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本書『イギリス英語発音教本』を手に取っていただきありがとうございます。

本書はイギリス英語（以下 BE）の発音を、本気で学びたい人のための本です。

特に、日本にいながら BE 発音をしっかり身につけたいと思っている、初学者・

中級者のための本です。

実は、本書の刊行よりも前に、僕は同じ研究社から、『イギリス英語でしゃ

べりたい！　UK発音パーフェクトガイド』を出しました。2009 年のことです。

当時、BE の人気は徐々に高まっていました。でも、日本人向けの BE の発音教

本には、いいものがありませんでした。母音と子音のありきたりな説明しかな

い、安直なものしかなかったのです。僕は、音声学者として、ほかではまねで

きない BE 発音教本の決定版を出そうと考えました。それが『イギリス英語で

しゃべりたい！』でした。

その後、英語界はコミュニケーション重視の傾向が強まりました。英語の発

音の本も、あれこれ増えてきました。でも、BE の発音教本は、僕が知る限り

現れていません。その一方で、『イギリス英語でしゃべりたい！』は、研究社

のヒット作となり、現在まで長く売れ続けています。同書はまさに、ほかでは

まねできない BE 発音の決定版となったのです（ちなみに、2014 年には続編の

『もっとイギリス英語でしゃべりたい！　UKイントネーション・パーフェクト

ガイド』を出しました。リズムとイントネーションに特化した発音教本です。

今現在、BE のイントネーションをこれだけ詳しく、しかもわかりやすく学べ

る本はほかにないと思います）。

そんな中で、同じ研究社から、本書『イギリス英語発音教本』を出すことに

なったのです。同じ出版社から、同じ BE の発音教本です。しかも、今回は研

究社らしい直球勝負のタイトルが与えられます。特に初学者に向けた、『イギ

リス英語でしゃべりたい！』以上の決定版を作れということです。難しいリク

エストです。でも、僕のクリエーター魂を刺激するリクエストでもありました。

実は、『イギリス英語でしゃべりたい！』を書いた後、2013 年に僕は大学教

授をやめて、Heart-to-Heart Communications（http://www.hth-c.net/）とい

まえがき
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う会社を作りました。より発音指導に特化した仕事をしたかったからです。そ

の結果、ここ数年は、成人に発音指導をする機会が増えました。BE の発音指

導をする機会も多く得ることができました。

意外に思われるかもしれませんが、大学にいたら、そうもいかなかったので

す。なにしろ、学内の仕事に追われる日々でしたし、英語を教えるにしても、

教養英語とか、せいぜい一般的な音声学の指導程度です。マニアックに BE を

語る機会など、実はほとんどなかったのです。

だからこそ、本書は、ここ数年の、実際に日本の社会人に発音を指導してき

た経験を反映した内容となっています。その人たちは、高いお金を払って、本

気で BE 発音を学びに来た人たちです。在英経験も豊富で、英語力の高い人も

少なくありません。そんな人たちとのやりとりの中で得たものが、本書の随所

に生かされています。もちろん、『イギリス英語でしゃべりたい！』も、発音

指導の経験を生かしたものでした。でも本書は、より進化したノウハウを盛り

込んでいるのです。

たとえば、基本練習を『イギリス英語でしゃべりたい！』よりはるかに充実

させました。実は、成人の発音指導を通じて、ここが日本人の弱点だと強く感

じたからです。口の動きを大きくする練習や、母音四角形の読み方などがその

典型です。また、脱力母音や二重母音の読み方、[l] や [r] の扱いなども、はる

かに詳しくしています。

例文については、発音のためだけの、実用性のないものは避けました。代わ

りに、できるだけ現地で実際に使われているもの、使えるものを選びました。

発音練習すれば、同時に BE での会話力も養成できるということです。

合わせて、BE 特有の表現を多く盛り込みました。日本ではアメリカ英語（AE）

が主流です。イギリスでのごく身近な表現、口語表現などは、あまり知られて

いません。そのため、現地でごくふつうに使われている会話表現を理解できず

に、困ってしまうことが非常に多くあります。だからこそ、BE 特有の表現を

できるだけ取り込みました。

また、地名も多く入れました。実は地名も、日本人がイギリスに行って困る

ことです。なにしろ、イギリスの地名は、読み方がよくわからないものが多い

のです。場所を尋ねるにしても、肝心の地名が通じない。そんなことがよく起
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きてしまうからこそ、地名を多く盛り込みました。

なお、本書では意図的に、同じ例を何度か使うようにしてあります。「あれ、

この例文、前にも見たぞ」というものがあるはずです。実は、繰り返しは英語（外

国語）学習の肝です。とりわけ発音指導の現場では、繰り返しは皆さんが思う

以上に重要なことなのです。だからこそ、あえて 1つの例文が何度も出てくる

という構成にしました。これは、『イギリス英語でしゃべりたい！』ではしなかっ

たことです。

その一方で、本書は、英国の標準発音のみに絞ってあります。『イギリス英

語でしゃべりたい！』では、アメリカ英語（AE）の発音との比較や、英国

の様々な訛りについて、あれこれ触れるようにしました（だからこそ、イギ

リス在住の人に好評でした）。でも、本書は BE の初心者、日本で BE を学ぶ人

のために特化しています。英国の標準発音についてのみに絞りました。AE へ

の言及も、最小限にとどめてあります（それゆえ、『イギリス英語でしゃべり

たい！』の特徴でもあった、比較のための AE の音声も、今回は入れませんで

した）。

いずれにしても、本書は、学術書を手がける研究社だからこそできた、懇切

丁寧な内容の BE 発音教本になったはずです。BE 発音を日本で本格的に学びた

い初級・中級者には、決定版ともいえる発音書となったと思います。ぜひ、こ

の本を活用して、世界に通用する、わかりやすくてきれいな BE 発音を身につ

けてください。

2017 年春　小川直樹　
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Introduction

英語の発音をいくら勉強しても、思うように上達しない――そんな経験はあ

りませんか？

実は、英語の発音を学ぶ上で、私たち日本人には決定的な弱点があるのです。
それは、日本人の口の動きは小さい、ということ。
日本語は英語に比べ、母音の種類も子音の種類も少ないのです。ですから日

本語を話す際には、あまり口（唇、舌）を大きく動かす必要はありません。

一方、英語の母音や子音には、日本語よりはるかに多くの種類があります。

それらをきちんと区別して発音しようと思ったら、日本語を話すときよりも、

口を大きく動かさなければいけません。

たとえば、洋画や海外のテレビ番組の俳優の口元を見てみてください。大き

く動いていることがよくわかります。一方、日本語のニュース番組などでアナ

ウンサーが話している様子を見てみてください。たとえアナウンサーでも、そ

れほど大きく口が動いていないことが見てとれるでしょう。

皆さんは、英語の中でも、とりわけイギリス英語（以下 BE）を身につけた

いと思っていらっしゃるでしょう。その BE らしさを生み出すのは、何にもま

して発音です。

本書で言う BE とは、英国の標準的な英語、RP（Received Pronunciation「容
認発音」）を指します。では、ネイティブ、ことに英国人が RP とそれ以外の
英語をどこで判断しているか、ご存じですか？　それは第一に発音です。もち

ろん、語彙や文法など、発音以外の要素も判断材料であることは言うまでもあ

りませんが、まず発音なのです。

英国では、標準的な英語 RP は、エリート層の話す英語とされています。で

すから、この RPを使う人は、だいたい教育程度が高いと判断されます。

では、もし皆さんが英国で、RP で英語を話したら、どうなると思いますか。

もちろん、見た目はアジア人、日本人です。そうであっても、RP を一言発し

た瞬間から、扱いが変わります。

英国社会において発音は、人を判断する上で、見た目以上の大事な材料なの

イントロダクション
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イントロダクション

です。だからこそ、BE を身につけたい、BE の発音を身につけたいと願う皆さ

んには、この本を通じて、できるだけ正確に、BE の音を習得していただきた

いと思います。

まずは、日本語にはない、大きな口の動きに慣れるところから始めます。

英国英語は１つじゃない！？
ところで、BE の発音練習を始める前に、皆さんに知っておいていただきた

いことがあります。それは、英国の英語の多様性ということです。

皆さんが思う以上に、英国の英語には、いろいろな方言（語彙・文法面）や

訛り（発音面）があります。

英国の訛りは、大きく分けると 6種類です。北アイルランド、スコットラン

ド、ウェールズ、イングランドの北部、中部、南部です。

Arthur Hughes と Peter Trudgill によるEnglish Accents and Dialects という

有名な方言学の本を参考にして、この 6地域を分けると、下の図のようになり

ます（この図は、拙著『イギリス英語でしゃべりたい！ UK 発音パーフェクト

ガイド』（研究社）に挙げたものを載せました）。

北アイルランド

スコットランド

北イングランド

中部イングランド

西側 東側

ロンドロンドン

南アイルランド

南イングランド

ウェールズ
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さらに語彙や文法まで含めると、数限りなく小さく分類できます。でも、本

書は、発音の本ですから、そこには立ち入りません。ちなみに、英国や日本の

ような古い国では、狭い地域でも独自の方言が発展しています。昔は、人口の

移動がほとんどなかったので、地域独自の表現が発達しやすかったためです。

本書が英国の英語として扱うのは RP です。この RP とは、社会の中でも、

エリート層の話す英語です。家柄が中流以上、学歴も高めの人々の英語です。

政治家や大学教授、ニュースキャスターなどには、RPを話す人が多くいます。

マスコミには、こういった RP話者が頻繁に現れます。そのため、私たちは、

RP＝英国の英語＝英国人全員の英語、などと思い込んでしまいます。でも、

この等式はまったく成り立たないのです！

というのも、RP 話者の数は、先ほど挙げたEnglish Accents and Dialects に

よれば、イングランド（英国全体ではなく）の人口の 3％程度とのこと。たと

えば、ロンドンで道を尋ねても、わかるように答えてくれるのは、なんと 30

人中１人ぐらいかもしれない、ということです。ときどき、「英国の英語はわ

かりやすい」ということを言う人がいますが、これは、英国にいたらあてはま

らないことがほとんどなのです。

では、そんなに話者の少ない RP を学ぶことに、意義があるのでしょうか。

もちろん、あります。なぜなら RPは、話者は少ないものの、英国のどこでも、

そして、世界のどこでも通用する英語だからです。RPで話せば、自分のメッセー

ジは、確実に相手に受け取ってもらえるのです（相手の言っていることは、訛

りや方言、言葉遣い、話し方などのためわからないかもしれませんが…）。
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1. 母音図（母音四角形）

① beat ⑩ boots

⑧ bought

⑨ （該当なし）

⑦ box

⑥ bar

⑫ bus

② bay

⑪ bit ⑬ book

③ bed

⑭ boat

④ bad

⑤ buy

❶ iː

❷ e

❸ ɛ

❺ a
❻ ɑː

❼ 

❽ ɔː

❾ o

10 uː
11 

12 ʌ

13 

14 ə

❹ æ

母音・子音一覧表
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2. 母音一覧表
外側の（口を大きく動かす）母音
① [iː] 唇を思いきり横にひっぱって出す「イー」

② [e] 口の開きの小さい「エ」

③ [ɛ] 口を横に四角く大きく開いた「エ」

④ [æ] 口を横に大きく開いた「ェア」

⑤ [a] 口の前のほうで出す「ア」

⑥ [ɑ(ː)]　 口を最大限開いて、喉の奥から「ア（ー）」

⑦ [ ] 口を最大限開く「ア」から、少しだけ唇を丸めた「オァ」

⑧ [ɔː] 唇を大きめに丸めた「オー」

⑨ [o] 唇の丸めを小さくした「オ」

⑩ [uː] 唇に力を入れて突き出す「ウー」

内側の（脱力する）母音
⑪ [ ] 口から力を抜いて発音する、「エ」に近い「イ」

⑫ [ʌ] 口を半開きにして力を抜いて発音する、短い「アッ」

⑬ [ ] 唇から力を抜いて軽く丸めた、「オ」に近い「ウ」

⑭ [ə] 顔全体から力を抜いて出す、短くあいまいな声

3. 子音一覧表
破裂音
[p] 唇を閉じてから息をゆっくり強く吐き出す。気息が響く

[b] 唇を閉じてから声を一気に出す

[t] 舌先を上歯茎に押し付けて、息をゆっくり強く吐き出す。気息が響く

[d] 舌先を上歯茎に押し付けて、声を一気に出す

[k] 舌の付け根で息を止めて、ゆっくり強く吐き出す。気息が響く

[g] 舌の付け根で息を止めて、声を一気に出す

摩擦音
[f] 上前歯の先で下唇の内側にそっと当て、息を吐き続ける
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母音・子音一覧表

[v] 上前歯の先で下唇の内側に軽く触れ、声をゆっくり吐き続ける

[ ] 上前歯の先端に舌先を軽く触れて、息を吐き続ける

[ð] 上前歯の先端に舌先を軽く触れて、声をゆっくり吐き続ける

[s] 舌を中央に寄せ、勢いよく息を吐き続けて出す「ス」

[z] 舌を中央に寄せ、ゆっくり長く声を出し続ける「ズ」

[ʃ] 唇を丸めて、強く長く息を吐き続けて出す「シ」
[ʒ] 唇を丸めて、力を抜いてゆっくり長く声を出し続ける「ジ」

[h] 喉の奥を狭めて息を擦らせて出す、声のない「ハー」

破擦音
[tʃ] 舌先を上歯茎のさらに上側に当て、息を止めてから、
　　強く長く息を吐く

[dʒ]  舌先を上歯茎のさらに上側に当て、息を止めてから、
　　強く長く声を出す

[tr] 舌を反らして [tʃ] を発音する
[dr] 舌を反らして [dʒ] を発音する

流音
[l] 舌先を上前歯の付け根に押し付け、息を舌の両側から出す

[r] 舌先を少し反らして、唇を丸めて声を出す

鼻音
[m] 唇を閉じて鼻から声を出す

[n] 舌を上歯茎にしっかり当てて鼻から声を出す

[ŋ] 舌の付け根で息を止めて鼻から声を出す

半母音
[j] 母音の前に、細く長い「ユ」を付ける

[w] 唇を丸めて突き出し、声を出す



xviii

本書の英語音声は、研究社のホームページ（http://www.kenkyusha.co.jp/）
から、無料でダウンロードいただけます（MP3 データ）。以下の手順でダウン
ロードしてください。

1）研究社ホームページのトップページで「音声ダウンロード」をクリックし
て「音声データダウンロード書籍一覧」のページに移動してください。

2）移動したページの「イギリス英語発音教本」の紹介欄に「ダウンロード」
ボタンがあります。クリックしていただくと、ファイルのダウンロードが
始まります。

3）ダウンロード完了後、解凍してお使いください。本書の TRACK 番号のアイ
コンの表示にしたがって、該当するフォルダ・番号のMP3 音声をお使いく
ださい。

音声のダウンロード方法

ダウンロード音声のフォルダ一覧

フォルダ 1　第1部　母音を学ぶ
フォルダ 2　第2部　子音編
フォルダ 3　第3部　単語のつながり
フォルダ 4　タイトル、ナレーター情報

ダウンロードアイコンの見方

TRACK 
1-01 フォルダ内での番号を示す

フォルダ番号を示す



第1部
母音を学ぶ

　イギリス英語を身につけたい。それにはまず、母音を
正確に身につけるところから始めましょう。母音は地域
や階層などの訛りの特色を強く反映します。だからこそ、
標準的な音をしっかり学ぶ必要があるのです。



　まず口の動きの基本中の基本です。口の動きを大きくするための準備運動か

ら始めます。

Section 1　口の動きを大きくする準備運動  

　口の動きを大きくする方法としては、早口言葉や発声練習も有効ですが、こ

こでは音声学的に最短で最大の効果を上げる方法を紹介しましょう。

　それは、[uː] と [iː] と [ɑː] の 3 つの母音を徹底的に練習すること。

　というのも、これらの 3つは、人間の口ができる最大の動きを表したものだ

からです。

　本書では [uː] と [iː] と [ɑː] を「基本 3母音」と呼ぶことにします。

　[uː] は、唇を思いっきり丸めて（円唇して）唇を前に突き出すようにします。

　[iː] は、唇を最大限に横に広げます。

　[ɑː] は、唇が一番横に開いた [iː] から、アゴを一番下まで下げた音。このとき、

口は、縦にも横にも最大限に開いた状態です。

　この顔のように口を動かしてくださいね。

　さあ、やってみてください。

と言われても、おそらく皆さんの口は、それほど大きくは動かないはず。

　だって、日常生活では、あまり大きく口を動かすことはありません。ですか

ら、口を大きく動かす筋肉も、発達していないのです。

[uː] [iː] [ɑː]

口の動きの基本第1章
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第1章　口の動きの基本

　そこで、最初の段階でやってほしいのが、手を使った発音練習です。基本 3

母音を出すとき、下のような手の形「フィンガーアクション（FA）」を添えて

みてください。

　声を出すときに、いっしょに手の動きを付けると、口の動きが大きくなるん

です。不思議に思われるかもしれませんが、実は、人間の体はつながっています。

手は、人間の体で一番言うことを聞いてくれる器官。だから、まず手で口の動

きを表現してもらう。それに引っ張られて、口も動きやすくなるというわけで

す。FAは、いわば自転車の補助車輪みたいなものです（なお、FAなど体を使っ

た練習法を「OKメソッド（Ogawa’ s Kinesthetic Method）」と名付けています）。

　たとえば、こんな感じで何度も練習してください。

     

　基本 3母音のそれぞれを 10 回ずつ、必ず手を付けて発音練習してみてくだ

さい。それを何セットもやってみます。この練習は、1日で終わりにせず、何

日間にもわたって、何度も練習してみてください。

[uː] [iː]

[ɑː]

パチンコ玉をつまむ感じで
前へ

親指と小指を横に、
手は前へ

5本の指を広げ、
反らして前へ

 [uː] [uː] [uː] [uː] [uː]…
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　英語を発音する前に、この練習をしておくと、なめらかに英語を発音できま

すよ。

Section 2　[uː]   

　では、大きくなった口の動きを、実際の英語に結びつけてみましょう。

　最初は [uː] です。[uː] は、唇を、口笛を吹くくらいに丸めて突き出します。

とにかく思いっきり突き出してください。

　[uː] の特徴は、唇を思いっきり丸めること、つまり「円唇」です。でも、日
本語を話す場合には、円唇は必要ありません。そのため、日本人の唇は、円唇

用の筋肉が発達していません。ですから普段から意識的に繰り返し練習してお

くこと。そうしないと、いざというとき、円唇ができないのです。

　実は、円唇を強めて、より唇がすぼまると、その音は [w] になってしまいま

す（⇒ p.137）。でもここでの練習は、[w] になるくらい大げさにしてかまいま

せん。

　このセクションの発音練習は、この顔の絵を見ながら行ってください。

 

　[uː] を含んだ単語を見たら、反射的にこの顔が頭に浮かぶくらい、何度もこ

の顔を見ながら練習してください。このとき、FAを付けてももちろんOKです。

　なお、このセクションの例文でこの顔の付くところは、実は、各文の中で一

番目立つところです。ですから、そこでしっかりこの顔を作って発音してくだ

さい。

　それでは、以下の例を発音してみましょう。
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第1章　口の動きの基本

 単語 

Boots　 hoover 　rhubarb　 queue　 Waterloo　 boozer

ブーツ（店名）　掃除機　ルバーブ　列　ウォータールー　大酒飲み

▶ Boots　英国のドラッグストアのチェーン店。
▶  hoover　もともと商標名だが BE では「掃除機・掃除機をかける」の意味で一般的に使
われる（=vacuum cleaner）。

▶  rhubarb [rúːbɑːb]　植物の「ダイオウ（大黄）」。デザート（プディング）やジャムに使
われる酸っぱい植物。

▶ queue　BE では列、または動詞で「行列する」の意味。AEでは line/ line up が使われる。
▶  Waterloo [wɔ ːtəlúː]（語頭の [w] もしっかり円唇すること。[w] のほうがより円唇が小さ
くなるので、図も小さくしています。）　ロンドン中心部、テムズ川東岸の地名。Waterloo 
Station はターミナル駅。大観覧車 the London Eye の最寄り駅でもある。
▶ boozer　英語の口語で「大酒飲み」。BE の俗語で「パブ、飲み屋」。

 例文 

1. I hoover the room.

2. Excuse me.

3. Where is Boots, please?

4. Is this the end of the queue?

TRACK 
1-01

TRACK 
1-02
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1. 部屋に掃除機をかけます。
2. すみません。
3. 「ブーツ」はどこにありますか？
4. こちらが最後尾ですか？
5. お手洗いを使ってもいいですか？
● loo「トイレ」。BE のくだけた表現。

6. あのカップルは舞い上がっている。
●  over the moon は口語で「非常に幸せで、大喜びして」。「うれしくてとび上がって月
を越えるほど」ということ。

Section 3　[iː]   

　次は、口を思いっきり横に引っ張る [iː] です。本格的な BE を目指すなら、

日本語の「イー」では物足りません。口を横に大げさに引っ張ってください。

力が要りますよ。だからこそ、まずは手（FA）を使ってください。

　かなり力を使うので、練習後は口周りの筋肉が疲れます。でも、それは、正

しい音を出している証拠です。[iː] の筋肉ができるまで、がんばりましょう。

5. Can I use your loo?

6. The couple are over the moon.
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第1章　口の動きの基本

 単語 

beetroot  　cream tea 　 roast beef 　 decaf    　 Ely

ビーツ　クリームティー　ローストビーフ　カフェイン抜きのコーヒー　イーリー

▶ beetroot　赤い色をした、サラダ、漬物に使われる野菜。AEでは beet.
▶  cream tea　ジャムとクロテッドクリーム（⇒ P.114）付きのスコーンを紅茶で食べる、
午後の軽食。

▶  roast beef　英国のローストビーフはかなり火が通っているのが普通。これにヨーク
シャープディング（Yorkshire pudding）を添えたものが英国の伝統的な日曜日の食事。

▶ decaf　 口語で「カフェインを抜いたコーヒー」、もともと商標名。decaff einated より。
▶  Ely [íːli]（語末の -y では、弱まり短くなるので顔の絵は小さくしてあります。）イングラ
ンド東部ケンブリッジシャー州（Cambridgeshire）中北部の町。

 例文 

1. Tea, please.

2. That’s decent of you.

3. A receipt, please.

4. I really appreciate it.

5. Sweet dreams!

TRACK 
1-03

TRACK 
1-04
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Section 4　[ɑː]   

　口を最大限に開けた「アー」です。日本語の「アー」では、口の開きが小さ

すぎます。まず、[iː] で、口を横に最大限に引っ張ったところで、あごを最大

限に下げます。こうすることで、この絵のように大きく口を開けられます。

　また、声は、喉の奥から出すようにしてください。口の前のほうで「ア（ー）」

を出すと、ベタッとした響きになります（発音記号で表すと [a(ː)] です）。この

ベタッとした「ア（ー）」は、イギリスでは、かなり地方色を感じさせる母音です。

　日本人は口の動きが小さいので、[ɑː] を出したつもりが、[aː] になりがちです。

日本人の私たちにとっては、大した違いではないように感じるかもしれません。

しかし、イギリス人には、[ɑ] と [a] の音色の違いは、洗練された RP か、地方

訛りかを分ける判断材料なのです。ですから、[ɑ(ː)] の正しい音を身につける

ことが大切です。

1. 紅茶をください。
2. ご親切にどうもありがとうございます。
●decent は BE では「親切な」の意味で使われる。

3. 領収書をください。
4. 助かります。
5. おやすみ！
●とくに子供に対して言う。
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