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行う」（同ワーキンググループ（2012））必要があ
ると，検討の対象に位置づけた。大震災後，
暫定的であるにせよ，取り入れる自治体も出て
きている。

（2）避難を「後押し」する呼びかけに

これまで長く指摘されてきたことだが，災害
時に出される情報をめぐっては，いくつかの難
しい問題，いわばジレンマがある。

1つは「情報依存」の問題である。災害時に
出される情報がより詳しく，多様化すればする
ほど，情報の受け手が情報に依存するようにな
り，自主的な判断力をなくしていくのではない
かというジレンマである。自治体が避難勧告や
避難指示をより丁寧に呼びかければ呼びかける
ほど，住民はその情報が出るまで行動しない，

「情報待ち」とも言える受け身の行動をとってし
まうのではないかというのである。

はじめに

（1）大震災で注目された「命令調」の呼びかけ

東日本大震災では，防災無線で津波からの
避難を呼びかける際，事態の緊急性や重大性
から，命令調で行った自治体が複数あった。こ
こで言う「命令調」とは，命令的な意味を持つ
ことばや表現を指す。例えば茨城県大洗町は，

「避難命令」や「避難せよ」などといったことば
や表現を使って津波避難を呼びかけた。こう
した判断は呼びかけに切迫感を与え，住民避
難をいっそう促すことにつながった可能性があ
ることを，筆者はこれまでの報告（井上（2011）

（2012））で指摘してきた。
こうした実例を受け，国の中央防災会議の津

波避難対策検討ワーキンググループは「避難指
示等を命令口調で伝えるなど避難の必要性や
切迫性を強く訴える表現方法や内容の検討を

防災無線で「命令調」の
津波避難の呼びかけは可能か
～聞き手に伝わる表現の視点から～
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東日本大震災では防災無線で「避難命令」や「避難せよ」といった命令調の表現を使って津波避難を呼びかけた
自治体があったが，「命令」には法的な概念や規定があるため，自治体が呼びかけ表現に盛り込むことが難しいと
いう課題があらわれている。このため，こうした表現が一般的な日本語の表現かどうかという視点から考えた。そ
の結果，▼「法律上の命令」が「受け手に，作為または不作為の義務を課す」ものなのに対し，▼「表現上の命令」
は「緊急時には，聞き手に利益を与えるもの」で，区別の必要があると考えられた。また，現在法的に定められて
いる「避難指示」と「避難勧告」ということばは区別がつきにくいとされる中で，「避難命令」ということばは一定程
度のわかりやすさがあると考えられた。それは▼「命令」ということばが「指示」に比べて，上位の者から下位の者
へ出されるものとイメージしやすい可能性を持っていたり，単語親密度が高かったりすること，▼「避難命令」とい
うことばは新聞や国会の中でも使われてきたこと，▼災害対策基本法の制定過程でも「避難命令」ということばは
使われていたことなどによる。情報の送り手は，一般の人々にも伝わる表現を選ぶ必要があるだろう。
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もう1つは，災害時に出される情報の技術的
な精度と関係する「オオカミ少年効果」と呼ば
れる問題である。災害時に出される情報は，災
害の「見逃し」を避けるあまり「空振り」に終わっ
てしまうことがあるが，これは情報の信頼性を
下げてしまうおそれがある。強い表現で避難を
呼びかけてはみたものの実際に津波が来ない，
という体験が繰り返されれば，人はだんだん逃
げなくなってしまうのではないか，というのであ
る1）。

これらの問題を踏まえれば，最も求められる
のは，住民の主体的な行動による素早い避難
であろう。前述の津波避難対策検討ワーキン
ググループ（2012）では，津波に備えるハード・
ソフトの諸々の対策を，「全て素早い避難の確
保を後押しする対策と位置づけるべき」だとし
ているし，大震災で被災した自治体の1つ，岩
手県釜石市の防災課も，今後の防災無線の放
送について，「逃げるための最後のひと押しとな
る」呼びかけをするためのものと位置づけてい
る（井上（2012））。本稿でも同様に，住民避難
の「後押し」をするという位置づけで，防災無
線による避難の呼びかけ方について論じる。

（3）日本語表現としての「命令調」の検討

他方，避難の呼びかけ表現の問題は，「情報
依存」や「オオカミ少年効果」の問題とは，いっ
たん切り離して考える必要もある。日本語の中
に，避難の切迫性を強く訴える表現というもの
は，どのようなものがあるのかということはあま
り整理されておらず，自治体が手探りでことば
や表現を選んで進めているというのが現状であ
る。「どのタイミングでどの程度呼びかけるか」

「呼びかけるとどのような問題が生じうるか」と
いった視点だけでなく，「そもそもどのような表

現がありうるのか」についても議論すべきだと
考える。

その過程で問題になるのが「命令」である。
「命令」には法的な概念や規定があるため，自
治体が呼びかける際に命令的な表現を盛り込
むことが難しいという課題があらわれている。

これらを踏まえて本稿では，防災無線での
命令調の避難の呼びかけについて，法的な視
点に加えて，一般的な日本語の表現かどうかと
いう視点からその可能性を論じる。防災無線
の放送は，情報の受け手が広く一般の住民で
あるため，聞き手を視野に入れた「伝わりやす
さ」を大前提にしない限り成り立たないと考え
るからである。

1．さまざまな「命令調」の表現

（1）東日本大震災で使われた「命令調」

東日本大震災の際，防災無線で津波避難を
呼びかけるときに自治体が使った命令調につい
ては，以下のような文言があったことが筆者の
これまでの調査でわかっている。

ａ）「避難命令」（大洗町）
ｂ）「避難せよ」（大洗町）
ｃ）「逃げろ」（女川町，石巻市）

このうち，ａは「避難」と「命令」という2つ
の名詞からなる複合名詞である。実際には「緊
急避難命令。」「避難命令。」などという形で呼
びかけられていた。ｂは「避難する」というサ
変動詞の命令形である。「大至急，高台に避
難せよ。」などのような文中で用いられていた。
ｃは「逃げる」という動詞の命令形である。

呼びかけの際，ａとｂは，アナウンスをする
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当事者が，書かれた文を読み上げるかたちで放
送され，ｃは，両自治体ともアナウンスの当事
者が，自らの判断で叫ぶようにして放送された。

ａもｃも，「避難命令」や「逃げろ」といった
一語のみで使われていた表現だが，「一語文」
とも呼ばれ，文としての機能を持つ。ｂも短い
表現であるが，文である2）。

（2）大震災後に導入された「命令調」

大震災で被災した自治体の中には，こうし
た前例を踏まえ，その後，防災無線での津波
避難の呼びかけに命令調を取り入れたというと
ころが現れ始めた。その多くはまだ暫定的で，
防災訓練の際に試験的にこの表現を使ったと
か，呼びかける場面について「津波が見えたと
きに限定して使う」など，自治体ごとに手探り
で導入を検討している状況であるが，2012年9
月時点の調べでは，例えば，次のような表現が
あった。

●「津波が湾港防波堤を越えている。全市民，
ただちに高台へ避難せよ。ただちに高台へ
避難せよ」（岩手県釜石市）

●「ただちに避難せよ」（宮城県石巻市）
●「大至急，高台へ避難せよ」（宮城県気仙沼市）
●「･･･に大津波警報が発表されたので，避難

を指示する。･･･に，ただちに避難すること」
（仙台市）

ここには以下のような命令調の表現がある。

ｄ）「避難せよ」
ｅ）「避難すること」
ｆ）「指示する」

ｄは前述ｂと同じである。
ｅの「こと」については，「文全体を名詞化す

る『のだ』『こと』『ことだ』といった形式が，聞
き手に対する行為要求機能をもつことがある。
このうち，『こと』は責任ある立場にあるものが
その立場から指示することを表し，指示を伝
える掲示によく使われる表現である」（安達太郎

（2002））と，名詞化形式による命令の表現に
位置づけられている。

ｆは「指示」ということばからなるサ変動詞
である。「指示」ということばは，物事を指し示
す意味や，人に指図する意味を持ち，命令の
意味を持つとされる。

自治体がこれらの表現を検討するにあたり，
中には「避難命令」や「避難を命じる」というこ
とばや表現も，状況によっては使ってもいいの
ではないかと考えているところもあった。しか
し，「命令」ということばの持つ法律上の概念
や規定も関係してくるので，まだ検討中である
としていた 3）。そこで，この問題について考える。

2. 法律上は存在しない「避難の『命令』」

災害対策基本法では，避難は「命令」するも
のと規定されていない。以下の通り，避難は，
市町村長が「勧告」，あるいは「指示」するもの
と規定されている 4）。

○災害対策基本法　第 60 条
「災害が発生し，又は発生するおそれがあ

る場合において，人の生命又は身体を災害か
ら保護し，その他災害の拡大を防止するた
め特に必要があると認めるときは，市町村長
は，必要と認める地域の居住者，滞在者そ
の他の者に対し，避難のための立退きを勧
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告し，及び急を要すると認めるときは，これ
らの者に対し，避難のための立退きを指示す
ることができる」（下線筆者）

法律上の「指示」と「命令」とはどのように違
うのか。内閣法制局長を10年間務めた林修三
は，1959年に日本銀行法の試案が出された際
の論議を受けて，「指示」と「命令」について，
次のように述べている。

「指示」と「命令」との区別であるが，「命
令」ということばは，法令上いろいろな意味
で用いられるが，「指示」との比較において
問題となる，前掲の現行日本銀行法第四三
条や第四四条に定められているような「命令」
は，一般に，具体的又は抽象的に，特定の
機関，人又は団体に対し，はっきりした作為
又は不作為の義務を課するものであるのに対
し，「指示」は，前述のように，原則として，
法的拘束力はなく，また，実定法上その拘
束力が明定されている場合でも，それよりも
実質的には，軽く弱いニュアンスをもつとい
う点で，その差は，指揮対指示の関係とほ
ぼ同様といってよいであろう。（林（1975））（下
線筆者）

災害時の避難については，どうか。災害対
策基本法の解説書では第60条について，「指
示に従わなかった者に対しての直接強制は，（中
略）立ち退きをしないことにより被害を受けるの
は本人自身たること等の理由によりとられてい
ない」（防災行政研究会編（2011））としている。

また，総務省消防庁も筆者の聞き取りに対
し，避難に「命令」がないことについて，「一般
論として『命令』ということばは，法律上は『義

務』が発生し，怠った場合にはペナルティーが
伴うもの。避難という行為は，しなかったから
といってペナルティーを科されるような性質のも
のではない」と説明している（井上（2011））。

3.呼びかけ文でも使われていない「命令調」

法的には「避難に命令はない」というこの考
え方は，自治体の避難の呼びかけ文にも影響
している可能性がある。

内閣府などが2005年に自治体向けにつくった
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイ
ドライン」では，例えば「避難指示の伝達文の
例」は以下のようになっている（文面からわかる
ように，この文自体は津波よりも水害に主眼を
置いたものになっている）。

＜避難指示の伝達文（住民あて）の例＞
○○市（町村）長の○○です。ただ今，○
時○分に○○地区に対して避難指示を出しま
した。（堤防が決壊して／○○川が危険水位
を突破して）大変危険な状況です。避難中
の方は直ちに○○公民館への避難を完了し
てください。 十分な時間がない方は近くの安
全な建物に避難してください。なお，浸水に
より，○○道は通行できません。（下線筆者）

このように，文末表現は丁寧体になっていて，
よりはっきりと命令であることがわかる「～せよ」
などの命令調は使われていない。これは，「命
令」の権限がないことに準拠した表現を選んだ
可能性がある。「～てください」は「もっとも基
本的な依頼の形式である」（日本語記述文法研
究会（2003））として，「命令」よりも弱い「依頼」
の代表的な表現に位置づけられている。
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このため，次のようにより命令の度合いが低
い「避難勧告」の呼びかけ文と，同じ文末表現
になっている。

＜避難勧告の伝達文（住民あて）の例＞
こちらは，○○市（町村）です。ただ今，○
時○分に○○地区に対して避難勧告を出しま
した。直ちに○○公民館へ避難してください。
なお，浸水により，○○道は通行できません。

（そのほか，「昨夜からの大雨により，○○
時間後には○○川の水位が危険水位に達す
るおそれがあります」，「できるだけ近所の方
にも声をかけて避難してください」等）

双方の文を比較すると，「避難指示」の文は
「完了する」ということばを入れて，避難を早く
済ませるようにという意味合いを強める工夫が
見られる。しかし文末表現には差がつけられて
いない。

水害に主眼を置いた結果，津波ほどに切迫
性を持たせる必要はないと考えて「～せよ」と
いう命令調を使わなかったという見方もできる。
しかし，各自治体はこうしたガイドラインの例
文を参考に緊急時の呼びかけ文を作成する。
実際に，大震災で自治体が使った，避難指示
を呼びかける基本的な表現は，女川町は「避
難してください」，釜石市は「避難を指示しま
す」などと，命令調は使われていなかった（井上

（2012））。避難の法的な位置づけは，自治体
の呼びかけ文の文末表現にまで及んでいた可
能性がある。

4.「法律上の命令」と「表現上の命令」の違い

「避難せよ」や「逃げろ」といった動詞の命令

形による表現は，法律上の「命令」を意味する
のだろうか。ここでは，特に緊急時においては，

「法律上の命令」と「表現上の命令」（すなわち
命令調で呼びかけるなどの命令的な表現）と
は区別すべきであると論じる。

まず，「法律上の命令」であるが，ここでは
上述したように，「作為または不作為の義務を
課するもの」「怠った場合にペナルティーを科す
もの」と考えられている。

一方，「表現上の命令」はどうか。一般に日
本語の文法では，聞き手にある行為の実行を
命じたり頼んだりする表現を「行動要求」表現
などと呼び，要求の強さによって「命令（文）」

「依頼（文）」「勧誘（文）」などと呼ぶ。
沖縄大学で言語学を教える王志英は，「～

しろ，～せよ，～しなさい」などの表現につい
て，「話し手の一方的な強制要求を表し，他の
要素を一切配慮しない」「絶対的命令文」の典
型であるとし，命令文や依頼文の中では「話し
手の強制力は最も強く，要求された事態を聞
き手が実現するかどうかという選択の自由度は
極めて低い」と説明する（王（2005））。そして，
その利益関係については，「話し手の利益にな
る発話が殆どであるが，特殊な状況によって聞
き手の利益になる場合（緊急事態類）」がある
として，例として「火事だ！早く逃げろ！」という
文を挙げている。つまりこうした表現は，緊急
事態においては，話し手の権限とは関係なく，
通常，使われている日本語の表現の1つなので
ある。

こうした使われ方は，大震災での大洗町や
女川町の放送にもまさにあてはまる。両自治体
及びそのアナウンス担当者は，自分あるいはみ
ずからが所属する町役場の利益のために命令
調を使っていたわけではなく，住民の命を救お
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うとして，つまり住民の利益のために使ってい
たのである。

こうした表現は，災害に関する情報や知見を
多く持つ情報の送り手が，それらを持たない聞
き手に対して，事態の緊急性の高さゆえに，少
しでも聞き手の迷いを減らそうとして使ったも
のと考える。
「法律上の命令」と「表現上の命令」について

は，次のように整理できる。
▼法律上の命令：受け手に，作為または不

作為の義務を課す（怠った場合にペナル
ティーを科す）もの

▼表現上の命令：緊急時には，聞き手に利
益を与えるもの

このように，緊急時においては，受け手に与
えるものが全く異なる。「避難せよ」や「逃げろ」
などの表現は，一般にはこうした特徴を持つ日
本語の一表現として，「法律上の命令」とは区
別して考えるべきであろう。

5.「避難命令」ということばについて

次に「避難命令」ということばを取り上げる。
ここには，（「避難せよ」などのことばと違って）
ことば自体に「命令」ということばがはっきりと
含まれている。こうしたことばを使うことを「検
討中」として，ためらいを見せる自治体があるこ
とは先に触れた。これは▼法律上の根拠がない

（＝避難に命令はない），▼「命令」ということ
ばを使うと法的拘束力があるかのように誤解さ
せる，などの点で使いづらさがあると考えられ
る。こうしたこともあり，通常の避難の呼びか
けでは，災害対策基本法で定められている「指
示」と「勧告」，つまり「避難指示」と「避難勧告」
ということばが使われている。

しかしここでは，これら2つのことばは区別
がつきづらくてわかりにくいこと，その一方で

「避難命令」ということばは，わかりやすくなじ
みのあることばであることについて論述したい。

（1）「避難勧告」と区別しにくい「避難指示」

文化庁文化審議会国語分科会は2012年1月
にまとめた報告書の中で，東日本大震災で明ら
かになったことばの問題として，次のような指摘
をした。

「…例えば，「避難勧告」より緊急性の高い
状況に対して，「避難指示」という言い方で
はなく，「避難命令」という言い方だったら
誰にも分かるのかとか，そういう工夫が必要
ではないか。」「通常使っている言葉は別にし
て，そういう緊急時に必要な情報を伝達する
ための用語について検証するのは非常に大事
な問題ではないか。」といった意見が出され
た。（文化審議会国語分科会（2012））

また，これをとりまとめる議論の際には「『避
難指示』と『避難勧告』，指示の場合には避難
を指示しているわけですから，すぐ避難しなけ
ればいけないということで，当然避難を勧告し
ているよりも緊急度が高いわけですけれども，
とっさにこういう言い方で言われると，どちら
が緊急度が高いのかがなかなか分かりにくい
のではないか」（文化審議会国語分科会（第48
回）議事録（2012））と指摘している。

これについては，大洗町の町長が同様の趣
旨のことを述べている。筆者の聞き取りに対し
て町長は「行政上の『避難勧告』と『避難指示』
という用語は，あまり聞き慣れない上，『どっち
つかず』に聞こえるおそれがあった。『どう受

NOVEMBER 2012
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け止めて，どう行動すればいいのか，そこで
住民に迷いが生じてはいけない』と考え，一番
わかりやすい『避難命令』という表現で伝えた」

（井上（2011））と答えている。つまり，大洗町
は，法的には「避難指示」を出したのであるが，
それを「避難命令」と言いかえて伝えていたの
である。
「避難指示」が，それより緊急の度合いが低

いときに出される「避難勧告」と区別がつきに
くいという問題については，NHK放送文化研
究所の調査でもこれまで触れてきた。過去2
回，全国の20歳以上の男女に調査をしたとこ
ろ，「『避難指示』のほうが緊急の度合いが高
い」と，正しく理解している人は，1999 年には
54.7％だったのが，2003年になると10ポイント
減って，44.0％にまで落ち込む。逆に，「『避難
勧告』のほうが緊急の度合いが高い」と間違っ
て回答した人は，30.4％から41.3% に，10 ポ
イント余り増えていたのである（大西勝也（1999）

（2004））5）。

（2）辞書上の説明から

次に，こうしたことばの中で使われる「命令」
と「指示」という2つのことばのわかりやすさの
違いを見る。まず，辞書での扱われ方を見る。

【命令】
①上位の者が下位の者に対してあることをする
ように言いつけること。また，その内容。「部
隊に撤退を―する」「―を下す」②国の行政機
関が国会の議決によらないで制定する法規。
政令・省令・人事院規則など。③行政機関が
特定の人に対して一定の義務を課する処分。【明
鏡国語辞典　第二版】
①〔目下の者に〕自分のしたいと思うことをさせ

るように，言いつけること。命じること。言い
つけ。「―系統・―一下（イッカ）〔＝命令がく
だるとすぐ〕」②〔法〕内閣や各省庁などの行
政機関が定めた決まり。③〔コンピューターで〕
特定の機能の実行を指示すること。【三省堂国
語辞典　第六版】

【指示】
①物事をそれと指し示すこと。「指で―しなが
ら説明する」「―代名詞」②人に指図すること。
また，その指図されたこと。「行き先を―する」

「―を守る」【明鏡国語辞典　第二版】
①（指（ユビ）で）物・方向をさししめすこと。
②さしず。「本社の―に従う」【三省堂国語辞典
　第六版】

他の辞書も似たような記述になっている。
津波避難の際に自治体が呼びかける「指示」
は，これらの辞書の②の「人に指図すること」

「さしず」の意味となろう。
他方，「命令」を避難の呼びかけで使うとす

れば，行政側からすると「明鏡国語辞典」③
の「行政機関が特定の人に対して一定の義務
を課する処分」という趣旨で使っていることに
なる。一方で，聞き手は①の「あることをす
るよう言いつけること。また，その内容」など
といった意味で受けとっていることにもなるだ
ろう。
「命令」については，ともに①に，▼「上位の

者が下位の者に対して」「〔目下の者に〕」などの
ように上位・下位の関係を記していることや，▼

「あることをするように言いつけること」「自分の
したいと思うことをさせるように，言いつけるこ
と」（下線筆者）などと，行為の実行までを求め
ているとする説明がつけられていることなどが，
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特徴的である。
特に，上位と下位の者の関係を前提にしてい

るという説明は示唆的である。ここからは，自
治体から「命令」と呼びかけられた人物が，「自
治体が上位に，自分が下位にあることを前提に
呼びかけられている」ということを無意識のう
ちにイメージする可能性を考えることができる。
つまり「下位の自分は従わねばならない」と思う
可能性である。

ここで言う上位・下位は，災害の発生時にお
いては，前節でも記した，「災害に関する情報
や知見を多く持つ情報の送り手」としての「上
位」，「それらを持たない聞き手」という意味で
の「下位」，と言えるだろう。

大震災当日，実際に「避難命令」という放送
を聞いた大洗町の男性（当時67歳）は「居間
の受信機で『避難命令』と言っているのを聞き，

『これは命令なんだから』と思って避難した。（中
略）『命令』と言われなければ避難しなかったか
も知れない」と語っている（井上（2011））。この
ように呼びかけを強く受け止めた人がいた背景
には，「命令」ということばが持つこうした特性
が挙げられると考える。

とっさの場合に「命令」ということばを使う
強みというのは，こういったところにあるので
はないだろうか。

（3）「単語親密度」の差

次に，「命令」と「指示」について，ことばの
認知の度合いを示す指標となる「単語親密度」
を見てみたい。『日本語の語彙特性　第1巻』
は，辞書に載っている約7万の単語のなじみの
程度，すなわち「単語親密度」を載せている。
日本人40人に対して，単語を音声で聞かせた
り，文字で見せたり，あるいは同時に見聞きさ

せたりする実験を通じて，7段階の尺度（1：低
い～ 7：高い）で親密度を評定させた結果をま
とめたものだ。この「単語親密度」は，単語の
認知の容易さに深く関わっていて，なじみの程
度が高い（単語親密度の値が高い）ほど，認
知に必要な時間が短く，かつ認知の誤りが少
ないとされる。

この中では，「命令」と「指示」は，次のよう
に評定されている（7に近いほどなじみがあるこ
とになる）。

このように，「命令」の方が総じて高くなって
いる。ここで見ておかなければならないのは，

「音声」の差である。「文字音声（文字と音声を
一緒に示した場合）」の差（0.5）や「文字」の差

（0.25）に比べて，「音声」の差は0.9を上回り，
より大きい。これは，「指示」ということばには，
同音の語，すなわち「支持」「私事」「指事」「師
事」「死児」などがあることとも関係があろう。
耳で単語を聞いただけでは同じ「シジ」なので，
判別がつかないのである 6）。

親密度が高いほど，認知に必要な時間が短
く，認知の誤りが少ないとされるので，防災無
線の呼びかけが音声でなされることを考えれ
ば，この差は事態が差し迫っている状況にお
いては重視されるべきではないだろうか。

（4）メディアで使われてきた「避難命令」

ここからは，「避難命令」ということばにつ
いて見てゆく。このことばは，実際にはメディ
アで使われてきたということを，新聞記事から

文字音声 音声 文字

「命令」 6.375 6.344 6.219

「指示」 5.875 5.438 5.969

NOVEMBER 2012
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見る。
新聞社の検索システムは，正確な件数こそ示

せないものの，戦前までの古い記事を探すこと
もできる。朝日新聞と読売新聞の過去の記事か
ら探した結果，「避難命令」ということばは戦
前から使われ 7），災害対策基本法の制定（1961
年）後も数多く使われている。「災害」の記事に
絞ってごく一部を示す。

●「諫早市に避難命令」
（1962 年 7 月 8 日　朝日）

●「八千人に避難命令　益田市」
（1965 年 7 月 23 日　朝日）

●「新潟・福島に集中豪雨　加茂市で避難命令」
（1970 年 7 月18 日　読売）

●「このため狛江市では（中略）付近の住民
千九百世帯七千六百人に避難命令を出す一
方，…」

（1974 年 9 月 2 日　読売）
●「横浜で千百人に避難命令　鶴見川増水」
（1976 年 9 月10 日　朝日）

●「石狩川危機，江別に避難命令　北海道豪雨」
（1981 年 8 月 5 日　読売）

●「十勝岳再び噴火　火柱 200 メートル，新
泥流も　住民ら千人に避難命令」

（1988 年 12 月 25 日　朝日）
（下線筆者）

1980年代に入ると，見出しや本文中に使わ
れた記事の件数を検索することができるように
なるので，以下に示す（検索可能な日から2012
年8月までを検索期間とした。具体的には朝
日：1984年8月4日～ 2012年8月31日，読売：
1986年9月1日～ 2012年8月31日）8）。

このように，1990年代までは，両紙とも「避
難指示」よりも「避難命令」ということばの方を
多く使っている。2000年代に入って「避難指示」
が一気に増える。ここには，法律の用語を正
確に記事に反映させていることがうかがえる。

ここからは，ここ10年あまりは「避難指示」
ということばに触れる機会が増えていると言え
そうだ。しかし，それによって情報の受け手が

「避難指示」と「避難勧告」の区別がつきやすく
なったかどうかや，津波避難などのとっさの行
動を求められる際に「わかりやすい」ことばに
なったかどうかについては，別問題である9）。

ここでは，「避難命令」ということばは「長く
使われ続け」，「今も使われている」ということを
示すのにとどめる。「避難命令」ということばが
今も使われている事例とは，次のような記事で
ある。

●「NY初の避難命令　25万人対象　『歴史的』
ハリケーン接近中」

（2011 年 8 月 27 日　朝日）
●「大洪水拡大　タイ生産拠点　大打撃　最

大工業団地　冠水防げず避難命令」
（2011 年 10 月18 日　読売）
（下線筆者）

海外の災害には，そもそも日本の法体系は通
じない。「避難」のとらえ方が違えば，災害対

「避難命令」 「避難指示」
朝日 読売 朝日 読売

1980 年代 133 81 8 5
1990 年代 113 59 39 21
2000 年代 137 145 1,313 1,298
2010 年～ 48 30 1,509 1,569
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策基本法の「避難指示」や「避難勧告」という
訳語があたらないケースも多 あ々ろう。

（5）国会で使われてきた「避難命令」

次に，話しことばとして使われてきたかどう
かについて，国会の審議から探る。国立国会
図書館がつくった「国会会議録検索システム」
では，衆参の本会議と委員会の会議録がイン
ターネット上で検索できる。この検索システムに
ついては，言語処理コーパス（言語資料を高度
にデータベース化したもの）として使った場合，
他のコーパスに比べて①大規模である②話しこ
とばである③通時的である，などの特徴が挙
げられている（山本和英（2008））。また，立法
府であることを考えれば，法律については一般
よりも詳しい人々が多いことが想像される。

これを使って戦後の国会で「避難命令」と「避
難指示」ということばが使われた会議の件数を
見ると，次のようになる（数字は，会議の件数。
検索期間は1945年9月～ 2012年8月）。

このように，「避難命令」ということばは，災
害対策基本法の制定（1961年）の前も後も使わ
れている。一方，「避難指示」ということばは，
1960年代までは登場せず，70年代からわずか

に増え，2000年代以降に増える。これは新聞
と似た傾向である。法律制定以降で「避難命
令」が使われた例を，一部列挙する。

●「いま，なだれの危険に対しましては，地元
気象台でなだれ注意報を出しまして注意を
促し，市町村におきまして避難命令を発しま
して住民の安全を図る，さらに災害救助法
を発動して避難所の設置等を行っておるわ
けでございます。」（1981 年 1 月 28 日　衆
議院災害対策特別委員会　柴田啓次　説
明員（国土庁長官官房審議官））

●「我が町におきましては，この防災行政無線
システムも老朽化が進んでいることから，震
災の教訓として三億二千万円を投じて緊急に
整備することといたしました。これは震度四
以上の地震の際につきましては，それぞれ地
震計から直結いたしまして自動的に避難命令
が出るような装置といたしております。」（1995
年 2 月 8 日　衆議院地方分権に関する特別
委員会　越森幸夫　参考人（奥尻町長））

●「先日，現地を視察しました以外に，三宅
島に全島避難命令が出まして，代々木の青
少年オリンピックセンターに全員一時避難を
なさいまして･･･」（2000 年 9 月 18 日　参
議院災害対策特別委員会　扇千景　国土
庁長官）

●「今回の福島原子力発電所の事故の発生以
降の動きでございます。数次にわたりまして，
いろんな避難命令あるいは屋内退避といっ
た指示を出させていただいてございます。」

（2011 年 5 月 12 日　参議院厚生労働委員
会　中西宏典　政府参考人（経済産業大臣
官房審議官））

（下線筆者）

「避難命令」 「避難指示」

1940 年代 6 0
1950 年代 24 0
1960 年代 44 0
1970 年代 64 3
1980 年代 68 17
1990 年代 24 4
2000 年代 28 93
2010 年～ 28 220
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これらは，「法的に不正確で，言い間違い」
ともとれるし，「わかりやすいことばで言いかえ
た」などと捉えることもできる。その真意は発言
者に確認するしかない。しかし，国会の場でこ
のようなことばで審議が進められているという
ことは，このことばを大勢の人が聞き，またこ
のことばに対して質問や答弁が行われていくこ
とでもある。つまり，話しことばとして「避難命
令」ということばが「流通」していることを示す
事例と言える。
「避難命令」ということばは，出てくる数は

減ってはいるものの，なお根強く使われ続けて
いることばだと言えるだろう。

（6）災害対策基本法の制定過程で
　　　　　　　 使われていた「避難命令」

災害対策基本法の制定過程を見ると，当初
「避難命令」ということばが使われていたこと
がわかる。災害対策基本法は，1959 年9月の
伊勢湾台風により名古屋市やその周辺など広
い地域に甚大な被害が出たことを受けて1961
年に制定された。戦後，甚大な被害をもたら
す台風が相次ぐ中，災害のたびに特別措置法
をつくる対応が続いていたため，基本法を求
める声が高まっていたのである。

策定にあたり，1959年12月，当時の自治庁
（現在の自治省）は「災害対策基本法案要綱」
をとりまとめた。以下のような10項目からなる
が，この段階では「避難命令」ということばが
使われている（防災行政研究会編（2011））。

①目的②災害対策業務の責任区分③災害対
策組織④災害調査及び非常災害に関する基
本計画⑤災害警報の発令及び伝達⑥災害非
常態勢⑦避難命令⑧応急公用負担⑨費用

負担及び補助⑩他の法令の整備
（下線筆者）

当時，避難の「指示」ということばがなかっ
たわけではない。災害対策基本法制定以前は，
主に▼警察官職務執行法（1948年），▼水防法

（1949年），▼地すべり等防止法（1958年）など
の法律が，避難について定めている。このうち
水防法と地すべり等防止法は，ともに，都道府
県知事などが，必要と認める区域の居住者に
立ち退くべきことを「指示」できると定めている。
災害対策基本法は，市町村長の権限が強めら
れたため，避難の指示権者については知事から
市町村長などに代わってはいるが，「命令」では
なく「指示」という文言を使っている点ではこれ
ら先行の2つの法律と同じ形がとられている10）。

先行する法律ですでに「指示」ということば
が存在していたにもかかわらず，自治庁案では，

「避難命令」ということばが使われている。ここ
からは，「避難命令」ということばは，法律上の

「命令」を正確に踏まえたことばというよりは，「避
難指示」や「避難勧告」などを含んだ，避難の
呼びかけの際に出される指示や命令などの「総
称」のように使われていた可能性が考えられる。

ここまで，「命令」や「避難命令」ということ
ばについて見てきたが，こうしたことばは一定
程度わかりやすく，なじみのあることばである
ことは言えるであろう。津波避難の呼びかけの
際にどういったことばや表現を使うかは自治体
など行政が決めていくことで，法的な問題につ
いての検討も必要になろう。ただ，住民への伝
わりやすさという点からすれば，人命に関わる
緊急時においては，使うことをためらうべきで
はないことばだと考える。
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おわりに

本稿では，津波避難などの防災無線の呼び
かけの際，命令調は住民に伝わりやすいこと
ばや表現であろうという趣旨のことを述べてき
たが，もちろん命令調がすべてというわけでは
ない。例えば大洗町は大震災の際，聞いてい
る住民が緊張で動けなくなってしまわないよう
にと，命令調と丁寧体を交互に使って呼びかけ
る工夫をしていた（井上（2011））。また，その
点を重視すれば「命令調を使わない」という判
断もあるだろう。

防災無線で緊急事態であることを住民に気
づかせる要素には，アナウンスする人が誰な
のかや，その話し方や声色，背景で響く物音，
それにサイレンなど，さまざまなものが関係す
る。情報の送り手と受け手との間で培われた
信頼関係も大きく関係することになるだろう。
ことばや表現はその中で伝えられる情報の1つ
にすぎない。

ただ，ことばや表現の良い面は，前もってあ
る程度の文案を準備できる点にある。そうし
た文案がマニュアル化することが，ある面では
臨機応変な対応を阻害することにもつながるの
で，注意は必要だ。しかし，かといって何の準
備もなしに，災害時にとっさに誰もが満足な表
現で放送ができるわけでもないだろう。マイク
の前でアナウンスをするのには，一定の準備や
日ごろの練度が求められる。

さらに考慮しておかなければならないこと
は，その場に合ったふさわしい表現を「しない
こと」の危険性である。日本語の中に，その
場においてふさわしい表現が存在するにもかか
わらず，あえてそれらを使わずに伝えようとした
場合，聞き手には「緊急事態に使われるべき

表現が使われていない」という情報も伝わるお
それがある。聞き手自身も日本語を話す者で
あれば，「もし緊急事態なら，普通ならもっと
強い言い方をしそうなものだが，そういう言い
方をしていないということは，緊急事態は発生
していないのだろう」と判断するおそれもある
ということだ。

冒頭にも書いたが，災害時に出される情報
については「情報依存」や「オオカミ少年効果」
といった問題に陥る危険性がある。津波避難
を呼びかける防災無線の放送では，情報を「ど
のタイミングでどの程度呼びかけるか」「呼びか
けるとどのような問題が生じうるか」という問題
についても考えねばならない。

これについては例えば，釜石市は，暫定
的にではあるが，「実際に津波が来ている」と
いう情報を得たときに命令調を使うことにし，
2012年9月の防災訓練では，「湾口防波堤を
津波が越えている。全市民ただちに高台へ避
難せよ。」などという文言で，試験的に防災無
線で呼びかけてみたという。検証はこれからだ
というが，このような工夫の積み重ねが問題の
解決の糸口をつかむきっかけになるだろう。

強い表現とされる命令調であっても，それを
使って呼びかけたのに津波が来ないということ
が繰り返されれば，いずれは強い表現としての
効力は薄まっていくおそれがある。いわば，こ
とばの「使い減り」とも言える状況を招くかもし
れない。「命令調」での放送は今回の大震災ま
ではあまり注目されておらず，逆に言えばまだあ
まり使われていない，「手あかのついていない」
表現と言えるかもしれない。これを奇貨として，
乱用せずに大切にしつつ使っていくことが求め
られると考える。

（いのうえ ひろゆき）
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注：
1）「情報依存」や「オオカミ少年効果」について

は田中淳（2008）などを参考にした。
2）文は，その文が伝える事柄的な内容を担う「命

題」とは別に，「述べ方」を担う部分（「モダリ
ティー」と言う）があるとされる。日本語学研
究者で早稲田大学文学学術院教授の森山卓郎
は，こうした視点から，文を「述定文」「表出」

「広義命令」「意思表現」などに分類した。その
上で，「広義命令表現」を「聞き手が動作する
ことを話し手が要求する表現」と位置づけ，「動
作を未分化に提示する場合」の例として「『黙
禱。』のように，動作概念だけを提示する場合
もあれば，いわゆる終止形で，『さっさと歩く

（のだ）！』『さっさと歩くこと！』のように言
うことがある。」（森山（1988））と示している。
こうした視点から見れば，ここに出てくる「避
難命令」「避難せよ」「逃げろ」はいずれも，「広
義命令表現」とも位置づけることができるだろ
う。すなわち，例えばこのうち「避難命令」と
いうことばであれば，「命令」ということばを
備えている面でも命令的であるが，表現の形式
としても（当時の呼びかけられ方からすれば）
広い意味で命令的側面を持つ，と捉えることが
できる。

3）釜石市や仙台市。
4）災害対策基本法第 63 条では，「避難指示」より

も強制力の強い「警戒区域の設定権」が市町村
長に認められている。これは，市町村長が一定
の地域を設定し，そこへの立ち入りを制限，禁
止，または退去を命じることである（罰則あり）。

「避難指示」が対人的であるのに対し「警戒区
域の設定」は地域的に捉えるという違いがあり，
命令の内容も「避難」ではなく「退去」として
いる。

5） このほか，2010 年に内閣府（防災担当）が，
その年の 6 ～ 7 月の大雨の水害で被災した広島
市など 5 地域に対して行ったアンケートでは，

「避難準備情報・避難勧告・避難指示の違い」
について 41.9％が「今回はじめて知った」と答
えている。

6）当然ではあるが，「避難」ということばがつい
て「避難命令」「避難指示」などという形で使
われれば，また違った数値が出てくることが考
えられる。

7）朝日新聞は「聞蔵Ⅱビジュアル」，読売新聞は「ヨ
ミダス歴史館」を参照。災害対策基本法制定以

前の記事のいくつかを，以下に列挙する。
●「…の両氏に避難命令伝達の儀を我山縣参謀
総長に依頼し…」（1904 年 8 月 20 日　読売），
●「蘭州市民に避難命令」（1938 年 11 月 17 日
　朝日），●「皇軍ビルマ路に迫る　蘭貢狼狽，
官民に避難命令」（1942 年 2 月 20 日　読売），
●「全葛飾区に避難命令」（1947 年 9 月 20 日
　朝日），●「豪雨，鹿児島を襲う　川内　全
市民に避難命令」（1957 年 7 月 28 日　朝日），
●「西日本　各地で避難命令」（1959 年 9 月 27
日　朝日），●「前もって台風の度合を測定し
得たのだから，事前に緊急避難命令を出すぐ
らいのことはできたはずである。」（1959 年 10
月 7 日　読売　社説「伊勢湾台風の教訓を生か
せ」）（下線筆者）

8）「G-Search データベースサービス」を利用。
9）「避難指示」ということばが増えた背景には，

1991 年の雲仙普賢岳の噴火災害で，火砕流災
害が発生した後に「避難勧告」がさらに強制力
がある「警戒区域」に切り上げられたことや，
2004 年に台風や集中豪雨が続き，国が「避難
勧告」と「避難指示」のほかに，早い段階で避
難をさせるための「避難準備情報」を新たに設
けたことなどによって，より正確なことばで明
確に書き分ける必要性が高まったということも
考えられる。また，東日本大震災の報道では原
発からの避難などに関連して「避難指示」が数
多く使われている。メディアで多く使われるこ
とによって，以前よりも触れる機会の多いこと
ばになったことは確かであろう。しかし，「避
難指示」とともに「避難勧告」ということばも
数多く登場するようになるのである（例えば，
2000 年から 2009 年の 10 年間では，「避難勧告」
は朝日で 2,475 件，読売で 2,698 件の記事が見
つかる）。仮によく見聞きすることばになった
としても，「『避難指示』と『避難勧告』の区別
がつきにくい」という問題が解消されるわけで
はない。

10）強制力のない形になった背景には，「指示に従
わなかった者に対しての直接強制は，（中略）
立ち退きをしないことにより被害を受けるのは
本人自身たること等の理由によりとられていな
い」（防災行政研究会編（2011））という考え方
があったことが考えられる。また，「治安維持
法に結びつく」（吉井博明（1990））など，当時
は行政の権限の拡大への警戒感もあったと考え
られる。
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