
 

 

リードだけを読もう 

 見出しに慣れてくれば記事の半分は読めたも同然です。英文記事攻略の第 2の関門は、

本文の書き出しであるリードです。この部分はニュース記事の最も重要なところです。こ

れさえ理解できれば記事内容全体がほぼ分かったことになります。 

 ニュース記事は、リードで最も重要な情報が書かれ、第 2、第 3、第 4パラグラフと先へ

行くにしたがって、重要度が下がり情報はより詳細になっていきます。これを形にたとえ

て、逆ピラミッド型（inverted pyramid style）、逆三角形型（inverted triangle style）

などと呼んでいます。 

 

リード （leading paragraph） の特徴 

 リードは 30語前後で書かれる記事の冒頭にある文章で、「誰が （何が） どうした」「い

つ、どこで、なぜ、どのように」 といった記事内容のエキスが詰め込まれた部分です。つ

まり、記事の要点である５W１H が盛り込まれます。だれが＝Who、なにを＝What、いつ＝

When、どこで＝Where、なぜ＝Why、どのように＝How の６つの要素があります。記事によ

ってはこれらすべてを含まないこともありますが、肝心な事柄は必ず盛り込まれています。

記者はこれら５W１H の問いに答えるように記事を組み立てていきますから、読む側は、逆

にそれをたどっていけばいいわけです。なかでも一番大切なところは、「誰が（何が）＝Who 

どうした＝Did（do）What」です。それを文中に見つけることが肝心です。実際の記事でそ

の仕組みを見ていきましょう。リードのパターンには 2種類あります。 

 

ルール 1-1 第 1 パターン 

 第①パターンは通常型で、Ｓ（主語）＝Who+Ｖ（述語）=did （do）+O（目的語）=What +・・・

の文型で始まる最も一般的な文章です。記事の大半はこの型です。肝心な部分は、冒頭の

「Who did（do）what」です。 

例文  

  The government planed to enter talks to settle a string of lawsuits for damages 

filed by hepatitis B sufferers accusing the state of failing to properly avert the 

risks posed by shared needles during mass vaccinations, sources close to the matter 

said Sunday.  

 1 Who= The government 政府は 

 2 Did= planed（方針を）固めた 

 3 What= to enter talks 話し合いに入ること 

 4 Why= to settle a string of lawsuits for damages 一連の被害訴訟を解決するため 

 5 When= Sunday 日曜日（関係者が表明した） 

 6 Where= 特に書かれていないが、政府のある東京で 

 7 How=この文にはない 

  （政府は、大量予防接種の際共用注射針によってもたらされた危険を適切に回避しな

かった状態をＢ型肝炎患者らが非難して提訴した一連の被害訴訟を解決するため、交渉を

始める方針を固めた） 

  

ルール 1-2 第 2 パターン 

 第②パターンは変則型で、With や In、Of などに導かれる前置詞句や -ing を伴う分詞

構文を用いて状況説明で始まり、その後に①の通常型が続きます。このパターンでも肝心

な部分はやはり後に続く「Who did（do）what」です。 

例文 

  With Naoto Kan elected the next prime minister and president of the ruling 

Democratic Party of Japan on Friday, the likelihood has increased that the DPJ will 

include a hike in the consumption tax rate in its manifesto for the upcoming House 

of Councillors election. 

 1 Who= the likelihood 公算は 

 2 Did=has increased 高くなった 

 3 What=that the DPJ will include a hike in the consump-tion tax rate 民主党は

消費税率引き上げを選挙公約に盛り込むという 



 

 

 4 When= Friday 金曜日に 

 5 Where= Tokyo 東京で 

 6 How=With Naoto Kan elected the next prime minister and president of the ruling 

Democratic Party of Japan 菅直人氏が首相に、そして与党民主党の党首に選ばれるとと

もに 

  （菅直人氏が首相ならびに与党民主党の党首に金曜日選ばれるとともに、今度の参院

選での選挙公約に消費税率引き上げを盛り込むという公算が高くなった） 

  

ルール 2 

多くの場合、英文記事には情報源が付記される。 

 下記の例文中… fiscal 2007, の後の部分は、情報源の説明。 

例文 

  ABC Corp. failed to declare a total of 150 million yen in income in a few years 

up to fiscal 2007, according to sources close to the firm.  

 

ルール 3 

文中の日付や曜日に付く前置詞はよく省略される。 

 下記の例文でいうと、通常は on Sunday となる。 

  China ﾕ s discount carrier Spring Airlines has decided to operate flights for two 

months from late July linking its home city of Shanghai and Ibaraki Airport, about 

80 km northeast of Tokyo, the Ibaraki prefectural government announced Sunday. 

 

 

５W１Hをみつけよう 

 ５Ｗs（who, what, when, where, why）１Ｈ（how）を見つけよう。下記のように記事を

分解すると理解しやすくなります。この分解作業ができれば、早く読めるようになります。 

例文 

  East Asian powers OK yellow dust plan 

   （東アジア諸国は黄砂計画を承認） 

  The environment ministers of Japan, China and South Korea adopted their first 

joint action plan Sunday to deal with global warming, yellow dust and other priority 

issues for the coming five years. 

 1 Who= The environment ministers of Japan, China and South Korea 日本と中国、韓

国の各環境大臣は 

 2 Did= adopted 採択した 

 3 What= their first joint action plan 初の共同行動計画 

 4 When= Sunday 日曜日 

 5 Where= Tokyo 東京で（記者会見） 

 6 How=（この文にはない） 

 7 Why= to deal with global warming, yellow dust and other priority issues 地球

温暖化や黄砂、その他の優先課題に取り組むため 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


