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上だけでいうこと」といった意味もあると書い
てある。たしかに「あなたの言っていることは，
単なるレトリックにすぎない」といった言い方に
代表されるように，レトリックにはどこかマイナ
スイメージがつきまとっている。その原因は後
述することになるが，筆者もレトリックのことを
よく知らないころは，あまり芳しくない印象を
抱いていた。しかし，調べていくうちに，レト
リックがテレビ研究，とりわけアーカイブ番組
を分析するといった場合に，多くの利点と可
能性を持っているのではないかと考えるように
なった。多面的なテレビの番組を分析するに
は，おそらく複数の補助線が必要となるであろ
うが，少なくともその補助線のひとつになり得
るのではないか。

─はじめに

本稿では，テレビ番組を分析するための方
法として，「レトリック」の可能性を考えてみた
い。レトリックには，修辞，修辞法といった訳
語が与えられ，一義的には「言葉を適切に使っ
て表現する技術」のことであるが，ここでは少
し広い意味の「何かを表現するための技術」と
して考えていきたい。具体的には，比喩，対
比，反復，暗示，中止法など多くの技術があり，
たとえば『レトリック事典』1）には，見出しとし
て46のレトリックがあげられ，使われ方などに
よってさらに細分化されている。

一方，「修辞」を辞書で引くと，前記の意味
のほかに「ことばを飾り立てること。ことばの
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まだ方法論として確立したものではなく，具
体的な分析の手順や成果までは明示すること
はできないが，レトリックがどういうものであ
り，番組の分析の方法としてどのようなメリット
があるのかを，その可能性を狭めることのない
よう幅広く検討したい。

─1.レトリックとは何か

レトリックがどんなものであり，どんな特徴
を持っているかを知るためには，その歴史を振
り返る必要がある。レトリックの大きな特徴で
ある二面性とともに，前述したマイナスイメージ
の原因を考えることにもつながると思うからで
ある。

1-1  前提としてのレトリックの死
レトリックの始まりは，ギリシャ・ローマの時

代にさかのぼる。かのアリストテレスが『詩学』
と『弁論術』で論じたものがレトリックの源流
と言われている。ここで言うレトリックは，言
葉だけでなく身振りや言い方をも含む「説得の
ための技術」としてのレトリックであり，もうひ
とつは「文学・芸術的な表現の技術」である。
その後，体系化されたレトリックは，ヨーロッ
パでは中等教育の重要な必修科目となるほど広
く学ばれていたという。

ところがそのレトリック，産業革命後の19世
紀にヨーロッパの人々から顧みられなくなり，
いったんは滅亡したような状態に追い込まれ
る。この理由としては，二つのことが指摘され
ている。ひとつは，この時代に「事実を正確
に記述するためには，最も明確で飾らない表
現が大切であり，レトリックはその邪魔になる」
といった考え方が広がったからである。久米博

は次のように述べている。

…言
ヴェルバ

葉より事
レ ス

物が，表現より事実の論理が尊

重されるとき，レトリックは力を失う。十九世紀

にレトリックが死んだのも偶然ではない。それ

は実証科学の時代であり，写実主義の時代で

あった。事実と現実が偏重され，それを表現

するために科学でも芸術でも一義的言語を求め

た。イデオロギー的にレトリックは排除されたの

である 2）。

レトリック滅亡のもうひとつの理由は，レト
リック自身の側にもあったという。レトリックの
技術が体系化される中で，物事をいきいきと
伝える手段であったはずのレトリックが，だん
だんと「ルール」としての性格を持ちはじめた。
自由な表現のための方法であったレトリックが，
なにか堅苦しいものとして人々に疎まれる存在
になったのである。

…古典レトリックは，かつて文法に逆らったり文

法をからかったりしていたことをけろりと忘れ，

模範文法と並びきそって，作文を法的に支配し

ようとしていた。弾力性を信条としていた当のレ

トリックが，いつのまにか，石あたまの教師とし

てふるまいはじめた 3）。

日本にレトリックが伝わり，尾崎行雄や坪内
逍遥といったビッグネームによって論じられた
のは明治時代，ヨーロッパではレトリックの没
落が始まっていたころである。当時伝えられた
レトリックは，修辞学，美辞学，あるいは弁論
術といった名前で紹介されており，その後，レ
トリックという名前が広まった時期と，レトリッ
クの滅亡が伝わった時期とはそう離れていな
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い。日本においては，古典レトリックの技術の
体系が輸入されて，しっかりと根づく前に，レ
トリックを不要なものとして否定する論理が伝
わってきてしまったのである。この過程につい
ては，さらに詳しい検証が必要だが，前述し
たようなレトリックへのマイナスイメージが広
がったのは，おそらくこうした事情からだと思
われる。そして「物事を伝えるには，レトリッ
クを使わずに表現するのがいいのだ」といっ
たナイーブな誤解は，その後も長い間（ひょっ
とすると今も）根強く残ることになる。

1-2  レトリックの復活
ところが，レトリックの歴史はそこで終わら

なかった。20世紀半ばにレトリックはまさかの
復活を果たすのである。その契機は，哲学・
思想など多くの分野に波及する「言語論的転
回」である。この転回とは，言語を人間科学
の根幹とみなすものであり，事物に対する言葉
の復権でもあった。これは，その後の構造主
義や実体論から関係論への知の潮流へとつな
がっていく。この，事物より言葉，事実より表
現という流れの中で，レトリックは，そのはた
らきが意識や認識のあり方に深く関わっている
として，再び注目されるようになったのである。

たとえばG・レイコフとM・ジョンソンによる
と，レトリック，とりわけ隠喩（メタファー）の
はたらきは，単なる修辞的な文飾の技巧や言
葉のあやといった言語活動にとどまらず，思考
や行動にいたるまで，日常生活のあらゆるとこ
ろに浸透しているという4）。たとえば，「時は金
なり（Time is money）」という言葉は，ベン
ジャミン・フランクリンの名言とされる隠喩表現
だが，彼がそう言う以前に，人は時を金のよう
に認識して言葉を使っていたというのである。

たしかに「君は時間を浪費した」「時間を節約
する」「時間を配分する」といった表現は，抽象
的な時間という概念をお金のような具体的なも
のとして扱うことで成立している。ほかにも「今
日は頭の回転が悪い」は頭脳を機械のように表
現した隠喩であるし，「頭に入りきれない」は同
じく頭脳を容器のように扱った隠喩である。こ
うした例は枚挙にいとまがない。レイコフらは，

「人間の思考過程の大部分がメタファーによっ
て成り立っている」とまで言いきっている。レト
リックは，単なる表現のためのテクニックにと
どまらず，人間の認識に深く関わるものとして
再評価されたのである。

─2.番組分析のためのレトリック

ここから，レトリックの特徴を番組の分析に
生かせるかどうかの検討に入る。前述したよう
に，レトリックには，①伝達，表現の技術とし
て体系化されながら19世紀にいったんは滅び
た古典レトリックと，②20世紀に再発見され
た，人間の認識行為に関わるレトリック，の二
つの面がある。この実用的な技術としての側面
と，人々の認識というテレビ研究の最前線にも
つながるような側面とを持つことが，テレビの
経験値と学術知の接点となる方法論としてのレ
トリックの可能性につながると考える。

まず，分析される側の放送現場での仕事の
ありようから考えてみよう。自らの経験を振り
返ってみても，番組づくりの方法論として明確
なものがあるわけではなく，現場の経験やノウ
ハウがいわば暗黙知として先輩から後輩に伝え
られていることが多いように思う。このことは
研究者にとって，放送現場が接近困難である
だけでなく，実態が把握しにくいと言われる要
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因のひとつにもなっている。この暗黙知の部分
を①の古典レトリックの表現技術の体系を使っ
て具体的につかまえることができるのではない
か。放送現場出身の研究者によって暗黙知の
部分をレトリックの言葉で翻訳することができ
れば，現場のノウハウを研究者に伝えられるだ
けでなく，制作者が自らの方法を明確に自覚
する手助けになり，多数の後輩に伝えていくた
めの手段にもなりうるであろう。

次に研究の面から考える。放送現場の人間
に聞くと，「放送研究が盛んに行われている一
方で，その成果が現場にフィードバックされる
ということが，ほかの研究分野に比べて少な
いのではないか。そもそも論文を見ても難解
なものが多い」といった意見が返ってくる 5）。こ
うした課題に応えるためには，放送現場の人
にわかりやすい言葉で伝えることは重要であ
る。その点でレトリックは，比喩，対比，反復
といった，具体的かつわかりやすい用語を中
心に分析を進めることが可能である。難解な
専門用語に頼らず，①の古典レトリックの具体
的な技術の言葉で分析ができることは，放送
現場の実践と研究をつなぐ回路をつくるのに
大きな役割を果たすことになる。

問題は，そうしたレトリック分析の研究がス
タンドアローンにならず，過去および現在進行
中の研究とも接続する奥行きを持っているかど
うかである。放送番組を分析するために，こ
れまでにも多くの方法が試みられ，それぞれ
に成果をあげてきた。たとえば，視聴者調査，
内容分析といった量的データを活用しながら，
テレビが視聴者に与える影響や番組内容を明
らかにする方法は，長らくテレビ研究の代表的
な方法のひとつであり続けた。また，スチュアー
ト・ホールの「エンコーディング／デコーディ

ング」モデルを発展させたカルチュラル・スタ
ディーズにおけるテレビ分析は，受け手の読み
の多様性を重視しながら，テレビテクストの言
説にある権力関係・政治性をも明らかにしてき
た。さらに記号論によるテレビ分析は，クリス
チャン・メッツらの先行した映画分析を参照し
ながら，日本でも独自の展開を見せている 6）。
この流れの中で，レトリックは記号論の中に一
部が取り入れられているほか，カルチュラル・
スタディーズによるテレビ研究にもレトリックの
知見が生かされている。レトリックの②であげ
た認識に関わる側面が，記号論やカルチュラ
ル・スタディーズと重なり合う部分が多くある
からである。具体的には後述することになる
が，レトリックは放送現場のテクニカルな議論
とアカデミックな知見とをつなぐ共通の土台に
なる可能性を持っているのである。

一方，レトリックは，すでに文学研究など文
字テキストを対象とする分析には使われており，
放送のコメントやセリフの分析には，音の強弱
などの要因が重要になる部分を除けば，応用
が可能であろう。あとはテレビ特有の映像の
分析に使えるかどうかであるが，もともとレト
リックは説得の技術として，言い方や表情，身
振り手振り等も対象としてきたのであり，映像
とは相性がいい。たとえばセリフやナレーショ
ンがない場面でも，表情や動きなどに表れるレ
トリックでどのような意味が視聴者に伝わるか
を分析できるはずである。

この映像を分析するためのレトリックの可能
性について，さらに検討を進める。テレビ番
組のアーカイブの利用の歴史が浅いこともあっ
て，テレビ番組分析の研究そのものが多くな
い中で，テレビ番組のレトリック分析に直結す
る先行研究は，管見の限りほとんど見当たらな
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い。そうした中で40年近く前ではあるが，レト
リックの研究者として知られる佐藤信夫は，テ
レビをレトリックの視点から検討している7）。佐
藤はテレビを視聴することを「テレビを見る」

（これは聴くことを含めて「見る」で代表させる
換喩というレトリックでもある）と表現するよう
に，テレビの特徴は動く映像の優位性にある
としたうえで，この映像を理解するのにレトリッ
クが重要な役割を果たしていると述べている。

　言語表現には，じつは三種の秩序が働いて

いると言うことができる。第一は，線条的な累

積性，第二は，文法的な構成，そして第三が，

暗黙の誘導性としてのレトリックだ。

　それに反して，動く映像の世界には二種の秩

序しか働いていない。第一は線条的な累積性，

第二はレトリックである。

ここで言う「線条的な累積性」とは，時間の
流れの上に次 と々出現し，引き継がれていくと
いうことである。テレビの場合，コメントがなく
とも，映像のカットが順番に流れてくるのを見
て，意味あるいはものがたりを解読可能にして
いるのは，「映像の文法」が存在するからでは
なく，レトリックのシステムにほかならず，それ
を分析するにはレトリックの諸概念のほうがは
るかに役立つという。佐藤は「映像表現の世
界とは，文法なしのレトリックの領域なのだ。
あるいは，ここではレトリックが文法のはたら
きをしているのだ」と指摘している。もちろん，
テレビ番組には映像だけでなく音があり，セリ
フやナレーション，独白，さらにはテロップの
言語などによって映像に文法がないことを補っ
ているのであるが，映像でわかることは言葉で
説明しなくていいことがテレビの強みでもある。

佐藤はこの論文を「累積限定のみにたよりなが
ら，しかもその枠のなかで立体的なストーリー
を構成する…というレトリックについての，具
体的かつ体系的な分析は，興味深いおおきな
課題である。しかしその用意も知識もない私と
しては，ただしかるべき研究者の仕事を待ち
のぞむほかはない」と結んだ。

しかしその後，放送のレトリック分析が進
んだかというと，そうではなかった。テレビ映
像の線条性に注目する研究は，カットやショッ
トといった映像の単位の抽出とその連辞の解
明というテレビ記号論へと向かい，2000 年代
以降に活況を呈していく「テレビ記号論」に内
包される形になっていく。しかもそれらは特
定の番組分析というよりも，テレビが生み出す
記号の意味の解明に向かうものが多くなって
いく8）。レトリックは，こうした記号分析やカ
ルチュラル・スタディーズと重なり合う部分を
持っているのだが，それらの研究は専門家に
任せ，ここではレトリックの側からのアプロー
チに主眼を置いていく。

─3. 分析のためのレトリックの事例

では具体的に，どんなレトリックがテレビ分
析に使えるだろうか。そのマニュアルを提示す
るのが本稿の目的ではない。何を分析するか
という目的によっても，どのレトリックに注目す
るかは異なるであろう。レトリックは表現の技
術であり，テレビ表現には多くのレトリックが
使われている。「レトリックのないテレビ表現は
ない」とも言える。多くのレトリックの中でテレ
ビ番組に使われていないものはなく，すべての
レトリックが番組分析に使えるとも言える。そ
の中でも，前述したように放送現場と研究を
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つなぐ二つの側面に注目して，番組分析に有
効なレトリックの例を具体的に検討していく。

3-1  隠喩と換喩
『レトリック事典』では，比喩という見出しの

中に直喩，隠喩，換喩，提喩の4 種類のレト
リックがあげられている。物事を何かに喩えて
表現するのが比喩であるが，その喩え方，喩
えられるものとの関係によって分類されている。
ここでは，その代表的なものとして隠喩と換喩
を取り上げる。このうち隠喩（メタファー）は，

「○○のようだ」と喩えであることを明示する直
喩に対して，「時は金なり」のように「のようだ」
を省いて言うレトリックである。隠喩の場合，
表現する物事と喩えられる物事の関係は「類
似性（相似性）」である。

動く映像の中で，隠喩が活躍する場面はき
わめて多いと考えられる。たとえば，ドラマや
ドキュメンタリーでも，あるいはニュースリポー
トでも，内容やストーリーとは一見無関係のよ
うなカットが挿入されることがある。それは雲
であったり，木や葉っぱであったり，生物で
あったりするわけだが，多くの場合，それらは
どんなはたらきをしているのであろうか。直接
的には，場所や季節，時間帯等を表すだけか
もしれないし，主人公の心象を表現しようとし
ているのかもしれないが，そこには確実に隠喩
がはたらいているはずである。

これに対して，グリム童話の主人公を「赤頭
巾ちゃん」と呼ぶようなレトリックが換喩であ
る。この女の子が赤頭巾に似ているからという
類似性ではなく，女の子に縁のあるものという
隣接性に基づいて女の子を表現している。こ
の換喩表現も，動く映像の中で多く使われる
レトリックである。たとえば，のれんで店を表

したり，足の動きのクローズアップで行進を表
現したりといったものであり，さらに言えば顔
のアップも換喩表現のひとつと考えることがで
きる9）。特に映像表現では見えないものは映す
ことができないので，悲しみを表現するのに涙
を使ったり，富を表すのに高級車を撮ったりと
いった換喩表現に頼ることになる。こうした隠
喩と換喩を使った表現に注目していくだけで
も，さまざまなテレビ番組の特徴を分析する可
能性が広がってくると思われる。　

ここまでは1章で述べた表現の技術の体系
である①の古典レトリックのレベルでできるこ
とであり，それで十分なのであるが，その先の
ことも考えてみたいという研究者には，②のレ
トリックの認識に関わる面による分析も可能で
ある。

隠喩と換喩が，われわれが使う言葉と認識
にどう関わっているかを，失語症の症例という
思いもかけない入り口から明らかにしてみせた
のが，ロマーン・ヤーコブソンである10）。ヤー
コブソンによれば，失語症の両極のタイプとし
て，隣接性が失われるタイプと類似性が失わ
れるタイプがあるという。隣接性が失われる
と，顕微鏡の代わりに望遠鏡，ガス灯の代わ
りに火といったように類似性，つまり隠喩的表
現に頼ることになる。一方，類似性が失われる
タイプの失語症は，ナイフの代わりにフォーク，
パイプの代わりに吸うといったように隣接性，
つまり換喩的表現に頼るようになるという。こ
のことは言語の二重の性格，つまり言葉の「選
択」とそれをより高度な言語単位にまとめる「結
合」の二つの軸に関わっている。すなわち，人
は類似性のある範列的な語の中から言葉を選
択し，これを隣接性に基づいて統語的に結合
して発話しているのである。この考え方は，記
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号論やカルチュラル・スタディーズの分析にも応
用されており，範列分析と呼ばれるものは前者
の選択の軸を見ていくもので，統語分析と呼ば
れるものは後者の結合の軸をもとにその構造を
分析するものである。その関係を表にすると下
記のようになる。
 

この範列と統語の関係は，言葉だけでなく
映像にも存在することから，映画やテレビの
映像分析にも使われており，ここでもレトリッ
クは記号論分析やカルチュラル・スタディーズ
によるテレビ分析などと接点を持つ11）。

3-2  対比
説明は不要と思われるほど，よく知られたレ

トリックである。二つの語，句，文などが明瞭
な対照関係を以て提示され，それぞれの意味
内容の印象を鮮明にする技法である。

文章にもよく使われるレトリックだが，意識し
て見れば，番組の映像の中にも容易に対比表
現を見出すことができるであろう。それはカッ
トごとに対比されている場合もあろうし，ひと
つの画面の中に複数の対比が見出される場合
もあるだろう。主人公と相手，明暗，色，新
旧，貧富などコントラストを際立たせるために
対比的に描かれる場面に注目することで，それ
によって何が表現されているのかという対比の
中身を吟味することは，番組分析の重要な視
点になるはずである。

さらに対比の前提である二項対立は，発達
段階からわれわれの認識のあり方に重要な役
割を果たしており，そうしたアカデミックな知見
も分析に多くの手がかりを与えてくれると思わ
れる。

3-3  黙説，未決
『レトリック事典』には，黙説は，「言葉を始

めながら，過度の激情，もしくは節度などのた
めに，言いよどみ，言葉を濁し，文として完結
させないこと。言われなかった部分は，暗黙
のうちに相手が理解していると見なされている
場合もあるし，またことさら相手の想像力に訴
えかけて，考えさせようという場合もある」と
ある。学校の教師が教室を静かにさせるには，
大声で注意するよりしばらく沈黙したほうが効
果があるという話を聞いたことがあるが，相手
の関与を前提とする黙説は，プラグマティック
な性格を持っている。黙説によって，相手は
ふと我に返り，次に何が始まるのかと想像を巡
らす。そんなはたらきがあるレトリックである。

この黙説と同じ系統のレトリックとして，「未
決」があり，英語ではsuspension（サスペン
ション，宙づりにすること）の訳語が与えられ
ている。要するに，話が終わっていないのに
中断して黙られると，人は宙づりにされたよう
な不安と期待の入り混じった気持ちになるらし
い。サスペンスドラマというのも，ここからき
ている。黙説がその沈黙によって想像力を挑
発するのに対して，この未決は期待感とその
あとに続く驚きによって創造力を能動化すると
いう。

テレビ番組で言えば，この黙説や未決は
「間

ま

」と言われるものと直結したレトリックであ
る。たとえば映像編集のカットをつなぐ際にど

隠　喩 換　喩

関　係 類似性 隣接性

基本軸 選択 結合

分　析 範列分析 統語分析
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の程度の間
ま

をとるかといったことは，まさに暗
黙知の領域であるが，黙説，あるいは未決と
いうレトリックのはたらきとしてみると，その形
やはたらきが見えやすくなり，具体的な分析の
手がかりになると思われる。

─おわりに

一口に放送番組を分析すると言っても，対
象がドラマであるかドキュメンタリーであるか，
ニュースであるかといった番組ジャンルによっ
て，その方法は違うであろうし，何を分析する
かという目的によっても方法論は違ってくるで
あろう。それをあえて限定せず，大雑把にレト
リックの可能性を検討したのは，レトリックに
は汎用性があると考えたからである。レトリッ
ク分析は，表現のための技術という誰もがな
じみやすい広い入り口から入って，人の認識に
関わる奥深い分析も可能であることが大きな
利点である。歴史的経緯からのマイナスイメー
ジから抜け出て「レトリックのない表現はない」
ということに気づけば，対象が文章であろうと
映像であろうと，あらゆる表現を分析できる懐
の深さがレトリックにはある。

あとはどう使っていくかである。第1段階は
さまざまなレトリックを知り，それがどのように
使われているかを見定める目を養うことであろ
う。その目で番組を見直す時，これまでと違っ
た分析が始まり，番組制作者とも共有できる
ような新たな発見があるかもしれない。ただ，
その準備も時間も不十分な筆者としては，しか
るべき研究者の参加を待ちたい。

　　　　（しおた こうじ）
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