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イギリス英語で音読したい！
UK 音読パーフェクトガイド

はじめに
音読は英語学習法としてかなり人気があるようです。実際、書店の英語学習
書の棚には英語音読関連の本がたくさん並べられています。
どの本も、英語音読は英語力増強に最適だと謳っています。また、英語日
本語を問わず音読本は脳の活性化、いわゆる「脳トレ」にも役立つとする本も
あります。僕はこれらの効力を否定するものではありません。むしろ全面的に
賛成です。
ただ、音読学習書の多くは、発音解説が意外なほど手薄です。ここはどう
読んだらいいのか？ どう発音したら英語らしくなるのか？

日本人英語学習者

が英語を音読する際に必ず出てくる疑問です。残念ながら従来の音読学習書
は、このような疑問にはなかなか答えてくれなかったのではないでしょうか。
）の場合、なおさらです。
ましてその音読素材がイギリス英語（以下「BE」
あえて BE の教材を選ぶ人は、BE にこだわりのある人です。でも音読学習書
でいくら勉強しても、BE らしい発音のコツがわからない、はたして自分が BE
らしく発音できているのかわからない、と感じる人は少なくないでしょう。
本書は、そのような BE 発音での音読の悩みに答えるための本です。僕は
長いこと発音の研究と指導を行ってきました。僕のところには、BE 発音を学
びたいと思う人がたくさん訪れます。その人たちに教えてきたノウハウを詰め
込んで作ったのが、本書です。こうすれば BE らしくなる、日本人の多くはこ
こでこう間違えてしまう、といった情報をていねいに盛り込みました。
本書ではとりわけ韻律（リズムとイントネーション）について、詳しく扱っ
ています。韻律は、BE らしさを出すためには、母音や子音よりもはるかに影
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響力があるからです。またコミュニケーションの観点からも欠くことのできない
要素です。韻律は大事なところをはっきり伝えるための道具です。とりわけ本
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書で取り上げるような名作の音読では、人に伝えるという面が見過ごせません。
だからこそ韻律を詳しく扱っています。
最後にアドバイスです。この本を使ってあなたの音読が BE らしくなってきた

はじめに 003

ら、覚悟してください
（笑）
。なぜならば、あなたの英語を聞いた英語話者たち

本書の使い方 007

は、あなたを知性・品性・教養・分別を持ち合わせた人とみなすからです。上

ダウンロード音声について 010

品な英語にはそれなりの責任が伴うということです。これを常に念頭に入れて、

BE の音読学習に励んでください。

I. BE の発音

最後に、朗読を担当してくれた David John Talor さんには格段の謝意を表
したく思います。扱ったのは誰でも知る有名な英文学です。その英文学をイギ
リス英語らしく音読する技法を学ぼう、という本を作るのです。モデル音声が
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１. 本書を使った学習の仕方

２. イギリス英語らしさを出す要素

ことのほか重要です。だからこそ英文学を深く理解し、それを適切に音声で表

３. 音読法解説

現できる力量のある人でないと務まりません。その任を、気品ある重厚な朗読

４. 韻律には意味がある 028

で見事にこなしてくれたのが、テイラーさんです。おかげでほかに類を見ない、
非常に実践的な本ができあがりました。Thank you very much indeed, Dave!
また、本書刊行に当たり研究社の方々、とりわけ編集担当の金子靖さんには、
コロナ禍で大変な時期に根気のいる仕事をこなしていだきました。ありがとう
ございました。
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II. 作品音読
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１．“Humpty Dumpty” from Mother Goose
「ハンプティ・ダンプティ」
（マザー・グース）
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２．Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland
2020 年秋
小川直樹

ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』 046

３．Beatrix Potter, The Tale of Peter Rabbit
ビアトリクス・ポター『ピーター・ラビットのおはなし』
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４．Charles Dickens, A Christmas Carol (1)
チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』
（1） 070
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「ハンプティ・ダンプティ」（マザー・グース）
TRACK

① Humpty Dumpty sat on a wall,

1

② Humpty Dumpty hada great fall.

きてしまう。ごく弱く、短く発音して、唇を閉じることだけを意識すれば十分。

sat の母音は [a]。 うっすらと「エ 」の成分の入った、ほんのわずかに長い、

強く響く「ア」だ。AE のような、
「エ 」の成分の強い、長くこってり響く [æ] で
はない。BE では、Humpty Dumpty の強勢母音 [V] との差が、実は非常に小

さい。sat on a で▷を作る。
「サトナ」と連結させて読む。wall は [w ː l]。

wa- は円唇が肝心。語末の [l] は「ル」のようなブツンと切れる発音ではない。
「ウー」のように長く伸ばして終わる。

③ All the kingʼs horses and all the kingʼs men
④ Couldnʼtput Humpty together again.

② Humpty Dumpty hada great fall.
ハンプティ・ダンプティが落っこちた

大きく 4 拍で読む。had a great は▷で読む。great は内容語なので、通

ハンプティ・ダンプティが塀に座った

常なら 1 拍分の長さがあるはずだ。しかし①と同じリズムで読むため、great

ハンプティ・ダンプティが落っこちた

fall は①の wall と韻を踏む。しっかり耳に残るよう、大きく長く発音する。

ハンプティを元に戻せなかった

この fall と①の wall の母音は [cː]。現代 BE では、[cː] は唇を強めに丸めて発
音する。

>> 音声分析

“Humpty Dumpty” from Mother Goose
最初にイギリス民話マザー・グースから、
「ハンプティ・ダンプティ」
（1797）を

音読してみよう。なお、Mother Goose の発音は [m D guː' s]。

e

① Humpty Dumpty sat on a wall,
ハンプティ・ダンプティが塀に座った

Humpty Dumpty の発音は [h m(p)ti d m(p)ti]。人名は句末原則にし

たがう。後ろ側が強くなる。Humpty よりも Dumpty のほうが強いということ。
ただ、強弱 2 段階のリズムで読む韻文では、同等の強さで読んでもかまわない。
042

Ⅱ｜作品音読

は弱まる。

王様の馬と家来の全部がかかっても
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この [p] を発音しようとすると、字余りになる。リズムに乗れない可能性が出て

Ⅰ｜ＢＥの学習法

1 “Humpty Dumpty” from Mother Goose

なお、[(p)] というのは、発音してもしなくてもよいということ。ただ、日本人が

③ All the kingʼs horses and all the kingʼs men
王様の馬と家来の全部がかかっても

2 つの all と horses と men が強。king’s は 2 つとも弱める（完全な弱

ではなく中程度の強さ）
。こうすることで、全体で 4 拍になる。horses には平
坦調がつく。これで、まだ終わっていない、続きがあると示せる。

④ Couldnʼt put Humpty together again.
ハンプティを元に戻せなかった
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Ⅰ｜ＢＥの学習法

couldn’t は速く読む場合、１）[dn] を一気に「ンー」というように発音

する（舌先を上歯茎に付けたまま動かさずに、鼻から息（声）を出す）
。また
２）最後の [t] を落とす。put は 4 拍リズムを作るために弱める（中程度に）。
「つなぎの r 」
（p.20 参照）が現れている。またこの 2
together again に、

語は、
長い 1 語 togètheragáin のように発音される。なお again の強勢母音は、
ここでは必ず [U] を使うこと。日本人は again には [eY] を当てがち。だが、こ

こでは③の men と韻を踏む必要がある。また日常の英語でも、again では [U]
を使うほうが一般的。[U] は口を大きく開けて発音する。そのため響きが「ア」
に近くなる。together の下線部が「ギャ」のように聞こえるのも、口を大きく
開けて発音するからだ。

ハンプティ・ダンプティ（Humpty
Dumpty） は、 マ ザ ー・ グ ー ス に
登場するキャラクター。たまごの
形をしたキャラクターとして、広
く知られている。W. W. Denslow
（1856 -1915 ）の『マザーグース物
語集』（1902 年）から。

Ⅱ｜作品音読

『鏡の国のアリス』
（Through the
Looking-Glass , 1871）より、Sir
John Tenniel（1820 -1914） が
描いたハンプティ・ダンプティ。
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6 Arthur Conan Doyle,

に何度言ったかな？

扉からも窓からも煙突からも入れなかったことはわかる。隠れる場

所がここにはないから、部屋のなかに隠れることはできなかったこともわかる。では、ど

The Sign of the Four

こから来たか？」

アーサー・コナン・ドイル『四つの署名』

（「シャーロック・ホームズ・シリーズ」
）

Ⅰ｜ＢＥの学習法

能を排除していけば、まるでありそうもなくても、残ったことこそが真実に違いないときみ

＞＞音声分析

Arthur Conan Doyle, The Sign of the Four
① "You will ｜ not apply my precept,"
②

he

TRACK

6

said, ｜ shaking his head.

③ "How often haveI said to you ｜
that

whenyou have eliminated the impossible,

⑤ We know ｜ that he did not ｜
come through the door, ｜the window, ｜or the chimney.
⑥

also know ｜ that he could not ｜
have been concealed in the room,
We

⑦ as there is no concealment possible.
⑧ When, then, ｜ did he come?"

ズの 1 作『四つの署名』
（1890）を音読してみよう。

Arthur Conan Doyle
Conan Doyle は [k WnEn d Yl] だ。Conan には [k nEn] という 読 み

もある。しかし Arthur Conan Doyle の 場 合 、 Conan は 中 に あ る の で、

[aː̀ E k WnEn d Yl]（強・中・最強）となる。Doyle は日本語式の発音「ドイル」
では短すぎ。語末が有声子音で終わっていることに加え、トーンが付く。その
結果、二重母音が伸びて [d ːYl] となる。また語末の [l] は、[i ː] や [Y] が先行

Ⅱ｜作品音読

④ whatever remains, ｜ however improbable, ｜
must｜ be the truth?

つづいて、アーサー・コナン・ドイル（1859-1930）の Sherlock Holmes シリー

すると、
「ヨー」のように響く。そのため「ドーイヨー」に近い発音になる。

The

Signof the Four

Sign は語末が有声音なので、二重母音がやや伸びて [aːY] に近くなる。

Four は [f ː]。four を「フォア」と発音する人がよくいる。だが、BE 発音と

しては「ア」は不要。floor や door も同類。

なお、ホームズの声は甲高く、早口だと言われている。ここでの読み方は、
そのホームズの雰囲気を表している。

「きみが僕の教えを受け入れることはないのだね」とホームズは首を振って言った。
「不可

080
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「きみが僕の教えを受け入れることはないのだね」

ミネイティド」と言っていては、間延びしてしまう。弱音節はできるだけ口を
動かさないように。the impossible は 1 語のように切れ目なく発音する。

theimpóssible という感じだ。デイヴさんはやや [a] に近く発音しているが、強

勢母音は [ ]。-si- は [sY] だがこれは「セ」というつもりで。[s E] でもよい。だ
a

will を高く平らに。続きがあることを示唆する。apply の強勢母音は [aY]

だが、直後にブレーキとなる子音がないので、伸びる。[a ːY] となる。precept

が、間違っても「シ」を当てないように。-ble は「ボー」のように。

り目に発音する（そのため母音は [E] などではなく [U]）。

④ whatever remains, ｜ however improbable, ｜
must｜ be the truth?

Ⅰ｜ＢＥの学習法

① "You will ｜ not apply my precept,"

（教え、戒め）は [prí ːs Upt]。-cept は第 2 強勢が付くほどではないが、はっき

②

he

said, ｜ shaking his head.

まるでありそうもなくても、残ったことこそが真実に違いないと

とホームズは首を振って言った。

whatever は [w t vE]。通常、この発音表記のように、what- には強勢
a

said と head は韻を踏む。ともに [ d]。[U] は口を大きく開けた「エ」。日

は付けない。しかしここでは、what- に第 2 強勢、-ever に第 1 強勢を付けて、

本語の「エ」では口の開きが小さすぎる。これに有声子音 [d] とトーンが付く

2 拍で力強く読む。なお出だしの [w ] は、両音とも円唇を伴う音。しっかり

ことによって、[ ːd] と長くなる。

唇を丸める。remains の re- は「リ」ではない。[Y] もしくは [E] なので、はっ

a

きりした「リ」にはならない。

that

whenyou have eliminated the impossible,

きみに何度言ったかな？「不可能を排除していけば、

Ⅱ｜作品音読

③ "How often haveI said to you ｜

⑤ We know ｜ that he did not ｜
come through the door, ｜the window, ｜or the chimney.
扉からも窓からも煙突からも入れなかったことはわかる。

often をデイヴさんは [ ftEn] と発音している。BE ではこう発音する人も

。said は上でも述べたが、[s d]。ス
多い（AE でも -t- を発音する人はいる）

ペリングにつられて二重母音のように発音しないように。また said は有声子音

not のうしろには発音上の切れ目はない。しかし、not までで 1 音調句とす

る。こうすることで not に下降調が付けやすくなる。しっかり下降させること。

で終わり、トーンも付くので、実際は [s ːd] のように長くなる。said to you

come through the は▷を作る。through は長くなりがちだが、弱く短く。

第 2 音調句の that は、日本人が思うよりはるかに弱く短い。むしろ the の

と声を出す。辞書では [ ru（強勢記号がないことで弱形を示す）
ː]
と出ているが、

は sáidtoyòu という 1 語のように。

舌先を前歯に当て「ツ」と音が出た瞬間、
舌を引っ張り込むようにして、
短く
「ウ」

つもりで発音すると短くなる。when you have は▷で発音する。you も

これだと長すぎてしまう。through もボールペンで点を打つ感じだ。door は

以外に弱音節が 4 つもあるためだ。弱音節は弱く短く発音されるし、ここで

発音は [d ː] だ。
「ドア」のようにならないように。window では [w] の円唇

have も弱く短くすばやく。eliminated はとりわけ速く聞こえる。これは -liは強勢母音も短母音 [Y] であるから、非常に速く聞こえる。日本語式に「エリ
082
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平坦調。or は [ ː]。four や floor と同類。続きがあることを示唆する。なお

と最後の二重母音 [EW] をしっかりと。chimney [tS mni]（煙突）では、語頭
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して、
大きな下降を付ける。when の出だしは [w]。BE では wh は [w] が主流。

るだけ。母音を付けないように。そうすることで [ni] に滑らかにつながる。

ただしデイヴさんはここでは [wh] を使っているようだ。did he は前側に強勢

のある 1 語のように。とはいえ did もかなり弱い。he の [h] は落ちている（h

⑥

also know ｜ that he could not ｜
have been concealed in the room,
We

で始まる機能語は文の途中で使われると、[h] は落ちてよい）
。come はかな

Ⅰ｜ＢＥの学習法

の [tSY] は唇を丸め、
「チ」というより「チェ」に近く発音する。[m] は唇を閉じ

り強い調子だ。高低差を大きくつけて下降させる。

部屋のなかに隠れることはできなかったこともわかる。

この文は⑤と対をなす。第 1 音調句では新しい情報（単語）は also なの

で、ここに下降調が付く。álsoknòw という 1 単語のつもりで発音する。also
も know も二重母音 [EW] だ。

have been con- は弱音節が 3 つつながるのだが、been はやや強まる。

それにより not から -cealed までが強・弱・強・弱・強という並びになる。in

the はつながって [ð] が変化（同化）する。弱くすばやい「イナ」。room の発

音は [rú ːm] が主流だが、
BE では [r Wm
' ] もある。デイヴさんのここでの発音は、
こちらのようだ。強い調子で発音しているので、勢いをつけて下降させる。

⑦ as there is no concealment possible.

Return of Sherlock Holmes
[1905]）より。

隠れる場所がここにはないから、

Ⅱ｜作品音読

Sidney Paget（1860 -1908）が
描いたホームズとワトソン（The

as が強く発音されている。ここでは [ z] だ。強調されているため、通常

の [a] ではなく、[æ] が使われている。there is は thereʼs のつもりで弱く短

く。as there is で▷を作る。concealment（隠れ場所）の -ment は聞
こえないぐらい弱く短い。-men- は口を動かさずに出す。最後の -t は、次の [p]

の影響で消えている。

⑧ When, then, ｜ did he come?"
では、どこから来たか？」

When と then を、前に強勢のある 1 語のように発音する。出だしを高く
084
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