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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
第二言語学論の進化と限界：効果的な英語習得に必要なこと②
語学研究所 所長 西牧健太
II-②インタラクション仮説
前回の 10 月号ではインプットの重要性について述べました。クラッシェンが提唱した
インプット仮説ですが、インプットの重要性に関しては疑問の余地がないものの、インプ
ット仮説の「言語習得にはインプットで十分である」という主張は批判されていくことと
なります。
そこで出てきたのがインタラクション仮説です。この仮説はロングという学者によって
1980 年代に提唱されました。この仮説でももちろん、インプットの重要性に関しては踏襲
されていますが、仮設の名の通り、それに加えてインタラクションが重要だという主張で
す。特に重要なのが、
「Negotiation of meaning(意味の交渉)」です（Long 1988: 9）。意味
の交渉とは、ネイティブスピーカーと学習者が話しているときに、学習者がネイティブス
ピーカーの言っていることの意味がわからなかったとします。その時には学習者がもう一
度繰り返すように頼んだり、ジェスチャーを使ったりしてわからないことをネイティブス
ピーカーに伝えます。そしてネイティブスピーカーは、自分が言ったことが通じないと判
断すると、発話スピードを落としたり、別の言葉で言い換えたりすることで、学習者の英
語習得に必要な Comprehensible Input（理解可能なインプット）を受けることとなり、習
得が促されるということです。
このように、インプット仮説に続いたインタラクション仮説が提唱されたことで、さら
に言語習得論が前進しました。もちろん、ロングもインタラクションの中でアウトプット
をすることの効果に関しても言及していますが、仮説の中心にあるのは、インタラクショ
ンによって理解可能なインプットを得ることができるということです。そして次に、この
アウトプットの重要性を主張した仮説が提唱されることとなります。
II-③アウトプット仮説
2000 年代になり、スウェインがアウトプット仮説を提唱しました。スウェインはイマー
ジョンプログラムと呼ばれる、学習している言語のみで生活するようなプログラムの中で
も、言語の習得ができないことがあることに着目し、インプットだけでは言語習得が促進
されないことを指摘しました。
スウェインは、アウトプットの機能として以下の３つを挙げました。
① 気づき機能（Noticing function）
② 仮説検証機能（Hypothesis-testing function）
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③ メタ言語的機能（Metalinguistic function）
(Swain 2005: 474-480)
まず①気づき機能ですが、アウトプットをすることで、自分の言語能力と自分が言いた
いことにギャップがあることに気が付くということです。インプットしているだけだと、
英語がわかった気になってしまいますが、実際にアウトプットをしようとすることで、自
分には言えないことがあることに気が付き、学びにつながるといいます。
そして次に②仮説検証機能ですが、これは自分が正しいと思う英語を相手に対して使っ
てみることで、それが正しい英語なのか、そして通じる英語なのかをテストすることがで
きます。そして通じなければ、自分は何か間違えているということに気が付き、それを修
正することで英語習得につながります。
最後に③メタ言語的機能です。アウトプットをすることで、自分が話したことに対して
振り返り、内省することができるようになります。例えば、文法を間違えた時に何をどう
間違えてしまったのかを考えることで、より言語習得が定着するといいます。
そしてもう一つ、上記の 3 つの機能とは別に、アウトプット仮説の中で、インプット仮
説と大きく異なることの一つが「Practice（練習）
」の重要性です。スウェインによれば、
意識的に学習した項目でも、練習を繰り返すことで流暢さが増し、流暢なコミュニケーシ
ョンが達成できるといいます（Swain: 2005）
。これは意識的に学習した知識は、本当の意
味での習得には結びつかないという、インプット仮説の主張とは大きく異なります。
このように、アウトプット仮説ではインプットだけでは不十分であり、アウトプットを
することで言語の習得が促進されるといいます。インプット仮説ではクラッシェンはイン
プットだけでいいという極端な主張をしていたため、学習者との実感とも大きく離れてい
たはずですが、アウトプット仮説まで来るとある程度学習者の実感とも一致してくるでし
ょう。
これまで、インプット仮説、インタラクション仮説、アウトプット仮説と３つ解説しま
した。そして、この３つが重要であることに関しては、異議を唱える人は少ないでしょ
う。しかし、学習者にとっては「インプット、インタラクション、アウトプットが重要
だ」ということが理解できたとしても、学習してきた人にとってはある意味で自明のこと
であり、あまり役に立ちません。これまでの議論はあまりにも大きな枠組みで話が進んで
いるため、具体的な学習に結び付かないのです。それではこのような理論は意味がないの
か？そしてこのような理論を踏まえてどのように学習をしていけばいいのかについて、次
はお話しします。

－12 月号へ続く
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今月の 1 冊
今回ご紹介するのは、門田修平氏・玉井健氏著の「決定版英語
シャドーイング」です。シャドーイングという学習方法は以前か
ら通訳学校などでは使われていた方法ですが、最近になって一
般的な学習者も使うようになってきています。シャドーイング
の方法だけ見ると、
「聞こえてきた英語を声に出すだけ」という
シンプルなものではありますが、方法によって様々な効果が出
ます。しかし逆に言えば、同じシャドーイングでも方法を間違え
れば、期待していた効果が出ないということもあります私も
TORAIZ でシャドーイングを使用して指導を続けていますが、
「シャドーイングをしても英語ができない」という人の多くは
間違った方法でシャドーイングをしています。そして本書は、リスニングのメカニズムにつ
いてわかりやすくまとめているとともに、シャドーイングの方法も詳細に書かれています。
特に最初の 50 ページ程度でまとめられている理論の部分に関しては、理論的な話が苦手な
人でもわかりやすく、最低限これだけでも知っていれば学習の効果は上がるため、一読の価
値ありです。
理論のまとめの後は、リスニングのマテリアルを使って、シャドーイングの方法を丁寧に
解説しています。理論だけで終わるのではなく練習も一緒にできることで、学習方法をしっ
かりと身に付けられるのも特徴の一つです。それに加えて、練習の間での Q&A やコラムが
充実しており、学習を続けていく中で出てくる疑問にも答えてくれています。例えば、通勤
などの移動中でシャドーイングの練習をしたい人も多いはずです。実際に TORAIZ でもそ
のような時間を使って学習をしている人が多くいます。そこで出てくる疑問が「電車の中で
は声が出せないけど、それでも効果があるのか？」ということだと思います。そんな疑問に
対しても Q&A の中で、声に出さないシャドーイングは「サイレントシャドーイング」と呼
ばれ、音声を知覚するための練習には効果があると解説しています。
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シャドーイングを使って学習したい人、そしてシャドーイングについて知りたい人のど
ちらにもお勧めできる本です。特に、本書の冒頭の理論まとめや Q&A を読むことで、一般
的な学習者にとって必要なシャドーイングについての知識は十分得られるでしょう。シャ
ドーイングをこれから始めたい方、シャドーイングをしても効果が感じられない方はぜひ
ご一読ください。

フェロー（顧問）インタビュー
今回は関西学院大学の門田修平教授に、
「インプットの重要性」について伺いました。
門田教授：
第二言語習得については、様々な先行研究がありますが、その中で IPOM という４つが
習得のポイントであるという指摘があります。その中の I、すなわちインプット理解（input
comprehension）についてお話します。これはどういうことかというと、私たちが英語など
の外国語を習得しようときに、まずは英語を読んだり聞いたりしてインプットを受けない
と、習得には絶対に至りません。これは第二言語習得を研究している人たち全てが一致して
いる点です。
しかしこれまでの日本の英語教育では、インプットが非常に少ないという実態がありま
した。中学校で学ぶ進出単語がわずか 1000 語に満たないという状況がつい最近まで続いて
いました。また、最近の英語の教科書は彩りがカラフルなのはいいのですが、隣の国の韓国
や中国と比べると遥かに薄いと言えます。近年までのゆとり教育などの影響を受けて、厳選
したものを、再頻出のものを教えるという方針もあると思います。しかしこれは、インプッ
ト量としてははなはだ少ないと言えるでしょう。日本人が中学・高校と授業を受けて、仮に
毎日 1 時間家庭学習をしたとしても 3000 時間程度の学習量です。それでは英語を習得する
ための時間が基本的に足りません。
しかも、難しいインプットばかり提供し、生徒が難なく理解できるインプットがありませ
ん。今までの考え方として、教科書というのは生徒がすぐにわかるのではなく、先生が授業
で説明して、生徒が辞書で単語を調べてはじめてわかるものという認識があります。これで
「理解可能なインプット」と言えるでしょうか。どうも、私たちが英語を聞いていて「面白
いな」と思えるインプットでは決してなく、一生懸命「勉強」するためのインプット素材で
す。そういうインプットでは使える英語力は当然のことですが、つきません。辞書を調べて
はじめて理解できるようなインプット処理は、ある意味でパズルを解いているようなもの
です。文法を考えながら、
「これが主語で、これが述語、こっちが目的語」というようなパ
ズル解きに集中しているのです。また、文法も、英語を使えるようになるためではなく、パ
ターンを覚えているだけと言えます。
「わかりやすく、聞いて楽しめる英語」を大量に聞き、
読むというインプット理解の体験がきわめて少ないのです。
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最近、日本でも普及してきた多読・多聴という、易しいものをたくさん読んで聞く、とう
い学習法があります。自分のレベルを i としたら、それよりも少し低い i-1 や i-５といった
レベルのものをたくさん楽しんで読み、そして聞きます。それを 100 万語行えば、ある程
度使えるコミュニケーション能力につながるようになります。このように、多くの日本人は
インプット量が不足しているという実態があり、まずはインプット量を可能な限り増やす
ことがとても重要です。
門田修平教授 プロフィール
関西学院大学法学部教授、関西学院大学大学院言語コ
ミュニケーション文化研究科教授。博士（応用言語学）。
専門分野は心理言語学、応用言語学、第二言語習得など。
特に第二言語としての英語の知覚・処理そして記憶・学
習の心的メカニズムについて研究しており、その成果を
英語の学習・教育に応用した著書をこれまでも数多く出
版している。

英語学習 Q&A
Q：TOEIC がハイスコアでも話せないから意味がないと聞きました
が、本当でしょうか？
語学研究所所長 西牧：
まず答えから言いますと、YES でもあり NO でもあります。その理由をお話しする前に、
この質問を「TOEIC ハイスコアでも話せない」ということと「TOEIC は意味がない」とい
う２つに分けてみます。そしてまず、「TOEIC ハイスコアでも話せない」ということです
が、こちらは YES のことが多いです。最近はその理由は広く知られるようになってきまし
たが、そこからお話をします。
とても単純な話ではありますが、一般的に「TOEIC」と言われているテストは、正確に
は TOEIC Listening & Reading Test です。英語は大きく分けて 4 技能と言われており、ス
ピーキング、リスニング、ライティング、リーディングに分けられます。TOEIC L&R では、
その 4 つの技能のうちの 2 技能しか測らないため、その他の能力については判定できませ
ん。そして実は TOEIC の Website にも「聞く・読む力を測る TOEIC® Listening & Reading
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Test と、話す・書く力を測る TOEIC® Speaking & Writing Tests により、4 技能（聞く・
読む・話す・書く）全ての英語コミュニケーション能力がわかります。」という記述があり
ます
（https://www.iibc-global.org/toeic/toeic_program.html）
。このことからもわかる通り、
多くの人が受けている TOEIC L&R だけでなく、S&W のテストを受けることによってはじ
めて、4 技能の能力を測ることができるのです。そのため、L&R のスコアだけが高くても
話すことができないことがあるというのは、ある意味で当たり前のことです。
私自身も大学 3 年生の時に TOEIC L&R の満点を取りましたが、TOEIC 満点だと胸を張
って言えるほど話せていたかというと、答えは NO です。もちろん最低限のことを話すこ
とはできましたが、明らかに L&R の能力と S&W の能力の差が大きかったです。このよう
な状況は皆さまも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。実際に TORAIZ の受
講生様の中にも、
「TOEIC L&R は高いけど話せない」という方は多くいらっしゃいます。
もちろん、バランスよくスピーキングの勉強もしている人は、話す力もバランスよく伸びて
いくでしょう。しかし、ご存知の通り日本の現状はそうではない人の方が圧倒的に多いで
す。このように、TOEIC が高くても話すことができないというのは、大いに考えられるこ
とでしょう。
それではこの結論が、
「TOEIC は意味がない」ということ
にもなるのでしょうか？私はこれには強く反対します。
TOEIC のハイスコアはとても意味があることです。その理由
は２つあります。第一に、TOEIC L&R では、
「リスニングと
リーディングの基礎力」は比較的正確に測れるということで
す。TOEIC の試験問題は比較的わかりやすい英語が使われて
いて、特にリスニングは実際にネイティブが話す速度よりは少し遅めです。そのため、
TOEIC ではリスニングができても、実際のビジネスの場では聞き取れないということはあ
るでしょう。しかし、TOEIC で高得点が取れるということは、語彙力や基礎の文法はしっ
かりと固められているという証拠です。それに、TOEIC が高ければビジネスの場で全くわ
からないということは少なくなるはずです。私自身も、TOEIC のスコアが高くなるにつれ
て理解できることは圧倒的に増えてきました。このように、TOEIC のスコアが高ければ、
基礎的な英語能力は高いということになるため、
「ビジネスの英語、特に L&R の基礎力」を
測るテストとしては、非常に優秀なテストなのです。
そして 2 つ目の理由は、
「TOEIC のスコアが高ければ、英語力の伸びしろ大きい」とい
うことです。先ほどもお話しした通り、TOEIC は英語の基礎力を測るテストとしては優れ
ていますので、
「TOEIC が高い＝英語の基礎力が高い」といえます。そして基礎力が高い人
は、その後の伸びが速くなります。例えばスポーツで例えるとわかりやすいですが、今まで
運動をしてこず全く体力も運動能力もない人と、今まで現役でスポーツをしてきた人が、新
たなスポーツに挑戦するとします。このような場合、現役でスポーツをしている人の方が基
礎的な体力も高いですし、運動の基礎がしっかりとできているので、何も運動をしていない
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人よりも速く新しいスポーツができるようになるでしょう。それと同じように英語でも、
TOEIC L&R ができている人は、実際のビジネスの場での英語を聞き取れるようになるのも
速いですし、練習さえすればスピーキングの能力を上げるのも速いのです。私自身もこれは
経験しましたが、TOEIC ハイスコアを取ってからスピーキングの練習をすると、使うべき
単語や表現は知っているため、初めのうちはなかなか出てきませんが、慣れるだけで英語が
出てくるようになってきました。そもそも単語や表現を知らずに、覚えることから始める人
と比べると、圧倒的に速くスピーキング力が伸びたと思います。このように、TOEIC が高
ければ、そのあとの英語力の伸びが速いことも、TOEIC の魅力の一つです。
最後にまとめとなりますが、TOEIC が高くても話せないというのは多くの場合 YES に
なるのに対して、では TOEIC は意味がないかというと NO になります。しかし、だからと
いって TOEIC L&R の勉強しかしないのでは、バランスが悪い学習となってしまいます。
英語をすぐに使いたい人は、TOEIC S&W も勉強することで、バランスよく能力が鍛えら
れますので、すぐに話せるようになりたい人は並行して勉強することをおすすめします。し
かし、もしとりあえず TOEIC L&R のスコアだが、今すぐには英語を話さないという人は、
TOEIC L&R でもしっかりと勉強しておきましょう。そこで勉強したことは必ず将来役に立
ちますので、自信を持って TOEIC L&R に挑戦してください。

英語の履歴書②
（トヨタ自動車株式会社常勤監査役

加藤

治彦氏）

ここでは、トヨタ自動車株式会社常勤監査役 加藤 治彦氏のインタビューを掲載します。
今月号より、全 4 回にわたってお届けします。10 月に続き、本日は第 2 回となります。
－本格的に英語学習をスタートされることになった、きっかけをお伺いできますか？
加藤：2010 年に財務省を退職してからは、第 2 の職場となる証券保
管振替機構という証券決済機関に就職したのですが、その世界はグ
ローバルなこともあって、時々同じような仕事をしている外国人と
の交流や、年に 1～2 回ですが世界会議も開催されていました。もち
ろん通訳が付くのですが、そのときに英語ができたらいろいろ話せ
るかなと思って、英語学習を始めようという気持ちになりました。
時間的にも余裕ができたので、ラジオの英会話講座を聞き始めたの
ですが、まさにトライズで言われるように、ちょこちょこやってい

8

るだけでは全然駄目でした。
英語学習のもう一つの動機付けは、2013 年 6 月にトヨタ自動車の社外取締役、2014 年 3
月にはキヤノンの社外取締役になったことです。どちらもグローバルカンパニーですから
、役員には外国人がいるし、役員会にはそのような方々が集まります。正式会議中は同時
通訳が付くので何の支障もないのですが、隣に座っている外国人の社外役員と少し世間話
をしたくても、全くしゃべれないとよそよそしくなるではないですか。そういうこともあ
って英語ができないといけないなと、そういう思いだけは、ずっとありました。
私はドリームインキュベータという会社の仕事もしていたので、執行役員の宮宗さんと
いう方と交流があって、「今度、こういう面白い会社に投資する」という話を 3 年ぐらい
前に聞きました。詳しく聞くとトライズという英語の会社で、今までの英会話スクールと
違って 1 年間やれば必ずしゃべれるようになるとうたっている、というわけです。その頃
、私の英語に対してのモチベーションが上がっていたこともあり、本当にそんなうまい話
があるのかと。その頃はもう 64 歳だったので、本当に英語ができるようになるのか試して
みようという話から始まったんです。
私の中で年齢は不安材料だったのですが、コンサルティングのときに「ヒアリングは絶
対に大丈夫です」と。ただスピーキング能力は、たくさん覚えた英語をアウトプットして
いくイメージだから、とにかくたくさんインプットしなければいけません。年齢を重ねる
と、どうしても記憶力が衰えるので、そこは「若干ハンディがあるでしょう」と言われまし
た。もう一つ、1 年間は毎日 3 時間、合計 1000 時間という話には少し腰が引けたのですけ
れど、その頃の私の生活パターンや勤務形態からすると、きちんとやる気になれば 3 時間
は確保できる状況でした。車での移動時間もあるし、会議の合間など自由になる時間も多
いから何とかなるなと。1 年 1000 時間は本当に必要です。
年を取ってくると面倒くさいことはすごく抵抗になります。その点、トライズでは、と
にかく 2 時間英語の映画を見て繰り返しシャドーイングする、あと 1 時間は簡単な英作文
の本をとにかく構文ごとに記憶する、そして 2 週間に 1 回のテストと 1 カ月に 1 回は
VERSANT を受けるというように学習は非常にシンプルでした。週 3 回のネイティブ講師
との Skype レッスンも非常に重要です。やはり 1 年間はとても大変でしたけれど、朝早く
起きたり、行き帰りの車の中で 1 時間確保したり、昼間の空いている時間にやったりと、
私の場合は朝と昼間を使ってずっと学習を続けました。最終的には絵に描いたように
VERSANT の点数も上がっていき、卒業するときは 52 点まで到達したと思います
―12 月号へ続く。
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加藤治彦氏 プロフィール
1975 年 3 月 東京大学法学部卒業
1975 年 4 月 大蔵省入省
2007 年 7 月 財務省主税局長
2009 年 7 月 国税庁長官
2010 年 7 月 国税庁長官退官
2011 年 1 月 株式会社証券保管振替機構専務取締役
2011 年 6 月 同社代表取締役社長
2013 年 6 月 トヨタ自動車株式会社取締役
2014 年 3 月 キヤノン株式会社取締役
2015 年 7 月 株式会社証券保管振替機構取締役兼代表執行役社長
2019 年 3 月 株式会社証券保管振替機構代表執行役社長退任
2019 年 6 月 トヨタ自動車株式会社常勤監査役（現在に至る）

活動レポート（NHK 通訳 新崎先生との勉強会）
今回は毎月行っている TORAIZ のコンサルタント向けの、NHK 通訳 新崎先生との勉強会に
ついてご紹介します。普段はスピーキング、シャドーイング、サイトトランスレーションなどの
トピックに基づいて勉強会を開催しておりますが、今回は勉強会全てを Q&A セッションとした
ところ、受講生指導のみならず、英語上級者であるコンサルタントも今後の学習の役に立つ勉強
会となりました。
その中からひとつ質問をお話ししますと、まず多か
ったのは NHK 通訳にまでなった新崎先生ご自身がど
のように勉強されたかということです。まず新崎先生
が大学受験後に直面した大きな壁はリスニングだった
そうです。スピーキングに関しては、自分の持っている
語彙で話せば何とかなるものの、ネイティブが話すリ
アルな英語はとても苦しんだそうです。その中でたく
さんの努力をしてきて通訳になったのですが、シャドーイングはもちろん、リスニングを伸ばす
方法の一つとして「トピックを絞って学習する」ということを挙げられていました。学習方法は
シンプルで、自分が興味を持って調べられそうな話題に関して 1 日１つずつ記事を読み、その
際に知らない単語や表現は全て調べ覚えていく、というサイクルを続けるのです。例えば今でし
たらアメリカの大統領選が注目を浴びていますので、それについて 1 つでいいので記事を読ん
でいきます。そして次の日にも大統領選について新しい記事が出ているはずですので、それを読
んでいきます。そうすると、初日は多くの単語を調べなければいけなかったところが、2 日は調
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べる単語が減ってきます。そして同じトピックについて読んでいるため、初日に学んだ単語を自
然と復習することができます。そうして何日も繰り返していると、初日には知らなかった単語も
気が付くと昔から知っている単語のように感じるそうです。そして記事を読むことができるよ
うになったら、同じトピックのリスニングに挑戦します。すると、語彙も増えていますし、その
トピックについても深く学んでいますので、とてもよく聞き取れるそうです。ほかのトピックに
関しては聞き取れなくても、学んだトピックだけは浮き上がるように聞こえるとのこと。この学
習方法は特にリスニングに苦手意識を持っている人には効果的です。
「聞き取れた！」という実
感を持つことができますので、その後もモチベーションを高めて学習に臨むことができます。
やはりトップクラスの通訳にまで上り詰めた新崎先生は、ただひたすらに勉強するだけでな
く、ほかにも様々な工夫をして学習していました。新崎先生のようなトップクラスの通訳に質問
ができる機会は、普段の学習方法の勉強会とは違う学びの機会となりました。私自身はもちろん、
現場のコンサルタントも更に指導力をアップして受講生様の英語力アップに貢献してまいりま
す。

編集後記：所長より一言
今までは TOEIC を使って社員の英語力を測る企業が圧倒的に多かったのですが、最近は
TOEIC S&W はもちろん、Versant や CASEC など様々なテストが使われてきているように
感じます。今回の英語学習 Q&A でも触れましたが、TOEIC L&R 自体は間違いなく素晴ら
しいテストです。しかし、ビジネスパーソンは英語を話す力が求められることが多く、
TOEIC L&R が測る能力とは多少の違いがあるということが浸透してきているようです。そ
のため、英語を話すために必要なテストを探すようになってきたことは一つの要因でしょ
う。それに加えて、Versant や CASEC などは新しいテクノロジーを取り入れることで、短
い時間、かつ安価に英語力を測ることができます。このような選択肢が増えてきたことも理
由の一つかもしれません。
このように選択肢が増えたこと、そして様々な企業が社員の英語教育を改善しようと努
力していることは素晴らしいことです。しかし、せっかくこのような変化が訪れたのですか
ら、ここからは使える英語の指標が広がっていくことを期待しています。ここで触れたテス
ト以外にも、有名なテストは全てとても良いものですが、それぞれ特徴があり、一概にどれ
がベストかを決めることはできません。しかし、あるテストを採用すれば、それに向けて社
員が勉強していくことは変わらないと思います。実用的な英語を勉強していくことはもち
ろんのこと、それぞれの企業や学習者が求めている力が測れるテストを採用していくこと
は今後の英語教育にとってとても重要なことになるでしょう。
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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&W400 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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