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語学研究所レポートについて
TORAIZ 語学研究所では「理論ｘ実践＝最速の英語学習」を
理念としています。個人的な経験則だけに基づいて英語を教え
るだけでなく、第二言語習得論も取り入れた学習方法が広まっ
ていることは素晴らしいことです。しかし現実的には、理論だ
けに偏ってしまうと個別最適化が難しいため、理論に基づくこ
とはもちろん、学習者の個性や生活スタイル、そして目標に合
わせて学習していく必要があります。
そのため、理論と実践を融合させ正しい英語学習の知識を広めるために、TORAIZ 語学
研究所が毎月発行しているのがこのレポートです。
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研究の扉
「一定の時間をかけて科学的に個別最適化して学習すれば、英語は話せるようになる」②
関西学院大学教授 門田修平
語学研究所 所長 西牧健太
Ⅱ．TORAIZ：第二言語習得研究にもとづく学習モデルを活用
7 月号では、英語習得には最低でも 2,200 時間以上の学習が必要だということをお話し
しました（詳しくは 7 月号をご覧ください）
。しかし、もちろん効率的ではない学習をし
ていればもっと時間がかかってしまいます。繰り返しになりますが、2,200 時間の学習と
いうのはアメリカの外交官が米国務省の集中トレーニングを受けての結果です。一般的な
日本人が英語を学習する際も、それに匹敵するほど効果的な学習方法が必要でしょう。
そこで大切なのは、これまでの科学的研究の成果に基づいた学習をすることです。幸い
なことに、第二言語習得については世界中で研究されていて、効果的な学習方法が常に探
求されています。特に最近では、認知心理学や神経科学などの「人の頭脳」に関する研究
が取り入れられ、第二言語習得研究は大きな発展をしてきました（門田 2015: p14）。その
お陰で、脳の活動を見たり、心理学的な実験に基づいたりする形で、効果的な英語学習方
法が見つけられてきました。TORAIZ では、比較的古くから主張されている Krashen のイ
ンプット理論や、Long のインタラクション理論はもちろんのこと、顧問の門田修平教授
（関西学院大学）の指導の下で最新の心理言語学の研究成果も取り入れ、新崎隆子氏
（NHK 通訳）からの指導でそれを実践的な方法として指導しています。ここではその一
部をご紹介します。
まずリスニングですが、人が言語を聞いて理解するときには大きく分けて「知覚」と
「理解」のプロセスがあります（門田, 2018）。一言でいうと、「知覚」は耳が英語の音声
を聞き取れるかどうかです。例えば L と R の違いがわからない、ask her がアスカのよう
に音が同化してしまったりするとわからないというような状態が、音声知覚ができていな
い状態です。次に「理解」の方は、聞き取った音を頭の中で意味の処理ができるかどうか
です。例えば、detrimental という単語自体ははっきり聞こえたとしても意味を知らない、
as fast as…と言われても as ~ as の構文を知らなくて理解できないというような状態が、意
味理解ができていない状態です。
もちろん個人差はありますが、一般的な学校教育を受けてきた大人は、文字を見ればあ
る程度わかるが、特に生の英語のリスニングが弱いようです。TORAIZ に来る受講生様の
多くもこのような状態です。これは正確にはリスニングの中でも「知覚」ができていなパ
ターンです。恐らく知覚さえできてしまえば理解の方には大きく苦しむことはない人が多
いでしょう。ご相談にいらっしゃる方からは、「リスニングができない」というコメント
を多く頂きます。その際には、まずリスニングができない理由を科学的な研究成果をもと
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に特定することが先決で、何となく良さそうな教材で勉強しているだけでは、効果は上が
りません。リスニングの中でも、どのプロセス（段階）ができないのかを特定して、それ
に対する対策を講じなければならないのです。
スピーキングに関しても、もちろん TORAIZ では科学的な手法を取り入れています。
スピーキングのプロセスを大きく分けると「概念化」「言語化」「調音」という３つの段階
に分かれます（門田, 2018）
。一言でいうと、言いたいことを決め（概念化）
、それを言語
でどう表すか考え（言語化）
、それを音声として口に出す（調音）というステップになり
ます。もちろんこれらについても、苦手な部分に対して科学的に最適な学習をする必要が
あります。
それともう一つ重要なことは「自動化」を達成することです。流暢に英語を話すために
は、その全てのプロセスが少しずつでも「自動化」していくことが重要で、自動化によっ
て頭の中の「認知資源（処理能力）
」をうまく調整して活用することができるようになり
ます(門田, 2015)。簡単に言えば、あることが自動的にできるようになると、作業に必要
な頭の認知資源をあまり使わなくなり、必死にならなくても、その他の作業がしやすくな
るのです。
そこで TORAIZ では、それぞれのプロセスを自動化するために、多くの学習法を取り
入れています。言語化については、瞬間英作文などで文法規則に基づく文の作成について
も学びつつ、フレーズ暗記を通してチャンク毎で使えるものも自己学習において増やして
いきます。また、シャドーイングを通して調音（音声化）の学習もします。そしてレッス
ンでは、あらかじめトピックに関して言うことを考えておくことで、概念化は事前に行
い、レッスン中は言語化と調音に集中して学習することができます。最後に、レッスンを
通して方略的能力も磨いていきます。いくら英文の産出がうまくなっても、実際のコミュ
ニケーションでは必ず壁にぶつかるため、適切な単語が出てこないときや、相手が言って
いることがわからない時などにどのように対応するかを身に付けていきます。
最後に、TORAIZ の学習の大きな柱となっているシャドーイングですが、これはこれま
での第二言語習得研究の成果をもとに特定された、英語習得に重要な４つの柱、I（input
processing）
、P（practice）
、O（output production）
、M（<metacognitive> monitoring）
を支えるとても効果的な学習法であることが分かっています(門田, 2018; Kadota, 2019)。
門田（2018）によれば、シャドーイングをすることによって、まず音声知覚が鍛えられま
す（インプット処理）
。これによって知覚できるようになった英語の意味を理解しながら
何度も反復してシャドーイングすることで、その英語が自然に頭の中に内在化されるよう
になります（プラクティス効果）
。シャドーイングはまた、自分が話しているかのような
模擬的練習になるため、スピーキング力にもつながります（アウトプット効果）
。更に、
好むと好まざるとに関わらず、自分のシャドーイング音声を常に聞かされることで自分の
英語能力の実態を常にチェックして、把握できるようになります（モニタリング効果）。
このようにリスニングからスピーキングまでに至るプロセスをバランスよく鍛えられる
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シャドーイングを中心として、フレーズ暗記による使えるチャンクの学習やレッスンでの
方略的能力の訓練を行うことにより、英語力がめきめき上がってきます。科学的な実証デ
ータ（根拠）が多く蓄積されてきている現在、このような研究成果に基づいて学習するこ
とは重要であり、また当然のことでもあるのです。
引用文献：
Inagaki, Shunji. (2005) How Long Does It Take for Japanese Speakers to Learn English?

Language and culture. 4, p. 19-29.
門田修平（2015）
『シャドーイング・音読と英語コミュニケーションの科学』東京：コスモ
ピア.
門田修平（2018）
『外国語を話せるようになるしくみ：シャドーイングが言語習得を促進す
るメカニズム』東京：SB サイエンス・アイ新書.
Kadota, Shuhei. (2019) Shadowing as a Practice in Second Language Acquisition: Connecting

Input and Output. London: Routledge.

今月の 1 冊
今回ご紹介するのはベネディクト・キャリー氏による「脳が認める勉
強法」という本です。英語習得に特化した本ではありませんが、英語
学習に活かせる知識が詰まっています。記憶の仕組みから、具体的な
学習方法まで詳しく書かれているため、皆さんの学習をより効果的に
するヒントが得られるはずです。
この本の優れたところは、この本で紹介されているすべての学習法
に科学的実験に基づく根拠も紹介されていることです。例えば有名な
のが、反復練習についての実験です。何事も一度で覚えることはなく、
何度も練習しなければならないのは明らかですが、同じことを反復して練習することに効
果があるのか、それとも変化を取り入れた方がいいのかを研究した実験があります。具体的
にどのような実験かというと、お手玉を 100 センチ先の的に当てるという課題に対して、A
グループは 100 センチの的に投げて練習し、もう一つの B グループは 60 センチと 120 セ
ンチ先の的に交互に投げて練習させました。すると驚いたことに、1 度も 100 センチで練習
していない B グループの方が、100 センチ先の的に当てるのが上手になったそうです。普
通の感覚で考えると、100 センチ先の的で何度も練習した方が上手になると思うはずですの
で、自分一人で考えると非効率的な練習をしてしまいます。
他にも、学習の場所は時間など、様々な実験に基づいて紹介されています。比較的ページ
数が多くなってはいますが、興味のある部分からでも読み始めてみると、英語のみならず
様々な学習に取り入れられる学習方法が見つけられると思います。
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フェロー（顧問）インタビュー
今回は NHK 通訳の新崎隆子氏に、
「日本人はなぜ英語が話せないのか」について伺いまし
た。
新崎氏：
日本人が英語を話せない理由の一つは、
「自分は英
語ができない」という思い込みなど、メンタルの部分
が大きいと思います。自分がうまく話せない、だから
あまり話したくないという思い込みが基本的にあっ
て、それでためらってしまうということがあると思う
んですね。
日本人が英語を話すときには、自分より英語が上手
な人を意識していることがあるようです。ネイティブと話をするときにはネイティブの方
がうまいに決まっていますよね。だから案外間違っていても恥ずかしくはない。だけどそこ
に日本人で自分より英語が上手い人がいると、その人の前で恥をかきたくないという意識
が出てきてしまう。それでグループディスカッションなどをするとお互いに牽制し合って、
それだけで気後れするという人がいます。でもこれはナンセンスですよね。英語っていうの
は自分より英語力が高い日本人に向かって話すものではなくて、異言語の方にメッセージ
を届けるために話すものです。でも周りを意識しすぎてしまうことが、日本人を委縮させる
原因になっていると思います。
例えば、通訳者として出向いた先で、
「参加者の日本人は英語が堪能なので、通訳は要り
ません」と言われたことがありました。その時、大変興味深かったのは、話を聞いていると
きにはみんなわかってうなずいているのに、具体的な質問をされて話す立場になると、
「え
っ」っていう一瞬の沈黙があり、周りの人をキョロキョロ見るような雰囲気があったことで
す。みんな上手なのに、自分だけ変だったら嫌だな、という雰囲気があって、私は「これが
いけないんだな」と思いました。フランクに話せばいいのに、立派な英語を話さないといけ
ないという思い込みが、特に英語力が高い人にあると思います。だから一つ一つのチャンス
を活かせないなんてことがあるんだと思います。
あともう一つの原因が「目的」ですね。これが非常に曖昧なことが多いです。例えば「英
語が上手くなりたいんです」という方にその理由を聞くと、
「字幕なしで映画が見られるよ
うになりたい」とか「英字新聞がさらっと読めるようになりたい」とか、いろんなこと仰る
んですけど、
「じゃあそれができれば本当にいいのか？」というのがよくわからない人が多
いですね。ですがビジネスマンになると「社内で外国人スタッフときちっと話しできるよう
になりたい」というような明確な目標があることが多いです。それくらい明確な場合は、も
う少し詳しく状況を聞いて、それに合わせたプログラムを作るということは可能です。
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なので、日本人が英語を話せるようになるには、まずは「何のために」ということを、あ
るいは「どんな風になれば自分は満足なのか」ということをしっかり考える必要があると思
います。そして周りを気にしすぎることなく話せるようなメンタルを持つこともできれば、
英語を話せる人は増えてくるでしょう。

新崎隆子氏 プロフィール
神戸大学文学部卒業。青山学院大学大学院国際政治
経済学研究科博士課程修了（国際コミュニケーション）
。
公立高校の英語教員を務めたのち、国際会議や NHK
放送で通訳者として活躍。東京外国語大学や青山学院
大学でも教鞭を執る。『通訳席から世界が見える』(自
著)、『英語スピーキング・クリニック』(共著)、『最強
の英語リスニング実践ドリル』(共著)など著書多数。

英語学習 Q&A
Q：TOEIC のようにはっきり発音されていれば分かりますが、映画や会議など、リアルな
英語が聞き取れません。どうしたら聞き取れるようになりますか？
語学研究所所長 西牧：
TOEIC などではわかるということは、まず大きな一歩は踏み出せていますね。しかし、
私も実際にそうでしたが、TOEIC のレベルを聞き取れたとしても、映画や会議など、リア
ルな英語は難しく感じることは多いと思います。私も TOEIC 満点を取ったときにはもちろ
ん TOEIC レベルはわかりましたが、映画はかなり苦戦しました。それでは、ある程度基礎
ができている人が、そこから映画などを聞き取れるレベルにもっていくために注意すべき
ことをお話しします。
まず聞き取れない大きな原因として、音の繋がりのルールがあります。TOEIC や学校英
語でも音の繋がりは重要で、最低限は学んでいると思います。例えば Can you という表現
は、キャン・ユーとはっきり発音されるのではなく、キャニューのように繋げて発音されま
す。ここまでは知っている人が多いでしょう。しかし映画などのリアルな英語では、ほぼカ
ヌーくらいにしか発音せず、もともとの Can you（キャン・ユー）とは違う単語ともいえる
レベルで発音されます。そこまで省略されてしまうと、改めて音の繋がりを勉強しないと手
も足も出ません。そしてこの音の繋がりですが、繋がってしまうだけではなく、単語自体が
脱落しているように聞こえることも多くあります。先ほどの例でお話しすると、Can you と
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言っているはずなのに、Can の部分がほとんど C の音にも聞こえず、
「何か音が聞こえる」
というくらいにしか聞こえなかったり、時には全く音が聞こえなかったりすることも起き
ます。実際にはネイティブは発音しているつもりで話しているはずですが、音が小さすぎて
実質聞こえないという状態になってしまうのです。
それではこのような音の繋がりや脱落はどのように勉強したらいいでしょうか？まずは
音の繋がりのルールを確認しましょう。TOEIC の勉強などから学んでいる人もいるはずで
すが、一度復習するのがおススメです。基礎的なことでしたらネットなどでも十分情報は出
ていますし、書籍でも勉強することができます。押さえるポイントも、リンキング（音が繋
がること）
、リダクション（音が消えること）
、フラッピング（T が R のように発音される
こと）くらいわかっていれば大丈夫です。概要を理解して、簡単な音声で聞き取りの練習を
してみるくらいでまずは十分でしょう。
さてここからが本番です。ここからは音の繋が
りのルールで学んだことより難しい、映画やスピ
ーチを使ってリアルな英語を勉強していきます。
ここでは音の繋がりに加えて「音と文字の紐づけ」
を行っていきます。音と文字を紐づけるというの
は、正しいリアルな英語を聞き、それを文字情報と
照らし合わせていくことです。
先ほどの Can you の例だと、リンキングのルールに照らし合わせて発音するとキャニュ
ーになるため、
「キャニューと聞こえるべきなんだ」と思ってしまう学習者は多いです。頭
の中の音声イメージが歪んでいる状態ともいえるでしょう。そして「キャニューと聞こえな
いのは、自分がまだ聞き足りないんだ！」と思い、何度も聞いてしまいます。しかしいくら
聞いても、キャニューには聞こえないので、「自分はダメなんだ…」と落ち込んでしまい、
いつになっても聞き取れるようになりません。そうではなく、キャニューと聞こえないのが
実は正しく、もっと省略されてカヌーと発音されているのです。そのためここで、何度聞い
てもカヌーと聞こえるのならそれが正しく、
「Can you はカヌーと発音されるのだ」と音と
文字を紐づけていくのです。このような勉強を繰り返していくことで、徐々に頭の中の歪ん
だ音のイメージがリアルな英語の音声イメージに直されていき、映画も聞き取れるように
なっていきます。
リアルな英語では、国ごとのアクセントの違いに加えて、地域ごと、そして人によっても
話し方が違うため、様々なリアルな教材を使って勉強しましょう。これを継続することで、
TOEIC レベルがしっかりできている人は徐々に映画も聞き取れるようになってくるでしょ
う。
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英語の履歴書（元日本 IBM 社長の北城恪太郎氏）②
ここでは、元日本 IBM 社長の北城恪太郎氏のインタビューを掲載します。
徹底的な準備と努力
――英語力向上に向けたオススメの上達法について聞かせてください。
北城 よく使われる文章を徹底的に覚え込むこと。あらゆる機会を積
極的に活用し、勉強を続けること。この２点に尽きると思います。ビ
ジネスで使われる英語は、場面ごとにある程度パターンが決まってい
ます。こうした表現を繰り返し復習し、頭に叩き込んでおけば、いざ
というときにも、単語を入れ替えることで対応できるようになるので
す。ポイントは、単語ではなく文章を覚えるという点にあります。私
はいまでも「この表現は別の機会にも使えるな」という文章に出合う
たびに、カードにメモを取って記憶するようにしています。
大切なのは、一にも二にも「継続」です。少なくとも半年は勉強を続
けないと英語はうまくなりませんし、少し上達したからといって、そこで努力を怠ってしま
ったら意味がありません。また、長く勉強を続けていると必ずや伸び悩む時期があるのです
が、そこで心が折れるようではいけない。つまり、一定の成果が出るまで集中して、愚直に
勉強を続ける。これが上達のいちばんの秘訣だと思います。この点、
「TORAIZ」のプログ
ラムは、専属のコンサルタントやネイティブ講師のサポートを受けながら、１年間、英語学
習を継続する仕組みになっています。非常に理に適っていると思います。
――「あらゆる機会を積極的に活用する」とは、どのようなことでしょうか。
北城

私が高校生のときにしていたように、さまざまな手段を活用して勉強を進めるとい

うことに加えて、あらゆる出来事をチャンスとして捉え、常に前向きに挑戦し続けようとい
う姿勢を持つことです。最近の事例を挙げてみましょうか。新型コロナウイルスの感染拡大
とともに、多くの人々が外出自粛や休業を余儀なくされました。コロナ禍は歴史的な危機に
は違いありませんが、視点を変えれば、英語を集中して勉強する絶好のチャンスとして捉え
られると思うのです。緊急事態宣言中の経験を、コロナ禍が一段落し、人と接する機会が増
えてきたときに、新たなキャリアを切り拓くチャンスとして活かすことが大切でしょう。
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北城恪太郎様プロフィール
1967 年 3 月 慶應義塾大学工学部管理工学科卒業
1967 年 4 月 日本アイ・ビー・エム入社
1972 年 6 月 カリフォルニア大学バークレー校大学院修士課程修了（コンピューター工学修士号取得）
1983 年 7 月 米国 IBM Corporation 会長補佐
1986 年 3 月 取締役
1988 年 3 月 常務取締役
1989 年 3 月 専務取締役
1991 年 3 月 取締役副社長
1993 年 1 月 代表取締役社長
1999 年 12 月

IBM Asia Pacific（AP） President 兼代表取締役会長

2007 年 5 月 最高顧問
2012 年 5 月 相談役
2017 年 4 月 名誉相談役
2004 年 4 月～2007 年 5 月 経済同友会代表幹事、旭硝子やオムロンの社外取締役、国家公務員倫理審査会委員を兼務
2010 年 6 月～2019 年 5 月 学校法人国際基督教大学理事長
2010 年 6 月 男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰受賞
2011 年 2 月～2015 年 1 月 文部科学省中央教育審議会委員

活動レポート（TOEIC セミナー）
今回はオンラインで行いました TOEIC セミナーをご紹介します。参加頂いたのは、TOEIC400
点～800 点程度の TORAIZ 受講生様で、講師は語学研究所所長の西牧です。内容としては大き
く分けて 2 部で、
「TOEIC とはどんなテストか？」そして「スコアを上げるにはどうしたらい
いか？」というお話しをしました。
「TOEIC とはどんなテストか？」は知っていると思っている人も多いようです。TOEIC のセ
ミナーをしていて毎回感じることは、受験者の方は「スコアを上げるには？」ということをよく
考えていて、教材などはたくさん見ているようですが、
「TOEIC とは？」という根本的な部分を
知らない方が多いです。そのため、まずは攻略すべき相手を知るためにお話ししています。例え
ば、TOEIC で目標スコアを達成するには、何問正解したらいいのかご存知でしょうか？私が話
を聞いている限り、明確に答えられる人は少ないように感じます。それを知らないと、難しい問
題を深追いしすぎたりして、効率よくスコアを上げることができません。他にも、難しい問題が
出やすい部分などをご存知でしょうか？それを知っていれば、その部分はすぐに諦めたりして、
最悪飛ばしても問題ありません。あまりに TOEIC に特化した対策ばかりして、テクニックを学
んでいるだけでは根本的にスコアも英語力も伸びませんが、これくらいの知識は知っておくべ
きです。
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その他にも、TOEIC をスコアに直結する速読力の上げ方についてもお話ししました。こうい
ったセミナーを行うと、ほぼ間違いなく「読むのが遅くて終わらない」という方が大勢います。
もちろん、目標スコアによっては最後まで解き終わらないのも仕方ないですが、できる限り最後
の方まで解いた方がいいのは間違いありません。そこで速読力に結び
つけるシャドーイングや、強制速読というオリジナルの方法などをご
紹介しました。セミナー後に模試を受けてみたら早速 900 くらい取れ
たという方もいらっしゃいましたので、今後公式テストが再開したら
結果を聞くのがとても楽しみです。

編集後記：所長より一言
最近はコロナの影響で生活スタイルや学習スタイルが変わってきている人が多いようで
す。その中でも仕事で Zoom などのオンライン会議システムを使い始めている人も多いで
すね。テクノロジーが進化して、様々なことが便利になってきています。
そこで、これだけテクノロジーが進化すれば、いつか自動通訳・自動翻訳の技術ができて、
英語が必要なくなるのではないか、と考える人も多いでしょう。しかし私はそうは思いませ
ん。大事な商談や、大切な人とのコミュニケーションは機械にできるでしょうか？このよう
な大事な場面では、必ず自分の言葉で話す必要があると思います。そのため、簡単なコミュ
ニケーションは自動通訳機になり、大事なことは自分の言葉で話すような時代になるのか
もしれません。それに加えて日本は少子高齢化が進んでおり、今後はより一層海外を視野に
入れてビジネスをしていかないと生き残れないかもしれません。そう考えると、今後は片言
の英語と高いコミュニケーション能力だけで話せる人ではなく、比較的高度な英語が話せ
る人が必要とされるでしょう。そのため、自動翻訳のテクノロジーが進化するとともに、も
しかすると今まで以上に高い英語力が必要とされるのではないでしょうか。
TORAIZ の受講生様を見ていても、英語はいつ必要になるかわからないな、といつも感
じています。
「いつか必要かも…」と思っていると、必要になる日は突然やってくるようで
す。英語は誰でも習得できますが、短期間でできるものではありません。まだ学習を開始し
ていない人は、ぜひその時のために今から学習をして言って頂ければと思います
TORAIZ 語学研究所所長 西牧 健太
プロフィール
TOEIC® L&R990 点（満点）、TOEIC® S&W200 点（満点）
、英
検１級、英語学修士と日本語学修士を取得。コンサルタントとし
て受講生の学習をサポートした経験の後、現在は語学研究所に
て、より効率の良い学習方法を提案するため研究を続ける。
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