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　1. やさしい日本語の特徴
「やさしい日本語」は語彙

い

を限定し，ご
く日常的に使うことばに限って文章を作り，
ゆっくりと，はっきり伝わるようにしたもの
である。

「やさしい日本語」を災害時に使う場合に
は，音声による伝達と文字・表記による伝達
とが考えられる。

ここでは，音声による伝達方法について述
べる。

普通の日本語との比較を述べ，「やさしい
日本語」のための表現技術を考えて行く。

通常の日本語はきわめて日常的な談話か
ら，公的な場で使われる演説，放送，講演ま
でさまざまな音声発話がある。

特徴的なもののとらえ方として，次のような
観点から比較しよう。
1. 速度

2. 語彙

3. 文法・文型

4. 文の長さ

5. 発音

6. イントネーション・アクセント

7. 強調や卓越

8. コミュニケーションの場

  1. 速度

　 「やさしい日本語」の特徴の一つは速度にある。
日本語の理解が進んでいない段階の外国人

　0. 災害時などの非常時の放送
地震や津波などの自然災害が起きたとき

に，放送は人命財産を守るために適切な情報
を提供する責任を負う。

これまでも，非常災害時にはさまざまな情報
提供を行ってきたが，近年，次の情報を待ち受
けて行動しようとする考えから，即座に行動を
起こさない人が増えてきたという指摘もある。

本稿では，非常災害時のごく限られた時間
帯，すなわち発災から10分程度の短時間に「人
を動かす」「誰にでもはっきりわかる」ことを
主眼とした音声の伝え方について検討する。

「誰にでもわかる」ということは，日本語に
なれていない外国人や，初等教育程度の学童
をも含んだ人を対象にするということである。

「10分程度の短時間」に限定するのは，こ
れらの外国人，学童は時間がたてば，母国語
による情報提供や，家族，地域の支援を受け
ることが可能であると考えられるためである。

また，群衆に向かってハンドマイクで呼び
かける場合や，反響があり音質が悪い災害連
絡用の広報スピーカーを使う場合にも同様な
効果が期待される。

「人を動かす」ということは，情報の質を検
討して，必要な行動を起こすための誘導を的
確に行えるようにするということである。

前稿「やさしい日本語の試み」（『放送研究
と調査』2006.2）で述べたことを下敷きに考
えてみる。

災害時に使うための日本語音声
   柴田　実　
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は，「単語はわかるが，文がわかりにくい」「同
音異義語や専門語はわかりにくい」「文脈を
捉えるのが難しい」などのハンディキャップを
持っている。これは日本人が外国語を習得す
るときも同じようなことが言える。そのような
段階の人々にやさしい日本語を提供すること
がねらいであり，特に災害などの緊急時にど
のように身を処したらよいかのガイドになるた
めの日本語を提供するのが目的であるからだ。

わかりにくい言語をよりやさしく理解できるよ
うにする一つの方法は，音声をゆっくり，典型的
な発音で，短い文章で提供することが望ましい。

日本語の速度は会話状況により異なる
が，比較的濃密な情報量を持っている放送の
ニュースを考えてみると，映像という視覚的
な補助があるテレビニュースと，音声だけで
伝達するラジオニュースは速度に若干の違い
があるように思われるが，アナウンサー個人
の速度特性と，ニュース時間帯（ニュース番
組）による視聴者への伝え方の違いがあり，
一概には言えない。今後，一般のニュースを
比較する際には，単純に比較するのではなく，
このような個人差，時間帯による違い，さら
には時代による違いなどを勘案して比較する
べきだろう。
　「アナウンスの速さ」は次のように考えられる。
対象にする文章・・・ 

○発話文全体を単一話者ごとにまとめて
考える場合（対話など）

○一つのまとまった情報を伝える文章
（ニュースの場合は 1 項目）

○ 1 文ごと（句点までの文）
対象にする文章が短くなればなるほど，計

測の開始と終了をどのように設定するかで変
わってくるし，短文を計る場合にはこの誤差

が測定者により変わることが懸念される。
文章単位の速さを測定する場合には，発話

されていない，いわゆる「間」も含んで計測す
ることも必要である。一方で，「意図的な間」を
除いて，音声がある部分だけを計ることも可能
だ。いわば，風速を計るときの「平均風速」と「瞬
間風速」の違いとも言える。両者を計測するこ
とで，聴感上の「速さ」と比較することが可能
になるだろう。一般的に，「間を含んだ平均風速」

「発話部分の瞬間風速」の両者があるバランス
でゆっくりであるとわかりやすくなる。

「瞬間風速」が速く，「平均風速」が遅い場
合は「間が大きい」と判断できる。

「瞬間風速」と「平均風速」があまり変わら
ない場合は「間がない」。

「瞬間風速」が「平均風速」より遅い場合は
「瞬間風速」部分の文が，何らかの理由（強調
あるいは話者が理解していないなどの理由が
考えられる）によると判断できる。

計測方法は，発話文をすべてかな書きにし，
「きゃきゅきょ」などの拗音，「ファフェフォ」
などの「ア行・ヤ行の小文字を使っている部
分」を削除し，句読点も排除して文字を数え
ることにより拍数を計算できる。（文字列を
扱えるプログラム言語では対象文をかな表記
化さえしておけば，これらの不要な文字を数
え上げない処理は簡単にできるのだ。）

発話の最初から最後までの時間を計り，拍
数を時間で除すると発話速度が拍/分（秒）で
計算できる。

「瞬間風速」を計測する場合は，音圧がプ
ラスになったところからゼロになるところま
でを発話時間とすればよい。

ただし，1文であっても，前後に若干の「間」を
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想定することで，「平均風速」化することも可能
である。同一話者の同じような文を読み上げて
いる部分を比較しながら，話者の吸気時間，句
点のあと次の文に移行するまでの間を「発話時
間」と見なすことで「平均風速」化するのである。

プロのアナウンサーは文章の意味や情感な
どで句点の「間」を変化させるので，上記の手
法をとるとばらつきがでることが予想される
が，一般の人が文章を読み上げる場合（自由会
話ではない場合）は「間」が一定時間になる傾向
があるので，参考になる値を得ることができる。

NHK夜7時のテレビニュースの場合，男性ア
ナウンサーが通常のアナウンスをしている場合
は390～470拍/分程度の速さであり，情報密
度の高さや語彙の多さなどから日本語能力試験
3，4級程度の日本語使用者ではついて行けない。

弘前大学でこれまで行った調査では，松田
陽子の提案にある注）280拍/分程度を使用し
てみたが，この速さであれば十分伝わること
が比較実験で確かめられた。

「やさしい日本語」を実用化する場合，280
拍/分では日本人視聴者は，やや遅すぎるとい
う印象を受ける。このため，「やさしい日本語」
を日本人，外国人両方に都合よい速度で伝え
ることが今後の課題である。

現在，その調和点を探っているが，「平均風
速」「瞬間風速」だけではなく，「日本語として
自然な短時間の速度変化」が作用していると推
測される。文を一定のゆっくりした速度にしよ
うと発話すると，1拍1拍を等時間で発音しよう
とする。このため，助詞や接辞もゆっくりとなり，
不自然さを醸成するのではないかと思われる。

緊急時などの文章は，文法的には単純である
べきなので，この等拍・等時間の読みは一見わか
りやすそうだが，単純な繰り返しパターンを生み，

かえって不自然に，印象薄く受け取られるようだ。
<ゆっくり読み上げる技術 >

読み上げる場合，速度だけに限定してどの
ような音声化技術が必要かを考えてみる。

ただ単に，ゆっくり読むのであればネイティ
ブの日本語話者は，一音一音をはっきり，てい
ねいに読むことができる。

しかし，このような読み方は，訓練を受け
ていない人では一息の発話長さがおおむね3
～7秒であることから，14～33拍程度となる。
これを漢字かな交じり文にすると9～22文字
程度であり案外短い。

訓練を受けていない人は，自分の一息の長さ
に合わせて文を切り，ていねいに読もうとするた
めに，意味のつながりが切れてしまうことがある。

これが，日本人聴取者に違和感を生じさせ
る理由の一つである。また，「やさしい日本語」
では，文節のあとで短い間を作り，文の終わ
り，言い添えの前などではそれより長い間を
作るということを提唱している。

松田は「□」と「■」で短時間の間と長時間の間
を表現することを提唱し，視覚的に「やさしい日
本語」アナウンサーのガイドとすることを目指した。

運用上は，「■」は「□」の倍程度のポーズ
（間）を指導した。

これにより，全体のバランスを保つことは
できるようになったが，「□」の扱いが同じ
であるかについては未解決であった。

「火が付いているガスコンロを消してくだ
さい」という文章の場合，「火が□付いてい
る□ガスコンロを□消してください。■」と
なるのだが，「火が付いているガスコンロ」
という意味のかたまりがあり，「それを消せ」
という指示文である。

「ガスコンロを」のあとの「□」がやや大き
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な間になったほうが一般の日本語視聴者には
わかりやすいと考えられる。

また，「消してください」については「消し
て」ははっきり聞こえる必要があるが，「く
ださい」は「消して」に比べれば重要度は低い。
この部分を等拍で発音すると「言語明瞭・意
味不明」に近い状態になると思われる。

「やさしい日本語」の基本は情報が伝わるこ
とであるので外国人にとっても，日本人にとっ
ても伝わる情報であらねばならないし，それを
阻害する要因はなるべく排除したいのである。

文節の中でも，語単位の「瞬間風速」を少し
変えて読み上げる必要がある。しかしこれは，
放送や高度な利用の場合であり，「通じればよ
い」場面ではここまで細かい配慮は必要ないか
もしれない。ただ，「やさしい日本語」実践教
育ではことばの持つ意味や難易度，どうすれ
ば伝えられるかなどを考えていく実践者を育
てるためには必要な条項であると考える。

ここで，地震の際の呼びかけ文の一部を音
声原稿としたものの例を掲げる。
例 : ■地震です。■上から□落ちてくる□も

のに，□気をつけて□ください。■
落ちてくる□もので，□けがを□しない
ように，□気をつけて□ください。■
机の下に□はいって□ください。■
けがを□しないように，□へやのなか□でも，
□くつや□スリッパを□はいて□ください。■

  2. 語彙

ごく日常の会話という個人と個人のコミュ
ニケーションから，公的な場の談話へと移行
するに従って，漢語が増える傾向が見られる。
漢語の語彙の豊富さと，意味の違いを表現で
きる利点に着目するからである。

また，公的な場ではある程度の威厳や内容
の深さを示すことが必要とされ，高度な意味
概念を持った（ややわかりにくい）語彙を使お
うとするからである。

日本語文の音声化で問題になる語彙は，同
音異義語，長大な漢字熟語だ。意味の区別に
必要な手がかりを探したり，同音異義語が含
まれる文例を考えたりと理解に時間が掛かる
ことが多い。時には誤解も生じる。

4文字を超える長大な漢字熟語は，修飾関
係を考えたり，熟語どうしの重要度を考えた
りするために時間が必要になる。

頭の中で理解するための時間はさほど長く
はないが，言語処理をしている間は，聴覚刺
激から言語刺激への変換が停滞することにな
る。つまり，「考えている間は聞こえていない」
ことになる。緊急時などは「聞こえていない
時間」は情報の欠落につながり，その後の言
語処理に影響を及ぼす。

関係を示す「の」「ために」「のうちの」など
の助辞を使うことで長大な漢字熟語を減らす
ことも必要になる。

「やさしい日本語」が考えている語彙は
2,000語程度ときわめて少ない。

それでも，同音異義語をなるべく排除するこ
と，同音異義語を使う場合には直近に意味分
化を促すことばを補足することが必要である。

音声化する場合は，わかりにくい語彙，専
門語については，適宜，言いかえや言い添え
をする必要がある。

言いかえ言い添えの音声表現技術について
は後述する。

また，緊急時などの報道文章は，「てにをは」
などの助詞，助動詞，動詞活用語尾変化を除
いて，名詞と動詞語幹だけにして並べて意味
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が通じるような構成が望ましい。
受け手は，これらの名詞だけを並べて伝え

られておおよその意味がわかるようになって
いると理解しやすい。

英語などの外国語の文章であっても，多少知
識があれば単語だけでおよその意味をわかるこ
とができる状況と同じである。「意味のある名
詞を使う」「文脈の中で意味を持たない（持つこ
とが少ない）名詞は削る」ことを心がけたい。

この意味では，「やさしい日本語」語彙は
単に難易度をもってよしとするのではなく，
伝えるべき情報の骨格を示せる語かどうかと
いう観点も情報文の作成者には必要になる。

  3. 文法

「やさしい日本語」の文法は簡単なものを
目指しているが，音声化する場合，次のよう
な条件が経験的に望ましいと思われる。

主語と述語の関係については
○ 「主語・・・・・・述語。」のように最初

と最後に位置する形式
○ 「・・・・主語 - 述語」のように近い位置

にある形式
この 2 つが望ましい。
　最初に主語がある場合は，主語を修飾する
形容詞や連体修飾節は省くか，なるべく短く
する必要がある。
　裁判関係の報道文には長大な連体修飾節を
伴う主語が見られるが，論理的に正しくても，
わかりにくくなる。別修飾節で述べている内
容を別文として分離すべきである。
例 :「子育てのために深夜業務の免除を求め
た所勤務日数と賃金を大幅に減らされたとし
て，日本航空インターナショナルに勤務する
客室乗務員の 4 人が，賃金の減額分などとし

て計約 3 千万円の支払いを求めた訴訟の判決
が 26 日東京地裁であった。」（朝日新聞 2007
年 3 月 27 日）

新聞報道では文字数を減らすためにこのよ
うな報道文が考えられ，視覚による読み取り
では問題は少ないと思えるが，これをこのま
ま音声化すると，ほとんど理解できないこと
になる。

音声化の場合は，まずこれから伝える内容
へのガイド（導入，方向付け）が必要である。

この記事では「JALに支払い命令」「乗務員
ら深夜業務免除求めたら・・・賃金減」という
見出しが付いている。見出しを2つに分けなけ
ればわかりにくいということもあるが「東京地
裁がJALに支払い命令の判決を出した」「JAL
の乗務員が深夜業務の免除を求めたことに会
社側は賃金を減らす措置をとっていた」となる。

これに対して，音声では「働く女性の賃金
を巡る裁判で，東京地裁が会社側に支払いを
命じました（49拍）」程度の長さの「音声見出
し」を付ける必要がある。

「JAL」という固有名詞を外したのは，たま
たま「JAL」であったが，判決内容は普遍性を
持っているというのがニュースの価値である
からだ。固有名詞はあとの文で触れればよい。

「やさしい日本語」の文構造は，なるべく短い
文で単純な文法構造を用いたものが望ましい。
短い文とは，「やさしい日本語」アナウンサーが
一息でしゃべれるくらいの長さが限界だと思っ
ていただきたい。訓練を受けたアナウンサーで
あれば，一息で70拍くらいは話すことができる。

文法構造を音声化して伝える場合に必要に
なるのは，「意味の切れ目がはっきりしているこ
と」「修飾節は単純な構造になっていること」「主
体がなるべく変化しないこと」である。「主体が
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変化しない」というのは主語になるものが「市役
所」であったものが文が続くうちに「被災者」に
変わることがないようにということである。

災害時にはさまざまな情報源からの情報が
交錯することになる。

通常の日本語文では，情報の主体（主語）が
わかるのが当たり前であるが，災害時には，隠
れた主語を，明示的に文中に置く必要がある。

報道文章で言う「クレジット」（情報源担保）
も必要であるし，「誰が言っているのか」を
明確にすることが大切になる。

主語と述語がねじれた関係にならないように
注意するとともに，主語がたびたび変化しない
ような情報の並べ方もくふうしたいものである。

  4. 文の長さ

音声化するための文は，「意味のかたまり」
を重視して作り上げることが重要である。「意
味のかたまり」は緊急時の告知文では比較的
とらえやすいと思われるが，形容節を含んだ
名詞，副詞節を含む述語動詞と大まかに考え
てよいだろう。

文の長さは長くなればなるほど理解するま
での時間が必要になる。意味の区切りがある
ところで，音声の間があくと聞き手の理解が
促進される。

松田の「やさしい日本語の試み」（1998）で
は，読点に当たる「□」は1秒，句点に当たる

「■」は2秒という目安があった。
文の長さにより，「■」は長短があるはずだ。

単純に言うと文長が長くなるほど「■」も長
くする必要がある。

内容の理解に必要な，受け手の頭の中の整理
に必要な時間である。この間を適切にとらない

と，理解が停滞したり，別の思考が始まったり
して，次の音声を受容することができなくなる。

秋山和平はアナウンサー向けの研修資料で，
「ことばの聞き取りは，1.情報を受容する受け
皿脳2.受け取った情報を処理する解析脳の2
つの働きからなる。1，2は同時進行すること
なく，一定のポーズで切り替わる。その境界
は0.45秒にあり，それ以下では受容脳が働き，
以上では，解析脳が機能する。」と述べ，意味
のある読点は0.45秒以上必要だと考えている。

外国人など，日本語能力がやや低い場合に
はこの時間は長くなると考えられる。

松田が提起した1秒の読点は目安としては
納得できるものである。

1文の長さは，単純な「主語+述語」では途中に
必ず読点が入るために2つの部分に分けられる。

主語部分，または述語部分はイントネー
ションの問題から1呼吸で伝えるので，通常
のアナウンサー（または広報担当者）が通常
の一息で伝えられる7秒程度に規制される。

仮に350～180拍/分とすると，41～21拍
程度が望ましい値となる。漢字かな交じり
文では1文が28～14文字程度が目安となる。
原稿作成時に1行の長さを視認できるように
たとえば1行14文字の用紙を使うなどのくふ
うがあれば運用しやすいだろう。

  5. 発音

緊急時，使えるメディアにより音声化の発
音は微妙に違う。メディアの音質がよければ
問題はないが，移動広報車，災害広報スピー
カー，携帯用メガホンなどは周波数特性が悪
く，聞き取りやすさに配慮する必要がある。

また，災害時のように受け手のストレスが
高まっている場合や高齢者では，受容周波数
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が平常時と異なる。
一般的に加齢とともに，高音部の聞き取り

が悪くなり，低音部も若干低下する。
それとともに，周囲の騒音（バックグラウン

ドノイズ）があると，情報音声との分別が悪く
なるので，情報とノイズとの音量差を付けてや
る必要がある（S/N比の向上）。BGM（バック
グラウンドミュージック）を付ける放送は避け
るべきである。

発音の音質は女性の声のほうが高音域を含
んでおり，高齢者には聞き取りやすいかもし
れないが，350～4,500ヘルツの帯域で発音
差が明瞭になる声が望ましい。

聞き取りやすく，一音一音の発音が明瞭に
分離して聞き取れることを基本にして，「ゆっ
くり話す」ときに陥りがちな発音上の問題に
留意する。
・長音の長さを適切にすること
・拗音，撥音をきちんと発音すること
・促音の長さを 1 拍分とること

これらの注意点は通常のアナウンスメント
でも心がけていることであるが，子音・母音
の発音を明確にすることとともに通常より
いっそう心がけたい点でもある。

災害時などは，訓練を受けたアナウンサー
を確保することが難しいので，自治体などで
はふだんからある程度の学習と訓練を行って
おき，要員を確保することが肝要になる。

  6. イントネーション・アクセント

「やさしい日本語」の音声化をしていると，
「ゆっくり」「はっきり」に発話者の意識が注
がれ，文全体のイントネーションが発話者の
癖により一定になる傾向がある。

どのような文を読んでも同じようなイント
ネーション構造になり，しかも，文の終わり
が同じパターンとなることで，文章（段落）の
終わりと区別が付きにくくなる。

普通の速度で読み上げる場合は，通常の会
話文のイントネーションに近くすることは可能
であり，アナウンサーは経験や研修により，よ
り自然なイントネーションで読み上げている。

通常と異なる速度や発音では，その速度に
ふさわしい「自然なイントネーション」がど
うあればよいかがわかりにくく，全体として
不自然なイントネーションが発生する。

日常耳にする叙述的な会話やニュースの読み
では文末に向かって下がって行くのが通常のイ
ントネーションである。聞き手はイントネーショ
ンの下がりかたで文が終わることを了解する。

ゆっくりしゃべり，呼びかけを主とした発
話として，町なかを流して走る物売りの代表

「竿竹売り」がある。スピーカーを用い，ゆっ
くりした速度で発話しているために，読点や
句点までの文が同一のイントネーションに
なっていることが多く，節（メロディー）を
付けたフレーズも多用される。発話速度も「瞬
間風速」にはかなり差があり，通常会話に近
い速度の部分と，きわめてゆっくりした部分
が混在していることが多い。

ネイティブ日本語使用者による日本語文の
理解は，音声化された単語や文の情報だけで
はなく，イントネーションや声調により補助
される部分がある。

日本語を習得途中の外国人にはこの意識は
あまりないようだが，通常の日本語による情報
伝達メディアの中で「やさしい日本語」を使っ
ていく場合にはネイティブの存在を忘れるわ
けにはいかない。そのため，自然なイントネー
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ションの構築は不可欠と言える。
「やさしい日本語」でも同じような構造に

なることが望ましく，これは「やさしい日本
語」で区切る文節単位ではなく，文単位のイ
ントネーションのことである。

短いポーズ（間）で区切る文節も後ろ下が
りイントネーションの影響を受けるが，区切
りのポーズで息を吸うとどうしても次の文節
の始まりの音の高さ，強さが前と同じになり，
文全体としては後ろ下がりにならない。

これを続けているといわゆる「竿竹屋イン
トネーション」になってしまう。

これを防ぐには，「□」ポーズでは息を吸
わないで間をとることも一つの方法である。

「■」までを一息で吐きながらゆっくりと話
すわけである。「やさしい日本語」発話者の訓
練ではこれが有効で，長い一息が15秒程度で
あれば，比較的簡単に実現できる。

「やさしい日本語」発話者が，こういう読
み方の訓練を続けていくと，読みにくい無理
な長さの文や連体修飾の長い単語に敏感にな
り，よりわかりやすい文を作る上でのアドバ
イスができるようになる。

発話者にとって自然に読めるイントネー
ションは「後ろ下がり」であるために，イン
トネーションが下がる部分に強調や重要度が
高い単語を置くことはそこでイントネーショ
ンを上げなければならず，表現しにくくなる。

形容詞や副詞という修飾語に意味があるの
か，被修飾語である名詞に意味があるかは状
況により違うが，文節の前の部分に意味のあ
る単語があるほうが表現しやすくなるので文
を作るときにはイントネーションが高い状態
にある部分にキーワードを置くように留意し
なければならない。

また，運用する場合に，「一字一句違えて読
まないように」考えるのか，「情報が伝わればよ
いので多少の変更は表現者に任せるか」では「や
さしい日本語」そのものの枠組みが違ってくる。

「大きな地震がありました」と「地震の大
きなものがありました」では，前者では「大
きな」が，後者では「地震」が自然に強調され
て聞こえるようになる。

「やさしい日本語」運用に当たっては，情
報文作成者と伝えるアナウンサーとのフィー
ドバックを伴った連携が日常的に行われてい
ることが望ましい。

これまで，行ってきたイントネーション訓練で
は，「やさしい日本語」の表現の難しいイントネー
ションとして疑問文型を上げることができる。

通常の疑問文は文末急上昇型のイントネー
ションであり，「でしょうか」「か」などごく
短い部分でイントネーションを上昇させなけ
ればならない。これをゆっくりした速度で行
うのはかなりの訓練と呼気量が必要になる。

呼びかけ疑問文といわれる「用意はできまし
たでしょうか」「安全は確認しましたか」「○○
は持ちましたか」などはやさしい文と思われる
が，発話者にとっては手ごわい文になっている。

単語のアクセントは，通常の日本語文より
もやや強調される傾向があるが，あまり強調
すると文のイントネーションに影響を与える
ために適度な強調にとどめたい。

アクセントの違いだけで意味を弁別させる
のは緊急時では無理な場合がある，冗長度を
適当にとった情報文の作成が望ましい。同音
異義が多い漢字の熟語の場合も同様である。

  7. 強調や卓越

慣れない話者では副詞，形容詞などの修飾
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語を強調する傾向があり，受け手によっては
情報の程度の差を強調の表現の差で表してい
ると考えてしまうこともある。

情報文の副詞，形容詞などは「普通か，多い
か，少ないか」程度の差にとどめてもらいたい。
3段階設定である。これを「とても，やや」など
を付け5段階で表すこともできるが，緊急時の
音声表現ではこの差を正確に受け取ってもら
えることは期待しないほうがよいだろう。

これまで述べてきたような，簡単な日本語
文をゆっくり読むことは，ある面，単調な音
声表現に陥りがちであり，聞き手の注意力が
散漫になりやすい。

読みかたに適切な変化を付け，聞き手の注
意力をリフレッシュすることが必要になる。

イントネーションの項で述べたように，単
調なイントネーションも望ましくないが，こ
れを防ぐ一手段として「文の中で卓越させる
単語はないか」「情報を名詞で伝えるために
卓越させるものはどれか」に注意して，その
部分をやや強調して読むようにすると効果的
である。

ゆったりした速度の「やさしい日本語」では
聞き手の注意を引きつけるための手段が必要
になる。かといって，単語ごとに強調しては，
強調ではなく，単なる急激なイントネーショ
ンの変化にしかならず，基本的な後ろ下がり
イントネーションを破壊することになる。

   8.コミュニケーションの場
「やさしい日本語」を使う場合には，どのよ

うなメディアでどのようなコミュニケーショ
ンを作ろうとしているかが大きな問題になる。
これが音声化とどのような関係になるかとい
うと，話者と受け手の関係に他ならない。

単なる情報の提供なのか，指示，勧告，命
令なのかという違いである。緊急時にはメ
ディアの選択が限られ，情報発信者が適切な
メディアを選ぶことができない場合もある。

「やさしい日本語」が使われるのはこのよ
うな過酷なメディア状況が想定される。

話者と受け手がお互いの状況を確認しあえ
るような場であれば臨機応変に対応すること
も可能だが，一方的な伝達の場合には，受け
手の状況がどのような具合になっているかを
知る必要がある。緊急時にはさまざまな状況
があり，話者に受け手がどのような状況なの
かを知らせることは難しい。しかし，「やさ
しい日本語」話者は想像以上に肉体的，精神
的に疲労が蓄積しやすいことは理解してもら
いたい。なるべく受け手の状況をフィード
バックすることが話者に対して励ましにもな
り，責任感の向上にもつながることだろう。

受け手の状況のフィードバックは話者だけ
ではなく，情報発信者がよりよく状況を判断
するためにも必要なことである。

「やさしい日本語」の弱点の一つとして「単
位時間における情報量の低下」がある。何で
も伝えればよいというよりは，精選された情
報をコンパクトに伝えることに重点が置かれ
るべきである。

情報発信者が受け手の状況を正確に判断で
きれば，情報の的確な選択にもつながること
になる。

   9.「やさしい日本語」音声化の訓練
以上「やさしい日本語」の音声化の課題や留

意点を述べてきたが，これらを実践する人々
をどのように養成するかという問題がある。

話す速度をコントロールすることは訓練さ
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れた職業アナウンサーであれば，さほど難し
いことではない。しかしこのような人々が災
害の現場にいることは少ないであろうし，む
しろ本業の放送や通信の業務が優先するであ
ろうから，被災地の災害対策要員になること
は難しいだろう。

自治体やボランティア団体に対して要員の
育成を要請しなければならないだろう。

筆者は徳島県で実際にこのようなボラン
ティアに対して初歩的な指導を試みたが，約
2時間の講習で基本的な技術は飲み込んでも
らえたと考えている。

具体的に何を練習するかというと次のよう
な項目である。
1. 一息を長く使えるようにする練習

　軽く吸い込んだ息を同じような音程，音
量で継続させる練習。
・ 軽く息を吸い，呼吸をわずかに止めて吸気
（吸う息の量）を保持する

・ 通常使う程度の音量で「アー」と継続音を
発する

・同じ音程，音量でなるべく長く発声する
・ 指導側は，声が震えないか，音程や音量が

一定かに注意し，不安定になったところで
中止させる

・ 再び，息を吸い，発声を繰り返すが，吸気
をなるべくすばやく行うように注意する

・ 安定して吸気，停止，発声が繰り返せるよう
に訓練する

・ 安定した発声ができるようになったら，発
声時間を短くしたり，長くしたりする指示
を，吸気前に行う

・ 発声時間の長短にかかわらず，発声終わり
にすべての呼気（吐き出す息・胸に残って
いる空気）を使い果たすように指導する（短
い発声では，やや大きめの発声になるのは
許容するが，長い発声で音量が落ちないよ
うに注意する）

2. 呼気を使い果たすように発声する練習

文を発話する場合，一定の呼気量で発声
していると，短い文では呼気量は少なく，
長い文では呼気量が多くなる。短い文では
胸に空気が残り，次の吸気を重ねることで，
だんだん呼吸が困難になる。短い文でもす
べての息を使い果たし，新鮮な空気を吸い
込むことが必要になる。

「おはよう」など短くてよく使う文を用意
し，一息で吐ききる練習を繰り返す。このと
きに，長い文をはさみながら，文の長短にか
かわらず，一息を使い切るようにする。

3. 発音の練習

発音矯正は難しいが，最低限，あごを十
分に開き，調音点を正確にすることが必要
である。

練習では，「ア・エ」の音を連続してゆっ
くり発音させ，発音中は上下の前歯が発話
者の人差し指の太さ程度に開いているよう
に指導する。

さまざまな音が組み合わさる文では，開口
母音である「ア列」の音に注意して「上下の前
歯がある程度の開きを持つように」指導する。

一音一音がはっきりするためには，舌の
位置，口の開きかた（唇ではなくあごの開
き）がなめらかに十分動くことが望ましい。

4. 文節の練習

名詞+助詞，動詞+助動詞，さらに，形容
詞+名詞，副詞+動詞，のような文節を用意
し，なめらかに発音できるように練習する。

助詞が持ち上がったり，音量が徐々に大
きくなったりしないように注意する。

連続した文節を，区切りを入れて発音で
きるようにして行くが，区切りの部分で息
を吸わないように注意し，区切りでは「息
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を止める」ことを理解してもらう。
5. 文の練習

用意した短文を，区切りを入れながら読
む練習をする。

一音一音が明瞭であることが望ましいが，
「します」「です」などが等拍では不自然にな
るので，ある程度の「丸め方」が必要になる。

この段階では，文末に向かって下がるイ
ントネーションを体得してもらい，その上
で文末が不明瞭にならないように「開口の
保持」「速度の保持」に注意する。

6. 強調と卓立の練習

「やさしい日本語」では以上の練習をし
ただけでは単調な音声になる。

文の中のキーワード，主語と述語の関係
を卓立させて読む練習を行う。
・ キーワード，主語は何かを話者に指摘させる
・ そのことばが卓立できているかを確認する
（話者は自分の意識では卓立させていると
考えるが，必ずしも実現できていないこと
が多い）

・ 適切な卓立，強調が行えるように，録音・
再生を繰り返すなり，指導者が細かく指摘
する必要がある

7. 声調の練習

緊急時には，声調により内容のガイドを
する場合がある。緊急，至急，重大な情報
と，それ以外のものとの区別が必要になる
ためだ。

「緊迫した声」「威厳のある声」を作るに
はどのようにしたらよいかを考えてもらう。

発音の終わりの部分の処理，発音前の息
の止め方（胸圧をかけて止めておく）などに
より，自分の声調の変化を体得してもらう。

8. 読み上げる原稿のチェック

発音してみて，何が苦しいのか，不自然

なのかを文章分析により検討してもらう。
ただ単に読み上げるのではなく，みずか

ら「やさしい日本語」文章を作成できるよ
うにし，難しい語彙の言いかえ方にも習熟
してもらう。

9. その他，言いかえ，言い添え，説明などの

部分をどのように音声化処理するか

「やさしい日本語」では言いかえ・言い添
えが多く出現する。これらをどのように伝え
るかについては定型はない。経験上は，そ
の部分を別の文として声調を変えて伝える
ことが有効であると思われているが，文の
長さや内容により，必ずしも音声表現だけ
で処理できるとは思えない。別文にするな
どの処置を考えたほうがよいかもしれない。

音声処理で行う場合は，言いかえ・言い
添え部分を除いて練習し，そのイントネー
ションや発音を保持したまま，途中に，言い
かえ・言い添え部分を挿入する練習を行う。

これらの練習のうち，集団で行える部分は
5までである。6以降はマンツーマンの練習・
指導が必要になる。

本来は，プロ並みの講習と日々の訓練が必
要ではあるが，人数を確保するためと，災害
情報や必要な情報は何かということに注意を
払い，減災に努めてくれる人を数多く育てる
ことが急がれる。

（しばた みのる）

注） 科研費研究成果物『災害時に使う外国人のため
の日本語文案』松田陽子・前田理佳子・水野義
道・佐藤一之


