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勇三

はじめに
本稿はBBC World Serviceのニュース英語に関する一考察である。BBC World Serviceの

サイトには

があり、ここをクリックすると30分ごとに更新されるニュ

ースを聞くことができる。時間は５分間である。これらのニュースを聞いて私自身が書き取
ったものをこの論考では使用した。ニュースの数は666で、各ニュースの冒頭の一行のみを
抜き出してデータベース化した。この冒頭の一行に関してどのようなことが言えるかを考え
てみた。冒頭の一行の分析ができればニュース英語の特徴がわかることはもちろんであるが、
BBC World Serviceを外国人の立場より聞き取るときにも役立つと考えた。また、冒頭の一
行の特徴がわかれば、スムーズにニュースのなかに入り込むことができ、そのあとに続く内
容も理解しやすくなるであろうと考えた。BBC World Serviceを聞いてきちんと書き取るこ
とはわれわれのような外国人にはかなり難しい作業であるが、本稿が少しでもBBC放送の
聞き取りに役立つならうれしい限りである。
分析するにあたり、次のようなことを考えた。冒頭の一文の主語にはどのような形態があ
るのか。そして、その頻度はどのようになっているのか。主語に対する述語はどのようにな
っているのか。時制や相の問題はどのようになっているのか。法助動詞とのかかわりはいか
なるものなのか。主語以外の語で冒頭の一行が開始されることがあるのか。副詞との関係は
どのようになっているのか。このようなことを考えてみた。
繰り返しになるが、本稿はBBC World Serviceの

で報じられたニュ

ースの冒頭の一行のみを研究対象としている。このことをあらかじめことわっておく。
２

主語の形態
通常の文では人称代名詞が主語になることが多い。ニュース英語の冒頭の一行は冒頭であ

ることが影響して人称代名詞になることはない。当然といえば当然のことであるが、これも
今問題にしている冒頭の一文の特徴である。人称代名詞以外の主語としてはどのようなもの
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があるかをみてみる。
３

定冠詞つき名詞
冒頭の一行目の主語がTheではじまる場合の頻度はかなり高く、30%から35%がこれに該

当する。したがって、BBCのニュースを書き取る場合にはTheで書き始めることを常に意識
している必要がある。このtheは冒頭にあるので前方照応的なtheではない。この位置にくる
定冠詞の多くは固有名詞の一部をなすものである。（1）がこれに該当する。なかでも同格関
係を示す名詞につく場合が多いが、これらの名詞は義務的に定冠詞を必要とする。
（1）
The United Nations, the International Red Cross, the World Health Organization, the
White House, the British prime minister Tony Blair, the authorities in Britain, the
football world champions Brazil, the exile Tibetan spiritual leader Dalai Lama, the
former Iraqi leader Saddam Hussein, the world s only supersonic airliner Concorde,
.
限定されたことにより定冠詞を伴う後方照応的なtheもある。その多くが（2）が示すように
ofによる限定であるが、関係詞
（3）
や分詞（4）による限定もある。
（2）
The price of oil, the economic impact of Sars outbreak, the opening ceremony of the
28 winter Olympic Games, the two sons of the late Diana Princess, the leader of the
th

Congress Party in India, the handing over of weapons by supporters of the Iraqi Shiite
cleric Moqtada al-Sadr,

.

The man who invented instant noodles has died in Japan.
（3）
（4）The medical team treating the Israeli Prime Minister Ariel Sharon has decided to
begin the process of trying to bring him out of the medically induced coma on Monday
morning.
４

不定冠詞つき名詞
不定冠詞つき名詞が主語となる文は全体の15%くらいで、定冠詞ではじまる文の約半分で

ある。通常の文が不定冠詞つきの主語名詞句ではじまることは少ないが、ニュースの英語で
はかなり高い頻度で出現する。本来であれば、There構文などによる導入が普通であるが、
いきなり不定冠詞つきの名詞を主語とすることがよくある。（5）では女性がテレビに出て自
爆攻撃に加わったと告白する。この一行のあとに続くニュースのなかでも彼女の名前は明ら
かになっていない。自ら告白したもので確証が得られていないような場合、あるいはほんと

― 374 ―

BBC News Englishに関する一考察

うに名前が不明であるような場合にはA womanの行為のみが伝えられる。（6）では名前が明
らかにされていないが、このあとすぐに個人名と身分が明らかにされている。この場合には
冒頭の一行で事件がどのような種類のものであるかを述べている。「バグダッドで慈善活動
家の誘拐事件があった」と報じている。（7）では「キューバでハイジャック犯に終身刑」と
報じている。これも出来事の種類を報じている。不定冠詞つきの名詞が主語になるときには、
事件の種類と発生場所を述べるために冒頭の一行が割り当てられているケースがよく見られ
る。情報構造上、この種の文は起こった出来事の種類と発生場所を述べるもので、情報の重
点が主語よりあとにくる傾向が見られる。また、場合によっては、そして、このケースは決
して少なくないが、主語を含めた全体が新情報になることがある。不定的な主語であるため
に、ニュースを聞く側からすると（5）では「女性」がだれであるのかという疑問を持つこと
になり、推理小説を読む場合と同じように好奇心をかりたてられる。その結果、視聴者の関
心を引くことになり、ニュースを聞かせたいという目的を果すことになる。不定冠詞つき主
語の効果は複合的で、意外なほど視聴者の好奇心をかりたてるような仕組みになっている。
A woman has appeared on Jordanian television and confessed to taking part in suicide
（5）
attacks last Wednesday in the capital Amman.
A leading international charity worker has been kidnapped in Baghdad.
（6）
A court in Cuba has sentenced to life in prison ﬁve men who attempted to hijack a
（7）
passenger plane last month.
An accident at a coal mine in Russia has killed at least 28 mine workers, and trapped
（8）
more than 20 others underground.
An investigation has begun into the ferry accident in New York, in which ten people
（9）
were killed and more than 30 injured.
（10）A state of emergency has been declared in ten regions of Serbia.
５

固有名詞
固有名詞が主語になるのはある意味では冒頭の一行にふさわしい形態である。国名や知名

度の高い人名などはいきなり主語として出てきても了解される。人名はその人物の肩書きや
身分を伴うのが普通である。どのようなニュースであれ、誰がどこで何をしたかが問題にな
るので固有名詞が含まれないニュースはないと言ってもよい。地名、国名、組織名、人名が
固有名詞の主なものである。特に場所を示す固有名詞の頻度が高い。BBCのニュースを書
き取るときに克服しなければならないことがいろいろとある。場所の特定とその綴りも克服
しなければならないことの一つである。大抵の場合、インターネットで調べがつくが、
のような地図帳も常備しておくほうがよい。固有名詞のなかでも
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地名に関してはよほど強い関心を持たないといけない。
China has conﬁrmed cases of bird ﬂu in humans for the ﬁrst time.
（11）
President Bush has called for greater NATO involvement in stabilizing the situation
（12）
in Iraq.
６

複数名詞
複数名詞の頻度はきわめて高く定冠詞の頻度に匹敵するものがあろう。25%から27%くら

いである。定冠詞、不定冠詞、固有名詞、複数名詞ではじまる場合を合計すると、ニュース
英語の80%〜90％になるものと予想される。
（13）
At least six people have been killed and more than ﬁve hundred injured in a series
of powerful earthquakes in Japan.
Police in London have arrested two men on suspicion of plotting terrorist attacks in
（14）
Britain.
Chinese of ficials are due to inaugurate one of the world s most ambitious
（15）
construction projects later today when the sluice gates are closed on the massive
Three Gores Dam.
Tornadoes have killed 12 people in the American state of Tennessee.
（16）
Results are coming in from across Europe for elections to the European Union
（17）
Parliament.
７

抽象名詞
頻度は高くないが抽象名詞が主語となることがある。

Fighting has been going on in several districts of Baghdad.
（18）
Security is being stepped up on the New York public transport system.
（19）
International assistance is being mobilized to help the Philippines, where a mountain
（20）
weakened by heavy rain has collapsed onto a village and completely buried it.
８

述語の形態
今述べた主語に対する述語の特徴をみてみることにする。まず、sayからはじめよう。

― 376 ―

BBC News Englishに関する一考察

９

Say
助動詞have（has）以外の一般動詞ではsay（/says / said）の頻度が圧倒的に高い。Say,

saysは主語が単数か複数かの違いによるものであるが、いずれもよく使われる。saidは過去
分詞形でhas said, have saidの現在完了形で使われる。
Say
（s）
は現在時制であるが、今、現在、言われること、または常に言われていることでは
なく、すでに言われたことである。これを過去形にすると言われた時期が問題になり、現在
のことを報じるニュースの冒頭としてはふさわしくない。ニュースの冒頭に過去形がくると現
時点でのことをリアルに報道する意図が失われる。現在時制のsay
（s）
は形式的には現在であ
るが、実際には過去において発言されたことである。現在でありがらも過去であり、過去で
ありながら現在の意味を持っている。ここに時間的な矛盾があるようにみえるが、それはsay
の意味を「言う」という一般的な意味でとらえているからである。Sayの役割はそのあとに述
べられるニュースが誰によるものか、あるいはどこからのものであるかを示しているにすぎ
ない。ニュースソースのありかを述べているのである。ニュースソースには時間の問題が含
まれない。
（21）
はAccording to security oﬃcials in Iraq, gunmen have seized...ということで、
according to security oﬃcials in Iraqには時制が関与していない。Sayにはsay, says, said,
sayingの形態による相を含めた各種の用法があるが、今、問題としているBBCニュースの冒
頭では限られた形態が限られた意味で使われる。もちろん、否定文や疑問文にはならない。
（21）
Security oﬃcials in Iraq say gunmen have seized 26 workers from a food processing
factory in Baghdad.
（22）
The Costa Rican president Oscar Arias says he will donate his entire presidential
salary to social causes and charities.
Say
（s）の主語がニュースソースを表す。say（s）は主語の右側の位置に来る。通常の文は
主語から始まるのでsay
（s）は文頭に近い位置に現れる。次の例ではsay（s）が文頭からすこし
離れているように見えるが、文法的には文頭に近い位置を占めている。後述するように、放
送英語では主語がたとえ長くなろうと、必要な情報は遠慮無く盛り込む。修飾語などにより
主語が長い場合にはsay
（s）
のまえに短いポーズ（休止）が入る。
（23）
The captain of the French football team Zinedine Zidance says he is sorry for
headbutting an Italian player during the ﬁnals at the Football World Cup in Germany
last Sunday.
（24）
Doctors treating the former Indonesian president Suharto say he has undergone
surgery to stop intestinal bleeding three days after being admitted to hospital in the
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capital Jakarta.
（25）
The Saudi employers of an Egyptian being held hostage in Iraq say they will bow to
the kidnappers demands and stop working in Iraq.
Say
（s）には、通常、ストレスが置かれない。また、say（s）のあとに接続詞のthatがはいる
こともない。ニュースの英語に限らずsayのようなごくありふれた動詞のあとにはthatが入
らないのが一般的であり、次のようにthatが入るのはどちらかといえばまれなケースである。
（26）
Police in Iraq say that more than 20 people have been killed in two separate bomb
attacks, both in mainly Shiite areas of the country.
（27）
The United States says that it expects talks on the North Korean nuclear programme
to go ahead in Beijing later this week.
Say
（s）のあとに続く文の動詞は現在完了形、現在形になると考えてよい。Say（s）の主語
が情報源を示し、伝えたい内容がsay
（s）のあとに続く。したがって、ニュースバリューは
say
（s）のあとの文にあるので、動詞の形態は現在完了形か現在形になる。現在形には助動詞
（特にwill）の現在形も含まれる。
（28）
The International Red Cross says it has begun delivering food aid to one of the
Europe s poorest countries, Moldova, after the worst drought in ﬁfty years.
（29）
US-led forces in Falluja say they expect several more days of ﬁghting there.
（30）
The Indian government says it will review new annual appraisal forms requiring
female civil servants to reveal details of their menstrual cycles.
情報筋を明らかにしない次のような表現も可能であるが、頻度は低い。
（31）
Chinese oﬃcials are said to be giving none details of their ambitions to develop a
space programme.
BBC World Serviceニュースの最初の一行目にsay（s）が使われるとそれは本来の「言う」
という意味が基本になっているが、その機能的意味はニュースソースを明らかにすることに
ある。したがって、say
（s）が使われる。ニュースバリューはsay（s）の目的節のほうにある。
文法関係はsays
（s）の部分が主節を構成するが、意味的には目的節が主になる。Say（s）は情
報源を明示する機能がきわめて強いために、say（s）以外の形態はまれである。Have saidの
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ような現在完了形になることがあるが、現在形に比べるとより現在時に近い表現で強い臨場
感を出す意図が感じられる。
（32）
A hospital in Switzerland has said it will allow assisted suicide on its premises for
patients who are terminally ill.
（33）
A senior Roman Catholic oﬃcial has said that the Vatican is preparing to publish a
statement on the use of condoms by people who have AIDS.
これらの用法がsayのほぼすべてであるが、現在分詞の例を示せばより完全になろう。
Sayingの意味上の主語は
（34）ではoﬃcial、（35）ではstatementである。まれであるが（36）の
ように過去分詞になることもある。
（34）
A senior oﬃcial in the Roman Catholic Church has called on immigrants to Europe to
heed the customs of their new home, saying this could include, in some cases, women
not wearing the kind of Muslim veil which covers their whole face.
（35）
A previously unknown Palestinian group, calling itself the Al Tawhid Al Jihad
brigade, has issued a statement saying it killed the missing BBC correspondent in
Gaza, Alan Johnston.
（36）
A hurricane said by meteorologists to be extremely dangerous has begun to make
landfall on the coast of the Yucatan Peninsula in Mexico, where tens of thousands of
people have been evacuated.
Tellにはsay
（s）に相当する情報源のみを明らかにする用法はなく、常に現在完了形で使わ
れる。
（37）
Foreign ministers from ten South East Asian countries have told Burma s military
rulers to release the pro-democracy leader Aung San Suu Kyi.
（38）
Astronauts on the space shuttle Discovery have been told that its heat shield is safe
and that it has been cleared for re-entry into the earth s atmosphere in a week s time.
10

Say以外の動詞

Say以外の動詞の形態をみると、現在完了形になる確率がきわめて高く、90%を越える。
したがって、ニュースの冒頭の一行では述部は現在完了形になると予測すべきである。完了
形以外では現在形、現在進行形がある。それぞれの場合を例示する。
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現在完了形
（41）
はhave each been sentenced to 20 years in prisonの意味である。
（39）
The Chinese authorities have launched a major rescue operation in Sichuan Province.
（40）
A crowded commuter train has derailed and crashed into an apartment building in
western Japan, killing at least 50 people and injuring more than 240 others.
（41）
Two men, who tried to sell a teenage boy in Ghana, have each been jailed for 20
years.
現在完了受動態
（42）
A woman in the United States has been indicted over an Internet hoax that ended
with the suicide of a 13-year-old girl.
（43）
A leading international charity worker has been kidnapped in Baghdad.
（44）
A British man who urinated on a woman as she lay dying in a street has been
sentenced to 3 years in prison.
現在完了進行形
冒頭の一行の述部は現在完了形になるのが半ば規則化している。現在完了進行形は完了形
に進行形が加わり、臨場感を出すにはふさわしい形態である。しかし、頻度は完了形だけの
場合に比べると、遥かに低く全体の３%くらいである。報道の基本姿勢は完了形にある。現
在完了進行形になると相は、当然、複雑化することになるし、また、進行形には感情的なも
のが加わりやすい。そのために事実を簡潔に報道しようとするニュースの冒頭には向いてい
ない。
（45）
Thousands of Americans have been paying tribute to the civil rights campaigner
Coretta Scott King at her funeral in Georgia.
（46）
People in Britain have been commemorating the first anniversary of the London
attacks in which Islamist suicide bombers killed 52 people on the city s transport
system.
現在完了形以外では次のようにbe動詞の現在形や、進行形が使われる。特に進行形は現
状や近接未来を述べるのに適している。それでも冒頭の主節に現れる頻度は完了形に比べれ
ばはるかに低いし、nowと共に使われることもない。
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現在形
（47）
A four-day national strike is under way in Nigeria in protest against the 25-percent
rise in the cost of a litre of fuel.
（48）
A 12-year-old Iraqi boy is on his way to Kuwait for life-saving surgery.
現在進行形
（49）
Eﬀorts are continuing to secure the release of the BBC correspondent Alan Johnston
who, it s feared, was kidnapped in Gaza City.
（50）
The United Security Council is holding an emergency meeting at Syria s request,
following the Israeli air raid on Syrian territory.
（51）
Security is being stepped up on the New York public transport system.
11

法助動詞

ニュースの冒頭の一行目に法助動詞が出現することはまれである。ニュースは事実をその
まま伝えるものであるから、このこと自体が法助動詞と相容れない要素を持っている。法助
動詞には二つの用法がある。一つは根源的用法であり、もう一つは陳述緩和用法である。こ
のいずれの用法もニュースの冒頭にはふさわしくない。特に、陳述緩和用法は事実を事実と
して断定することを避けるものであるから、冒頭で使うにはふさわしくない。主節に法助動
詞が現れることはないと言ってよい。冒頭の一文に法助動詞がまったく現れないということ
ではないが、現れるとするなら従属節のほうである。それでも割合的には１%に満たない。
したがって、冒頭の一文には法助動詞は現れないと考えてよい。唯一の例外は未来を表す
willである。主節、従属節に現れるすべてのwillをカウントしても4パーセント前後であるが、
そのうち主節に現れるのは1%に満たない。したがって、事実を報道するニュースと法助動
詞は相反する関係にあるといえる。（55）のis toは意味的には未来であるが、形態的には現在
形である。
（52）
Thousands of pubs, clubs, and shops in England and Wales will have the right to stay
open for longer when new licensing laws come into force in the next few hours.
（53）
A NASA spacecraft called the Messenger will be flying past Mercury today, the
smallest of the planets in the solar system.
（54）
The Indian government says it will review new annual appraisal forms requiring
female civil servants to reveal details of their menstrual cycles.
（55）
South Africa is to inaugurate the largest telescope in the southern hemisphere later
today.
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12

Andではじまる文

BBC World Serviceは５分間のニュースで、前半に主要なニュースを２つ、３つ伝えて、
後半で細かなニュースを４つほど伝える場合が多い。後半の最後のニュースのまえにAndを
入れることがある。これはA, B, C, and Dのスタイルで、いくつかのニュースが並列されて
いて、最後のニュースのまえにAndを入れるのである。それぞれのニュースの最後にはピリ
オドが打たれるが、ニュース自体は一連のもの（text）である。そのために、Andが使われ
る。
（58）
、
（59）のようにﬁnallyが入ることもある。（60）は急なニュースが入ったときに使う
用法で、
（And）some news just in,（And）this news just inなどとも言う。
（56）And in the past few minutes the former US vice president Al Gore has said he is
deeply honored to have won the Nobel Peace Prize.
And the Olympic torch has arrived in South Korea on one of the final legs of its
（57）
controversial journey to Beijing.
And ﬁnally, Brazil and Turkey meet in the football world cup on Wednesday for the
（58）
right to play Germany in the ﬁnal on Sunday.
And ﬁnally the ﬁrst workshop aimed at stopping football hooliganism in Macedonia
（59）
has subsided into a brawl.
And the news just in. In Florida nearly half the polling stations are still open after
（60）
the oﬃcial time to try to allow queues of voters to cast their ballots.
13

There s beenではじまる文

ニュースの冒頭にThere s beenがくることがある。完了のthere構文である。「大きな爆発
があった」というニュースをThere was a huge explosion.ではじめることはできない。ニュ
ースの冒頭では過去形を使うことができない。There is a huge explosion.とすると、時間に
幅が出てきて、今、この瞬間の出来事を伝えようとすると間延びした感じになる。そのため
に、there構文もやはり現在完了形にして、A huge explosion has happened.の意味で使う。
したがって、完了形は継続の意味になるよりは完了の意味になる場合が多い。そのほかでは
繰り返しを示したり、現在の状態を説明したりするときに使われる。There構文の主語のあ
とには場所表現が来るのが普通である。存在と存在場所が密接な関係にあるためである。も
ちろん、There sにはストレスが置かれないので、BBCの音声をはじめて聞く場合には戸惑
うかもしれない。BeenはThere sより強く読まれるので、これが聞き取るときの一つのヒン
トになるであろう。There sではじまる文は決して多くはないが、かといって珍しいわけで
もない。
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（61）There’s been a huge explosion at a railway station in North Korea near the Chinese
border.
There’s been a series of explosions at the United States military base at Kirkuk in
（62）
northern Iraq.
There’s been a new warning about the rate at which the Arctic ice cap is melting,
（63）
with the American research showing it has shrunken by a third in the last ten years.
There’s been a heavy French police presence in the Paris suburb of Villiers-le-bel to
（64）
try to prevent a third consecutive night of rioting by gangs of youths.
14

前置詞句で始まる文

通常の文であれば、前置詞句で始まる文は珍しくないが、BBCの冒頭の一文ではほとん
ど見られない。In、atで始まる文が若干あるのみである。（68）のIn Japanは場所を示してい
る。文法的にはなんの問題もないが、「In＋場所」で始まる文はこの一例のみである。この
ニュースの直前で読まれたニュースが恐らくはどこかの国の選挙に関するニュースであった
と思われる。その国の選挙に関連して、ところ変わって「日本では」と述べているものと思
われる。このような状況がないと文頭でIn Japanを使うことは不自然であろう。個々のニュ
ースは独立したニュースであるが、ニュースの集合がより大きなテキストを構成している。
In Japanを説明するにはより大きなテキストを考えないと説明できない。
In the latest protest against the cartoons satirizing the prophet Muhammad,
（65）
demonstrators have set afire two Scandinavian embassies in the Syrian capital
Damascus.
In the case that caused uproar in the United States, the American socialite Paris
（66）
Hilton has been ordered to go back to prison.
（67）At the end of the summit between Israeli and Palestinian leaders in Jordan,
President Bush has expressed optimism that it will be possible to bring peace to the
Middle East.
（68）In Japan early results in the country s general election show the governing coalition
led by the Liberal-Democratic Party led by the Prime Minister Junichiro Koizumi is
said to win with a reduced majority.
上記以外にもう一つ前置詞句で始まる場合がある。それは付帯状況のwithによるものであ
る。Withは前置詞であり強勢がないので、音声的には聞き取りにくい。その場合には、
badly dented
（69）
, continuing
（70）, over（71）のまえにbe動詞があるかどうかによってwithの
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有無を判断する。頻度はやはり高くない。
With his government’s popularity badly dented by a series of scandals, the
（69）
Japanese prime minister Shinzo Abe has begun campaigning for elections to the
Upper House of Parliament.
With investigations continuing into the London suicide bombings in which 54
（70）
people died, national leaders of the British Muslim community have been visiting
Leeds in northern England, the home area of three of the young Muslims believed to
have carried out the attacks.
With mid-term polling over across the eastern half of the United States, early
（71）
projections appear to give Democrats some cause for optimism.
15

Asではじまる文

頻度は非常に低いが接続詞のasではじまることがある。As内の時制は現在であり、asは
同時性を表す。
「…しているのですが、そんな中…」くらいの意味になる。
（72）As the Turkish authorities battle to contain an outbreak of bird ﬂu in the countr y’s
east, experts have conﬁrmed another two cases of the H5n1 strain of the virus.
As Russia’s second city, St. Per tersburg, celebrates its 300th anniversar y,
（73）
President Bush is there for talks with his Russian counterpart, Vladimir Putin.
16

副詞now

ニュースの冒頭の一行でnowを使うことは少ない。現時点を示す副詞であるから使われる
ように思われるが、実際にはほとんど使われない。ニュースそれ自体が現在時を基点にして
いるので、nowは意味的にredundancyを起こして、その存在意義を失う。また、過去（た
とえば、thenなど）と対比的にnowが使われることもない。ただし、従属節で使うのであれ
ばnowの出現率は少しだけだが高くなる。（74）でnowが使われているのはAnnan氏がめまぐ
るしく移動していることがその背景にある。
（74）
The United Nations Secretary-General Koﬁ Annan is now in Sri Lanka after arriving
from the Indonesian province of Aceh, where government forces and rebels have also
been ﬁghting a bitter separatist conﬂict.
Now以外ではformally, strongly, unanimouslyなどの様態の副詞が使われることがある。
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しかし、ニュースの冒頭の主節に副詞が出てくることはほとんどない。副詞は文になんらか
の色づけをすることになるし、場合によっては意味を複雑化することになる。できる限りシ
ンプルに、飾りをつけずに事実を報じるのがニュースの英語である。副詞はこの目的に対し
てマイナスに働く可能性があり、冒頭の主節内では副詞の使用をできる限り避けている。次
の副詞はformal presentation, strong criticism, unanimous adoptionからもわかるように動詞
の意味の一部をなしている。このような例を含めて主節内に副詞が現れることはまれである。
（75）
Japan has formally presented a strongly-worded draft resolution to the united
Nations Security Council, calling for sanctions to be imposed on North Korea in
response to Wednesday s missile tests.
（76）
The Palestinian government has strongly criticized Israel for what it called the
unacceptable treatment of Palestinians at a prison in the Negev Desert.
（77）
The Nepalese parliament has unanimously adopted a resolution which will strip the
king of his political powers and end his control of the army.
17

主部の長い文

通常の文の主部は長くならない。英語では主部の長い、いわゆるtop-heavyな文をできる
限り避けようとする。ところが、BBCのニュースでは長い主部が来ることが珍しくない。ニ
ュースには時間の制限があり、割り当てられた時間内にできる限り多くの情報を盛り込むた
めであれば主部を長くすることも辞さない。文の形式よりも情報量が優先される。たとえば、
（78）
をみてみよう。
A decision by the state television network in France to enter a song written mostly
（78）
in English into next month’s Eurovision Song Contest has provoked an outcry.
この文は27語からなっているが、主部が23語であり、述部はわずかに４語である。通常の
文の形式からするとかなり異常な文である。にもかかわらず、BBCのニュースではこのよ
うな文がよく使われる。長い主部であるが、少ないスペースに多くの情報を入れるためには
このような形式にならざるをえないのである。もし、通常の文で書くとするなら次のような
文を考えることができよう。
（79）
The state television network in France has decided to enter a song ‒ which is written
mostly in English ‒ into the Eurovision Song Contest that will be held next month.
This decision has provoked an outcry.
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ほかにもいくつものrewriteが可能であろうが、どのように書き換えても（78）よりは長く
なるのであって、短くなることはない。もっとも重要なことは文の形式ではなく、少ないス
ペースにより多くの情報を盛り込むことである。このようにしてできたのが（78）のような主
部の長い文である。印象としては主部の長い文だと感ずるし、見た目にもそうであるが、情
報量の割には短い文になっているように思える。
このように長い主部となる場合に特徴的な文法形態がある。その一つは関係詞、特に関係
代名詞である。
「人」が先行詞の場合にはwhoが使われる。Whose, whomはほとんど使われ
ない。かりにwhomを使う状況があるとしてもwhoを使い、従属節の動詞を受動態にするほ
うが普通である。つまり、冒頭に人物をあげたなら、その人物を中心、または軸にして文が
構成される。そのほうが聞き取りやすいのである。冒頭の一文の述部は現在完了形になるが、
関係代名詞節内の時制は人物がどのような人物であるかを述べるだけであるから、現在時に
制限されるわけではない。主部の長い文はBBCのニュースを聞く上できわめて重要な構文
である。
関係代名詞
A Roman Catholic priest who used a thousand helium balloons to tr y to break a
（80）
ﬂying record has gone missing oﬀ the southern coast of Brazil.
Three Japanese civilians who have been held by militants in Iraq since last week
（81）
have been set free.
A British Air ways ﬂight from London to Washington, which was cancelled for two
（82）
days running because of security fears, has taken oﬀ after another delay of over
three hours.
A controversial Dutch television programme in which a terminally ill woman was
（83）
to choose a recipient of her kidneys, has been revealed as a hoax by the show s
presenters.
現在分詞
A coroner looking into the deaths of 14 British ser vicemen in an air crash in
（84）
Afghanistan in 2006 has called for the entire Royal Airforce fleet of Nimrod
surveillance aircraft to be grounded.
Police in Britain investigating the death of an African boy whose headless and
（85）
limbless torso was found ﬂoating in the River Thames in London nearly two years
ago, say they want to question a Nigerian man arrested by Irish police.
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（86）A Russian Soyuz spacecraft carrying two American astronauts and a Russian
cosmonaut, who were stranded with the loss of the space shuttle, Columbia, is
expected to land in Kazakhstan shortly.
過去分詞
Fifteen of the seventeen people arrested in Canada on Saturday under the anti（87）
terrorist legislation have appeared in court near Toronto to hear details of the
charges against them.
New research presented to a scientiﬁc convention in the United States suggests
（88）
that the Greenland ice cap is disintegrating faster than previously thought, and the
sea levels could rise even more rapidly than expected.
形容詞
A new pipeline capable of carr ying a sixth of China’s current oil import has
（89）
begun pumping supplies from neighboring Kazakhstan.
18

おわりに

普通に日本で生活している者がBBCのニュースを正確に書き取ることはかなりむずかし
いことである。少しでも書き取りができるようになる方法はないかと考えた。そこで、ニュ
ースの冒頭の一行が書ければ、流れにのってそのあとも書きやすくなるのではないか。そし
て、私自身が書き取ったニュースのなかから、666のニュースの冒頭の一行目のみを取り出
してデータベース化した。コーパスツールで分析すると冒頭の一行は平均すると24語からな
り、通常のコーパスでは見られないことであるが、have（has）とsay（says, said）の頻度
が異常に高いことが判明した。Haveとsayが冒頭の一行の特徴をなしていることは明らかだ
った。Have, sayの特徴はなにか。そのほかの特徴はないのか。このような疑問に答えよう
としたのが本論考である。以下に本論考で述べたことを箇条書きにして、まとめとする。
・形式は二つあり、sayにより情報源を明らかにする場合とそうでない場合である。
・sayの機能は情報源を示すことであり、say（s）の形態をとる。
・tellには情報源のみを示す用法はない。
・say以外の一般動詞は現在完了形になる。
・現在完了相以外の相も現在形であれば可能であるが、頻度は低い。
・法助動詞は事実をシンプルに伝えることに反するので使われない。
・主語は定冠詞ではじまる場合がもっとも多い。
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・この定冠詞は前方照応的ではなく、固有名詞の一部をなすものが多い。
・主語が不定冠詞ではじまる場合があり、その頻度は予想以上に高い。
・この場合には出来事の提示に重点が置かれる。
・それと同時に不定冠詞が聴取者の好奇心を引き起こす役目も果している。
・主語になる名詞は固有名詞が圧倒的に多い。
・すべての文に地名、国名、人名など固有名詞が最低一つは含まれる。
・複数名詞が主語になる頻度は極めて高く、定冠詞つき主語の頻度に匹敵する。
・Andではじまる文はニュース項目の最後のニュースである。
・There構文ではじまる文もあるが、There s beenのように完了形になる。
・副詞nowはほとんど現れないが、現れるときには有標化する。
・付帯状況のwithを含めて、前置詞ではじまる文は少ない。
・主語が長くなることがあるが、限られたスペースに多くの情報を入れる意図がある。
・個々のニュースがテクストの一部を構成する。
・そのために、text grammarの視点からの説明が必要になることがある。
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A Study of BBC News English
UZUHASHI, Yuzo
In this short study I aim to know the characteristic features of the ﬁrst sentences of the
news items in the

from the BBC World Service. First I listened to

news items and took dictation of them as exactly as possible. The number of these items
is 666. Next, only the ﬁrst or beginning sentence of each news item was extracted from
the whole lines and put into a ﬁle previously prepared to make a corpus. This corpus,
therefore, is composed of 666

ﬁrst or beginning

sentences.

I have analyzed these sentences, each of which is, I repeat, located in the beginning of
each news item, from a variety of points of view: what kind of subjects or predicates do
they have? How long are they? Is there any particular verb often used in the corpus?
And so on.
Only several of my conclusions are shown as below:
（1）
The most noticeable verb is SAY , which is used almost functionally to show news
sources. Tell is less often used, and it doesn t have such a function as SAY .
（2）
Present Tense is the only one to be used there. Present Perfect Tense is used by far
the oftenest, and therefore it is an indispensably important tense.
（3）
Proper Noun is contained in almost every sentence: at least one of the person-, place-,
or country-names.
（4）
Subjects with indeﬁnite articles are more often seen than generally expected, which
helps to attract listeners attention to the news as if they were listening to a detective
story or something like that.
（5）
Very long subjects are often used even if they are top-heavy, both because news
reading must be ﬁnished within a ﬁxed time and also because it must also convey as
much information as possible. In short, information quantity comes ﬁrst, and sentence
style next.

― 389 ―

