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 1　目的

東日本大震災では，大津波警報が発表され
てから巨大津波が到達するまである程度の時
間があったにもかかわらず，避難が十分に行わ
れなかったことが指摘されている。津波の規
模や情報伝達の手段・体制の問題も関わるが，
大津波警報を聞いていながら避難せず被災し
た人がいるとすれば，それは，情報を発信す
る側の意図が聞き手に十分伝わらなかったとい
う点で，コミュニケーションの失敗の問題として
もとらえる必要がある。このためすでに報道機
関や防災関連の行政機関では，警報の内容や
避難の呼びかけが本当に避難に結びつくかどう
かという視点から，具体的な表現の見直しを進
めている。

こうした議論の際に通常とられる方法は，ど
んな表現が伝わりやすいのか伝わりにくいのか
を災害時の事例調査や個人の経験をもとにして
考える，いわば経験主義的な方法であろう。し
かし，ある表現がなぜ伝わりやすいのか，ある
いは伝わりにくいのかという理由を明確に示す
ことは，必ずしも簡単ではない。意味が伝わる
とはどういうことか，つまりコミュニケーション

はどうやって成立しているのかという根本的な
問題がそこに関わっているからである。そして，
この問題を聞き手による解釈のメカニズムとい
う面から明らかにしつつあるのが，認知科学と
言語学の境界領域で近年研究が進んでいる関
連性理論である。

本稿は，話し手が伝えたいと意図する文の意
味や語の意味を聞き手はどうやって解釈するの
かという，関連性理論の基本的な枠組みと分
析方法を紹介した上で，従来大津波警報が発
表された際に定型的に用いられ，東日本大震
災でも使われたいくつかの表現を例に，話し手
の意図と聞き手の解釈が異なる可能性を分析す
ることで，今後避難の呼びかけ表現を検討する
際に考慮すべき課題を示す。

 2　関連性理論の原理

2 － 1　発話とコンテクスト
言語によるコミュニケーションに関する古典

的な理解はコードモデルと呼ばれる考え方を
基礎としている。これは，話し手は自分のメッ
セージを一定の言語音に変え（encoding），そ
れを耳にした聞き手は言語音からその意味を解
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読する（decoding）というモデルである。発話
されたことばは，元のメッセージの代わりにな
る記号（code）として位置づけられる。しかし，
現実のコミュニケーションでは，記号だけで表
せる意味は実際に伝わる意味の一部にとどま
る。簡単な例で紹介してみると，例えば次のふ
たつの会話で，次郎の発話は記号としては全く
同一である。しかし，伝えられる意味は同じで
はなく，またそれぞれひとつに限定されない。

会話 A 太郎：花子のこと好き？
 次郎：あの子は冷たいよ

会話 B 太郎：花子は冷え性なんだって？
 次郎：あの子は冷たいよ

会話Aの次郎の発話は「花子は性格が冷
たい」「だから次郎は花子のことが好きではな
い」，あるいは「次郎は花子が好きなのだが交
際を申し込んだら邪険に断られた」といった意
味にとることが可能だろう。また「太郎も花子
を好きにならないほうが良い」といった意味も
含むかもしれない。また，もし次郎が冷たい
女性に魅力を感じる性格であるならば，「花子
は性格が冷たい」「だから花子は魅力的だ」「だ
から次郎は花子のことが好きだ」という意味に
もとれる。一方，会話Bの次郎の発話は「花
子は手足が冷たい」「だから花子は冷え性であ
る」という意味がまず考えられるが，「次郎は
花子の手に触ったことがある」「花子の冷え性
の程度は，太郎が想像するよりずっとひどい」

「花子は冷え性で苦労している」という意味も
含むかもしれない。こうしたさまざまな意味は，
状況や先行文脈から聞き手が推論によって導
き出すものである。

推論によって導き出されるのは文全体の意
味だけではない。例えば，「冷たい」は辞書に
は温度が低いという意味やよそよそしいという
意味など，いくつかの異なる意味が掲載されて
いる。つまり多くの人はそうした複数の意味を
知っている。従って発話の解釈にあたっては，
その場その場で意味をどれかひとつに特定しな
くてはならない。また，「あの子」には，辞書
でいくら調べても「花子」という意味は含まれ
ない。このように，単語の意味や単語が示す
対象も，実際には多くが発話の状況や先行文
脈に関わる。

こうした発話の解釈に関係する状況や文脈
は，総称してコンテクストと呼ばれる。このよう
なコンテクストに応じた語や文の意味を研究対
象にする言語学の分野は語用論と呼ばれる。

2 － 2　関連性の認知原理
＜関連性理論の登場＞

発話の語用論的研究は主に1960年代以降，
Paul Griceら言語哲学者を中心に進められた。
そこで大きな問題となったのは，コンテクストを
どこまで広げるかによって，可能な解釈のバリ
エーションが原理的には無限に広がってしまう
という点である。そのなかから聞き手が選んだ
ひとつの解釈が話し手の意図と一致していると
いう保証はどうやって得られるのか。また，通
常の会話では，聞き手による発話の解釈は無
意識的かつ瞬間的に行われている。聞き手はど
うやって，無限の解釈のなかからひとつだけを
瞬時に選びとるのか。

この 疑 問 に 答え た の が，1986年 にDan 
SperberとDeirdre Wilsonによって提起された
関連性理論である。この理論は認知と伝達に
関するふたつの基本仮説に基づいている。
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＜認知原理の基本仮説（聞き手側）＞

ひとつは，人間の認知，つまり目や耳など
で知覚した物事を判断したり解釈したりする
心の働きは，「関 連性（relevance）」を最大
にする方向で働くという仮説である。これを

「関連性の認知原理（Cognitive Principle of 

Relevance）」と呼ぶ。
「関連性」とは，聞き手にとっての影響すなわ

ち「認知効果」と，知覚した刺激を解釈するた
めの「処理労力」のふたつの要素に関わる。処
理労力がより小さく，認知効果がより大きいほ
ど関連性が大きくなる。従って自分にとって関
連性があるということは，解釈に必要な処理労
力に見合うだけの十分な認知効果があるという
ことである。また最小の処理労力で最大の認
知効果を得られる場合，その解釈は最適な関
連性を持つという。
＜認知効果と想定＞

認知効果とは，聞き手の潜在的な「想定

（assumption）」の集合に対する影響である。想
定とは，何らかの事態に対する解釈や仮説など
で，「○○は○○である」「○○は○○する」と
いった命題の形で表される。想定の集合とは，
意識にのぼっているものだけでなく，その人に
とって想像が可能な潜在的な想定をすべて含
む。そして，認知効果は主に次の3種類に分類
できる。

①聞き手の持つ不確かな想定を強化する
②ある想定を否定して別の想定に置き換える
③想定集合になかった新たな想定を付加する

例えば，授業の途中で生徒があくびをする
のを見た場合，それは教師にとって，「生徒は
眠気を感じている」「生徒は授業に飽きている」

という想定が呼び出され，それが強化されると
いった認知効果や，「自分の授業は面白いはず
だ」という想定が否定されるという認知効果を
持つ。
＜処理労力と呼び出し可能性＞

「処理労力」とは，潜在的に呼び出しが可能
なさまざまな想定を実際に呼び出すための心
的な負担である。例えば，想定にはすぐに思
いつくものと，すぐには思いつきにくいものが
ある。先ほどの教師にとって，「生徒は眠気を
感じている」「生徒は授業に飽きている」などの
想定は呼び出しやすいが，「生徒は両親が蒸
発してしまい一晩中アルバイトをして幼い弟妹
を養っているため眠気を感じている」「生徒は
教師の授業がつまらないということをさりげな
く伝えるためにわざとあくびをしている」といっ
た想定は通常は呼び出しにくい。つまり，ある
想定を呼び出す処理労力は概念の複雑さや現
実的な起こりやすさに関わる。しかし，授業
の前に「両親が蒸発して苦労している」という
話を聞いていた場合や，生徒が教師の目を見
ながら大げさにあくびをしている場合など，先
行文脈や状況によっては，複雑で起こりにくい
想定でも呼び出しやすくなる場合がある。こう
した呼び出しやすさの程度を「呼び出し可能性

（accessibility）」と呼ぶ。また，想定を呼び出
すためにはその前提として語の意味の解釈が
必要だが，ここでも，なじみのある日常的な語
と，難しい漢語や外来語などのなじみのない語
では処理に必要な労力が異なると考えられる。

2 － 3　関連性の伝達原理
＜解釈モデル＞

関連性の認知原理を前提とした解釈のモデ
ルは次のようなものである。コミュニケーション
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の場では，聞き手は，自分に向けられた発話
は自分にとって最適な関連性を持つものと期待
して解釈に取りかかる。そしてまず，最も処理
労力のかからない，つまり呼び出し可能性の高
い想定を最初の仮説としてチェックする。それ
が聞き手にとって関連性を持たない（つまり労
力に見合うだけの認知効果がない）場合，次
に呼び出しやすい想定を呼び出してチェックす
る。これを順次続け，関連性を満たす解釈が
あればそこで解釈を決定する。もし，処理労
力がかかりすぎる（例えば，ことばや概念が難
しすぎる，全く起こりそうもない），あるいは十
分な認知効果がない（例えば，自分には関係
なさそうだ）と見なされた場合はその時点で解
釈の努力が放棄され，発話が無視される場合
もある。
＜伝達原理の基本仮説（発話側）＞

ここで重要なのは，実際のコミュニケーショ
ンでは，最初に呼び出された想定が労力に見
合う十分な認知効果を持っており，瞬時に解釈
が決定する，しかもそれが話し手の意図と一致
する場合が多いという事実である。ではなぜそ
うなるのか。

これを説明するのが，「関連性の伝達原理

（Communicative Principle of Relevance）」
と呼ばれるもうひとつの基本的仮説である。意
図的な伝達行為は，効率を追求しているはず
である。つまり聞き手に何かを伝えることを意
図しているならば，話し手は，聞き手がすぐ
に理解できるような方法，つまり無駄な労力を
使わなくても十分な認知効果がある解釈を呼
び出せるような言語形式を選んで発話をしてい
るはずである。そうであれば，聞き手もそうし
た期待を持ってよいことが保証される。つまり
関連性の伝達原理とは，意図的伝達という行

為そのものが，メッセージの内容だけでなく，
メッセージが相手にとって最適な関連性を持つ
という見込みも同時に伝達しているという仮説
である。
＜伝達原理における制約条件＞

ただし，この「関連性の伝達原理」において
注意が必要なのは，話し手側の言語形式の選
択には「話し手の好みや能力に応じて」という
条件が付くと考えられていることである。

話し手の好みというのは，例えば，おしゃべ
りな人と無口な人といった違いである。またはっ
きりとした物言いを好む人もいれば，ほのめか
しや皮肉など，聞き手の処理労力にあえて負
担をかけることで，通常呼び出しにくい解釈を
相手に推論させようとする表現を好む人もいる。
この後者の方法を遊びの形式にしたのが「クイ
ズ」や「なぞなぞ」と考えられる。

話し手の能力というのは，例えば語彙の豊富
さといった言語知識や，相手のコンテクストに
対する理解力，つまり，あることばが相手にど
う解釈されるかを予測する力があげられる。こ
うした話し手の好みと能力によっては，コミュ
ニケーションがうまくゆかない場合も出てくるわ
けである。

なお，この関連性のふたつの原理として考え
られている心の働きは，刺激に対する反応時間
を調べる実験や子どもの言語習得過程を調べ
る実験などによって実証されつつある。

 3　関連性理論の主な概念と方法論

3 － 1　表意
次に，関連性理論で用いる主な概念と，分

析の枠組み・方法について，会話Ｂを例にもう
少し詳しく紹介する。
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会話 B 太郎：花子は冷え性なんだって？
 次郎：あの子は冷たいよ

会話Ｂの次郎の発話について，記号そのも
のが表す意味をまず見ておこう。
＜論理形式＞

「あの子」は，発話者と聞き手の共通コンテク
ストに含まれる年少の人を意味する。その「あ
の子」が，温度が低いあるいはそれに類似する
何らかの属性を有している。それに「よ」という，
強調や念押しといった発話者の態度を示す助
詞が付いている。このように，語句の辞書的な
意味と文の構造だけで表される意味内容を，こ
の文の「論理形式（logical form）」と呼ぶ。こ
こまでが，いわば聞き手による意味論的な解釈
である。
＜語用論的補完＞

聞き手はさらに，それぞれの語句の意味を
最も関連性のあるものに特定するなど，語用
論的な推論によって論理形式を補完・拡充し
てゆく。

まず太郎は，「あの子」が示す対象を，先
行文脈から「花子」であると推論する。こうし
た指示対象の特定を「指示付与（reference 

assignment）」と呼ぶ。
次に，「冷たい」という語の意味を，性格が

冷淡だという意味ではなく物理的な温度の低さ
という意味であると推論する。このように，多
義性のある語の語義からひとつを選択すること
を「曖昧性の除去（disambiguation）」と呼ぶ。
語の意味の特定だけでなく，「黒い目のきれい
な女」といった曖昧文の構造を特定することも
これに含まれる。

さらに太郎は，話題が冷え性であることか
ら，花子の体全体が冷たいのではなく，花子

の「手足の先が冷たい」のだと，「冷たい」の
意味の範囲を限定する。このように，コンテ
クストに応じて語の意味を広げたり狭めたりし
て，その場その場での特定の意味に解釈する
ことを「アドホック概念構築（ad hoc concept 

construction）」と呼ぶ。
こうした推論により，この文の表す内容は，

「花子は手足の先が冷たい」であると解釈され
る。このように論理形式を補完・拡充する形で
推論された文の意味を「表意（explicature）」
と呼ぶ。なおこの段階では，この文は「花子は
冷え性である」という命題を示していないことに
注意しなければならない。

3 － 2　推意
「花子は冷え性である」のように，明示されて

いないにもかかわらず表意とコンテクストから推
論できる命題を「推意（implicature）」と呼ぶ。
推意を得るメカニズムは次のようになる。

この発話の先行文脈である太郎の質問は，
太郎が「花子は冷え性かもしれない」という不
確かな想定を持っていることを示している。こ
のため太郎にとって「冷え性」に関連する潜在
的な想定は，呼び出し可能性が高まった状態
にあるだろう。つまり「冷え性の人は手足が冷
たい」「冷え性は簡単には治らない」「冷え性の
人は苦労が多い」などの知識を太郎が潜在的
に持っていれば，それらが容易に呼び出され得
る状態になっている。このため，「花子は冷た
い」という表意①が得られた段階で，「冷え性の
人は手足が冷たい」という知識が瞬時に呼び出
され，それにより「花子は手足が冷たい」とい
う表意②が確定する。そして，ここまでの想定
から，次郎が伝えようとしているのは「花子は
冷え性である」という命題であるという推意も
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呼び出される。これは「花子は冷え性かもしれ
ない」という太郎の不確かな想定を強化する。
すなわちこれは太郎にとって関連性を満たす解
釈である。

なお，「花子は冷え性かもしれない」のよ
うな，推論の前提となる想定を「推意前提

（implicated premise）」，解釈の結果である
「花子は冷え性である」という想定を「推意結

論（implicated conclusion）」と呼ぶ。また，
「冷え性の人は手足が冷たい」という知識のよう
に，推意前提と推意結論を結びつけるためコ
ンテクストから呼び出された想定を「橋渡し推

意（bridging inference）」と呼ぶ。このように，
推意と表意を相互に調整したり，後から呼び出
された想定が推意前提となるなど，前後に行き
来しながら推論が進んでゆく。

推意前提 花子は冷え性かもしれない
↓　
発話 あの子は冷たいよ
↓
表意① 花子は冷たい
↓
橋渡し推意 冷え性の人は手足が冷たい
↓　
表意② 花子は手足が冷たい
↓
推意結論 花子は冷え性である

3 － 3　推意の連鎖
さらに考えなければならないのは，太郎の

質問に答えるためだけであれば，次郎の発話は
「花子は冷え性だ」と明示的に答えるか，さらに
端的に「そうだ」と答えるほうが，太郎にとって
は解釈労力がかからないはずだということであ

る。しかしそうした言語形式を選択していない
ということは，関連性の伝達原理に照らせば，
より大きな労力を相手に負担させても，それに
見合うだけの認知効果を得られるはずだという
見込みを伝達している。つまり次郎は「花子は
冷え性である」という命題以外にも何らかの内
容を伝えようとしていることになる。

従って，例えば太郎は「花子は冷え性である」
という推意からさらに，「花子は冷え性で苦労
している」という推意を呼び出すこともある。つ
まり，推意結論が推意前提として働き，連鎖的
に別の想定を活性化してゆく場合もある。この
場合，会話は次のように続くかもしれない。

太郎：花子は冷え性なんだって？
次郎：あの子は冷たいよ　　　　　　　
太郎：そんなにひどいのか，大変だなあ

また，「花子の手足は冷たい」という表意が，
「次郎は花子の手に触ったことがあるのかもし
れない」「次郎は花子と親しいのかもしれない」
という想定を呼び出せば，会話は次のように続
くかもしれない。

太郎：花子は冷え性なんだって？
次郎：あの子は冷たいよ　　　　　　　
太郎：え，どうして知ってるんだよ
次郎：ふふふ，ちょっとね

このように，ある質問だけを単独に考えれば，
それに対する最も関連性の大きい答えは「はい」
または「いいえ」なのだが，日常会話において
はそれに何らかの別の情報を付け加えるのが
普通であり，それによって会話のキャッチボー
ルが成立するのである。
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3 － 4　高次表意
ここまでは伝えられるメッセージの内容につ

いての推論の過程を見てきたが，推論はメッ
セージの内容だけでなく，メッセージの内容に
対する発話者の判断や，それをどういう態度で
発話しているかという，いわゆるモダリティーの
解釈にも及ぶ。このモダリティーは一般に文中
に使われる副詞や，助詞・助動詞などによる文
末表現，さらに口調などでも表される。関連
性理論ではこうしたモダリティーを含んだ表意を

「高次表 意（higher-level explicature）」と呼
び，これも命題の形で表す。例えば会話Ｂの次
郎の発話に含まれる終助詞「よ」は意味論的に
はメッセージの強調，念押しなどに使われると
されるが，聞き手は「よ」をヒントにして，コン
テクストから相手の伝えたい特定のニュアンス
を推論していると考えられる。「よ」にあまり意
味がないと判断されれば，会話Bでの次郎の
発話の高次表意は下記の①と解釈される。一方

「よ」に何らかのニュアンスを感じとれば，②③
④などのように解釈される場合もあるだろう。

会話 B 太郎：花子は冷え性なんだって？
 次郎：あの子は冷たいよ

①　 次郎は「花子は手足が冷たい」ことを伝え
ている

②　 次郎は「花子は手足が冷たい」ことを確信
している

③　 次郎は「花子は手足が冷たい」ことに同情
している

④　 次郎は「花子は手足が冷たい」ことを知っ
ていることを強調している

 4　分析の題材

4 － 1　大津波警報の定型的表現
以上述べた関連性理論の枠組みを用いて，

大津波警報の伝達と避難の呼びかけについて
分析する。大津波警報が発表された際には，
原則として，あらかじめ用意された定型的な
呼びかけ文を使って放送を開始する。東日本
大震災でも同様であった。そこで，実際の放
送記録から，避難の呼びかけが集中的に行わ
れた部分を取り出してみたい。下記は，警報
発表の直後にあたる午後 2 時51分からの50
秒程度と，宮城県の津波到達予想時刻であ
る午後 3 時を前にした40 秒程度の放送記録
である。

（午後 2時51分～）
もう一度大津波警報の出ている沿岸をお
伝えします。岩手県 3 メートル，宮城県 6
メートル，福島県 3 メートルです。大津波
警報が出ている海岸や川の河口付近には
絶対に近づかないでください。そして津波
が観測されています。失礼しました。津波
の到達予想時刻と高さをお伝えしていきま
す。大津波警報が出ている岩手県はすで
に到達と推測されています。予想される高
さは 3 メートルとなっています。同じく大津
波警報が出ている宮城県は午後 3 時。予
想高さは 6 メートルです。また福島県は午
後 3 時 10 分。予想高さは 3 メートルです。
海岸や川の河口付近には絶対に近づかな
いでください。また海岸付近の方は早く安
全な高いところに避難してください。
（午後 2時59分～）

大津波警報と津波警報が出ている海岸や
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ここで繰り返されている内容は，津波警報の
地域と予想到達時刻および津波の高さ，そして
海岸や河口付近に近づかないことと，早く避難
をすることについての呼びかけである。このう
ち，典型的な表現として，下線をつけた部分を
取り出して分析する。なお（1）は到達予想時刻
を省略している。

4 － 2　聞き手の想定
本稿では（1）の津波の高さの予想や（2）の

避難呼びかけが，それぞれ聞き手に対してどん
な関連性を持つのかを考えるわけだが，関連性
とは先に述べたように聞き手の潜在的な想定の
集合に対する認知効果の大きさに関わる。従っ
て，この時間帯に対象となる聞き手はどのよう
な想定を持ち得たのかについても，あらかじめ

見ておかなければならない。
大地震の発生そのものは，少なくとも東北地

方の人たちにとっては，体感等で確実な知識と
なっているはずである。また，一般的に大地
震に伴う津波の発生の可能性も知られている。
従って大津波警報が出る前の段階でも，少なく
とも潜在的には津波に関する何らかの想定が
呼び出し可能な状態になっていたはずである。
例えば次のようなものが考えられる。

想定 1　大地震があった。だから大きな津波が
来て，自分も被害を受けるだろう
想定 2　大地震があった。だから津波が来る
だろうが，自分が被害を受けるほどではないだ
ろう
想定 3　大地震があった。しかし津波は来ない
だろう

これらの想定の呼び出し可能性は，聞き手
のコンテクスト，すなわち住んでいる地域や津
波に対する知識，過去の経験などによって変わ
る。そこでひとつの例として，午後3時頃に津
波が到達すると予想されていた宮城県の沿岸部
にあり，その時間にテレビの画面に映像が映っ
ていた気仙沼市の沿岸の住民を聞き手として考
えてみる。

　
気仙沼市は明治29年と昭和8年の三陸沖地

震で大津波に襲われた。また，昭和35年の
チリ地震でも，2ｍから3ｍと推定される津波
で沿岸の広い範囲が浸水する被害を受けてい
る。しかしその後は，昭和53年の宮城県沖地
震など，地震動による被害が大きかったにもか
かわらず大きな津波を伴わない地震を繰り返し
経験してきた。ほぼ1年前の平成22年2月27

川の河口付近には絶対に近づかないでくだ
さい。また沿岸部にいる方，川の河口付近
にいる方，早く安全な高台に避難をしてく
ださい。そして現在テレビの映像でも映っ
ていますが，宮城県では午後 3 時に 6 メー
トルの津波が到達すると予想されています。
到達予想時刻はほぼこの時間です。到達予
想時刻，まもなく3 時となっています。6メー
トルの津波が押し寄せると予想されていま
すので，早めに安全な高台に避難をしてく
ださい。すみやかに安全な高いところへ避
難をしてください。

（1） 宮城県では 6 メートルの津波が到達す
ると予想されています。

（2） 海岸付近の方は早く安全な高いところ
に避難してください。
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日に起きたチリ地震では，宮城県に大津波警
報が出たが，実際に観測された津波は1ｍ弱
であった。従って，気仙沼沿岸の住民にとって
は，想定1は結果が重大であるにもかかわらず
呼び出しにくく，想定 2や想定3が比較的呼び
出しやすい状態になっていたと考えられる。

また近年は，次の宮城県沖地震が30年以
内に起きる確率が99％とされ，それに備える
報道が多くなされてきた。宮城県の地域防災
計画によれば，次の宮城県沖地震が単独の震
源域で発生する「単独型」の場合の気仙沼港
の津波の予想は1.9ｍ，複数の震源域が連動
する「連動型」の場合では7.6ｍであり，大津
波の可能性も認識されていた。しかし実際に
は，津波に備えた気仙沼港の防潮堤は高いと
ころでも4.5ｍ程度であり，主に単独型の地震
に備えた防災計画になっていたと考えられる。
従って，こうした地域の防災対策に関する知識
があればあるほど，想定 2の呼び出し可能性
が高まるということも想像できる。

なお，実際は個人の中ではどれかひとつの
想定だけが呼び出されるわけではなく，どれ
も不確かな想定であり，その間を揺れるのが
普通であろう。これが「様子を見る」という行
動につながると考えられる。ここから実際の
避難行動に移るためには，警報や避難の呼び
かけが，不確かな想定だった上記の想定1を
強化する，あるいは想定 2や想定 3を否定する
という認知効果を持たなければならない。ま
た，認知効果が大きいだけでなく，メッセー
ジの処理労力ができるだけ小さくなるような言
語形式で伝えられなければならない。

 5　分析Ⅰ：津波の予想の解釈

5 － 1　用語の問題
例文（1）の大津波の到達予想を伝える文に

ついて，まず用語の意味の解釈から検討する。

（1）には「予想する」という動詞の動作主が
示されていない。このため解釈にあたっては，

「気象庁」という動作主が推論によって補われ，
（1）－Bの表意を持つことになる。こうした，
論理形式のなかで空白になっている箇所を補完
する推論は「飽和化（saturation）」と呼ばれる。

（1）－B　宮城県では 6 ｍの津波が到達すると
気象庁によって予想されている（補完された表意）

このなかの「予想」という語の解釈について，
アドホック概念構築の視点で考えてみる。「予
想」とは，例えば数学の世界では，ポアンカレ
予想，リーマン予想などのように，完全に証明
されていないため定理とまでは言えないが，反
証が見つからずほぼ正しいと考えられている命
題を意味する。一方，競馬やサッカーくじの「予
想」は「当たらないのがあたりまえ」として解釈
される。つまり，コンテクストによって「予想」
という語の意味の解釈は大きく異なる。それに
よって，表意も次のように異なることになる。

（1）－ C－1　宮城県では確実に 6m の津波が
到達するはずだと気象庁によって考えられている

（1）－ C－2　宮城県ではたぶん 6 ｍの津波が
到達するだろうと気象庁によって考えられている

（1） 宮城県では 6メートルの津波が到達す
ると予想されています。（（1）－A）



37MAY 2012

（1）－ C －3　宮城県ではもしかしたら 6 ｍの
津波が到達するかもしれないと気象庁によって
考えられている

では気象庁による「予想」はどう受けとめら
れるか。かつて天気予報は当てにならないもの
の代表と言われていたことがあり，津波や大雨
などの災害に関わる警報も外れる場合がある。
実際に1年前のチリ地震の大津波の予想は当た
らなかった。そして，気象や災害に関する予想
は，当たったときよりも外れたときのほうが印
象に残りやすいという傾向が指摘されている。
従って今回の「予想」という語も，必ずしも「確
実な予測」としては受けとめられていなかった
可能性がある。

5 － 2　高次表意の問題
次に文体と高次表意の問題を考えてみたい。

（1）で使われている受動態は，報道では通常
「客観表現」すなわち事態を客体化して示すた
めの文体として使われる。またそれは，事態に
関する発話者の判断や態度をできるだけ示さ
ないという一般的な報道姿勢の表れでもある。
従って，（1）－Ｂの高次表意は通常（1）－D－1
のように解釈され，（1）－D－2や（1）－D－3
という解釈にはなりにくい。

（1）－D －1　アナウンサーは「宮城県では 6
ｍの津波が到達すると気象庁によって予想され
ている」ことを伝えている

（1）－D －2　アナウンサーは「宮城県では 6
ｍの津波が到達すると気象庁によって予想され
ている」ことを確実な予想だと信じている

（1）－D －3　アナウンサーは「宮城県では 6
ｍの津波が到達すると気象庁によって予想され

ている」ことを重大視している

報道の文体は，こうした受動態や間接引用な
ど，客観的であるが間接的な文体が中心であ
る。これは正確で効率的な伝達には役立つが，
伝え手の発話態度が伝わりにくいだけでなく，
5－1の項で見たように，気象庁の専門家の確
信の度合いや危機感など本来の行為者の発話
態度も伝わりにくい。こうした部分の補完とい
う視点での表現の検討も必要であろう。

そのひとつの例として，「予想」という語や受
身表現を省いた（1）’－Ａを仮定してみると，こ
れは（1）’－Ａ’のような高次表意として解釈さ
れる可能性が出てくる。これはさらに（1）’－
Ａ’’のような推意結論をもたらす可能性があ
る。この場合，想定1を強化するという認知効
果を持つ可能性がより高いと考えられる。

（1）’－Ａ　宮城県では 6m の津波が到達しま
す（発話）

（1）’－Ａ’ アナウンサーは「宮城県では 6m の
津波が到達する」ことを確信している（高次表
意）

（1）’－Ａ’’ 「宮城県では6mの津波が到達する」
ことには確実な根拠がある（推意結論）

（1）’－Ａのような断定的表現や，「必ず到達す
る」「到達するに違いない」といった話し手の判
断を伴う表現は，事実に基づく客観報道という
基準の上では使い方が難しい。また，もし断定
的な表現をしたにもかかわらず，それが誤って
いた場合の影響も大きい。しかし，次の東海・
東南海地震では津波の発生が確実視されてお
り，甚大な被害が起きることも確実である。従っ
て，大きな地震が発生し，それが東海・東南海
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地震であると確認された場合は，即座に「予想」
ではなく「確信」と受けとめられる表現に変更す
る決断が必要であろう。そのためには，報道の
責任者をはじめ，放送にたずさわる一人一人が
実際にどの程度の「確信」を持てるのかという点
で，事前の知識や準備も大きく関わってくる。

 6　分析Ⅱ：避難呼びかけの解釈

6 － 1　用語の問題
次に，（2）の避難呼びかけ文についても，ま

ず用語の面から検討する。

まず問題になるのは「付近」「安全」「高い」
という語の曖昧性である。それぞれ，どの程
度の近さや安全性を指すのかが明示されておら
ず，解釈は聞き手のアドホック概念構築に委ね
られる。従って（2）－Aの記号上の意味は（2）
－Ｂとなる。

（2）－Ｂ　自分が海岸付近にいると思う方は早
く自分が安全だと思うある程度高いところに
避難してください（補完前の意味）

聞き手はここからどういった推論をするだろ
うか。例えば「海岸付近」という語は，通常は
防潮堤の外側の，浜辺や磯という狭い意味に
解釈する人が多いだろう。「沿岸付近」になる
と少し範囲が広くなりそうだが，自分の家が海
から少し離れている場合，そこが沿岸付近に
あたるのかどうか，はっきりと答えられない人は
多いだろう。このように解釈の幅が大きく，推

論のために与えられたコンテクストが少ないほ
ど，処理労力が大きくなる。従って聞き手にとっ
ての関連性が低くなる。もし処理労力が大きす
ぎて解釈がなかなか確定できない場合，その
語は関連性がないものとして無視される。言い
かえれば，自分がよくわからないことは自分に
関係ないこととして扱われてしまうのである。

実際に避難が必要な「海岸付近」に相当す
る地域は床上程度の浸水が予想される範囲と
考えられるが，今回の震災では内陸の数キロ
の地域までこれに該当した。これは予想され
る津波の規模によって異なるため，避難が必
要な地域をどう明示的に表現するかは大きな
課題である。また，「河口付近」という表現は，
今回は津波が川を内陸部まで遡って大きな被
害をもたらしたことから，大津波に備える場合
は明らかに不適当な表現である。

「安全な高いところ」という表現も，聞き手
が津波について持っている想定によっては，例
えば自宅の2階ならば安全であると解釈する人
もいるだろう。何に対してどの程度の安全性を
どうやって確保すべきなのかは地域ごとに異な
るため一律には示せないが，できる限り明示す
る必要がある。一方，ハザードマップなどで自
分の住む地域の危険性を知ることや防災訓練
などで事前に防災意識を高めておくことの重要
性も指摘されている。これは，そうした知識や
経験が，推論のためのコンテクスト，つまり判
断材料になり，自分自身の安全性について判
断しやすくなるという効果を持つと考えられる。

上記の「海岸付近」という語の問題と関連し
て，「○○してください」という文末の表現につ
いても検討する。ここでは，この「してくださ

（2） 海岸付近の方は早く安全な高いところ
に避難してください。（（2）－A）
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い」や「しなさい」といった呼びかけ表現の使
用には，マスメディア特有の問題が関わってく
ることを指摘しておきたい。
「してください」や「しなさい」が話し言葉と

して使われるのは，本来は話し手が聞き手の
行為に直接指示を与える場合に限られ，第三
者の行為に指示を与える形では使えない。つま
り，①の発話は成り立つが，②は通常は成り
立たない。

①　あなたは○○してください（しなさい）
②＊ 彼は○○してください（しなさい）

一方，放送は本来，不特定多数の人に向け
ての伝達という性格を持っている。つまり，特
定の「あなた」に対して伝えているわけではな
い。この場合，表意の解釈は一般に①の形を
とり，②にはなりにくいと考えられる。

①　 アナウンサーは「○○は○○である」こと
を（不特定多数の）「誰か」に対して伝え
ている。

②？ アナウンサーは「○○は○○である」こと
を「私」に対して伝えている。

このため，放送で命令形や依頼形を使用す
る場合は，対象となる聞き手をあらかじめ限定
し，その人に向けて呼びかけていることを明示
することが前提となる。例えば，ディスクジョッ
キー番組で，お便りをくれた人に対し，その人
が番組を聴いているという前提で，「あなた○
○しなさいよ」といった個人的な呼びかけをす
ることは可能だろう。

つまり，放送における呼びかけ表現は一般的
に，「○○の条件に当てはまり，かつこの放送

を聞いている人がいたら，その人に対して伝え
ます。あなたは○○してください」という表意を
聞き手が推論できるということが前提となる。
（2）の避難呼びかけにあたっては，「海岸付

近の方は」という表現によって対象を限定しよう
としている。つまり，聞き手が（2）－Cの高次
表意を得たうえで，（2）－C’のような橋渡し推
意を呼び出し，（2）－C’’の推意結論を得るこ
とを期待していることになる。

（2）－ C　アナウンサーは「海岸付近の人で，
放送を聞いている人」に対して，「あなたたち
は避難してください」と伝えている（高次表意）

（2）－ C’ 放送を聞いている「自分」は「海岸
付近の人」に含まれる（橋渡し推意）

（2）－ C’’ アナウンサーは，「自分」に対して「あ
なたは避難してください」と伝えている（推意
結論）

この場合，「○○の条件に当てはまる人」と
いう限定条件の明示性を高めることと，（2）－
C’のような橋渡し推意の呼び出しを容易にす
ることというふたつの課題があることがわか
る。「海岸付近」という語の曖昧性の問題は，
この両方に関わっているのである。

6 － 2　高次表意の問題
次に，避難呼びかけ文について，発話者の

態度についての解釈という面から考える。5－2
の項で見たように，発話者の態度は「○○は○
○である」「○○は○○する」といった命題を含
む高次表意の形で表せる。これが単に（2）－D
－1としてではなく，（2）－D－2や（2）－D－3
として解釈される表現を考えなければならない
という課題である。
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（2）－D －1　アナウンサーは「海岸付近の人
は早く避難する」ことが望ましいと考えている

（2）－D －2　アナウンサーは「海岸付近の人
は早く避難する」ことが必要だと信じている

（2）－D －3　アナウンサーは「海岸付近の人
は早く避難する」ことを強く指示している

「してください」「しなさい」といった文末の呼
びかけ表現については，意味論的には「しなさ
い」は命令，「してください」は依頼や要請，「し
たほうがいい」は助言といった違いがあると考
えられる。この点では「してください」は，法
律に基づく避難指示が出されるような緊急事
態においては必ずしも適しているとは言えず，
より強い指示として受けとめられる表現を検討
する必要があるだろう。ただし，発話者の判
断や態度を表す言語形式は，「しなさい」「して
ください」などの，文末の助動詞や補助動詞な
どで示す表現だけではない。先に述べたよう
に，「必ず」「絶対に」といった副詞もそうした
役割を果たす。今回の震災報道でも，例えば
大津波の到達が中継で映し出されるという緊
迫した状況では，「非常に危険です」「極めて危
険です」といった副詞を用いた強い表現が使わ
れた。同様に，例えば以下のような副詞表現や，
命令形以外の強い文末表現も考えられる。5－
2の項で見たように，放送の性格上緊急の場合
以外はこうした強い表現は使いにくいが，いざ
というときに備えて，副詞と文末表現の組み合
わせによる表現のバリエーションを用意してお
くことが大事だろう。

副詞表現：必ず，絶対に，迷わず，間違いなく，
今すぐ，本当に，とにかく，何が何でも
文末表現：しなければなりません，する必要が

あります，すべきです，すること！，する！

また，こうした表現からわかるように，発話
態度には，事態に対する話し手の判断だけでな
く，話し手の感情などの心的態度も含まれると
考えられる。この広い意味での心的態度を考え
る場合，防災行政無線による避難呼びかけで
命令調が使われた事例が示唆的である。『放送
研究と調査』2011年9月号および2012年3月
号で井上裕之がこれらの事例を報告している。
そのなかで，例えば茨城県大洗町では，津波
が迫ってくるのを実際に見た町長が，通常の「避
難してください」という呼びかけでは危機感が
伝わらないと考え，「緊急避難命令」「大至急，
高台に避難せよ」という表現の使用や，サイレ
ンをひっきりなしに鳴らすことを指示した。それ
を聞いた人が「通常とは異なる」と感じたことが
避難行動につながったと報告されている。井上
はこうした事例について，伝え手が持っていた

「危機感」や「切迫感」が伝わったのではない
かと分析している。つまり，聞き手は下記のよう
な発話の解釈を行っている可能性がある。

（3）－1　放送担当者は「大至急避難せよ」と
切迫感を持って伝えている（高次表意）

（3）－2　放送担当者は「大至急避難せよ」と
必死に伝えている（高次表意）

（3）－3　ただ事ではない異常事態が起きてい
る（推意結論）

この場合，選択された副詞や文末表現など
の言語形式だけでなく，「通常とは異なる」形
式や方法（サイレンなど）が用いられていること

（3）「大至急，高台に避難せよ」（発話）
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自体が，伝え手の感じている事態の異常性や
切迫性について聞き手に推論させる要素となっ
ているのかもしれない。

これを関連性理論の枠組みで考えると，関
連性の伝達原理により，意図的な伝達行為は
処理労力に見合うだけの認知効果を持つとい
う見込みを伝達している。従って，通常とは大
きく異なる伝達形式は，それだけ聞き手に大き
な処理労力を要求し，そのことが，通常では
考えにくいような想定の存在を推論させるとい
う可能性がある。

通常であれば関連性を高めるためには処理
労力の低減という方法が有効だが，通常の表
現形式では伝えにくいような異常事態について
は，あえて聞き手の処理労力に過大な負担を
かけるという方法が有効性を持つのかもしれ
ない。こうした推論の過程については今後さら
に研究が必要だが，これは言語形式だけの問
題ではなく，誰がどこで伝えるかといったこと
も含んだ，情報伝達の手段や形式全般に関わ
る問題だろう。

 7　分析Ⅲ：聞き手の判断の問題

前項で見た命令，依頼，助言などの意味論
的分類は，あくまでも話し手側から考えたもの
である。関連性理論の枠組みでは，命令形や
依頼形などの言語形式が命令や依頼という意
味を個別に記号化しているとは考えず，「話し手
が，ある状況を潜在的であり，かつ望ましいと
考えている」旨を表示する言語形式として統一
的にとらえる。

潜在的な状況とは，まだ実現していないが潜
在的には実現し得る状況という意味であり，誰
かの行為によって実現し得るものも，そうでは

ないもの（「あした天気になれ」「春よ来い」など）
も含む。望ましいとは，話し手に限らず，聞き
手や第三者を含む誰かにとって望ましいという
ことである。

発話解釈にあたっては，命令，依頼，助言
などの言語形式は，話し手の「望ましさ」の強
さを推論するための材料として使われる。また，
望ましい状況が，誰にとって，なぜ望ましいの
か，などが明示されていなければ，聞き手が推
論によってそれを補うことになる。聞き手の行
動の判断はそうした推論の帰結として引き出さ
れるものである。

例えば教師が学生に対して「来週までにリ
ポートを提出してください」と言った場合，リ
ポートを提出しなければ単位が取れないという
コンテクストがあれば，その指示に従わざるを
得ない。つまり，依頼形の表現が事実上の命
令として解釈されることになる。この場合，以
下のような推論の連鎖が成立すると考えられ
る。

①　 リポートを提出してください（発話）
②　 教師は「学生がリポートを提出する」状況

が，誰かにとって望ましい旨を伝えている
（高次表意）

③　 学生はリポートを提出しないと単位が取れ
ない（橋渡し推意）

④　 学生は単位が取れないと進級できない（橋
渡し推意）

⑤　 自分は進級を望んでいる（橋渡し推意）
⑥　 自分は進級するためにリポートを提出しな

ければならない（推意結論）

従って，自分はリポートを提出しなくても単
位が取れる，あるいは単位が取れなくても進
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級できる，自分は進級を望んでいない，といっ
た異なる橋渡し推意が介在すれば，自分はリ
ポートを提出しないという推意結論も当然あり
得るわけである。

（1）’－A’’「宮城県では 6m の津波が到達する」
ことには確実な根拠がある

（2）－D －1　アナウンサーは「海岸付近の人
は早く避難する」ことが望ましいと考えている

上記のように，大津波警報の伝達によって，
聞き手がすでに（1）’－A’’や（2）－D－1のよ
うな想定を得ていたとしても，それが「自分は
避難しなければならない」という判断にすぐに
結びつくのではない。そのためには，下記のよ
うないくつもの橋渡し推意によって，推論を連
鎖させなければならない。

 判断 A ♯1　6m の津波は，防波堤を越え，
強い流れとなって市街地に押し寄せる（橋渡し
推意）
 判断 A ♯ 2　沿岸付近の市街地に押し寄せ
た強い流れは建物を破壊する（橋渡し推意）
 判断 A ♯ 3　建物が破壊されれば，中にい
る人も流され，死んだりけがをしたりする（橋渡
し推意）
 判断 A ♯ 4　アナウンサーは，「海岸付近の
人」に対し，死んだりけがをしたりしないため
には「あなたたちは避難する」ことが望ましい
と考えている旨を伝えている（拡充された高次
表意）
 判断 A ♯ 5　「自分」は「海岸付近の人」に
含まれる（橋渡し推意）
 判断 A ♯6　自分は死んだりけがをしたりしな
いためには避難しなければならない（推意結論）

しかし判断Aの♯1，♯2のような想定は，
今回の震災を経験する前の日本人の常識から
考えると必ずしも呼び出しやすいものではな
かった，つまり処理労力が大きい想定だったと
考えられる。逆に，例えば判断Bの♯1 ～♯4
のような推論が呼び出される可能性も十分考え
られる。

 判断 B ♯ 1　6m の津波が来ても，防波堤
を越えれば市街地への流れは弱くなる（橋渡
し推意）
 判断 B ♯ 2　弱い流れならば家は壊れない

（橋渡し推意）
 判断 B ♯ 3　家が壊れなければ，その中に
いたほうが安全である（橋渡し推意）
 判断 B ♯ 4　自分は安全のためには避難し
ないほうがよい（推意結論）

このため，橋渡し推意となるような想定をよ
り明示的に伝えることにより，解釈のための労
力を全体としてできる限り軽減することが必要
だろう。

 8　分析Ⅳ：事実の伝達の問題

今回の大震災の報道で避難呼びかけの課題
を考える場合，事実の伝達という問題も重要で
ある。例として，4－1の項で取り上げた津波到
達予想時刻直前の午後 2時59分からの放送に
続く部分を示す。

（午後 2時59 分40 秒～）
テレビの映像は宮城県気仙沼の様子で

す。漁港が映っています。この画面，こ
の高い位置からは津波の有り無し，また
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このうち，港の状況の描写や津波観測情報
などの「事実」を伝えている部分が，避難呼
びかけという伝え手の意図に反して，いわば負
の認知効果をもたらしているという可能性を考
えなければならない。4－2の項で見たように，
地震発生後の沿岸住民の想定は，1 ～ 3の間
を揺れ動いていたと考えられる。

 想定 1　大地震があった。だから大きな津波
が来て，自分も被害を受けるだろう
 想定 2　大地震があった。だから津波が来る
だろうが，自分が被害を受けるほどではないだ
ろう
 想定 3　大地震があった。しかし津波は来な
いだろう

この状況のなかで，例えば「津波の有り無し
を見ることは現在のところはできません」という
表現はどう解釈され，どういう認知効果を持つ
のか。

ここではアナウンサーは「津波は来ていませ
ん」という言い方はしていない。これは，「有

り無しを見ることはできない」「現在のところ」
といった語句を付加することにより，それぞ
れ聞き手に下記のような推論を期待している
ためと考えられる。

①　 アナウンサーは津波の有り無しを見ること
ができないと伝えている

②　 実際の有り無しについては伝えていない
③　 見えないところで津波が来ている可能性は

否定できない

①　 アナウンサーは現在のことを伝えている
②　 今後については伝えていない
③　 今後津波が来る可能性は否定できない

しかし，視聴者にとってこうした推意の呼び
出し可能性は必ずしも高いとは言えない。その
場合，「有り無しを見ることはできない」「現在の
ところ」という語句は関連性を持たないものとし
て無視され，送り手の期待に反して「津波は来
ていない」という事実だけを伝える発話として
解釈されるだろう。それはさらに，推意（4）－
1または2を呼び出すと考えられる。このうち（4）
－2は，想定1の否定という認知効果を持つ。

（4）－1　津波到達予想時刻になっても津波が
来ていないが，今後は来るだろう

（4）－2　津波到達予想時刻になっても津波が
来ていないので，今後も来ないだろう

従って現状について触れる場合でも，「見え
ないところで来ているかもしれない」「今後来る
かもしれない」という可能性については，聞き
手の推論に期待するだけでなく，より明示的に
伝える必要がある。

潮位の変化などを見ることは現在のところ
はできません。津波が到達するのは午後
3時の予想です。高さは6メートルの予想
です。津波の観測の情報です。観測され
た津波，岩手県の大船渡港で午後 2時54
分，20センチの津波が観測されました。
岩手県の大船渡港で午後 2時54分，20
センチの津波が観測されました。引き続き
大津波警報と津波警報が出ていますので，
該当する沿岸部の方は注意，警戒を続け
てください。
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また，「20センチの津波が観測された」とい
う事実の伝達が，想定1の否定と想定 2の強
化という認知効果を持つことも十分考えられ
る。この情報がちょうど津波到達の予想時刻
前後に伝えられたというコンテクストは，観測
された津波が，まさにこの時刻に予想された津
波のことであるという推意を呼び出す。これは
さらに，6mという予想が誤りだったという推
意を呼び出すだろう。アナウンサーもおそらく
そうした受けとめられ方を危惧して，この後「津
波は第1波に比べて第2波，第3波のほうが高
くなる場合がある」といった呼びかけを行って
いるのだが，それにしても，第1波が20センチ
で第2波以降が6ｍ以上になるという変化は特
別の知識がなければ想定しにくい。

通常の報道であれば事実を伝えることがこ
れほど問題になることはないが，防災のための
情報伝達というコンテクストにおいては，事実
の伝達の持つ認知効果についての配慮が重要
である。災害発生時にはさまざまな情報が錯
そうする。そのなかでどの事実を選択し，いつ
どのように伝えるべきかについては，事前にさ
まざまな事態をシミュレーションするなかで検
討しておくべきであろう。

 9　伝え手の能力の問題
　　　　　　　～まとめに代えて

以上の避難呼びかけ表現に関する分析から，
単に用語や表現の問題というだけでなく，事
実を客観的に伝えるという一般的な報道表現
のスタイルや，不特定多数を対象としたマスメ
ディアの本質的性格に関わる課題が浮かび上
がってきた。つまりこうした要素が，聞き手の
多様な想定の把握や，それに対するきめ細か

な対応という点で難しさをもたらしているとい
う事実である。これは先に述べた関連性の伝
達原理に関わる「話し手の能力」の問題として
とらえることができる。

関連性の伝達原理においては，聞き手は最
適な関連性を期待して解釈にあたるとされる
が，その実行の際には，話し手の好みや能力
を考慮に入れた3通りの方法があると考えられ
ている。

最も単純なのは，実際の最適な関連性が期
待できる場合であり，聞き手は，話し手が完
全な能力を持っている，つまり聞き手のコンテ
クストを十分に理解し，最も適切な言語形式
を選んでいると仮定して解釈にあたる。この方
法は「素朴な楽天主義」と呼ばれる。

ふたつめは，話し手の能力が不完全である，
つまり聞き手のコンテクストを十分理解してい
ない，あるいは適切でない言語形式を選ぶ可
能性を考慮して解釈にあたる。この場合，最
初に呼び出された想定で解釈を決定するので
はなく，念のためもっと関連性の大きな解釈が
ないかどうか探してみるという方法をとる。こ
れは「用心深い楽天主義」あるいは「透徹した

（sophisticated）解釈法」と呼ばれる。
みっつめは，話し手が善意の持ち主であると

いう通常の仮定が成り立たない場合，例えば
話し手がそもそも聞き手の関連性に関心を持っ
ておらず，自分の都合だけで話していると考え
られる場合である。この場合，聞き手は最初
に呼び出される想定には期待せずに，話し手
側のコンテクストから必要に応じて自分に関連
性のある解釈を探すことになる。

重要なことは，こうした解釈の方法が，放
送においては視聴者の信頼度とも関わってい
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ると考えられることである。かつては視聴者に
「素朴な楽天主義」を期待することができた時
代もあったかもしれない。しかし現代はそうで
はない。放送における伝え手が聞き手一人一人
のコンテクストを完全に理解することが本質的
に不可能なことは，視聴者も認識しているの
ではないか。

こうした状況においては，分野によっては視
聴者のリテラシーに期待して，放送はあくまで
も客観的なデータだけを提供し，その解釈は
聞き手の推論に任せる，という方法が適してい
る場合もあるだろう。しかし，本当に誰かに何
かを伝えなければならないという場合は，対
象となる聞き手の範囲と優先順位を明確にし，
その聞き手にとって最も影響のある情報を，よ
り理解しやすい方法で伝えるための努力が必
要なのである。その努力を怠り，伝達に失敗
すれば，視聴者は，報道機関の能力に対する
信頼を失ってゆくであろう。その信頼度の低下
は，聞き手が伝え手の意図とは異なる解釈をす
る可能性をさらに大きくするのである。

今回の震災報道や原発事故報道の後，マス
メディア全体に対して，「誰に向かって伝えてい
るのか」「必要な情報を伝えているのか」「本当
の事を伝えているのか」といった批判があった
ことは否定できない。こうした批判に応えてゆ
くには，まず上記のようなマスメディアの本質
的限界の自覚が必要であろう。その上で，予
想される事態ごとに，伝える対象，内容，方
法，表現などを再検討してゆかなければなら
ない。当然のことながらこの本質的限界は，
災害報道以外の分野でも放送表現のあり方に
大きく関わっていると考えられる。その点につ
いても今後の研究課題としたい。

（すぎはら みつる）

＜参考文献＞
・Dan Sperber & Deirdre Wilson（1995） Relevance

:Communication&Cognition Second Edition 『関連性理
論～伝達と認知　第 2 版』内田聖二他訳（研究社
1999）

・Deirdre Wilson & Tim Wharton（2009）『最新語
用論入門 12 章』今井邦彦編（大修館書店）

・Robyn Carston（2002）Thoughts and Utterances:The 
Pragmatics of Explicit Communication 『思考と発話～
明示的伝達の語用論』内田聖二，西山佑司他訳（研
究社 2008）

・新井恭子（2011）「緊急事態におけるコミュニケー
ション～避難命令の伝え方を考える」『経営論集』
第 78 号（東洋大学経営学部）

・井上裕之（2011）「大洗町はなぜ『避難せよ』と呼
びかけたのか」『放送研究と調査』2011 年 9 月号

（NHK 出版）
・井上裕之（2012）「命令調を使った津波避難の呼び

かけ」『放送研究と調査』2012 年 3 月号（NHK 出版）
・今井邦彦（2001）『語用論への招待』（大修館書店）
・東森勲，吉村あき子（2003）『関連性理論の新展開

～認知とコミュニケーション』（研究社）


