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 1. はじめに

このところ，テレビのニュース報道番組の中
で，以下のような表現が用いられているのをよく
耳にする（以下，斜体字の例文は，放送での実
際の発話例。筆者が作例したものについては，
末尾に「作例」と記す）。

（1）メジャーリーグのイチロー選手が，電撃
移籍です。（民放）

（2）無敵艦隊スペインを撃破，サッカー日
本男子が大金星です。（民放）

（3）尖閣諸島で，新たな動きです。（NHK）

などである。
（1）は，イチロー選手が電撃移籍し

・ ・

たことを，
（2）は五輪のサッカーで日本男子が，強豪スペ

インを破って金星をあ
・ ・ ・

げたことを，（3）は尖閣
諸島をめぐって新しい動きがあ

・ ・ ・

ったことを，そ
れぞれ表している。通常の文であれば，いずれ
も動詞を使った表現になるところを「名詞＋で
す」の形にしているのが特徴となっている。    

これは，ニュース項目の紹介など，番組の
冒頭部分で，聞き手を引きつけるための表現
として使われることが多い。10 年ほど前，ま
ず民放で使われ始めたとみられ，現在では
NHKのニュースでもしばしば使われている。
この表現について，放送現場には，「聞き手に
インパクトを与えることができ，効果的だ」と
いう声がある一方，「日本語として果たして適
切な表現なのかどうか」など，疑問を呈する声
もある。

この形式を取ると，なぜインパクトを持った
表現になるのか。この表現のさまざまな実例

ニュース報道における
「名詞＋です」表現について

～「イチロー選手が電撃移籍です」「尖閣諸島で新たな動きです」～
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ニュース報道番組の冒頭などで，最近「イチロー選手が電撃移籍です」「尖閣諸島で新たな動きです」など，文末
を「名詞＋です」とする見出し表現が，よく使われるようになっている。この表現は，強いインパクトをともない新し
い事実を伝えるという機能を持っているが，本研究では，この独特の表現が，2つの要素によって成立していること
を示す。1つは，本来なら動詞を使うはずのところを，代わりに名詞を使い，強い「述べ立て」の働きを持つ「です」
で文を締めくくるという点。もう1つは，通常であれば，動詞（または形容詞）述語文で機能する「中立叙述」とい
う形が，「名詞述語文」の中で機能しているという点である。これにより，特殊な効果が生まれ，聞き手に対する強
いインパクトへとつながる。この表現の「構造と機能」をさぐるとともに，放送で使う場合，どんな点に注意が必要
か，その留意点についても示す。
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（NHK・民放）をもとに，そのメカニズムにつ
いてさぐることが，本稿のねらいである。また，
その構造と機能を解き明かしたうえで，「容認
度」の濃淡について考察し，この表現を放送
で使う際の適否判断のヒントについても提示す
る。なお，この表現が，ニュースの「見出し」
に「です」を付けたもののように見えることか
ら，本稿では，以下，これを「見出し構文」1）

と便宜的に呼ぶことにする。

本稿では，「見出し構文」を，以下のように
定義する。

ここで使われる事象名詞は，主に，動名詞 3）

（サ変動詞の語幹）を指すが，なかには，動名
詞とならない場合もある。例えば，和語「動く」
の連用形から転じた「動き」，また漢語の「異変」

「緊急事態」，また外来語の「トラブル」など，
事態・事象を内包する名詞である。

（4）中国駐在の丹羽大使が一時帰国です。
（民放）（動名詞）

（5）未解決事件に新たな動きです。（民放）
（名詞）

 2.「見出し構文」の特徴

2.1　「見出し構文」の類型
本稿では，見出し構文を2つの型に大別す

る。
◇Ⅰ型（◯◯が～です）…（主部＋述部）型

（1）イチロー選手が，電撃移籍です。（再掲）

Ａ＝イチロー選手
Ｂ＝電撃移籍　　　　ＡがＢです

のように，文を主部と述部に分けることができ
る場合をⅠ型とする。

なお，下記のように格助詞「が」を省略して
いる場合も，Ⅰ型と考える。

（6）政権交代からおよそ 3 年，民主党（ガ），
分裂です。（NHK）

（7）上野動物園で 24 年ぶり，赤ちゃん（ガ）
誕生です。（NHK）

◇Ⅱ型（～で～です）（～に～です）（～を～です）
…述部のみ型

下記のように，文が述部だけで構成されるも
のをⅡ型とする。「～です」と体言（事象名詞）
を表に強く打ち出す表現となる。

（3）尖閣諸島で，新たな動きです。（再掲）

このほか，以下のようなケースがある。

（8）生活騒音をめぐる隣人トラブルで最悪の
結末です。（民放）

（9）滝行と称し娘を窒息死させた父親に判決
です。（民放）

（10）オリンピック開幕まであと 4 日，大会注
目のアスリートを特集です。（民放）

それぞれの文の意味をさぐっていくと，

文末が「事象名詞 2）＋です」となる
「ニュース見出し」の表現。
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（8）は，最悪の結末が生じた。
（9）は，判決が出た。
（10）は，この番組が（私たちが）特集する 4）。

というように，使われている「事象名詞」の意
味の構造を分析していくことで，隠れた主格（主
語）が，格助詞「が」とともに立ち現れる。

Ⅰ型とⅡ型を比べてみると，概してⅠ型で使
われる「事象名詞」は動名詞が多いのに対し，
Ⅱ型では，動名詞以外の名詞が多い 5）。

以下，さらに「見出し構文」が持つさまざま
な特徴を順に見ていく。

2.2　主題を示さない無題文
Ａ（主部）とＢ（述部）に分けて考えたとき，

見出し構文は通常「ＡはＢです」ではなく「Ａ
がＢです」という形を取ることが観察される。

例えば，

（11） 津波で被災しながら復活したサンマ漁
船が出港です。（民放）

　上記の見出し構文の「が」を「は」に変え，
「サンマ漁船は出港です」のように，有題文に
すると，不自然になる。

また，次の例についても同様である。

（12） 夏の高気圧が本領発揮です。（民放）
? 夏の高気圧は本領発揮です。

（? は，「見出し構文」として不適格であることを表す）

上記のように，多くの場合，「が」を「は」に
置き換えることができない。

本研究で取り上げた「見出し構文」につい

ては，鈴木智美（2010）が詳しく観察し記述
しているが，そこでも，見出し構文が「無題
文である」という特徴を持つことが指摘されて
いる。
「は」と「が」について，ここで簡単に触れ

る。基本的には，「が」が主格を表すのに対し
て，「は」は主題を表す。菊地康人（1997）は，

「が」については，「何がどうした」という事態
をそのまま，まるごと述べるのに対し，「は」
の最も普通の用法は，「話題（トピック）Ｔの
提示」と「その話題の部分が，どうしているか

（コメント）Ｃ」とに二分して，「Ｔについて述べ
るとＣ」といった述べ方であるとしている。
「は」と「が」は，上記の機能以外にも，例

えば，「は」が「対比」を表したり，「が」が「排
他」の意味で使われたりすることもある 6）。ま
た，文脈によって，「は」を「が」に，または，

「が」を「は」に置き換えても，ほとんど意味が
変わらない場合もあれば，置き換えが不可能
な場合もあり，「は」と「が」の使われ方は，さ
まざまである（この，「は」と「が」の違いがも
たらす文の構造の違いについては，3章で詳し
く述べる）。

2.3　受け身としても使われる
「れる・られる」が欠落したまま，動名詞が

意味の上で受け身として用いられる場合も少
なくない。

（13） 金正恩第一書記の側近が，突然すべて
の役職を解任です。（民放）

上記の文は，「側近が，すべての役職を解任
した」わけではなく，「側近が，すべての役職
を解任された」という意味であり，元の文の「解
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任」には，受け身の意味が含まれていると考え
られる。

2.4　過去形・否定形は使われない
Ⅰ型（◯◯が～です），Ⅱ型（～で～です，～

に～です，～を～です）ともに，過去形や否定
形では使われない。

Ⅰ型

（14）a. 日本中を沸かせたメダリスト 2 人が，
被災地を訪問です。（民放）

b. ? メダリスト 2 人が， 被災地を訪問
でした。

c. ? メダリスト 2 人が， 被災地を訪問
ではありません。

Ⅱ型

（15）a. 氷河観光ツアーで，驚きの出来事です。
（民放）

b. ? 驚きの出来事でした。
c. ? 驚きの出来事ではありません。

                 
2.5　「見出し構文」が使われる位置

NHKの場合，主として，ニュース報道番組
の冒頭で使われる。また番組内で項目が切り
替わり，新しい話題を切り出すときのことばと
しても使われることがある。さらに民放では，
CMに入る直前に，次のニュース項目の紹介と
して，よく使われている。これは視聴者の関心
をCM後まで引っ張る効果をねらったものと考
えられる。

 3. 「見出し構文」の構造と機能    

この「見出し構文」がニュース番組の冒頭な

どで広く用いられているのは，この表現には通
常の言い回しにはないある種のインパクトがあ
るからと考えられている。そのインパクトは，ど
こから生まれているのか。それを明らかにする
ため，見出し構文の持つ「構造と機能」につい
て考察していく。

3.1　インパクトの要因 その１
　～「名詞＋です」は強い述べ立てを示す

助動詞「です（だ）」は，文の中でさまざまな
機能を果たしているが，ここでは，「です（だ）」
のモダリティー 7）（話し手の認識や判断，態度）
に注目する。

まず，サ変動詞を使ったaと「動名詞＋です
（だ）」を使ったbを比較する。

a. あなたとは，これで絶交します（する）。
b. あなたとは，これで絶交です（だ）。

この2つは，ともに「絶交」の意思を表して
いるが，筆者の内省では，bに対して，より強
い意思，決意と呼べるようなモダリティーを感
じる。「です（だ）」は，名詞に後接し，名詞述
語を作り出すことで文の体裁を整えることが主
な機能だが，場合により，単にそこにとどまら
ない役割を持つ。その1つが，この強い「述べ
立て」のモダリティーである。

また，見出し構文の「ＡがＢです」をさらに
詳しく見ていくと，このモダリティーを持った「で
す」が，「『ＡがＢ』です」というように『　』の後
ろで機能しているように感じられる場合がある。

ここで，以下の例文a，bを比較する。

a. ◯◯が選手宣誓します（しました）。
b. 「◯◯が選手宣誓」です。

OCTOBER 2012
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aとbを比較すると，aが単に，これから起
きる事態（あるいは既に起きた事態）を端的
に述べているだけなのに対して，見出し構文
であるbは，出来事（場面）をタイトル化して，
聞き手にコンパクトに提示する効果を持つよう
に感じる。

ここまで述べてきたように，文末の「です
（だ）」が持つ強い「述べ立て」のモダリティーと
「場面の切り取り効果」が，見出し構文の持つイ
ンパクトの要因の1つになっていると筆者は考え
る。
「見出し構文」に関しては，ともすれば，文

末の「名詞＋です」という形にのみ目が行きがち
だが，インパクトという点では，さらに統語構
造にも，その要因があると考えられる。次に，
構文上の要因について述べる。

3.2　インパクトの要因 その 2
～接ぎ木形式の特殊な構文

1章で述べたとおり，この「見出し構文」は，
もともと動詞述語文の文末を，「名詞＋です」と
して，名詞述語文に変えたものであり，いわば，
動詞文と名詞文が「接ぎ木」されたかのような，
特殊な形の構文になっている。

こうした接ぎ木構造の文は，この「見出し
構文」のほかにも，いくつか類型が見られる。
南不二男（1993）は，このような「接ぎ木」構
造を持った文について，「一種のハイブリッド
的性格の構造を持つ」と述べ，これを「疑似
名詞述語文」と名付けた。そして，用例として
次の文を掲げている。   

「工事は，今日中に終了だ」

通常の動詞述語文であれば，「終了する」と

なるが，ここではサ変動詞を使わずに，「終了
だ」という「名詞＋だ」が使われている。動詞
述語文と名詞述語文が組み合わされたという
点では，この文は，今回取り上げた「見出し
構文」とよく似た形になっているが，主格のあ
とに，「は」を取るか，「が」を取るかが異なっ
ている（見出し構文Ⅰ型では，「工事が，今日
中に終了だ」となる）。助詞が 1つ異なるだけ
だが，それによって，文の情報構造（文のど
こに焦点が置かれているか）には大きな違い
が生じる。次節では，よく似たこの2つの文
を対比させながら，見出し構文がどのような
情報構造を持つかを中心にさぐっていく。

3.3　見出し構文は，まるごと焦点
文の意味は，必ずしも１つではなく，文脈次

第で異なる。その文に先立ち，どのような「前
提（先行文脈）」があるか（前提がない場合も
含める）によって，文のどこに「焦点」が置か
れるかが変わってくる。ここでは，文の「焦点」
の位置を，前提となる「問い」を与えることに
よってさぐり，見出し構文が，文全体に焦点の
ある文であることを確かめる。

さきほどの「工事は，今日中に終了だ」という
文は，「ＡハＢダ」という形となっている。

このＡとＢを，ニュースとして現実味を帯び
た次の内容に置き換えても，文の構造は変わら
ない。

A=宇宙旅行
B=今年中に実現

㋑「 宇宙旅行は，今年中に実現です」
「A ハ B ダ」
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上記の「ハ」を「ガ」に変えたものが，下記の
文（見出し構文）である。

㋺「 宇宙旅行が，今年中に実現です」
「A ガ B ダ」

焦点の位置には，下記の3通りの可能性が
ある。

①Ａ（宇宙旅行）に焦点
②Ｂ（今年中に実現）に焦点
③ＡとＢのどちらにも，偏らない

㋑「ＡハＢダ」と，見出し構文である㋺「Ａ
ガＢダ」が，上記①，②，③のどれに該当する
かを明らかにするためのテストとして，ここで，
前提となる問いを2つ用意する。

「宇宙旅行は，いつ実現するか？」（問1）
「今年中に実現するのは，何の旅行か？」
（問 2）

である。㋑，㋺の文がそれぞれ，上記の問い
に導かれた場合，文としてきちんと成立するか
どうかを試す。

なお，ここでの「焦点」とは，単なる強調点
とは異なる。天野みどり（1998）が「単に強調
されている部分，重要な部分，あるいは絞り込
まれている部分ということではない。」と述べて
いるように，あくまで，「問い（前提）」に対する

「答え」である。

㋑㋺が，それぞれ，問１に導かれたものだと
すると，まず㋑については，　

「宇宙旅行は，いつ実現するか？」
「宇宙旅行は，今年中に実現です」（㋑）

というやり取りは，有意味に成立する。
しかし，
「宇宙旅行はいつ実現するか？」　
「宇宙旅行が，今年中に実現です」（㋺）

というやり取りは，成立しない。
次に，問２については，㋑の
「今年中に実現するのは，何の旅行か？」
「宇宙旅行は，今年中に実現です」（㋑）

というやり取りは，成立しない。
（＊は，問い，答えの対応関係として不適格であること
を表す）

一方，㋺の
「今年中に実現するのは，何の旅行か？」
「宇宙旅行が，今年中に実現です」（㋺）

は成立する。
これは，今年中に実現するのは，深海旅行

でも，北極旅行でもなく，「宇宙旅行」だとい
う意味である。「Ｘ旅行が今年中に実現する」
という文のＸを埋める値が，「深海」でも，「北
極」でもなく，「宇宙」であることを示してい
る。「宇宙旅行」に韻律的な強勢を置くことで，
いっそう意味が際立つ。前提と焦点の対応関
係から，ここでは㋺は，Ａに焦点のある文と
みなすことができる。これは，㋺について，「指
定文 8）（解答提示）」としての読みが成立するこ
とを示している。

問1，問2という前提に対しては，以上の読
みが可能であり，判定の結果は，表1のように
なる。

＊

＊
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ここまでは，当該の「AハBダ」または「A
ガ Bダ」という文に，前提を与えた場合だが，
次に前提を置かない場合について考察する。
そもそもニュース報道番組の冒頭部分では，
明示的な先行文脈は存在しない。先行文脈
がない状況の中で，㋺について吟味してみる
と，前提を与えた場合とは別の，もうひとつ
の読みが浮かび上がってくる。Ａ，Ｂどちらに
も均等に焦点があり，情報をまるごと伝える「中
立叙述 10）」という読みである。

一般に，「ＡガＢダ」のＡについては，未知
の新情報としてとらえがちであるが，前提を置
かない場合には，Ａ（宇宙旅行）に焦点が偏る
ことはないし，また，Ｂ（今年中に実現）に偏
ることもない。名詞述語文で見落とされがちな

「中立叙述」の読みが，ここで成立する。
一方，㋑について見てみると，前提となる先

行文脈がない場合は，2.2に示したように，「Ｔ
について述べるとＣ」という下記の２段重ねの
構造を持つものと考えられる。

「宇宙旅行について述べると，
　Ｔ（トピック）

      それは今年中に実現です」
　　　　　　　　　　　Ｃ（コメント）

したがって，前提の有無にかかわらず，㋑は
Bに焦点のある文（措定文）となる。

この結果をまとめたものが，表2である。

このように，前提（先行文脈）を持たない，
ニュース番組の冒頭のような場合には，㋺「Ａ
ガＢダ」は，文全体がまるごと焦点の「中立叙
述」となる。

この「中立叙述」としての使い方こそ，「見出
し構文」に他ならない。「驚いたことに」「大変
です」「今，大きなニュースが入ってきました」「な
んということでしょう」などを見出し構文の前に
持ってくると，文の意味がさらに際立つことが
わかる11）。

この構造分析は，以下の「見出し構文」につ
いても，同様に当てはまる。

（16） Ｔ社とＮ社。自動車業界大手 2 社が，
今年中に合併です。（作例）

（17） 広がる電子書籍。最大手のＡ社が，来
月にも日本市場に参入です。（作例）

      
3.4　見出し構文（Ⅱ型）の情報構造

さらに，「述部のみ（Ⅱ型）」の発話に関しても，
「中立叙述」としての読みと「指定文（解答提
示）」としての読みの両方が考えられる。これに
ついては前提の取り方によって，どちらの使い方
になるのかをⅠ型同様，区別することができる。

次の発話がその例である。

（3） 尖閣諸島で，新たな動きです。（再掲）

㋑ＡハＢダ ㋺ＡガＢダ

問 1
②

B に焦点
（措定文 9））

問 2

①
A に焦点

（指定文・
解答提示）

表 1　㋑と㋺の情報構造（焦点構造）

㋑ＡハＢダ ㋺ＡガＢダ

前提なし
② B に焦点
（措定文）

③中立叙述
見出し構文

　

表 2　前提がない場合の情報構造
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a. 前提となる先行文脈がない場合
（大きなニュースが飛び込んできました）
「尖閣諸島で，新たな動きです！」［中立叙述］

b. 前提となる先行文脈がある場合
（「新たな動きがあったのは，何諸島か？」
という問いに導かれる場合）

「尖閣諸島で，新たな動きです」［指定文
（解答提示）］

3.5　日常の発話に見られる同様の表現
この「見出し構文」と同じ構造を持つ表現

は，日常の話しことばとして珍しいものではな
い。とりわけ，目の前の状況を描写するような
形でよく使われる。

砂川有里子（2005）は，中立叙述の名詞述
語文として，以下の例を示している。

　
･「信号が赤だよ。気を付けて。」
･「あれっ？ 食堂が休みだ。」

この例は，いずれも前提がない（先行文脈を
持たない）形での発話であるとともに，「ＡガＢ
ダ」というⅠ型の見出し構文と同じ形になってい
る。

一方，Ⅱ型と同じ構造を持つ表現の典型は，
「火事だ！」という発話である。

この「火事だ！」は， 中立叙述であり，「地震
の際，何が一番恐ろしいか？」という質問に対
する答えとしての「火事だ」［指定文（解答提示）］
とは，異なっている。　

また島守玲子（1993）は，「名詞はある事物に
与えられた名称であるから本来時間的変化の概
念とは無縁のものである。従って文焦点型（引用
者注　中立叙述型）と解釈される名詞述語文は

数少ない」としたうえで，以下の例をあげている。

あら，また雪ですわ（立原正秋『辻が花』）12）

聞き手に対して，どこまで強く働きかけるか
は別として，この「あら，また雪ですわ（あっ，
雪だ）」も，基本的な構造は「火事だ！」と同様
である。

日常の発話で観察することができる上記の
例は，いずれも「見出し構文」と同じ構造を持
ち，新規の情報を述べ立て，聞き手の関心や
注意を呼び起こす機能を持つと考えられる。

3.6　驚き・感慨を表す効果
通常，「中立叙述」は，動詞述語文，形容

詞述語文で機能する。見出し構文は，名詞述
語文でありながら，「中立叙述」の形をとって
いるわけだが，新屋映子（1994）は「中立叙述」
が，名詞述語文で使われるケースとして，以下
の4つをあげている。

①聞き手に未知の事物の存在を知らせる
場合。
例　（写真を見せながら）これが長男の太
　　郎です。
　　あれ，子供さんがいらっしゃったんで
　　すか。

②話の場や文脈の中に新しく事物を導入す
る場合。
例　 私は昨日，女の子に道を教えてもらい

ました。その女の子はこの子です。

③独立文の形態を取りながら，内容的に従
属句的な性質を帯びている場合。

OCTOBER 2012
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例　階段が急です。お気を付けください。

④見聞した事態に驚いて思わず発したり，事
態への感慨を表したりする場合。
例　 あの太郎が高校生ねえ，月日の経つ

のは早いものだ。
新屋（1994）より

（例については，一部を抜粋した）

新屋（1994）は，この4つのケースについて「指
定文（解答提示）」ではなく，「中立叙述」として
の読みをとったうえで，以下のように述べている。
「従来，名詞述語文が「MがＮだ」の形態を

取るとき，Mが新情報，Ｎが旧情報という情報
構造を持つとされてきた。しかしそれは第二指
定文（引用者注　指定文・解答提示）の場合で
あって，四種に分けて示した上のような中立叙
述文としても「MがＮだ」もあることを強調して
おきたい。」

そして，「が」が，常に，新情報あるいは，
焦点を示すとする固定的な考え方，つまり「指
定文（解答提示）」として使われるという考え方
では，混乱が生じるとしている。

新屋（1994）が示す上記①～④のうち，本稿
で取り上げた「見出し構文」につながるのは，事
態に対する「驚き・感慨」を表す④のケースである。

例　「あの太郎が高校生ねえ」
あの太郎 =Ａ
高校生 =Ｂ         「ＡガＢ」

終助詞の「ねえ」を省けば，「あの太郎が高
校生」となる。ここでは，「だ」をともなわずに，

「ＡガＢ」という構造が単独で機能していること

に注目したい。名詞述語文の中で中立叙述が
使われるという特殊な構造が，「驚き（意外性）・
感慨の表出」という機能を内包しているのであ
る。

そして，この構造は，見出し構文に見られる
以下の例と同様であると言える。

「ＡガＢ」
・党首が落選　
・富士山が大噴火
・日本勢が48年ぶりの金メダル

さらに，そこに追い打ちをかけるように「で
す」を付けたのが，「見出し構文」だと言える。
（なお「高校生」は，「高校生になった」とい

う意味にとらえ直すことができ，本稿でいう「事
象名詞」として機能していると考えられる）

以上，Ⅰ型の「見出し構文」を中心に，その
構造をさぐってきた。

ここで，文末に動詞を使った通常の文と，見
出し構文とを比較する。

a. イチロー選手が，電撃移籍しました。（中
立叙述・動詞述語文）

b. イチロー選手が，電撃移籍です。（中立叙
述・名詞述語文）

上記を単純に比べると，aよりもbの方が，
インパクトが強いと感じられるのはなぜか。

筆者の内省では，aが客観的に淡 と々事実を
伝える現象描写である一方，bについては，単
なる現象描写にとどまらず特別なニュアンスを
まとっているように感じられる。「大変です！大
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ニュースです！」という「驚き・感慨」を含んだ
発話態度である。このインパクトは，決して，

「耳慣れない表現」だからということだけでは
ない。a，bどちらも「中立叙述」だが，aのよ
うな通常の動詞述語文と，bのような名詞述語
文とでは，だいぶ趣が異なる。名詞述語文と中
立叙述のイレギュラーな組み合わせが，ここで
独特の響きを生み出しているのである。これは，
話者の驚き（意外性）の「表出」であるとともに，
同時に，聞き手の驚きを誘う効果にもつながる
と言えよう。さらに，文末の「です」によって，
強い「述べ立て」のモダリティーが付加される。
ここにこそ，見出し構文が持つ強烈なインパク
トのメカニズムが隠れているのではないかと筆
者は考える。

以上，見出し構文の持つインパクトの仕組み
について考察してきた。次章では，実際の放送
例を中心に，どうすれば，違和感の少ない使
い方ができるか，その方策について提示する。

 4.「見出し構文」の
　　　　　    　容認度

13）

の濃淡 
 4.1　文末名詞表現の容認度について

1章で触れた「日本語として適切なのかどう
か」という疑問の声は，名詞述語文と動詞述語
文を結合させた「接ぎ木」のような形（ハイブ
リッド形式）になることで，主述がきちんと結
ばれていないと感じられる（とりわけ，Ⅰ型「Ａ
がＢです」）ことから来ていると思われる。日本
語の書きことばとしての規範性を重視すれば，
確かに出て来づらい表現だが，前章で述べたよ
うに，日常の「話しことば」の中に，この表現
が存在することも，また事実である。前章に示
したほかにも，例えば，「来る」の尊敬語である

「見える」が，「○○さまが，お見えです」のよう
に，名詞形で使われている。また，できあがっ
たばかりの料理を提供するときに「はい，でき
あがりました」と言わないわけではないが，「は
い，できあがりです！」という表現も同様にある

（「お見え」も「できあがり」も，本稿でいう事
象名詞と考えられる。「こと」が「もの」に変容
しているのである）。したがって，この表現そ
のものが，書きことばとしてはともかく，話しこ
とばも含めて考えれば，日本語として，おかし
な表現とまでは言えない。

またテレビでは，画面に映る見出しスーパーと
ともにキャスター，アナウンサーが発話すること
も多く，視聴者が，「見出しスーパーを括弧でく
くって『です』を付けたもの」と理解すれば，こ
の点についての容認度は高まるものと思われる。

この点で，まだなお残る違和感を減らす方策
としては，以下の2点が考えられる。

①Ⅰ型（主部＋述部型）を，可能であれば，
Ⅱ型（述部のみ型）に変換する。

（18） 日本男子チームが快挙です。（作例）
   ⇒日本男子チームの快挙です。（作例）

②場合によっては，「◯◯が～です」の「が」
など，格助詞を以下のように省略する。

（19） なでしこジャパン（ガ），金メダルへ向
けて，好発進です。（民放）

（20） ロンドンで，閉会式のわずか 8 時間前
に，大規模火災（ガ）発生です。（民放）

格助詞がなくなることで，「接ぎ木」であると
いう意識をある程度は，弱めることができる。
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4.2　能動態，受動態のねじれ
動名詞が，受け身として使われるものは，そ

うでないものに比べると，一般に容認度が低い
と思われる。

（21） オスプレイが岩国基地に陸揚げです。
（作例）

また，2.3で掲げた以下の例文は，やや紛ら
わしい。

（13） 金正恩第一書記の側近が，突然すべて
の役職を解任です。（再掲）

側近が「解任したのか」，それとも「解任され
たのか」，聞き手は一瞬とまどう。

一方，以下の例文では紛らわしさは少ない。

（22） インドネシアで日本人が逮捕です。（作例）

「海外で逮捕」と言えば，通常は「逮捕する」
ではなく，「逮捕される」ことがまず思い浮かぶ
ことから，紛らわしさは少ない。しかし，ねじ
れの点で違和感が残る場合もあると思われる。
「逮捕」という動名詞について言えば，以下

の例のように，ヲ格の項を前に出せば，この点
での違和感はなくなる。

（23） 17 年間の逃亡でした。特別手配，最
後の 1 人を逮捕です。（NHK）

4.3　要求される項が
　　　　　 欠如することによる違和感

動名詞の場合，それぞれの語には，必須の
項（格成分　～ガ，～ニ，～ヲなど）が存在す

る。その必須の項の欠如が違和感につながる
おそれがある。欠けた項が焦点となるよう，次
の発話につなげていくというレトリックもない
わけではないが，必要な項が特に2つ以上示
されていない場合には，ストレスが強く，容認
度が低下する。

（24） 活断層の可能性で，志賀原発，大飯原
発に再調査を指示です。（民放）

「原子力安全・保安院が電力会社に対し，敷
地内の断層の再調査を指示した」という内容の
見出し構文である。「指示」という動名詞に対
して，必要な項が埋まっていない。「指示」とい
う動名詞が要求する項は，「誰が，誰に，何を」
であるが，例えば，「活断層の可能性のある志
賀原発，大飯原発。（原子力安全・）保安院が
再調査を指示です。」とするなどして，項を埋め
たい。省略できるかどうかは，まず，それが省
略されたときに意味に紛れを生じないという点
が大前提となる。

4.4　省略された述部の推測
前節は，動名詞が使われている例だが，名詞

の場合には，それを主格とする文の述部が，容
易に推測されるものでないと容認度は低くなる。
「新たな動きです」「驚きの出来事です」「異変

です」は，それぞれ「新たな動きがあった」「出
来事があった」「異変が起きた」という意味にな
る。「～な催しです」は「催しが開かれた」，また

「～の第一歩です」は「第一歩を踏み出した」と
いうように，隠れた述部を容易に推測できるが，
語によっては，推測が難しい場合がある。これ
らは，1章でも述べたように，事態・事象を内
包した名詞であるが，適切な「事象名詞」が選
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ばれているかどうかがポイントとなる。
さらに，「が」で表される主語が，事象の中

でどのように働くかが，以下のように紛らわしい
例もある。

（25） タレントの◯◯さんが，交通事故です。
（作例）

「交通事故」は，事態・事象を表す典型的な
名詞と言えるが，上記の例では，2通りの解釈
が可能となる。

①◯◯さんが，交通事故を引き起こした。
②◯◯さんが，交通事故に巻き込まれた。

一義的には，①の場合が多いと思われるが，
②を完全に捨てきれるかといえば疑わしい。

4.5　「見出し構文」のように見えて，
　　　　　　　　　そうではない場合

見出し構文を，中には新しい話題の切り出しの
ことばとして，番組の途中で使う例も見られるが，
番組冒頭での使用に比べ容認度が下がることか
ら，なるべく避けることが望ましいと思われる。

ただし，次に掲げるように，一見，「見出し
構文」のように見えて，そうではないものもあり，

「見出し構文」なのか，そうではないのか（単
に，文末に「名詞＋です」を置いたものなのか）
を判断する必要がある。

（26） 首都圏を発着する各線，各新幹線は，
平常通りの運転です。（NHK）

JR東日本の担当者が，自社の輸送指令室か
ら伝えているケース。文末は，「運転されていま

す」の代わりに，「運転です」と，「名詞＋です」
が使われているが，これは，「前提」をともなっ
た伝え方であり，中立叙述ではない（そもそも，

「～が」ではなく，「～は」が使われている時点
で既に，見出し構文ではないとわかる）。これ
は，「平常通りの運転」に焦点が置かれた文と
考えられる14）。

一方，「～が」を使い，見かけ上は「見出し構
文」そのものでありながら，文脈上，見出し構
文にならないケースもある。

プロ野球に関する項目の中で，翌日の予告
先発を伝えるという場面で見られた下記のよう
な表現である。

（27） 中日は，エース吉見投手，対する巨人は，
宮国投手が，5 月 16 日以来の登板です。

（NHK）

これについても，文末で「登板します」の代
わりに「登板です（名詞＋です）」が使われてい
るが，「明日の予告先発を伝える」という場面
が前提となっているので，中立叙述ではない。
ここでは，「宮国投手」に焦点のある，前項焦
点の指定文（解答提示）となる15）。
（26），（27）の場合は，「見出し構文」ではな

いので，途中で使っても差し支えはない。

4.6　多用は避けたい
ニュース報道番組の冒頭で，「大変だ！」「大

ニュースだ！」というニュアンスを含む「見出し
構文」を毎日のように聞かされると，聞き手は
辟易する。使いすぎると，せっかくの効果が生
かせなくなるおそれがある。「見出し構文」は

「ここぞ」というところで使うべき表現だと考え
られる。
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 5. おわりに

5.1　「見出し構文」が広がる背景
　　　　　～進む「です」の優勢化 

幕末から明治にかけて使われ始めたとされる
丁寧語「です」の広がりが，このところ著しい。
室町時代以降，長きにわたって使われてきた「ま
す」表現を，「です」表現が侵食しつつあること
が，井上史雄（1998）でも指摘されている。も
ともと，「です」は，名詞の後に付くことばだが，
形容詞に「です」を付ける，例えば「美しいで
す」という言い方も，受け入れられる方向にあ
る。特に，話しことばにおいて，終助詞「よ」

「ね」などを付けて，「美しいですね」「美しいで
すよ」などとすると，容認度はさらに高まる。ま
た，動詞が後に付く形は，「です」単独では無
理だが，「でしょう」の形（例「やるでしょう」）で，
既に登場している。

さらに，「到着です」「登場です」「注目です」
「了解です」など，一部のサ変動詞については，
語幹に「です」を付ける形を最近よく耳にするよ
うになり，それにともない容認度も高くなってき
ているものと思われる。このほか，若い世代を
中心に，「期待です」「感謝です」「感激です」な
どの言い方が増えている印象がある。こうした
ことも，「見出し構文」が広く受け入れられる背
景の1つになっている可能性がある。

5.2　まとめ
「見出し構文」のポイントは2つある。1つは，

文末に名詞（動名詞）が置かれ，「です」で結
ばれる名詞述語文であるということ。もう1つ
は，通常は，動詞述語文，形容詞述語文で使
われる中立叙述が，名詞述語文の中で機能し，

「驚き・感慨」のニュアンスを醸し出していると

いうことである。文末の「です」の持つ効果と，
文全体の構造が結びつき，強いインパクトにつ
ながる。

動詞を取らず，文末に名詞が来ることの違和
感は，「です」表現が進出すればするほど，薄
らいでいくと思われる。ただし，必要とされる
項（格成分）が満たされていない場合は，違和
感が強い。動名詞の要求する項（格成分）の
不足については，注意する必要がある。また，
能動態，受動態のねじれ現象についても，気
をつけたい。
「春は曙（あけぼの）」に代表されるように，

文末に名詞を置く形の文（文末を体言で締め
る形の文）は，もともと日本語として特に異端
視される表現ではなかったと思われる。「です」
表現の台頭とともに，そこに上手に入り込んで
きたのが，この「見出し構文」だと言えよう。

この表現の台頭は，「書きことば」中心に組
み立てられてきたニュースの表現の中に，「話し
ことば」が進出してきたことの表れと，筆者はと
らえている。ニュースが，旧来の「書きことば」
中心から脱して，「話しことば」を重視する方向
に移り変わっていく中で立ち現れた現象の1つ
が，この「見出し構文」なのではないかと考え
られる。うまく使えば効果を生む表現であるだ
けに，いかに違和感なく使いこなすことができ
るか，そして，適度に使えるかどうかが，課題
と言えよう。    　　　　

  （たなか いしき）

注：
1）成り立ちを考えると，ただ単純に「『見出し』

に『です』を付けたもの」というわけではない。
結果として，そのように見えるということに他
ならない。また「犯人は，飼っていた犬でした」

（同定文）や，「（節電の夏，）大手外食産業が勝
負をかけるのが，カレーです」（提示文）のよ
うな文は，「見出し構文」に含めない。
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2）本稿で用いる「事象名詞」とは，一般に事物（「こ
と」と「もの」）を表す名詞のうち，「こと」（事態・
事象）を表す名詞を指す。ただ場合によっては，

「もの」が事態を表すこともある。例えば「もの」
である「金メダル」は，「見出し構文」においては，

「金メダルを獲得したこと」を表す。
3）影山太郎（1993）に従い，サ変動詞の語幹を「動

名詞」とした。「する」をともなって動詞化す
る表現を指す。英語の gerund とは異なる。

4）（10）は，文末の「名詞＋です ｣ の中に，主格
が織り込まれているわけではないという点で，

（8），（9）とはやや趣が異なる。
5）Ⅰ型において，「国の財政が緊急事態です」「男

子ボクシングで日本勢が快挙です」のように，
動名詞以外の名詞が使われることもある。

6）対比の「は」とは「明日はいいが，明後日はダメ」
というような用法。また排他の「が」とは，「こち
らの方がいい」「他人にやらせるのではなく，お
まえが，やれ！」というような用法を指す。

7）モダリティーとは，話し手が，話す内容をどのよう
にとらえ，どのように述べるか，その感じ方や判断，
伝達態度を表すもの。「～だろう」「～かもしれない」

「～はずだ」「～にちがいない」などは，すべてモダ
リティー表現である。なお，「モダリティ」という表
記が言語学では一般的だが，本稿では NHK で
の表記の原則に従い，「モダリティー」とした。

8）「テニスサークルのメンバーは，誰？」という
問いの答えにあたる「山田さんが，テニスサー
クルのメンバーだ」が「指定文」となる。久野

（1973）では「総記」，菊地（1997）では「解答
提示」と表現している。「ＡガＢダ」という形
の指定文は，ＡとＢを入れ替え，「ＢハＡダ」
の形にすることができる。

9）ＢがＡの属性を表す文を指す。例えば「山田さ
んはテニスサークルのメンバーだ」が措定文と
なる。これは，「テニスサークルのメンバー」
であるという山田さんの属性を表している。こ
こでは，「今年中に実現する」ことが「宇宙旅行」
の広い意味での属性となっている。

10）前項，後項，どちらにも焦点が偏らない。一般的
には，動詞述語文，形容詞述語文の場合が多いが，
名詞述語文がこの形を取る特殊なケースもある。

11）これらのことばは，もちろん「前提」ではない。
「前提がないこと」「先行文脈を持たないこと」
を示す「しるし」ともいうべきものである。

12）島守（1993）は，この例文について「外に舞う雪
を発見してそれを分析の余裕なく「雪です」と表
出したものである。これは事象の生起を認めたと
きの感動，驚きを一語に凝縮して表現する」とし
たうえで「この種の名詞は，事物ではなく，一つ
の事象全体（雪が降ってきたこと）を指向している
と解釈できるので，「事象名詞」と呼ぶ」としている。

13）容認度は，人によって異なる。ここでは絶対値
としての容認度ではなく，あくまで，複数の形
を相対化して比較した場合の容認度である。

14）後項に焦点のある措定文となる。ここで「は」が
使われているのは，この情報が，毎日，同じ時
間帯で習慣的に伝えられている（コーナー化して
いる）こととも関連があるかもしれない。習慣に
より，意識化されていることから「は」が出てき
ているととらえることもできる。

15）「中日は吉見投手（ガ），巨人は宮国投手が～」と
いう並立的な文脈だが，ここでは，「関心の対象」
が，それぞれのチームの「誰が？」に集まっている
ところから，指定文（解答提示）と考えられる。
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