会構造や権力の行使を問題化する手段としての、解放のプロセス
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としてのリテラシーである。そして、学習者の文脈と生活に焦点を当てたアプローチが多様で多
元的なリテラシーである。(UNESCO 2017a:4)
このように現在のユネスコのリテラシー概念は多元的リテラシーである。その元をたどると

2004 年にユネスコが公開したポジションペーパーであり、そこでは次のように定義されている。
「リテラシーとは、さまざまな文脈に関連した印刷物や文章を用いて、確認、理解、解釈、創造、
伝達、計算を行う能力である。リテラシーは、個人が自分の目標を達成し、知識と可能性を開発
し、地域社会やより広い社会に十分に参加することを可能にするために、学習の連続性を伴う」

(UNESCO 2004:13, UNESCO 2017b:14)。そしてリテラシーは技術的スキルの一般的な組み合
わせではなく、リテラシーを取得し、適用する社会的な次元に焦点を当てるのである。リテラシ
ーは「画一的なものではなく、文化的、言語的、さらには時間的に多様である」と指摘されてい
る (UNESCO 2004:13)。
そして、ユネスコはリテラシー概念の特徴として以下の 3 点を挙げている。
⑴

リテラシーは、人々がさまざまなメディアをコミュニケーションや表現の手段として利
用する。

⑵

リテラシーは、多元的であり、特定の目的のために特定の文脈で、特定の言語を使用し
て実践される。

⑶

リテラシーは、異なる習熟度レベルで測定される学習の連続性を伴う。(UNESCO

2017b:14, Montoya 2018:3)
このようにリテラシーはさまざまなメディアをコミュニケーションや表現の手段として用いた
多元的な能力である。この報告書は「テキストを含むコミュニケーション」を対象にしており、
画像のような記号を含まれる。そしてコミュニケーションの対象は他者だけではなく、自分自身
も含む。さらに、識字と非識字という二元的な視点を取らない。例えば一般的に非識字率調査は
この二元論に立っているが、この報告書は二元論ではなく、連続体としてリテラシーを捉えてい
る。
他方、リテラシーという用語は多様な文脈で多様な使われ方をする。例えば、金融リテラシー
や環境リテラシーといったものである。こうしたリテラシーに対して、「知識や象徴的システム
の操作という共通の要素の存在という点で、明確な関係がある」とみなす。そして、「リテラシ
ー（文字を含むコミュニケーションという中心的な意味で）を促進することは、SDGs の達成に
向けた集団的な取り組みの必要な一部として、他の基礎的能力を習得するための基礎となるも
の」と位置付けている (UNESCO 2017b:15)。
ユネスコは上記報告書で、メディア・リテラシーを「21 世紀の教育へのアプローチ」だとみ
なし、次のように定義する。
印刷物からビデオ、インターネットにいたるまで、さまざまな形態のメッセージにアクセ
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スし、分析し、評価し、作成し、参加するための枠組みを提供する。メディア・リテラシー
は、社会におけるメディアの役割の理解と、民主主義国の市民に必要な探究心と自己表現の
本質的なスキルを養うものである。(UNESCO 2017b:15)
また、情報リテラシーについては「個人的、社会的、職業的、教育的な目標を達成するた
めに効果的に情報を探し、評価し、使用し、制作することができる」能力と定義されている

(UNESCO 2017b:15)。つまり、ユネスコはメディア・リテラシーと情報リテラシーを明確に区
別しつつ、どちらも多元的リテラシーの一部と見なしている。
3．メディア情報リテラシーとSDGs
ユネスコは 2013 年に『メディア情報リテラシー政策と方略ガイドライン』と題した報告書を
公開した。このガイドラインでは、情報リテラシーとメディア・リテラシーについて、次のよう
にまとめられている (UNESCO 2013:50)。
情報リテラシー
・情報の必要性を明確化・区分化する。
・情報の場所を特定し、アクセスする。
・情報を批判的に評価する。
・情報を組織する。
・情報を倫理的に利用する。
・情報を交流する。
・情報の加工のために ICT を利用する。
メディア・リテラシー
・民主主義社会におけるメディアの役割と機能を理解する。
・メディアがその機能を十分に発揮しうる条件を理解する。
・メディア機能の観点からメディア・コンテンツを批判的に評価する。
・自己表現、異文化間対話、民主主義的参加のためにメディアに取り組む。
・ユーザー・コンテンツを創造するのに必要なスキル（ICT を含む）を身につけて用いる。
これらの二つのリテラシーはもともと土台となっている学問分野が異なる。情報リテラシーは
図書館情報学が土台となっており、情報リテラシー教育や運動を担っているのは IFLA（国際図
書館連盟）である。一方、メディア・リテラシーは文字以外のメディアを基礎として発展してき
た概念だが、ここでいうメディアとは主としてマスコミュニケーションを指し、カルチュラル・
スタディーズを土台とした、マス・コミュニケーション学や教育学を土台にしている。ユネスコ
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はこの二つのリテラシーを接合し、さらに関連する他のリテラシーを統合した。つまり、メディ
ア情報リテラシーは、メディア・リテラシーと情報リテラシーを基礎とした拡張された多元的リ
テラシーである。
ユネスコは 2000 年に作られた世界の達成目標である MDG の後を継ぎ、2015 年 9 月に国連
総会で可決された SDGs を教育機関の立場から推進する。リテラシーやメディア情報リテラシ
ーの立場から重要なのは SDGs 第 4 目標「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提
供し、生涯学習の機会を促進する」である。この目標の下に 10 のターゲットがあるが、その中
でもとりわけターゲット 4.6 と 4.7 が重要である。4.6 はリテラシーそのものにかかわり、4.7 は

ESD（持続可能な開発目標のための教育）を意味している。
4.6 2030 年までに、すべての若者および成人の大多数 ( 男女ともに）が、読み書き能力お
よび基本的計算能力を身に付けられるようにする。

4.7 2030 年までに、持続可能な開発と持続可能なライフスタイル、人権、ジェンダー平
等、平和と非暴力の文化、グローバル市民、および文化的多様性と文化が持続可能な開発に
もたらす貢献の理解などの教育を通じて、すべての学習者が持続可能な開発を推進するため
の知識とスキルを獲得するようにする。
メディア情報リテラシーにとっては、目標 16 のターゲット 16.10 も重要である。これは情報
への権利の保障を意味している。

16.10 国内法規および国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保
障する。
メディア情報リテラシー に限らず、あらゆる SDGs 運動に関わるのが目標 17 である。とりわ
け、ユネスコのメディア情報リテラシー・プログラムはグローバル・パートナーシップを重視し
ている。
目標 17 「持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活
性化する」

SDGs にはそれぞれのリテラシーに関わる内容が含まれているが、大事なのは 2017 年の報告
書に書かれているように、これらのリテラシーは「SDGs の達成に向けた集団的な取り組み」に
必要な基礎となるものという理解である。メディア情報リテラシーの立場から言えば、SDGs を
達成させるために、メディア情報リテラシーを含む多元的なリテラシー運動をいかに進めていく
べきかという問題を考えなければならない。とりわけ、コロナ禍にみまわれている状況下では、

SDGs の観点をより強調する必要がある。2020 年のユネスコのグローバル MIL ウィークのテー
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マが「偽情報のインフォデミックに対抗するためのすべての人のための、すべての人によるメデ
ィアと情報リテラシー」であることを改めて思い起こすべきだろう。
4．コロナ禍とデジタル・シティズンシップ教育
今日、メディア情報リテラシーはアメリカにおいても欧州においてもデジタル・シティズンシ
ップ教育の一部とみなされている（坂本 2020）。コロナ禍におけるメディア情報リテラシーに関
わる問題は、デジタル・シティズンシップ教育の問題としても検討される必要がある。
オンラインマガジンの「EdNote」に ISTE の政策担当者のジ・スソンによる記事が掲載
されている。そこには新型コロナ・パンデミックにより、何百万人もの生徒がオンラインで
交流するようになったため、効果的なデジタル・シティズンシップ育成が重要であること、

DigCitCommit 連合の 5 つのコンピテンシーを含んだデジタル・シティズンシップ教育がいくつ
かの州で拡大していること、バージニア州では、制限を厳しくするのではなく、デジタル・シ
ティズンシップを通じて学生の主体性の育成を中心に据えていることが述べられている（Song

2020）。
この記事には、バージニア州教育長のジェーズム・レーンへのインタビューが掲載されてい
る。それによると、バージニア州は、閉校中も学校が再開したときも生徒に必要となるスキルを
構築していること、重視するスキルの一つがデジタル・シティズンシップであること、すべての
卒業生が 5C（クリティカル・シンキング、クリエイティブ・シンキング、コミュニケーション、
コラボレーション、シチズンシップ）を身に付けることを明確化したこと、自治体のリーダー
は、教師、教員養成関係者、企業、政策立案者と一緒になって共通のビジョンを構築することに
焦点を当てていることが紹介されている。状況は日本と似ているが、コロナ禍のもとでもデジタ
ル・シティズンシップが位置づいていることに注目する必要がある。
上述のように、アメリカの各州で DigCitCommit 連合の 5 つのコンピテンシーを含んだ新
しいデジタル・シティズンシップ教育政策が拡大しているが、その 5 つのコンピテンシーがイ
ンクルーシブ、情報力、活動参加、バランス、アラートである。「インクルーシブ」とは多様
な視点に対してオープンであり、ネット上の他の人を尊重し、共感することである。「情報力

(Informed)」とはデジタル・メディアやソーシャル・メディアの投稿の正確さや妥当性を評価
することである。ここには情報リテラシーやメディア・リテラシーの視点がある。「活動参加

(Engaged)」とは、市民活動にテクノロジーを用いて、問題を解決し、世界のために良いことを
することである。
「バランス (Balanced)」とはオンラインとオフラインでの自分の時間と活動の
優先順位をつけることができることであり、「アラート (Alert)」は自分の安全を確保し、オンラ
インの他の人のために安全な場所を作る方法を知っていることである。
アメリカのファミリー・オンライン・セーフティ研究所のブログに「カルチャーズ・オブ・デ
ィグニティ (Cultures of Dignity)」の創設者であるロザリンド・ワイズマンがコロナ禍における
デジタル・シティズンシップについて語った記事が掲載されている (Prabhu 2020)。この記事に
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よると、新型コロナによって、アメリカの子どものオンライン接続時間が長くなったという問題
とともに、それ以上に深刻な問題として語られているのは、人種差別の問題である。とりわけ
「アジア系アメリカ人に対する差別は深刻な問題」であり、ニューヨーク人権委員会によると、
アジア系アメリカ人による差別やハラスメントの訴えは、昨年の同時期と比較して 10 倍以上に
なったという。こうした問題は政治の問題であるとともに教育の問題としても深刻に捉えなくて
はならない。日本でも在日外国人の健康や経済的な問題のみならず、在日外国人へのヘイトスピ
ーチや暴力が問題になった。デジタル・シティズンシップ教育の問題としてもっとも重視しなけ
ればならない問題である。

2020 年 6 月 9 日付の日経新聞は「正しく理解し社会貢献デジタルシティズンシップ教育」と
題した記事を掲載した。この記事によると「日本のデジタル教育はこれまで、ネット掲示板での
いじめや SNS を通じた犯罪被害など、負の側面を伝えて警鐘を鳴らす「情報モラル教育」が主
流であり、子どもたちは教員から強制されて学ぶ傾向にあった。それに対し、デジタルシチズン
シップ教育は、自分たちが暮らす地域や国を良くする方法を当事者意識を持って学ぶ「市民教
育」の延長線上にある」と述べられている。市民教育は政治的リテラシーの育成を目指すシティ
ズンシップ（市民性）教育のことである。
文部科学省による第 10 回主権者教育推進会議が 7 月 9 日に開催された。この会議では主な議
論の柱について、
「各学校段階での主権者教育の充実」、「家庭や地域における主権者教育の推進」
と並んで「メディアリテラシーの育成」が挙げられた。その内容は以下の通りである。
主権者として現実社会の諸課題について、多面的・多角的に考察を深めるには、各種の統
計、白書、新聞やインターネットの情報など豊富な資料や多様なメディアを活用し、必要な
情報を適切かつ効果的に収集し、解釈する力が求められる。その際、情報の妥当性や信頼性
を踏まえた公正な判断力を身に付けることは重要となってくるが、こうしたメディアリテラ
シーを育成するには、どのような工夫や留意すべき点が考えられるか。（文部科学省 2020）
ここに書かれている「メディアリテラシー」はメディア情報リテラシーとして読み替えた方が
良いだろう。とはいえ、オンライン偽情報問題を意識しつつ、「主権者教育」としてのメディア・
リテラシーが文科省の公式会議で議論されたことには大きな意味がある。主権者教育はシティズ
ンシップ教育の一領域であり、高校の新教科「公共」と大きなつながりがある。シティズンシッ
プ教育とメディア・リテラシー教育の結合はデジタル・シティズンシップ教育の可能性を示唆し
ている。

2020 年 7 月 4 日、教育情報化振興会 (JAPET&CEC) 教育 ICT 課題対策部会主催「With コロ
ナ× GIGA スクール構想における公教育の転機と課題」をテーマとしたオンライン・ディスカ
ッションが開催された。コロナ禍におけるタブレット端末の家庭持ち帰りが一つの和田として議
論された。その中で、埼玉県鴻巣市教育委員会の新井亮裕が次のように述べている。
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（子どもに一人一台の端末を持ち帰らせれば）学習外の利用は個人的には必然かなと思っ
ています。とはいっても手放しで子どもに端末を渡すのではなく、デジタル・シティズンシ
ップとか、きちんとした教育のもとに使わせるのが大前提かなと思っています。行動規範と
いうのは、子どもたちが自分で判断できるようにさせてあげるというのが学校の役割なのか
なと個人的には考えています（1）。
一人一台の端末をめざした GIGA スクール構想も、学校に据え置くのではなく、一人一台を
持ち帰って学習の道具として使うことができなければ、コロナ禍時には対応できない。このディ
スカッションでは学習だけではなく、学校とのつながりが途切れてしまったことにより、子ども
たちの不安が高まった状況も紹介された。こうした要因がデジタル・シティズンシップ教育への
期待につながっているといえる。
まとめ
コロナ禍は我々にかつて経験したことのないさまざまな問題を巻き起こした。学校が休学にな
り、オンライン授業を実施できた学校とできない学校との格差があらわになった。また、家庭に
おけるインターネット環境の有無もまた格差につながった。社会政策としての GIGA スクール
構想はこうした問題の解決策になりうるが、他方でインターネットへの自由なアクセスは、抑制
型の従来の情報モラル教育では対応できず、デジタル・シティズンシップ教育の必要性を拡大す
る。同時に、オンライン情報の評価能力を含むメディア情報リテラシーの強化が求められる。
さらに国内の非識字者や日本語能力が十分ではない在日外国人にとって、こうした情報格差や
教育格差はより深刻な問題である。グローバル MIL ウィークのテーマ「すべての人のためのす
べての人によるメディア情報リテラシー」は、学校教育のみならず、自主夜間中学校などの識字
教育団体を含む社会教育分野においても、取り組みを進めなければならない。そしてインフデミ
ック時代のデマや悪質なヘイトスピーチやプロパガンダに対抗することが求められているのであ
る。
参考資料
資料 1

メディア情報リテラシーと異文化間対話大学ネットワーク (MILID) 声明

COVID-19 に関する批判的かつ建設的な対話のためのメディア情報リテラシー
ソーシャル・ディスタンスや制限された社会相互作用が生じている現代において、批判的な
情報の検証やメディアおよびネット環境における批判的な社会的言論の表明、そして目的志向
の技術を基盤とした対話と文化的多様性は、メディア情報リテラシーによって支えられなけれ
ばなりません。これがユネスコ - 国連文明の同盟によるメディア情報リテラシーと異文化間対話
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(MILID) プログラムの「存在意義」です。この未曾有の時代に、MILID 大学ネットワークは、
コロナ危機への対応として、これまでの研究と対話の経験を共有し、メディア情報リテラシーを
通じて破壊的な言説から事実に基づく情報を見分けることで、人類の連帯と文化の多様性を促進
するという大義のもとに人々を結びつけていきたいと考えています。
若者を含む一般の人々にとってのメディア情報リテラシーの価値と重要性を否定することはで
きません。メディア情報リテラシーの必要性は、21 世紀に入り、ソーシャル・メディアの台頭
によってより顕著なものになりました。
現在の COVID-19 パンデミックとともに、世界はもう一つの危険なパンデミックを目にして
います。つまり、偽情報と誤情報のパンデミックです。COVID-19 パンデミックは残念ながら
すでに脆弱な世界的連帯感を侵食しており、文化の多様性への進歩を妨げる可能性があります。

MILID 大学ネットワークは、市民が研究を行い、建設的な対話と行動に従事する方法を見つけ
るためのエンパワーメント・ツールとしてメディア情報リテラシーを強化することを約束しま
す。そして、市民は人間の連帯を促進し、誤報や有害なコンテンツからの自己防衛に貢献するこ
とができるのです。

MILID 大学ネットワークは、2011 年にモロッコのフェズでユネスコ、UNAOC（国連文明
の同盟）
、8 つの創立大学、すなわちオーストラリア、ブラジル、中国、エジプト、ジャマイ
カ、モロッコ、スペイン、アメリカにある 8 つの大学によって立ち上げられました。その後、

MILID ネットワークは世界各地のアソシエイトメンバーを含む 40 の大学に成長しました。こ
のネットワークの主な目的は、異文化間の対話と多様性を育みながら、メディア情報リテラシー
を中心とした文化的・科学的な協働のプラットフォームを構築することなのです。
資料 2

ユネスコによるグローバル MIL ウィーク 2020 の解説

毎年開催されるグローバル MIL ウィークは、関係者が「すべての人のためのメディア情報リ
テラシー」に向けた進捗状況を確認し、それを祝うための大きな機会です。
ユネスコと GAPMIL（メディア情報リテラシー・グローバル同盟）は、グローバル MIL ウィ
ークを推進するため、世界中のパートナーに呼びかけています。特集イベントはメディア情報リ
テラシーと異文化対話国際会議とユース・アジェンダ・フォーラムです。グローバル MIL ウィ
ークは、分野や専門を超えた MIL のつながりを促進するため、世界各地でローカル・イベント
を呼びかけています。
グローバル MIL ウィーク 2020
今年のテーマ：偽情報のインフォデミックに対抗するためのすべての人のための、すべての人
によるメディアと情報リテラシー

COVID-19 のパンデミックが進行中のため、グローバル MIL ウィーク 2020 の特集イベント
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はすべてオンラインで実施します。
グローバル MIL ウィーク 2020 のテーマは、今日のコミュニケーション、テクノロジー、情
報の世界における機会とリスクに対処することも目的に、すべての人の能力を向上させることを
共通の関心にします。そして、そのことを認識することによって、いかにして偽情報と格差に対
処することができるかに焦点を当てます。
このようにして、メディア情報リテラシーはグローバル・シティズンシップ教育とともに、批
判的思考を持つ市民として社会に関わるための知識、スキル、価値観、実践を市民に提供するこ
とで、SDGs の達成に向けた前進を支援することができるのです。これらの能力は、メディア発
展への関与、すべての人のための情報と知識へのアクセス、表現の自由のために市民に力を与え
ることができます。これらはすべて、偽情報とのたたかいをいかにして勝ち取るかということに
関わっているのです。
根拠
すべての国と国際開発コミュニティは、偽情報の脅威を認識しています。世界は、コロナ禍の
危機に際して新たな偽情報の波に直面しています。誤情報は、公衆衛生へのリスクをあおりま
す。それはまた、ジェンダー・バイアス、不平等、あらゆる形態の社会経済的分断など、関連す
る課題を拡大します。誤情報は、社会政治的な二極化を助長し、人種差別主義者や反移民の分
断、
「私たちは彼らに対抗する」根拠をもたらし、コロナ禍という危機への世界的な対応をさら
に複雑にしています。すなわち、情報と知識の分裂と相まって、誤情報は、持続可能な開発目標
（SDGs）とすべての人の基本的人権の達成を脅かしているのです。
メディア情報リテラシー（MIL）は、これらの課題に対処するのに役立ちます。MIL は、情
報の受け手であるすべての人に力を与えることを目的としています。人々が情報と誤情報を区別
し、事実と情報に基づいた意見について信頼できる情報源をどこでどのように見つけられるか、
また、なぜ検証されていないコンテンツを流通させないことが重要なのかを知ることができるよ
うになるためには、メディア情報リテラシーは不可欠な能力です。
これは、生死に関わる問題です。とりわけコロナ禍の危機に際して、この問題は非常に重要で
す。より広く考えると、MIL は、情報、コミュニケーション、テクノロジーの能力を向上させ
ることで、ガバナンスへの人々の参加と持続可能な開発全般を向上させます。また、MIL の発
達は、誤情報に対する長期的かつ体系的な政策対応を提供するものです。MIL は国家レベルお
よび制度レベルでの公共政策を求めており、ユネスコの「教育の未来」に関する考え方に対応す
るものです。MIL は、複雑な世界において教育がどのように再考されるべきか、その本質的な
視点を提供しています。MIL は、偽情報による混乱に際して、教育政策と教育実践の両方のた
めの新しいビジョンと方略の一部を形成しています。
これは、デジタル時代には不可欠なものです。技術の進歩、データ駆動型のビジネスモデル、
メディアの発展、そして情報の爆発的な増大は、情報とメディア・コンテンツの生産と消費の関
係をシフトさせてきました。新しいテクノロジーは、誰もが声を持つ機会を与えてくれました。
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一方で、それらは誤情報を拡大し、プライバシーやデータの乱用を可能にし、人々の操作や社会
の二極化を助長しています。MIL は、ソーシャル・メディアや新たな技術を介して、市民的・
社会的運動の新たな方法に関わる若者たちの現実に対応しているだけでなく、メディア、技術関
連団体、国際開発コミュニティが誤情報による課題に対処するために行動できる重要な手段なの
です。
特筆すべきは、MIL に新たなステークホルダーが現れ、歴史的に異なる役割が融合しつつあ
ることです。技術関連団体やメディア規制当局は、NGO や教育機関、図書館などの伝統的なプ
レーヤーとともに、MIL の開発を支援し始めています。
私たちは個人、集団、機関のいずれであっても、情報やメディア、技術の環境が絡み合いつつ
も、メッセージ、価値観、創造の可能性を持っています。私たちの総力を結集し、デジタル問題
解決の積極的な創造者となる可能性があるからこそ、私たちは誤情報に取り組み、可能性と包摂
性のある開発を進めることができるのです。
グローバル MIL ウィーク 2020 のテーマ「偽情報への抵抗：すべての人のための、そしてす
べての人によるメディア情報リテラシー」は、今日のコミュニケーション、テクノロジー、情報
の世界における機会とリスクに対処するために、すべての人の能力の向上をテーマとして、いか
にして誤情報と格差に対応すべきという問題に焦点を当てます。
このようにして、MIL はグローバル・シチズンシップ教育とともに、社会で批判的思考を持つ
市民として関わるための知識、スキル、価値観、実践を市民に提供することで、SDGs の達成に
向けた前進を支援することができます。これらの能力は、メディア発展への関与、すべての人の
ための情報と知識へのアクセス、表現の自由への参加のために市民に力を与えることができます。
これらはすべて、偽情報とのたたかいにいかにして勝つかということと関係しているのです。

SDG 第 16 目標のターゲット 10「情報への公共アクセスと基本的自由の保障」は、民主的で、
平和的で、包摂的で、公正な社会の構築に貢献することを目的としており、MIL と直接関係し
ています。また、SDG4 のターゲット 7「すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知
識とスキルを獲得する」にも貢献しています。これらはすべて、コロナ・パンデミックとその悲
惨な影響、すなわち現在の「ディスインフォデミック（偽情報パンデミック）」の原動力となっ
ている大規模な偽情報によって破壊されようとしています。
このような背景のもと、グローバル MIL ウィーク 2020 は、関連諸団体が、MIL によって、
情報と思想の自由な流れを促進し、偽情報に対応し、分断に抵抗し、権利を尊重する社会の結束
と団結を構築するために必要な知識をどのように育成できるかに注目しています。
──────────────
（1）オンライン・ディスカッションに関する情報は以下のリンクにある。

https://www.japet.or.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_
detail&post_id=693&comment_ﬂag=1&block_id=1265#_1265
また、YouTubeの映像は以下の通り。https://youtu.be/0hty_ogUwSI?t=5253
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