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概要：メディア社会に住む我々が受け取る情報は、発信者の意図が強く反映されているが、必ずしも自分に

とって正確な情報かどうか判断するのは難しい。そこで本研究では、メディアのもつ特徴や表現によって情報

の真実性がどれ程の影響を受けるのかを事例をもって考察し、今後、メディアとどのように付き合っていくべき

かを示唆する。 

キーワード：メディア、情報操作、印象付け、メディア・リテラシー、マスメディア 

 

1. はじめに 

近年、コンピュータやインターネットの発展、ス

マートフォンなどの携帯端末の普及など、ICT環

境の変化により我々の情報伝達スタイルとコミュ

ニケーションのモデルが大きく変化している。こ

れまでの情報の発信元といえば、新聞や雑誌、

テレビなどのメディアを独占する企業や一部の情

報プラットフォームに限られてきた。しかし近年は

ICT技術の発展により、誰もが簡単に情報発信

ができるようになり、我々の社会はますます高度

で複雑なメディア社会へと発展してきている。 

私たちが日常的に受け取る情報は、発信者の

意図が強く反映されている。つまり誰かが発信す

るコンテンツには必ず相手に伝えたいメッセージ

が含まれている。それらは言語・非言語の手段

(ex.文字、記号、テキスト、画像、映像、音声、造

形物等)を用いて表現され、効果的に伝わる手

段・伝達網(ex.ニュース、広告、ブログ、Line、メー

ル等)を使って伝えられる。しかし、これらのメッセ

ージは必ずしも全ての事実を正しく表現している

のではなく、よりよく伝えるために、何かしらの情

報操作や情報トリックが使われているといわれて

いる[1]。 

しかし、どのような意図で送られたメッセージな

のか実際に手を加えられたコンテンツを見ても表

面的にはわかりにくく、それが自分にとって良い

ものか悪いものかも判断しにくい。何も考えずに

全てを受け入れると、嘘のニュース(フェイクニュ

ース)に騙されたり、作為的に歪められた事実に

よって特定の思想や世論、意識、行動(例：消費

行動)へと誘導されたりと、正しい判断ができなく

なってしまう。最近では、スマートフォンを用い

て、特定の個人をターゲットにした伝達行為も頻

繁に行われ、今後私たちはますます情報やメデ

ィアに対して敏感になる必要がある。 

そこで本研究は、メディアのもつ特徴や表現に

よって情報の真実性がどれ程の影響を受けるの

かを事例をもって考察し、今後、メディとどのよう

に付き合っていくべきかを示唆することを目的と

する。 

2. 情報伝達とコミュニケーション 

ICT環境の進歩により、私たちの情報伝達スタ

イルとコミュニケーションのモデルは大きく変わっ

てきた。ここでは３つの情報伝達モデルについて

説明する。図１は従来のコミュニケーションのモ

デルである(図１は[2]を参考に一部改変)。 

 

2.1一方向のコミュニケーションモデル 

このモデルは発信者から受信者へ一方向に

向けた伝達モデルである。図 1をみると発信者と

受信者は一方向の関係で、発信者は伝えたい
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内容をメッセージとして発信する。受信者はメッ

セージを受け取るだけで、何らかの形で送信者

にメッセージを送ることはできない。次にこのモデ

ルでやりとりされるメッセージ（図１中央）には、言

語と非言語メッセージがある。言語メッセージとは

話し言葉の内容、手話、筆談などの言葉として表

現されるメッセージである。一方、非言語メッセー

ジとは、仕草や顔の表情、身振りや手振り、態

度、服装や声の強調等、相手に言葉として伝え

るものではなく、感覚的に伝わるものを表す。コン

テキストとは、メッセージが伝えられる背景や発せ

られた場所や時代、社会環境のことである。コン

テキストはメッセージの内容に影響を与える。 

この一方向コミュニケーションにおいて、情報

操作やトリックはメッセージ（言語・非言語メッセー

ジ 図１中央）を送るときに使われる。このモデル

を実際の世界で考えてみると、発信者は企業や

政治家などの著名人、またテレビやラジオ、雑

誌、DMなどの宣伝といったメディアである。一

方、受信者はテレビやラジオにおける視聴者や

受け手である。ここで送られる言語メッセージは 

全てが正しく送られるのではなく、何らかの意図

と目的を持って加工される。例えば支持者を増

やすためや、購買意欲を刺激し消費行動を促す

ため、特定の思想や世論を広めるため等であ

る。これらを効果的に伝えるために、発信者にと

って都合の悪い情報を隠し、都合のよい情報だ

けを伝え、印象に残るように文字を少なく連呼し

たり、抑揚を与えたり、言葉の扱い方が重要視さ

れる。非言語メッセージについては、文字テロッ

プに効果を付け加えたり、効果音や BGM加えた

り、情報そのものに印象を与えるために使われ

る。 

 

2.2双方向のコミュニケーションモデル 

次に図２は双方向モデルである。図１が進化し

たモデルである。図２のモデルは発信者と受信

者が相互にメッセージを送りあえる双方向モデル

である。先のモデルと違うのは、従来、受信側で

であった者がWebやスマートフォン等を通して

発信できるようになったことである。 

この双方向のコミュニケーションにおいて、メッ

セージは、言語と非言語を組み合わせて１つのメ

ッセージとして送信する。また、メッセージを受け

取った際に、受信者は送られてきたメッセージの

内容を理解することができなければ相手に問い

あわせたり、理解したことを示すために返答を送

ることができる。双方向モデルでは従来のコミュ

ニケーションとは異なり、メッセージを送りあう際に

情報操作がなされる。 

従来のコミュニケーションモデルで発信者側（主

にテレビやラジオなど）は、これまで一方的にメッ

セージを送信してきたが、受信者からの返信を

受けることはできなかったため、受けての印象や

意見を得ることは困難であった。 

 

2.3 SNSによる不特定多数のコミュニケーション

モデル 

図３は不特定多数が参加するコミュニケーションの

モデルである。このモデルは誰もが受信者と発信

者になれるモデルである。このモデルではスマート

フォンが普及した社会で、SNS を使用しているユー

ザーの間で起こるものである。情報を発信した者が

図 1：一方向のコミュニケーションのモデル 
図 2：双方向のコミュニケーションモデル 

図 3：SNSなどの不特定多数のコミュニケ

ーションモデル 
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受信者にもなり、受信者は SNSを通して発信者にも

なることができる。例えば、一人の発信者が SNS に

情報を発信した際、その情報を閲覧したユーザー

はその情報を他者に伝えるべく、元の情報を切り抜

いたり、情報元である発信者にメッセージを送って 

詳細を聞いたりする。そしてそこで得た情報をさら

に追加し再構成した情報を、新たな発信者として

SNS に投稿する。このやりとりの繰り返しによって情

報が多大になり、元の情報を発信した者は一体誰

なのかもわからなくなってしまう。また最初に発信し

た者が意図した情報とはまったく別の情報になって、

拡散してしまうこともある。このモデルの情報操作は

元の情報が SNSに送信されてから受信者が他者に

伝える際に行われる。 

3. 情報操作とトリック 

次に発信者が発信する情報で、発信者がより

効果的に情報を伝えるために行う代表的な情報

操作やトリックの手法について述べる。ここでは

次の 3種類(1)印象付け、(2)心理的トリック、(3)文

字テロップや映像の切り抜きや画像編集の手法

とそれを使った事例について説明する。 

3.1 印象付け 

まず一つ目の情報操作とトリックは印象付けで

ある。印象付けは一方向の情報伝達を利用し

て、受け手に送り手の意図を、時間をかけて徐々

に与えていく手法である[3]。この手法は前述の

図１のように、送信者から受信者への一方向モ

デルの中で使われる。つまり情報の発信者が、

テレビやラジオを通じて身振りや手振り、言葉の

使い方(例えば、受信者の印象に残りやすいキ

ーワードを連呼すること)によって強烈な言語メッ

セージを与える。さらに、これに非言語メッセー

ジ、例えば、カメラの撮り方の工夫、印象付けに

効果的な音を挿入するなどを加えることで、受け

手もさらに強い印象を与え誘導していくものであ

る。 

実際の例としては、ナチスドイツ（1933年〜

1945年）で行われていたプロパガンダがある 

[9]。ナチスが権力を握った際、ヒトラーはヨーゼ

フ・ゲッベルズが指揮する国民啓蒙及び宣伝省

を創設した。宣伝省の目的は美術や音楽、演

劇、映画、書籍、ラジオなどといったメディアを通

じて、キーワードの連呼やナチスにつながる曲を

繰り返し流すことで複数の聴衆に他国やユダヤ

人に対する敵対意識を持たせ、ナチス政権が正

しい政治を行っているという印象を持たせ、ナチ

ス政権の支持者を増加させることを目的としてい

た。 

3.2心理的トリック 

心理的トリックは、受け手にとって欲しくなると

いう願望に添えるような情報だけを抜き取り、受

け手に良い印象を与える手法である。実際の例

は、東京ディズニーランドと商品広告である。東

京ディズニーランドではそれぞれのアトラクション

の空間的位置を囲うようにし、それぞれのアトラク

ションで印象を与える曲を大きめに流すことで、

それぞれの独自性をもったアトラクションに興味

を引き付けられるようになり、外界の引き付けられ

るものに意識を向けさせないようにする空間的特

徴がある。次に、商品広告である。商品広告は、

テレビを通じて商品紹介をする。商品を紹介する

際、商品の良印象を伝えるために、キーワードの

連呼や実演を追加、商品を購入する際に、特典

を付け加えることで、商品のお得を加えることで

商品購入の意欲を掻き立てる。 

3.3 文字テロップや映像切り取り、画像編集 

次に文字テロップや映像の切り抜きや画像編

集の手法とは、真実の一部を切り取り、その部分

だけを大きく取り上げ、あたかも切り取られた部

分だけが真実化のように思わせる手法である（図

４）。TVでは文字や口頭以外に文字テロップや

映像、画像などが使われる。TVでは、１つの話

題を取り上げるとき、その１つの話題が長い場合

は放送時間内では取り上げきれないことがある。

そこで真実の一部を切り取り、編集を行うのであ

る。TVでは一方向的情報伝達モデルであるの

で、文字のテロップや映像の切り取りを行うこと

で、送り手の意図とは異なった印象を与えてしま

うことがある。 

実際の例としては、2019年の 12月に問題に

なった、世耕議員と報道ステーションの問題であ

る。2020年の「桜を見る会」について、2019年 12

月 10日に世耕議員による定例記者会見が行わ

れた。その模様をテレビ朝日は正しく放送してい

ないという世耕議員の抗議である。 

テレビ朝日の「報道ステーション」ではその会

図 1：TVで使われる切り抜き 
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見の「総理は十分説明した」という発言の部分、

世耕議員らの会見終了後の記者からの質問で、

「年内の定例会見はいつまでやるのですか？」と

いう質問に対して、「もう『良いお年を』というか…」

というコメントの部分の映像だけを切り抜いて放

送した。報道ステーションは映像の切り抜きで、

「桜を見る会」についての問題を来年にまで持ち

越そうとしているという意図で見解を繰り広げてい

た。しかし、世耕議員の意図は 2019年度の定例

会見は最後になるという意図があったと Twitter

でコメントし、報道ステーションの映像の切り抜き

方、世耕議員の意図していたものとは違う議論を

繰り広げていたことに対して怒りをあらわにしてい

た。 

4.メディア・リテラシーの必要性 

現代は携帯が普及し、SNSが使われることが

多い。そのため、テレビやラジオによる一方向モ

デルのコミュニケーションだけでなく、SNSなどで

誰もがメッセージの送り手となることができる双方

向モデルのコミュニケーションも誕生した。そして

２つのコミュニケーションはどちらも送り手が情報

操作を行うことで送り手の意図を読み取ることが

できる。その情報操作を行う手段として、３つのト

リックを挙げた。情報操作は使い方によって人を

陥れることもできる。また、テレビやラジオではニ

ュースキャスターやジャーナリストが発信する記

事やニュースの書き方を工夫することで情報の

送り手の印象を変えることもできてしまう。このよう

に、情報操作は使い方次第で善にも悪にも変わ

ることがあるため、携帯やテレビといったメディア

を使うユーザーは「ソースもとはどこであるか」、送

り手はどんなトリックを使って、何を伝えたいのか

を知る必要がある。また、送り手は受け手の立場

に立ってその情報を受け取ったとき、どんな感情

を抱くかを考えることも重要である。 

5.まとめと今後の展望 

これまで、コミュニケーションのモデルが一方向

から双方向、不特定多数モデルへと変化したことを

述べ、それぞれで使われてきた情報操作のトリック

を紹介してきた。 

本稿で紹介したトリックは発信者が行うことで発信

者の意図を受け手に伝えることができるが、メディア

媒体を通じて情報を伝える際、情報操作のトリック

が使われると発信者の意図とは全く異なる意図を

伝えることになってしまう。情報を伝えるにはメディ

ア媒体のトリックの使用方法についても考えなくて

はいけない。今回は受け手の情報操作について述

べたが、今後は、発信者の観点について述べたい

と考えている。 

 

参考文献 

[1]川上和久著、(1994)「情報操作のトリック：その歴史と方

法」、講談社、 

[2]Rodzalan, S.A, Saat, M.M.(2012). The Effects of 

Industrial Training on Students’ Generic Skills 

Development, Fig 1.A transactional model of 

communication Source: Adapted and modified from 

Wood(2006). And Adler & Towne(1996) 

[3]高橋大洋、佐山公一(編)、吉田政弘(2018) 「学生のため

の SNS活用技術」、講談社 

[4]奥村誠次郎(1974)、「現代情報学入門：情報操作のウラ

を読む」東洋経済新報社 

[5] 津田正太郎(2016)「メディアは社会を変えるのか：メディ

ア社会論入門」、世界思想社 

[6]浪田陽子、柳沢伸司、福間良明(2016) 「メディア・リテラ

シーの諸相」、ミネルヴァ書房 

[7] 長谷川一、村田麻里子(2015)「大学生のためのメディア

リテラシー・トレーニング」、三省堂 

[8] 鈴木みどり(2000)「Study Guide メディア・リテラ

シー」【入門】、2000年  

[9]https://encyclopedia.ushmm.org/content/ja/article/n

azi-propaganda (2020 年 1 月 11 日 20:02 最終閲

覧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



情報表現のトリックとメディア・リテラシー                                  水出 翔太 

2019年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集  

 

 

メッセージ 
発信者A 

メッセージ 発信者B 

メッセージ 

発信者C 

メッセージ 
発信者D 

メッセージ 

発信者E 

メディア 

情報 
情報 

情報 

情報 

情報 

図３：不特定多数のコミュニケーションモデルの詳細 
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