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──1──すべては「緊急の措置……」から
──────始まった

「緊急の措置をとる必要があると言っています」
これはNHKの現役アナウンサーであればお

そらくほとんどが知っている，トレーニング用の
例文である。

本稿では，この例文の分析を中心に，NHK
アナウンサーによって行われてきたイントネー
ションに関する議論の整理を試みるが，この文
でアナウンサーがどういうトレーニングをするか
を，あらかじめ簡単に説明しておく。まず，一
般の人がこの文を読んだ場合の典型的な音程
の変化と，トレーニングを積んだ人が読んだ音
程の変化の違いを比較するため，音響分析ソフ
トによるピッチ変化のグラフを図1と図2に示

す。なお，こうしたグラフでは，無声子音や無
声化母音には音程がないため，その部分が空
白になったり乱れが生じたりする。そこで，比
較しやすいように，空白部分を含めて曲線を
補っている。

図1を見ると，「ソチ」「トル」「アル」のそれ
ぞれの1拍目や，「ヒツヨー」の2拍目の音程が
その前の語の語末の音程に比べて急に高くなっ
ている。こうした音程変化を，語頭の上昇音調
と呼ぶ。また，これらの語では，音程がいっ
たん上昇したあとに大きく下降していて，文全
体として音程の上下動が大きくなっている。

これに対して，アナウンストレーニングでは，
文の途中で，語頭の上昇音調をあまりつけない
ようにする。また，それぞれの語の，音の下
降の幅も小さくする。これは文全体をひとつの
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意味のまとまりとして伝えることを目的としてい
る。そのために，いわば音程変化の面でも大
きなひとまとまりになるような読み方をするべき
だというのが，現在 NHKアナウンサーの「読
み」の最も基本となる考え方である。その結果
が，図2のような，全体がゆるやかに下降して
いく音調である。

この例文が NHKのトレーニングに取り入れ
られるようになったのは30年ほど前である。そ
のきっかけについて，元アナウンス室長の杉澤
陽太郎は，『現代文の朗読術入門』（杉澤2000）
のなかで，「すべては『緊急の措置を……』から
始まった」という見出しとともに振り返っている。
その一部を以下に引用する。

1975年のこと，学習院大学教授の岩淵達
治さんの次のような文章が新聞にのりました。

「NHKのアナウンサーは，たしかに発音は明

瞭だし，アクセントも正しいだろう，しかしイ
ントネーションがずれていないか」というもの
です。その時，岩淵さんが例としてあげたの
が，「緊急の措置をとる必要があると言って
います」という文です。この文で意味を正確
に組み立てていこうとすると，（中略）音がど
んどん下がってきてしまう。そこで，無意識に

「とる」とか「必要が」とか「ある」とか，意
味とは関係なしに，そこで音を上げてしまう。
その結果，ことに長いセンテンスでは，文意
を損なうというものです。これは本当に目か
ら鱗という感じでした。「NHKのアナウンサー
は自分のことばで話していない」と批判され
てきた，その根源に突き当たったように思っ
たからです。

ここにあるように，当時はNHK内部でもア
ナウンサーのニュースの「読み」への違和感
が指摘され，「取材者が伝えた方が説得力が
ある」といった議論も聞かれるようになってい
た。こうした，アナウンサーの存在意義にも
関わる問題意識に応えるものとして注目された
のが，イントネーションに関する指摘だったの
である。それまでのアナウンサーのトレーニン
グは，発音・発声・アクセントが主で，それ
以外の要素についての研究や指導はあまり行
われていなかった。従ってイントネーションの
面では，人によっては図1のような読み方に近
い場合もあったのではないかと考えられる。

この岩淵の指摘を受けて「意味通りのイン
トネーション」という視点での議論が始まり，
1980年代の杉藤美代子による一連の韻律研究

（杉藤1994）への協力などを経て，前述のよう
な方法論が生まれてきた。その後，杉澤の前
掲書をはじめとするNHKCTI日本語センター

図 1　一般的な「緊急の措置……」

図 2　トレーニング後の「緊急の措置……」
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のテキスト類や，長谷川勝彦の『メディアの日本
語』（長谷川2000）など，いくつかのまとまった
論考も発表されている。

しかし，この「意味通りのイントネーション」
という考え方が，NHKアナウンサー全体，あ
るいは朗読・アナウンスに関心のある教育関係
者などにどう理解されているのかを見ていくと，
人によって受けとめ方がやや異なり，誤解を持
つ人も少なくない。

例えば，議論の原点となったこの例文につい
ても，図2のように読むトレーニングをする意味
が必ずしも十分理解されているわけではない。
このことについて，杉澤自身も前掲書で以下の
ように述べている。

よく，NHKの日本語センターは，センテン
スの頭を高くして，ダダっと下げて行けと教え
ていると言われているようですが，そうでは
ありません。（中略）こういう文を意味通りに
読んでいけばそうなるのが日本語だと言うこ
とです。

この「センテンスの頭を高くして，ダダッと下
げていけ」というとらえ方は，しばしば「読み下
し」という言い方で表される。これは，どんな
文でも，図2のように高いところから低いところ
へと下げていくべきである，というとらえ方であ
る。また逆に，実際のニュースでは図2のよう
に読むと違和感がある文が多いことから，こう
したイントネーションの議論そのものの有効性
を疑う見方もある。

こうした混乱が生じる理由を考えると，従来
のNHKアナウンサーのイントネーション論のな
かでは，杉澤の引用にある「そうなるのが日本

語」であるという音声のメカニズムがあまり具
体的に説明されていない点や，図2のように読
むべき場合とそうではない場合の違いが，文
の構造や意味とどう関係するかが明確になって
いないという点があげられる。さらに，「意味
通りに」「意味のまとまり」といった場合の「意
味」のとらえ方が，ややあいまいであることも
指摘できる。

そこで，本 稿では，この「緊急の措置を
……」の例文の分析を手がかりに，言語学のう
ち，音声学，統語論，語用論といった分野の
基本的な概念を用いて，NHKアナウンサーに
よるイントネーションに関する議論の主要部分
を整理してみたい。これにより，ニュースや朗
読などでの多様な文をどのようなイントネーショ
ンで読むか，という考え方の基盤を提示できる
と考える，またこうした整理によって「取材者
が伝える」ことの意味も含め，アナウンサーの

「読み」の専門性とは何かがあらためて見えてく
ると考える。

──2──「緊急の措置……」従来の説明

元NHKアナウンサーで跡見学園女子大学
教授の広瀬修子は，平成19年，同大学の論
文集（広瀬2007）で，アナウンサーのイントネー
ション論の原点としてやはりこの「緊急の措置
を……」の例文をとりあげ，そのポイントをまと
めている。この論が，これまでの最も標準的
な説明と考えられるので，一部を引用したうえ
で，その内容をさらに詳しく解説していく。

日本語の共通語では，あることばが次の
ことばにかかるとき，特に次のことばを強

・

調
・

す
・ ・

る場
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

合でないかぎり（傍点は原文のまま），
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前のことばの方が，後のことばより音が高く
なる。
「緊急の……」の文を例にとると，まず「緊

急の措置」では，「緊急の」の方が「措置」よ
り音が高く，「措置をとる」では「措置」の方
が「とる」より音が高くなる。同様に「とる」
→「必要」，「必要が」→「ある」，「あると」→

「言っています」と，それぞれ前が高く，後が
低くなるため，結局は，「緊急の」から「言っ
ています」まで順次，音が下がっていくこと
になる。

このような，順に後ろへ後ろへとことばが
かかっていく文では，その中に，特に強調し
たいことばがないかぎり，この，しだいに音
が下がるイントネーションが基本である。つま
り，ひとつながりの意味のかたまり（意味句）
は，一つのこの型のイントネーションで読む
のが基本であり，同時に一つの意味のかたま
りは，一つの息で読むこともまた，もう一つ
の基本である。

ところが，この例文を読むときに，例えば
途中の「とる」で音が下がり切ってしまうと，
つぎの「必要が」で音を上げざるを得なくなり，

「必要が」が無意味に強調されてしまったり，
そこにフシのような不自然な抑揚が生じたりし
て，文意が伝わりにくくなる。従って意味をき
ちんと伝えるためには，文頭の「緊急の」で
十分高く読みだすか，あるいは，音の下げ方
をゆるやかにして，途中で音が下がりきらな
いようにしなければならない。

この内容を，解説のためさらに以下のような
項目に分ける。
①  あることばが次のことばにかかるとき，次の

ことばを強調する場合でないかぎり，原則と

して前のことばの方が，後のことばより音が
高くなる

②  後ろへことばがかかっていく文では，しだ
いに音が下がるイントネーションが基本

③  つまり，ひとつながりの意味のかたまりは，
一つのこの型のイントネーションで読むの
が基本（同時に，一つの息で読むことが基
本）

④  途中で音が下がりきってしまうと，次の音
を上げざるを得なくなり，文意が伝わりにく
くなる

⑤  従って，文頭で十分高く読み出すか，あ
るいは音の下げ方をゆるやかにする必要が
ある

このうちまず注意が必要なのは，②と③の
関係である。②では音を「下げる」のではなく

「下がる」と説明している。つまり，無意識のう
ちに「そうなるのが日本語」ということである。
このメカニズムを理解していないと，③の「こ
の型のイントネーションで読む」というのは意
識的に音を下げていくこと，つまり「読み下し」
であるという誤解につながる。そうではなく，
大事なのはむしろ音が「上がる」のを防ぐとい
うことである。そのことを④と⑤で説明してい
る。この⑤の具体例のひとつが図2の読み方
である。

ちなみ に， 図1で は， 音 程 の 幅 が 最 高
320Hz，最低180Hz程度の範囲に収まってい
るが，図2では，最高340Hz，最低150Hz程
度と，範囲が上下ともに拡大していることがわ
かる。使える音程の範囲が狭いほど，④にある
ように途中に上昇音調が表れやすくなる。この
ため⑤にあるように，音程の幅を広げ，変化を
調節する技術が必要になる。
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また，①では，「あることばが次のことばに
かかるとき」や「次のことばを強調する場合で
ないかぎり」という条件を示している。しかし，
実際のニュースや朗読では，この条件にあて
はまらない文も多い。そうした様々な文に「一
つのこの型のイントネーション」という「基本」
をどう応用できるかは，この①の条件の内容
をどう理解するかにかかっている。

──3──ことばが「かかる」～統語構造～

①のふたつの条件のうち，まず，「あること
ばが次のことばにかかるとき」という条件につ
いて，統語論の立場から解説する。ことばが「か
かる」ということを考える場合，ふたつの語の
意味の関係，あるいは意味の合成といった意
味論的な解釈では，実際の文の解釈が非常に
複雑になりがちであり，統語構造から見たほう
が解釈しやすい。

統語構造（または句構造）は，語句どうしが，
意味ではなく形式上どう結びついているかを示
す構造である。統語構造には小さなまとまりか
ら大きなまとまりへという階層的な構造がある。
それを示すため，下向き（または上向き）に枝
分かれする樹形図で表す。樹形図には，①語
の順序，②階層構造，③統語範疇の3種類の
情報を表示する。統語範疇とは，名詞，動詞，
名詞句といった文法上のカテゴリーである。ま
た，句は統語上ひとまとまりにできる語のひと
つながりを指し，句の主要部（中心となる語）
が動詞であれば動詞句，名詞であれば名詞句
と呼ぶ。
「緊急の措置をとる必要」の統語構造は，例

えば次のように表記できる。

こうした詳細な表記はスペースがかなり必要
になるため，表示する要素を分析に必要な部分
に絞り，一部を省略した表記を用いることもあ
る。本稿でも，統語範疇の表示は省略し，ま
た助詞を含む文節にあたる単位も含めて語とし
て扱う。そのようにした簡略な表記を下に示す。
また，さらにスペースを節約するために，句を
示す記号［　］の組み合わせで表すこともあり，
これを代用表記と呼ぶ。これもあわせて示す。

この［緊急の措置をとる必要］の統語構造を
見てみると，［緊急の］と［措置を］がひとつの

［緊急の措置を］という名詞句を作り，その句に
［とる］が合わさって［［緊急の措置を］とる］と
いう動詞句を作り，さらに［必要］が合わさって

［［［緊急の措置を］とる］必要］という名詞句を
作る，という階層構造が見られる。

緊急の　措置を　とる　必要
［［［緊急の措置を］とる］必要］

                    　　　　     NP 

           　　　　        VP         N
                                
         　　            NP     V         

　　　       　NP      P
　　　　           
　　　NP　 　 N

　　N　　P　　　　　　　　　
　　｜　 ｜　　　　
　 緊急　の　措置　を　とる　必要　

記 号 は　N：名 詞（Noun），V：動 詞（Verb），
P： 後 置 詞（postposition），NP： 名 詞 句（Noun 
phrase），VP：動詞句（Verb phrase）
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樹形図の枝分かれしているところを「節点」
と呼ぶ。この例文に見られるように，ある節点
から出ている2本の枝のうち，左側の枝がさら
に枝分かれしている場合，「左（ひだり）枝分か
れ」の構造と呼ぶ。代用表記では記号　］を間
に挟むことになる。

統語論では，ひとつの句は主要部とそれに
付属する部分を含むと考える。ことばが「かか
る」というのは，この付属部分と主要部との関
係として考えることもできる。例えば［［緊急の
措置を］とる］という句では，主要部は［とる］
であり，これに付属部である［緊急の措置を］
という句がかかっている。そして［緊急の措置
を］という句の主要部は［措置を］であるから，
この場合［措置を］が［とる］に直接かかると考
えてもよい。

これに対して，「きのう神田で本を買った」と
いう文は，下記の統語構造を持っている。

　
　

こちらは右枝分かれ構造が続く文である。
この場合，例えば［神田で［本を買った］］の［神
田で］は句の主要部［本を買った］という動詞句
にかかる。そして動詞句［本を買った］の主要
部は［買った］であるから［神田で］は，［買った］
にかかるとも言える。しかし，付属部である［本
を］には直接結びつかない。この場合［　の位
置に統語境界があるという。より一般的には句
の切れ目があるといってもよい。

複数の統語構造が想定できる文もある。例
えば「黒い目のきれいな女」は3種類の統語構
造が考えられる。

ただし，構成要素を4つ持つ樹形図はこの他
にも下記の2種類の形がある。きのう　神田で　本を　買った

［きのう［神田で［本を買った］］］

黒い　目の　きれいな　女
Ｂ［［黒い目の］［きれいな女］］

黒い　目の　きれいな　女　
Ｃ［黒い［［目のきれいな］女］］

黒い　目の　きれいな　女　
Ｄ［［黒い［目のきれいな］］女］

黒い　目の　きれいな　女
Ａ［［［黒い目の］きれいな］女］

黒い　目の　きれいな　女
Ｅ［黒い［目の［きれいな女］］］
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これを見ると，構造Ｄは［黒い］が［きれいな］
にかかる句を含み，構造Ｅは，［目の］が［女］
にかかる句を含んでいる。これらの句は日本語
として意味をなさないため，D，Eはともに日本
語として不適格となる。

この「黒い目のきれいな女」のように複数の
統語構造が可能な文は「あいまい文」と呼ばれ
る。同音異義語や多義語などが「語彙的あいま
い性」を持つというのに対して，こうしたあいま
い文は「統語的あいまい性」を持つという。ち
なみにこの文の元になったのは「黒い目のきれい
な女の子」（ロゲルギスト1969）という文である。
こちらはあいまい性がさらに大きい。「女の子」
を1語ととらえれば，可能な樹形図の形は前の
例と同じく5種類で，そのうち意味をなすものは
3種類である。また，「女の」「子（息子あるいは
娘）」という2語としてとらえれば，構成要素は5
つとなる。この場合可能な樹形図は14種類であ
り注），そのうち意味をなすものは8種類である。
あわせると，この文は意味の通る統語構造を11
種類持つことがわかる。ロゲルギストの著書で
は，「少なくとも8通り」としているが，これは文
の区切り方の違いから導き出した数である。上
記のように階層構造という考え方を用いれば11
通りとなり，これ以上はないことがわかる。

さきほどの広瀬の①の説明に戻ると，「順に
後ろへ後ろへとことばがかかっていく文」とい
うのは，左枝分かれ構造が続き，途中に統語
境界（句の切れ目）がない文，ということがで
きる。これが「この一つの型のイントネーション」
に対応する条件のひとつである。

この条件にあてはまらない，右枝分かれ構
造を含む文，すなわち，途中に統語境界があ

る文のイントネーションをどう考えるかについて
は，後ほど改めて検討する。

──4──「強調」とは～意味の諸相～

前項の①の条件のうち，「次のことばにかか
るとき」が統語構造に関わる条件を示していた
のに対して，「ことばを強調する場合でないかぎ
り」というのは，文の意味に関わる条件を示し
ている。ただし，意味ということば自体にもい
ろいろな意味があるため，ここで語用論の立場
から整理しておく。

文中のあることばを強調するかどうかは，そ
の文が置かれた状況や全体の文脈によって変
わる。こうしたメッセージの伝達や理解の前提
となる状況や文脈のことを一般的にコンテクスト

（context）と呼ぶ。つまり「強調」とはコンテク
ストに依存して決まる意味の一種である。

コンテクストに依存する意味にはいろいろな
種類がある。例えば「すみません」は，謝罪，
感謝，呼びかけなど多様な意味を表せる。この
場合，文そのものにあいまい性があり，状況に
よって異なる「表意（explicature）」を持つとい
う。また，「寒いね」は「窓を閉めていいですか」
という意味を持つ場合がある。このように，表
意に含まれていないが，そこから推測できる意
味は「推意（implicature）」と呼ばれる。さらに，
ニュースでは，ある情報が新情報か旧情報かの
違いが重要だと考えられており，社会状況や先
行する報道，視聴者層などによっても情報の重
要度が異なる。こうした聞き手にとっての情報の
重要度は「関連性（relevance）」という一般的
な定義が与えられている（スペルベル＆ウィルソ
ン1999）。そして，強調とは，「関連性の見込み」
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の伝達，つまり「聞き手にとって関連性がある
はずだという，話し手自身の考え」の伝達に関
わる手段である。情報の内容そのものではない
こうした話し手の意図や態度を「モダリティ」と
呼ぶ。イントネーションによる強調とはその中の

「関連性モダリティ」を担うということもできる（河
野2011）。以上，様 な々例をあげたが，こうした
コンテクストに依存するいくつかの意味は，総称
して「語用論的意味」と呼ぶことができる。

一方，広瀬の説明の④にある「文意」は，上
記とは異なり，コンテクストからは独立した，い
わば文字通りの意味を指すと考えられる。これ
を語用論では「sentence meaning」と呼ぶ。「文
の意味」と訳すとまぎらわしいので，ここでは「文
そのものの意味」とする。従って，「強調する場
合でないかぎり」という条件は，実質的には，「語
用論的意味」ではなく「文そのものの意味」を伝
える場合，という条件を示していると考えてよい。

文そのものの意味は，個別の語についての辞
書的な意味（語彙的意味）が，語の組み合わせ

（統語構造）によって合成されたり，一定の論理
形式が与えられることで生じる。それぞれの要
素の伝達と音声表現との関係を整理すると，個
別の語の意味の伝達に深く関わるのが「発音」
と「アクセント」であり，統語構造およびそれに
基づく論理形式の伝達に深く関わるのが「イン
トネーション」と「ポーズ」であると言える。

──5──音が「下がる」メカニズム

ここまで整理した①の条件，つまり，「統語
構造の上で句の切れ目がない文」について，「コ
ンテクストとは切り離した文そのものの意味を

伝える」という条件を前提に，共通語では音が
なぜ「下がる」のか，その音声学的なメカニズ
ムを見ていく。

まず，下記のA, Bの文を比べてみる。2つの
文はいずれも統語上の切れ目を持たない。違い
は文中の語にアクセント核があるかどうかである。
Ａ「緊急の措置をとる必要」
Ｂ「緊急の対策を決める必要」

このABの音程の変化のグラフを図3A，Bと
して示す。読んだのは同じ人である。

図3Aでは「ソチ」「トル」で，それぞれの語
頭でいったん音程が上昇し，その直後に大きく
下がるという音程のピークが見られる。これは
アクセント核がある語に表れやすい音調である。

一方，図3Bでは，こうしたアクセント核による
音程下降がないにもかかわらず，全体を通して

図 3A

図 3B
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音程が徐々に下がっている。これはイントネー
ションを構成する要素のうち，自然下降と呼ば
れる要素である。これは日本語に限らず多くの
言語に共通するもので，ひと息で発音された文
は，その間にしだいに音程が下がっていくとい
う現象である。通常，息を吸うことによって音
程がリセットされる。広瀬の説明にある「一つ
の息で読む」という注意点は，こうした音程のリ
セットが起きないようにするという意味もある。

そして，文末の音程を比べると，Aのほうが，
Bよりも20Hzほど低くなっていることがわかる。
これは，アクセント核による音程の変化が自然
下降による変化よりも大きいため，Aではこの2
つが合成された結果，全体の音程の下降幅が
大きくなっていると考えられる。このアクセント
と自然下降という2つの要素を念頭に先ほどの
広瀬の説明を見直すと，②以下の，文を単位
に考えるイントネーションについてはその通りだ
が，短い句を単位とした①の説明，すなわち，

共通語は，あることばが次のことばにかか
るとき，次のことばを強調する場合でないか
ぎり，原則として前のことばの方が，後のこ
とばより音が高くなる。

という説明については，アクセント核のある句と
ない句では関わる要素が異なることに留意しな
ければならない。

最初の例文「緊急の措置をとる必要があると
言っています」について，アクセント核による音
程の下降を「＼」で表すと，「キンキュウノソ＼
チ」「ソ＼チオト＼ル」「ト＼ルヒツヨー」「ヒツヨー
ガア＼ル」「ア＼ルトイッテイマ＼ス」と，短い
句のすべてにアクセント核が含まれる。従って，
これらの句に関しては「アクセントがあるから音

が下がる」という要因が大きい。一方，アクセ
ント核のない「キンキューノタイサク」「タイサク
オケントースル」「ケントースルヒツヨー」などは，
それぞれを独立して取り出すと，自然下降はあ
るだろうが，発話者の意識の上では音が「下が
る」とはほとんど感じられない。

従って，「緊急の措置をとる必要があると言っ
ています」という例文がトレーニングに適してい
る理由は，アクセント核が多く含まれるため音
程の下降が大きくなりがちで，それだけ「一つ
の型のイントネーション」に納めることが難しい
ためだということがわかる。こうした文では「音
の下げ方をゆるやかにする」ためには，特にア
クセントによる音程の下降を意識的に小さくす
ることが重要である。

このように見てくると，①の「前のことばの方
が，後のことばより音が高くなる」という説明が，
本稿の最初に触れた「読み下し」という誤解の
大きな原因になってきたとも考えられる。つまり，
アクセントによる下降と自然下降の区別をしてい
ないために，どんな場合でも「音が下がる」と
受け取められてしまうためである。しかし，重
要なのは音を「下げる」のではなく，音を途中で

「上げない」ことである。従って，①は「前のこ
とばより後のことばの方が，音が高くなることは
ない」という説明にとどめるべきだろう。

──6──なぜ音が「上がる」のか

次に，文の途中で音を「上げない」ということ
について考えてみる。そのためには，そもそも音
がなぜ「上がる」のかというメカニズムを知る必
要がある。しかし，この音の上昇という問題は，
これをアクセントの一部と考えるか，イントネー
ションの一部と考えるかによって，考え方が大き
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く異なる。このことについてまず触れておきたい。
従来の国語学では，文中の音の上昇には，

アクセントとプロミネンスという2つの要素が関
わると考えられていた。このうちアクセントにつ
いては，単語ごとの「アクセントの型」という考
え方と，それをもとにした「第1拍と第2拍は高
さが必ず違う」という東京アクセントの「法則」
があるとされていた。

この「法則」によると，1拍目にアクセント核
がある語，例えば「措置（ソチ）」は「高・低」
というアクセントの型を持つ。この場合，2拍目
は1拍目より必ず低くなる。それ以外の語では，
例えば「緊急（キンキュー）」は「低高高高」とい
うアクセントの型を持ち，2拍目は1拍目より必ず
高くなる。従ってどちらにしても1拍目と2拍目
は高さが違うというのが「法則」の説明である。

先ほどの図3のグラフを見ると，図3Aのよう
に，アクセント核がある語についてはこの法則
があてはまるように見える。しかし，図3Bの「対
策」「決める」「必要」のように，一般的にアクセ
ント核がない語が句中にある場合は，1拍目と
2拍目の音程の差が見られない場合が多い。ま
た図3ABともに，「緊急」は文頭にあっても上
昇音調がほとんど見られない。

このようなことから，現在では，この「法則」
は一般的には成立しないとみなされている。さ
らに，東京語のアクセントはアクセントの型で
はなくアクセント核の有無と位置で分析し，語
頭の上昇音調はアクセントの一部ではなく句に
かぶさるイントネーションの一部とする考え方
が有力である。これについては『放送研究と調
査』2011年4月号（杉原2011）ですでに検討し
た。この考え方では，上昇音調が表れない場
合を，言語学的には「無標（unnmarked）」と
見ることになる。無標というのは，マークがつ

けられていない，つまり，より自然で一般的な
状態であり，特に解釈や説明の必要がないこと
を意味する。一方，上昇が表れる場合は「有標

（marked）」と見る。この場合その現象が生じ
ている理由の説明が必要になる。

しかし，従来のように語頭の上昇音調をアク
セントの型の一部と考えれば，上昇がある場合
が本来の形であり，無標となる。従って図1や
図3Aの音調でなぜ音が「上がる」のかを考え
る必要はない。また，図2や図3Bのような音
調については，単語のアクセントの型がなぜ変
化するのかという説明が必要になる。この場
合，文全体を単位とする平らに続くイントネー
ションがアクセントを上書きする，あるいは何ら
かの理由で上昇音調がキャンセルされるという
説明が考えられ，そうした観点からの研究も行
われている。

どちらを無標と考えても説明は可能だが，放
送における意識的な音声表現を考えるうえで
は，上昇のない状態を無標と考えたほうが一貫
した解釈が可能となるため，本稿では基本的
にはこの立場をとる。例えば，語の強調に伴う
音程の上昇は，上昇音調を無標とする従来の
立場からは説明しにくい。無標の構造が有標
の方向に変化するのではなく，その逆の，いわ
ばマイナスの方向に変化することになるからであ
る。しかし上昇音調を有標と考えれば，強調し
たい語にはイントネーションの一部としての上昇
音調が表れる，という説明で十分である。

また，現在多くのNHKアナウンサーは，少な
くとも統語境界がない句においては上昇音調が
表れないほうがより自然であると判断している。
これは，図3Bのようにアクセント核がない場合
にとどまらず，図2のようにアクセント核がある場
合でも同じである。この点では，上昇音調がな
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い場合を無標とする考え方により近いと言える。
それでは，図3Aあるいは図1に見られる上

昇音調を有標と考えた場合，なぜ音が「上がる」
のか。ここではまず，すでに触れた強調をはじ
めとする，語用論的意味との関連をあげておく。
ただし語用論的意味といっても，話者が意識し
ているものだけではなく，無意識的な要素も含
まれる。

例えば「緊急の対策を決める必要」を特定
の指示をせずに読ませた場合の音程変化（図

4A）と，同じ人に「はっきりと読んでください」
という指示を与えてから再度読ませた際の変化

（図4B）を比較してみよう。なお，比較しやす
いように，Hz表示の範囲をこれまでより狭くとっ
ている。

これを見ると，Aに比べてBは，「キンキュー」
が低い音程から始まり，急速な上昇音調が表れ
ているほか，「タイサク」「キメル」などの語でも，

その直前の語末の音程に比べて低い音程から
始まり，そこから右上がりの上昇曲線が表れて
いる。このため全体的に音の上下動が増えてい
る。このような変化はアクセント核がある語で
はさらに大きくなる。文や語の意味とは関係な
く「発音をはっきりさせたい」という意識がある
だけで上昇音調が表れるという現象は，アナウ
ンス指導の場でもしばしば経験されている。こ
れは，無意識的な強調と言ってもよいだろう。

また上野は，「従来の『アクセントの型』を真
面目に練習すればするほど，そこから抜け出す
のが難しくなってくる。アナウンサーの発音で
も，改まれば改まるほど『不自然な上昇』がつ
いてしまう例はいくらでもある」と指摘している

（上野2003）。これは「改まった」アナウンスの
条件として「発声・発音・アクセント」だけを重
視した，かつてのアナウンス教育の限界を示し
ている。

これに類似した問題が，現在小学校で重視
されている音読教育の場で起きていることを指
摘しておきたい。音読教育が盛んになるにつれ
て，発音をはっきりさせることを重視するあまり，
文節ごとにぶつ切りにして一語一語に上昇音調
をつけるような読み方がこれまで以上に拡がっ
ているようである。このため，中学・高校の放
送部など，アナウンス指導の場では，このいわ
ば「文節読み」の影響による不自然なイントネー
ションの矯正に苦労するという状況が生まれて
きている。

一方，放送文や朗読原稿では，杉澤や広瀬
の説明にあったように，音の下降が大きすぎて
途中で音が下がりきってしまうと，そこで音を
立て直さざるを得なくなるという問題が大きい。
図1と図2を再び見てみよう。

図 4A

図 4B
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図1では，「措置を」の語末の音程が200Hz
程度まで下がっており，文末の音程まで20Hz
程度の余裕しかない。このため，「とる」や「必
要」などの語頭で音を立て直す必要が出てくる。
この場合，語用論的意味というよりは，いわば
生理的必要性を無意識に判断して音程を調節
していると考えたほうがよいだろう。一方，図
2では「措置を」の最後の音程は260Hz程度で
あり，文末の音程まで100Hz以上の余裕を残
している。このため，後続の語に不自然な上昇
をつける必要がない。ただしそのためには意識
的な音程の調整が必要である。

この文中の上昇音調が無意識的なものにも
かかわらず「不自然」と考える理由についても
触れておく。まず，このような長い文，あるい
は修飾語が重なるような文はそもそも日常会話
のなかではほとんど使われないことが指摘でき
る。つまり，文そのものが「不自然」なのである。
しかし，放送や朗読ではこのような文を「自然

に」聞こえるように読まなくてはならない。その
ため意識的な調節が必要になるのである。

また，こうした文そのものに関する問題とは
別に，「不自然な上昇」は統語構造をわかりにく
くするという点と，語用論的意味の推測を聞き
手に不必要に強いるという点を指摘できる。つ
まり，統語境界を含まない，広瀬のいう「一つ
の型のイントネーション」となるべき句の途中に
上昇音調があると，それが句の切れ目を感じさ
せるため，本来の統語構造がわかりにくくなる。
そのため文そのものの意味がわかりにくくなる。
また，より一般的に，上昇音調は聞き手にとっ
ては，何らかの語用論的意味を推測させるサイ
ンになるが，適切な語用論的意味がコンテクス
トから推測できない場合，聞き手の理解がそこ
でストップしてしまい，文全体の意味の理解を
妨げる。

──7──統語境界と上昇音調

ここまでは主に統語境界を含まない文につい
て述べてきたが，次に，統語境界を含む文にお
けるイントネーションについて考えてみる。統語
構造と上昇音調の関係については，これまで音
声学の分野でいくつかの研究がなされている。
代表的なものは窪薗晴夫による一連の研究であ
る。そのなかで窪薗は，［［青い屋根の］家］と
いう左枝分かれ構造の場合は句中に上昇音調
が表れないが，［青い［大きな家］］という右枝
分かれ構造の場合は，「大きな」に上昇音調が
表れるといった例をあげ，右枝分かれ構造によ
る統語境界は有標の構造として働き，そこに上
昇音調が表れる，あるいは自然下降などの音程
下降規則が阻止されるとしている（窪薗1995）。

これに対して上野は，［［青い屋根］の家］に

図 1　一般的な「緊急の措置……」

図 2　トレーニング後の「緊急の措置……」
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関しては，［屋根の家］という句があったとして
も意味をなさず，必然的に［青い］が意味上の
焦点となる。このため焦点にならない［屋根］
には上昇音調が表れないと解釈する一方，統
語境界を含む［青い［大きな家］］でも［青い］
に焦点がある場合は［大きな］には上昇音調が
表れないといった例をあげ，統語構造が一義的
に音調を決定するのではなく，音調の上昇は語
用論的意味によるとしている（上野2009）。

この考え方によれば，統語境界がある場合
には，そこに意味の焦点がある，あるいは句の
切れ目を示す必要があるなど，何らかの語用論
的意味が介在すれば音調の上昇が表れる。そ
うでなければ表れないということになる。これ
を音声表現の立場から見れば，統語境界がな
い場合は「上げない」のが原則であるのに対し
て，統語境界がある場合は，何らかの必要が
あれば「上げてもよい」という言い方ができる。

句の切れ目を示す必要がある例として，あい
まい文を読む場合があげられる。［［黒い瞳の］

［きれいな女］］では，［きれいな女］の前にポー
ズを置くか，あるいは音を上げるかして音声上
の切れ目を作らないと，聞き手は統語構造が
判断できない。このような短い文であれば間を
置かずに，上昇音調だけで切れ目を示したいと
ころである。

一方，［きのう［神田で［本を買った］］］のよう
にあいまいではなく，しかも短い文の場合，統語
境界に上昇音調をつけなくても文そのものの意
味の伝達にはあまり影響がない。また，「神田」
は「緊急」と同様アクセント核がなく2拍目が撥音

「ン」であるが，このような語は句頭に置かれても
上昇音調がつかない場合が多い。このような語
が句中にある場合に「カ／ンダ」という上昇がつ

くと，そこに強調などの別の語用論的意味があ
るように聞こえる。従ってここではむしろ，あえて
句の切れ目を示さないほうがよいとも言える。

なお，句の切れ目で音を上げてもよい，とい
うことは，ある程度下がってしまった音程をそ
こで立て直すことができるということでもある。
例えば「緊急の措置をとる必要があると大臣が
言っています」という文では，「大臣が」の前に
句の切れ目があり，そこで音を立て直せる。実
際に読んでみると，それだけで読みやすさがだ
いぶ違うことがわかる。

ただし，この「大臣が」の語頭の上昇が大き
すぎると，ここに強調などの別の語用論的意
味があるように感じられてしまうので注意が必
要である。大きすぎるというのは，少なくとも，
文頭の「緊急の」と同じ音程まで上がってはな
らないということである。『放送研究と調査』
2011年4月号で紹介したように，句の切れ目の
音の高さが，文頭の音の高さの半分以下であ
れば，全体のまとまり感をこわさないという研
究結果もある（郡2010）。

また，窪薗は，節境界など長い文を2つに分
けるような大きな統語境界には，音程の急激な
上昇が表れるとしている。これについても音声
表現の立場からは，語用論的意味を介在させる
と理解しやすい。つまり，文が長くなり統語構
造が複雑になるほど，統語境界の存在だけで
なく，その大きさの違いについても音声で示す
必要が出てくるということになる。

──8──「一語のように」と「意味句」

前項で示した，文の統語構造と音声表現の
関係に語用論的意味が介在する具体的な例とし
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て，長谷川が提起した「一語のように」発音す
るという方法論がある。ここで詳しく見ておく。

長谷川は『メディアの日本語』のなかで，文
の意味構造をいくつかのパターンに分けて分析
した後で「私の一語理論」という章をたて，「一
語のようにつなげて読むべき語句のかたまり」
の例をあげている。「岩の上で羽を休めている
海鳥が見える」という文や，「原子炉の出力を調
整する制御棒がどのくらい注入されているかを
示す二つの画面の表示が消えた」という文であ
る。そして，「センテンスの骨格」を明確に伝え
るためには，［岩の上で羽を休めている海鳥］と
いった修飾語のついた名詞句を「連体形による
説明の付いた一語」としてとらえ，「一語のよう
に」発音するべきだと述べている。

センテンスの骨格とはどういうことか，ひとつ
めの例文の統語構造を見てみる。

　
この統語構造の最も上の階層は［［○○が］

見える］である。つまりこれが「センテンスの骨
格」である。ただし，［○○が］という名詞句
の内部構造を見ると，［羽を］の前に統語境界
がある。これを「一語のように発音する」場合，
この［羽を］の前の統語境界は上昇音調として
は示さない。つまり，統語境界の有無にかかわ
らず，句中に上昇音調をつけないということに
なる。また，アクセント核がある語については，
音の下降幅を最小限にし，アクセント核がない
語と同様に音の段差が感じられないようにする，
という読み方になる。

なお長谷川は，同書ではあえてイントネーショ
ンということばは使わないと述べている。これ
は，句をひと息で一気に発音することにより，
音の強さの変化やモーラの長さの変化など，音
の高さの変化以外の韻律要素にも影響が出て
くるからであろう。「一語のように」という場合，
こうした面にも留意する必要がある。

「原子炉の出力を調整する制御棒がどのくら
い注入されているかを示す二つの画面の表示」
も，同様に［○○の表示］という名詞句であ
る。長谷川はこれもできるだけ「一語のように」
読みたいとする。ただしこれだけ長いと，途中
に音の上昇を全くつけないというのは生理的に
無理であり，また途中にポーズを置かないとか
えってわかりにくくなる。それではどうすればよ
いか。長谷川はこの文については，「どのくらい」
の前で間をとるのではなく，「二つの」の前で間
をとったほうが「意味の構造をより正確に表して
いるのではないか」と述べている。その理由も，
統語の階層構造を考えてみればわかる。

樹形図では，ひとつの句を三角形でまとめて
表示してもよい。そのように簡略化してこの名
詞句の構造を表示する。

これを見ると，「どのくらい」の前と「二つの」
の前の2か所に統語境界があり，ここでポーズ
を置いたり音を立て直したりしてもよい構造に
なっている。ただし，「どのくらい」の前の切れ目
を示す節点Ｂは，「二つの」の前の切れ目を示す

　岩の 上で 羽を 休めている 海鳥が 見える
［［［［岩の上で］［羽を休めている］］海鳥が］見える］

　　　　　　　　　　A

　　　    　B

原子炉○が　どのくらい○を　示す　二つの○表示
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節点Ａより下の階層にある。つまり，センテンス
のより大きな骨格は，節点Ａをはさむ構造にあ
ると言える。

ここで，節点Ａの位置，つまり「二つの」の
前の音の切れ目を作ると，聞き手は下記のよう
な句の構造をイメージしやすくなる。これはさき
ほどの樹形図をさらに簡略化した形になってお
り，本来の統語構造が保たれている。

しかし「どのくらい」の前に大きな音の切れ目
を作ると，聞き手は下記のような句の構造をイ
メージする可能性がある。これでは統語構造そ
のものが変わってしまうため，文そのものの意
味がわかりにくくなる。

なお，これぐらい長い文だと，実際には「ど
のくらい」の前でも句の切れ目を示したほうが
理解しやすい。ただし，その切れ目は「二つの」
の前より大きく感じられてはいけない。そのた
めには，「二つの」の前にはポーズと上昇音調を
併用し，「どのくらい」の前ではポーズを置かず
に上昇音調だけ使うという方法もある。このよ
うに，複雑な文の構造を示すためには，ポーズ
と上昇音調の多様な組み合わせが必要である。

さらに，ポーズの長さを変える，音程の上昇幅
を変える，といったことが自在にできる技術が
求められる。

この長谷川の「一語のように読むべき語句の
かたまり」という考え方に近いのが，杉澤が前
掲書で示している「意味句」という考え方であ
る。意味句とは，統語構造上ある程度大きな
階層の句のまとまりを，ひとつの意味のまとまり
としてとらえる考え方である。そして，このまと
まりを，イントネーション，あるいは息のひとま
とまりとしてそれぞれ独立させ，意味句と意味
句の間に十分にポーズを置きながら読んでいく
方法を杉澤は「意味句読み」と呼ぶ。

この「意味句」という考え方は，樹形図の表
示で，上記のように句を大きな三角形にまとめ
て表示するという考え方にも近い。この三角形
表示はその句の内部の枝分かれ構造にかかわ
らず，任意の階層に設定することができる。同
様に長谷川の「一語のように読む語のかたまり」
も杉澤の「意味句」も，統語構造から一義的に
決まる単位ではなく，コンテクストに応じて読
み手の判断により設定していくべき単位というこ
とができる。

──9──語用論的意味と「文節読み」

すでに述べたように，語頭の上昇音調は，そ
の語に語用論的意味があるというサインと考え
られる。このことを音声表現の面から言えば，
文中のある語に，語彙的意味以外の何らかの
語用論的意味があることを示したい場合は，
統語境界かどうかにかかわらず，その語で意識
的に音を上げればよいということになる。統語
上の切れ目がない「緊急の措置をとる必要があ

原子炉○○が○○かを示す　　　○○の表示

 原子炉○○が　　○○かを示す○○の表示
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ると言っています」という例文でも，コンテクス
トに応じてどこかを強調したい場合は，そこで
音を上げることになる。

先ほどの長谷川の例文についても，前項では
主に文そのものの意味を伝えることを考えたが，
現実の場面では当然このほかの語用論的意味
が加わってくる。例えば「制御棒」「画面」「表
示」などの語頭にどの程度の上昇をつけるか，
あるいは語の前後に間を置くかどうかは，コン
テクストに応じてどのぐらいその語をはっきり聞
かせたいかによって判断することになる。また，
前項で見てきた，句の切れ目をどの程度示すか
という判断や，意味句としてのまとまりをどの範
囲で作るかという判断もコンテクストに依存する
ため，これもある種の語用論的意味である。

こうしたコンテクストとの関係については長谷
川自身も，「連体形による説明の付いた」名詞
句を「一語のように」読むというのは，「この説
明の理解が聞き手にあることを前提にしている」
と述べ，これは「わかりきったことは一語一語
あまり丁寧に言わない」という大原則に関わっ
ているとしている。さらに長谷川は「ジャーナリ
ズムの音声」という章をたて，「わかりきったこ
と」と「新たにわかったこと」との区別の必要性
を論じ，その中で，さきほどの「一語のように」
読む場合とは逆の場合を示している。

例えば，大きな事件が発生したことを伝える
最新ニュースの場合，ブツブツと切ってもいい
から「ひとつひとつが重要ですよ」という気持ち
を込めて伝えるべきだとし，「このように，まる
で小学生の『文節読み』のように音声にしていく
べきなのです」と述べている。つまり，コンテク
ストによっては，文全体の意味のまとまりを伝
えるよりも，一語一語の意味を独立させて伝え

るほうが重要な場合があるということである。
この「文節読み」ということばも，杉澤の前

掲書で朗読の技法を指すことばとして用いられ
ている。ここでは「文節読み」について，「そ
れぞれのことばを立てて重ねていくときに使う」

「センテンスを目の前に起きているように表現し
たいときに使う」などとしている。そして，こう
いう技法を使うかどうかも，長谷川の「文節読
み」同様，コンテクストによって読み手が判断
すべきものである。

──10──「読み」の専門性とは

前掲の「文節読み」についての長谷川の引用
には，さらに続きがある。
「（このように，まるで小学生の『文節読み』

のように音声にしていくべきなのです。）しかし，
アナウンサーは，このようには，なかなか読め
ないものです。確信を持ってこのように音声にし
ていくアナウンサーが本当のアナウンサーだと
わたしは思います」というものである。そして，
アナウンサーもベテランになると，何でもいかに
も流ちょうに読む傾向があるが，それでは情報
が伝わらないと指摘している。これは，アナウ
ンサーの「読み」の専門性を考えるうえで重要
な指摘である。

「緊急の措置をとる必要があると言っていま
す」という岩淵の例文が注目された1975年当
時の，「アナウンサーは自分のことばで話してい
ない」という批判は，文そのものの意味が伝わ
らないという指摘にとどまらず，文そのものの
意味は伝わったとしても，上記のようなコンテク
ストによる意味が伝わらないという問題も大き
かったのではないだろうか。
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当時，おそらくそうした問題意識を背景に，
イントネーション論と並行して，「アナウンサー
の理解力・認識力」といった問題が議論され
るようになり，そこから取材経験，制作経験の
重視という考え方が生まれてきた。これは，語
用論的意味の理解力をつけるためのトレーニン
グとしては非常に効果的で，その後大きな成果
を上げている。つまり，ニュースバリューといっ
た社会的コンテクストの理解力は取材経験に，
またコメントに関係する映像・構成・効果・演
出といった放送番組上のコンテクストの理解力
は制作経験によって培われる部分が大きいの
である。

これまでこうした取材・制作経験については，
いわゆる「放送人」としてのジェネラリストの育
成手段として受けとめられる場合が多かった。
しかし，この20年ほどの間に日本でも語用論
の研究が進み，コンテクストに関わる語用論的
意味がコミュニケーションにおいて非常に重要
であることが明らかになっている。語用論的意
味の理解と音声によるその表現は，実際には

「読み」の専門性の大きな柱であり，音声表現
の要とも言えるのである。

もちろんそれだけでは十分ではない。記者
やディレクターなどがリポートをする際は，実際
に取材した項目についての語用論的意味の理
解は十分であろう。それがことばに説得力を持
たせることもある。しかし，アナウンスのトレー
ニングを受けていないと，それ以前の文そのも
のの意味を伝えるというレベルで不自然なイン
トネーションになりがちである。従って，リポー
トを担当する人すべてに，基礎的なトレーニン
グを行う必要がある。その基本はまさに「緊急
の措置をとる必要があると言っています」という
例文を，文そのものの意味が伝わるように読む

技術である。
アナウンサーのトレーニングについても，あ

る程度複雑な統語構造を持つ文を題材に，文
そのものの意味を伝える技術を身につける。コ
ンテクストの違いによる多様な読み方ができる
技術を身につける。取材・制作経験などでコ
ンテクスト理解力を身につける。というように，
課題を整理しておくことが必要であろう。

（すぎはら みつる）

 注） 要素数がｎ個の場合の樹形図の数Ｘ n は，下記
の式で求めることができる。
Xn ＝ X（n-1）×X1 ＋ X（n-2）×X2 ＋　・・・
　＋ X2×X（n-2）＋ X1×（n-1） 
X1 ＝ 1，X2 ＝ 1 であり，後は順に代入していく。
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