
◆失敗が成功につながる

この章では外国語上達の道筋を科学的な観点から話していきます。こう聞いて、

「そんな必要あるの？」という疑問を持たれた方もいるのではないでしょうか。

確かに、物理の法則を知っているからと言ってフリーキックの精度が上がるわ

けではないのと同様、外国語学習のメカニズムを理解したからと言ってそれで

英語が上達するわけではありません。つまり、知識と実行は無関係なのです。

では、なぜわざわざ上達の仕組みを説明するのでしょうか？ 

それは、上達の仕組みを理解することで、成長に対するおそれを取り去る必要が

あるからです。心理学者のマズローによれば、人は常に成長と安全の間で常に揺

れており、失敗への不安を克服したときのみ成長のほうに向かっていくのです。

従って、人が成長して新しい段階に進めるようになるためには、失敗しても大丈

夫だという安心感を与えてあげる必要があります。そうしないと、人は新しい世

界に飛び込むのをおそれ、現状にとどまることを選んでしまいます。

安全＜――――――――――＜人＞―――――――――――――＞成長

このような成長への恐怖の一番わかりやすい例が恋愛です。世の中には相手の

ことが好きで、相手もその人が好きなのが端から見ていてもわかる位なのに、一

向に告白しようとしない人がいます。これは、一見不思議に思えるかもしれませ

ん。しかし、これは当の本人にとって見れば、非常に合理的な行動です。なぜかと

言えば、告白して付き合うことになる喜びよりも、告白をしてふられる恐怖のほ

うが大きいためです。ですから、なにもしないまま現状維持をしている方が本人

にとっては快適なのです。

そして、この成長と恐怖の関係は、語学の上達に対しても非常に強い影響を持っ

ています。なぜなら、語学修得においては失敗こそが上達の鍵であるのに、みん

な失敗を強く恐れ成長への道筋を辿って行くことができないからです。

後で詳しく述べますが、語学学習とは単なる暗記ではなく、仮説―＞実行―＞検

証の三つの過程からなる仮説構築プロセスです。そして、このプロセスが正しく

行われるためには、仮説を立てる過程で生じたミスを実行の段階であぶり出し、

それを検証することによって最初の仮説を修正していくことが必要不可欠です。

つまり、語学を学ぶためには、実際に英語を使って失敗することは上達に欠かせ



ない一プロセスなのです。

しかし、ほとんどの人は学校教育の過程で失敗に対するに対する恐怖感を刷り

込まれています。そのため、最初の仮説段階で完璧な仮説を作ろうとしてしまい、

いつまでたっても上記のプロセスを実行することができません。その結果、語学

が上達しないのです。

このような状況を抜け出すためにも、ミスが外国語学習において果たしている

役割をきちんと理解することで、失敗に対する不安を取り去る必要があります。

ですから、ここからは科学的な側面から外国語習得について説明していきます。

そのためにも、まずは一度私達が学校で無意識のうちに刷り込まれた英語学習

間がどの様なものか見ていくようにしましょう。

◆パソコン的語学習得観 

英語の学習法の本を読んだことがある方であればご存じでしょうが、日本の英

語教育では、「精読から多読へ」や「文法から英会話へ」のようにまずは型を身に

つけて、それから実践へと進んでいくというのが一般的だと思われています。こ

の考え方の根底にあるのが、一度間違いを身につけてしまうと二度と訂正でき

ないという考え方です。その結果、学校では間違いを強制する事に重点が置かれ、

結果として殆どの人は失敗に対する恐怖心を抱くようになってしまうのです。

ところで、このような学習観は一体どのような前提の元に成立しているのでし

ょうか？このような前提の一つとして、正しく身に付くのは習った知識だけと

いう考えがあげられます。一般的には、英語に関する正しい知識はあくまで授業

や参考書で説明されている内容を覚えることによって身に付くと考えられがち

です。逆に言えば、このような説明なしに英語を使うと、間違った英語が身に付

いてしまうということです。ですから、授業や参考書を通して英語の“正しい知

識”を暗記してからじゃないと、英語を使ってはいけないということになるわ

けです。

二つ目の前提としてあげられるのは、一度身につけてしまった知識の質は変化

しないということです。「一度間違いを覚えてしまうと二度と訂正できない」と

いう発想の根底には、一度身に付いてしまった知識はその後新しい情報が入っ

てきても質的変化を起こさないという考えがあります。このような前提がある

からこそ、「最初から正しい知識を身につけないといけない」ということになる



のです。

三つ目の前提は、覚えた知識は使いこなせるということです。「英会話で間違っ

た表現を使うと過ちが身についてしまうから、文法を学んでから英会話を学ぶ

べきだ」という主張は、知識をインプットすればすぐ知識が使えるようになるこ

とだという考えが根底にあるからこそ成立するのです。もし、知識を覚えること

とその知識を使うことは別物だというのであれば、このような主張は成立しま

せん。

以上三つの事からわかるのは、従来の語学教育では言葉を学ぶという行為をパ

ソコン的観点で捉えているということです。つまり、文法や単語といった言語に

関する知識をソフト、人間をパソコン、そして文法や単語を覚える事をインスト

ールとみなし、人間が英語を覚える事をパソコンにソフトをインストールする

事だと考えているのです。

このような比喩で英語学習を捉えると、文法や単語に関する知識がソフトであ

る以上、当然普通にパソコンを使っているだけでは、その知識は身につかないと

いうことになります。だから、その知識を身につけるためには、暗記によるイン

ストールが必要だということになってくるのです。

さらに、一度インストールしたソフトの内容に間違いがあった場合、パソコンが

それを勝手に訂正する事もありません。ですから、最初から正しい文法や単語を

身につけないと、間違った知識が身に付いたままになるといいうことになりま

す。

最後に、パソコンの場合、ソフトは正しくインストールすればすぐ使えます。べ

つに、インストールした後で、パソコンがその使い方に試行錯誤することはあり

ません。であるならば、英語の知識も正しく覚えればすぐ使えることになるはず

です。だからこそ、知識を覚えることと知識を使うことがイコールで結ばれるの

です。

このように、私達は気づかないうちに、人が言葉を学ぶのは機械的な行為である

と刷り込まれているのです。

そして、このようなパソコン的な学習観のもとでは、誤りは非常にネガティブな

役割を背負わされることになります。なぜなら、誤りとはソフトをインストール



する過程で生じたミスの結果にすぎないからです。従って、語学を学習するため

には、このミスを最小限にくい止める必要性が出てきます。そのために、初期の

段階から誤りの徹底的な強制が行われ、結果多くの人は誤りに対して恐怖を感

じるようになってしまうのです。

◆語学は単なる暗記じゃない

さて、このようなパソコン的学習観は、果たして本当に正しいのでしょうか？こ

の問題に対する回答を教えてくれるのが、SLA（Second Language Acquisition

＝第二言語習得）という学問分野です。一般的に、外国語を学ぶというと、「私は

こうした」のような経験論になりがちです。しかし、SLAでこのような経験論では

なく、客観的なデータに基づき外国語学習を説明していきます。そして、このよ

うな客観的データの多くは、パソコン的学習観は正しくないということを証明

しています。

例えば、パソコン的学習観の前提である「習った知識しか身に付かない」という

ことに関しても、実際には授業で習っていない文法知識でも自然な言語使用を

通して身に付くことが確認されています。それに、英語を勉強した人であれば、

英語のインプットやアウトプットを行っているうちに、それまで知らなかった

単語や文法を自然に覚えていたというのは経験があるでしょう。ですから、「習

った知識しか身に付かない」というのは、直感的にもおかしいというのがわかる

はずです。

もちろん、体系的な知識を言語使用だけを通して身につけるのは、日本のように

英語が日常的に使われていない環境では非常に難しいです。ですから、授業や参

考書による説明に意味がないというわけではありません。しかし、このような説

明を通さなくても、自然に身に付く言語知識も多々あるのです。ですから、「習っ

た知識しか身に付かない」という考え方は正しくないと言えるでしょう。

また、「一度身につけてしまった知識の質は変化しない」という考え方も、SLAで

はこれに反する証拠が見つかっています。その例としてあげられるのが、動詞の

過去形です。goや eatのような不規則な動詞の過去形に関しては、最初は正確に

wentや ateを使うことができるのですが、その後一度 goedや eatedのような間

違った形を使う時期が来て、それから再び正しい形が使われるようになること

が確認されています。



これは U-shapeと呼ばれる現象で、動詞の過去形に限らず新しい文法知識を身に

つける過程では、このように一度できていたことがそれまで出来ていたことが

一時的に出来なくなる時期を経験し、その後で再びできるようになるというこ

とが確認されています。つまり、覚えた知識は状況によって変化するのです。

また、U-shapeは、三つ目の前提である「覚えた知識は使いこなせる」という考え

も正しくないことを示しています。なぜかというと、もし覚えていれば使いこな

せるのであれば、正しく wentや ateの形を覚えた人がなぜ goedや eatedのよう

な形を使うかが説明できないからです。

このように、語学学習には単なる暗記では説明できない現象が多々あります。で

すから、英語に関するソフトを頭の中にインストールすればそれで英語が使え

るようになるというパソコン的学習観は、間違っていることがわかります。

◆外国語学習は仮説構築プロセス

では、一体なぜ U-shapeのような単純な暗記では説明できない現象が起きるので

しょうか？それは、英語の学習というのは、データに基づいて知識を組み替えて

いくダイナミックな学習プロセスだからです。

英文法を覚えるというのは、一見単なる暗記のように思えるかもしれません。し

かし、U-shapeを見ればわかるように、英文法をマスターする過程では覚えた知

識を自分なりに組み立てていく現象が起こっていることがわかります。

例えば、動詞の過去形の例であれば、過去形の規則的な作り方である-edをくっ

つけるというルールを全ての動詞に過剰に適応してしまうからこそ、一度は正

しく使えたはずの wentのような形が使えなくなるのです。しかし、学習を続けて

いると、やがて全ての動詞に-edをくっつけるのは間違っているということに気

づき、規則動詞にのみ-edをつけるというルールを新たに頭の中で構築するので

す。つまり、ここでは間違いは学習の結果必然的に生じているのです。

このことからわかるのは、外国語学習は仮説―＞実行―＞検証という過程を繰

り返す仮説構築プロセスだということです。けしてパソコン的学習観で述べて

いるような、頭の中に知識を収納してしまえばそれで終わりという静的な学習

ではありません。



英語を覚えるとは、講義や参考書を通して仕入れた英語の知識、実際に英語を使

うことで仕入れた英語のデータ、そして母語や他の外国語の知識などを使って

自分なりの仮説を作り上げ、それを実際に使うことによって新たに得られたデ

ータをもとにその仮説を検証し、そこからさらに優れた仮説を作り出すという

プロセスが延々と続く、動的な学習プロセスなのです。

◆誤りを通して人は学ぶ

そして、この過程においては、誤りは非常に重要な役割を果たします。なぜかと

いうと、誤りというのは仮説を立てるプロセスそのものであり、また立てた仮説

を検証するための重要な材料だからです。

当然のことながら、初期の段階では学習者の知識は限られています。したがって、

最初から 100パーセント正しい仮説を立てることはできません。ですから、この

状態では、手持ちの知識を利用して未知の状況に対処する必要が出てきます。そ

うすると、さきほど動詞の活用の例で見たように、自分が知っている知識を過剰

に応用せざるを得ません。ですから、ここで誤った仮説が生まれます。このこと

からわかるように、誤りとは、手持ちの知識を駆使して自分なりに外国語を使お

うとする学習の一プロセスの結果なのです。

そして、このようにして作り上げた仮説に基づいて英語を使っていると、当然の

ことながらうまく現実の状況に当てはまらないケースが出てきます。このとき、

仮説の誤りが表面化するのです。しかし、このように誤りが表面化することで、

自分の作った仮説の何処が間違っていたかをきちんと検証することができます。

つまり、ミスを犯すからこそ、より正しい仮説を作ることが可能になるのです。

以上見たように、実はミスとは仮説を自分なりに構築しようとする学習者の努

力の結果であり、またそのミスが表面化するからこそ外国語は上達するのです。

よく英語の勉強法の本には、間違いに対する恐れを取り去るために、「正しい英

語じゃなくても通じるから、ミスを恐れないで英語を使おう」という忠告が書い

ています。確かにこの忠告自体は正しいのですが、しかし学習者の恐れを取り去

るという観点から見るとこの忠告は不十分と言えます。

なぜかというと、この忠告は誤りの持つプラスの側面を指摘していないからで

す。人はいきなり正しい英語を使えるわけではありません。実は、ミスがある英

語を使うからこそ、正しい英語を使えるようになるのです。ですから、これから



は誤りを恐れる必要はありません。誤りは自分が上達をしているしるしだとい

うことを肝に銘じておきましょう。

◆学習には段階がある

さて、このように仮説―＞実行―＞検証を繰り返すことで外国語を学ぶという

考えを聞いて、中には「じゃあ、逐一ネイティブスピーカーに自分の話すのを訂

正してもらえれば、早く上達するんじゃないか？」と考える人もいるかもしれま

せん。このような考え方をする人は多く、私自身もかつては生徒が提出した英作

文を逐一訂正したりしていました。

だが、残念ながら、このような「訂正すれば正しく英語が使えるようになる」とい

う考え方は必ずしも正しくありません。なぜかというと、発達には段階があり、

その段階が来ないとどれだけ訂正を受けても上達が起こらないことが確認され

ているからです。

例えば、否定に関しては、最初は No very good.のように noを文頭に置く形から

始まり、その後 I no can swim.のような形を経由して、最終的に I can’t swim.

のような正しい文章が使えるようになるのですが、このときにいくら先生が生

徒の発言を訂正しても No very good.から一足飛びに I can’t swim.のような

正しい文章が使えるようにはならないことが確認されています。

つまり、訂正したからといって必ずしもそれが確実に身に付くわけではないの

です。では、なぜ外国語学習はこのように段階を踏んで進んでいくのでしょうか？

それは、学習者がまだ十分なデータを得ていないため、訂正を自分の知識に統合

する段階にまで達していないからだと考えられています。

人が言葉を使うためには、様々な情報を一遍に処理する必要があります。例えば、

英語を書く場合であれば、自分が言おうとしていることを表すのにふさわしい

単語を思い出し、それを文法的に組み合わせ、そしてその結果を正しいスペリン

グで紙の上に表現しないといけません。このように、言葉を使うためには、複数

の動作を同時に処理する必要があるのです。

しかし、残念ながら人間の注意の量は一定です。ですから、最初のうちは複数あ

る動作のうち一部のものにしか気を使うことはできません。そのため、どれだけ

知識があっても、その知識を使うことができません。しかし、英語を使い続ける



うちに、次第に動作が自動化されてきて、その結果だんだんと今までは使えなか

った手持ちの知識を応用することなり、流暢に英語が使えるようになるのです。

そして、さきほど取り上げた否定の例からわかるように、この自動化は順番が決

まっています。したがって、訂正を受けた文法事項に注意を払える段階にまで自

動化が進んでいなければ、どれだけ訂正を受けてもその文法事項に意識を集中

させることができません。ですから、例え指摘を受けたとしても、同じところを

何度も何度も間違ってしまうのです。

もちろん、だからといって訂正が 100パーセント無意味だというのではありませ

ん。少なくとも、指摘をすることによって、生徒はその文法事項に気づく事がで

きます。また、学ぶ段階に来ている生徒であれば、その訂正がきっかけとなって

正しく文法事項が使えるようになることもあるでしょう。しかし、訂正そのもの

だけで英語がマスターできるようにはならないのです。

◆わからないものを受け入れよう

以上見たように、語学を習得するための仮説構築は段階ごとに進んでいきます。

そして、意図的な学習や訂正には、その順序を変えるほどの力はありません。

ということはどういうことかというと、語学を学ぶためには「わからない」こと

を受け入れる必要があるということです。日本の英語教育では、理解のプロセス

が重視されていて、理解することがそのまま使いこなせるということにつなが

ると考えられがちです。しかし、先ほど見たように、理解したからといってすぐ

に使いこなせるわけではありません。

そして、さらに言えば、データが足りない場合理解することそのものが非常に難

しくなります。なぜかというと、授業で習った内容を理解し、それを自分の仮説

に取り込んで新しい仮説を構築する場合はデータが必要なのに、それを行うた

めのデータがないからです。その結果、母語である日本語の知識に必要以上に頼

って英語を学んでいく必要が出てきます。その結果、一部の言語使用能力に優れ

た人を除いては、英語を理解できないのです。

このようにならないためにも、まず一度「すべてを理解する」という意識を捨て

て、「世の中わからないこともある」という感覚を持って欲しいのです。これは特

に文法の場合に顕著なのですが、わからないことがあるとみんなすぐ理解しよ



うとして、言葉での説明を要求してきます。だからこそ、書店にいくと「文法がわ

かれば英語はわかる」のようなタイトルの本が山と積まれているわけです。

しかし、先ほどから見てきたように、語学の学習はデータに基づく仮説構築であ

り、データが足りない場合はその文法事項を自分の頭の中にある知識の体系に

取り込む事はできません。ですから、わからないものはわからないものとして受

け入れる必要があります。心配しなくても、日々英語と接することでデータを蓄

積していけば、ある日突然わかるようになるのです。

またこのことからわかるように、英語を学ぶ場合は最初からすべてをきちんと

理解する必要はありません。なぜなら、データが足りない以上、最初から全てを

学ぶ事は不可能だからです。ですから、初めはわかるところだけ大雑把に理解し

て、わからないところはほっておきましょう。心配しなくても、英語に接する時

間が増えてくれば、次第にわかるところが増えていきます。

こういうと、いわゆる日本の伝統的な英語の勉強法とは違うので、反感をもつ方

もいるかもしれません。実際、いわゆる英語の達人の中には、「日本文化は型を大

事にするから、英語でも型を身につけてからじゃないと実践してはいけない」と

いう考え方の人が数多く見られます。

しかし、考えてみるとわかるように、確かに日本の伝統芸能は型を大事にします

が、学校のように最初から全ての型を教えるという形式をとっているものはけ

して多くありません。

例えば剣道や柔道や空手のような武道にしても、普通は型と平行して乱捕りや

組み手と呼ばれる自由稽古を行うケースがほとんどです。また、職人の世界でも、

最初から手取り足取り教えてもらうのではなく、「技は目で盗め」のように丁稚

奉公をする過程で型をしらずしらずと身に付けて行くほうが普通でしょう。

このような点から考えると、今の学校教育のように最初に型を網羅的に教えて

しまい、それをマスターするまではその型を使わせないというのは、むしろ日本

的な学び方ではないことがわかります。

実際、同じ英語と同じ語学である漢文を考えても、最初は素読でとにかく文章に

触れることを重視し、そのあとデータがたまったら少しずつ文法を教えていく

という学習形式が日本では主流でした。つまり、もともと日本人はデータ主導で



学んでいたのです。では、いつから今の英語教育のような理論先行型になったの

でしょう。

これは確信があるわけではないのですが、恐らく今のような最初に文法を網羅

的に理解させるという授業形式は明治維新後に、新しい知識を身につけた若者

を大量に生み出さないといけないという効率中心の流れの中で生まれてきた西

洋的な学習法であると言えるのではないでしょうか。ということは、英語の先生

で文法を最初に網羅的に学習させるのが日本的なやり方であると考えている先

生は、実は日本式でもなんでもなく単にその先生の誤解に過ぎない可能性があ

ります。

であるならば、私たちもそろそろ日本の伝統的なやりかたに基づいて英語学習

を進めてもいいのではないでしょうか。というわけで、これからは理解重視の学

習は一度捨ててしまい、かわりに「わからない」ことを受け入れる勉強をしてい

きましょう。

◆インプットの果たす役割

以上見てきたように、英語を学ぶためには、英語を使うことでデータを集める事

が非常に重要になってきます。そして、そのための手段は、大きくインプットと

アウトプットの二つに分けられますが、ここではまずインプットの果たす役割

から見ていこうと思います。

ところで、なぜ最初にインプットを取り上げるかというと、それはアウトプット

に比べて、インプットのほうが行いやすいからです。アウトプットの場合、自分

で文章を組み立てないといけないので、ある程度のレベルに達してからじゃな

いとなかなかおこなうことができません。

それに対して、インプットの場合、文法や単語などである程度わからないことが

あっても、文脈から推測する事ができます。特に、細かい文法は、意味の理解に殆

ど影響を及ぼしません。なぜかというと、もし一つの文法に頼って意味を伝えよ

うとすると、その文法を聞き手がうまく理解できない場合、意味がつたわらなく

なってしまうからです。そうならないためにも、言葉は複数の文法を使って様々

な形で意味を伝達するようにできています。したがって、必ずしも全ての文法を

意識しなくても、大雑把な意味は伝わるのです。



これを証明しているのが英語という言語そのものです。1066年のノルマン・コ

ンクエストにより、イギリスでは英語とフランス語がごっちゃにつかわれるよ

うになりました。その結果、英語の文法からは、他のヨーロッパの言語に存在す

る品詞の活用や名詞の性といった文法事項の大部分が消え去ることになってし

まいました。ある意味、英語は意味の伝達には必要ない細かい文法は全て捨て去

ってしまったといえるでしょう。だからといって、英語で意思疎通をすると誤解

が多いかというとそんなことはありません。

このように、インプットはそれほど高度な知識が無くても行う事ができます。で

すから、初期の段階では、まずはインプットによってデータを集める事になるの

です。バイリンガルの言語習得の研究によると、バイリンガルは言葉を話し始め

る前に一時期ずっと言葉を聞いている時期があるそうです。それと同様、私達も

外国語を学ぶためには、まず言葉インプットすることが必要なのです。

そして、インプットされた英語を手持ちの知識や文脈に基づき意味を理解する

過程で、次第に新しいデータが増えていきます。その結果、今まで知らなかった

知識が身に付き、しだいに英語ができるようになっていくのです。ですから、英

語が上達するためには、まずは何よりもインプットの量を増やす必要がありま

す。

だからといって、よくある「聞いているだけで英語がペラペラになった」という

広告のように、なんでもかんでもインプットすれば上達するかというと、そんな

わけではありません。まず、インプットした英語のレベルが自分とかけ離れてい

る場合、当然のことながら理解することができません。ですから、データを吸収

することができず、仮説構築にはつながらないのです。つまり、英語が上達する

ためには、英語をインプットするだけでなく、そこで使われている英語の意味を

理解（インテーク）しないといけません。

ただ、じゃあインテークであればどんなインテークでもいいかというと、こちら

もそうではありません。もし自分のレベルよりあからさまに下のものであれば、

どれだけインテークを行っても今までとは違うデータが含まれていないので、

やはり仮説の検証には役に立ちません。英語が上達するためには、意味は理解で

きるけれど適度に自分が知らないものを含んでいるものをインテークする必要

があるのです。つまり、自分のレベル(i)より少し難しいもの(+1)をインプット

すること（

アイ

i

プラス

+

ワン

1 インプット）で、初めて意味のあるインテークを行う事が可



能になるのです。

◆アウトプットの果たす役割

今見たように、インプットは仮説検証に必要なデータを集める上で非常に重要

な働きを果たしています。では、インプットだけを行っていれば、語学は身に付

くのでしょうか？ 

このような疑問に答えてくれるのが、カナダにおいてイマージョンという方式

でフランス語を学習した生徒のフランス語力についての研究です。イマージョ

ンとは、フランス語をフランス語だけで学ぶ教育方法で、カナダではこの方法に

よるフランス語教育が盛んに行われています。

この研究によると、イマージョンでフランス語を学んだ生徒はインプットの機

会は豊富にあるものの、アウトプットを行う機会が不足しており、そのためイン

プットの理解能力はネイティブと比べても遜色がないものの、アウトプット能

力はネイティブと比べてかなり劣っていたという結果が出ています。

このことからわかるように、インプットを行っているだけでは、語学は身に付か

ないのです。実際私自身の例から見ても、インプットメインでアウトプットをほ

ぼ練習していないイタリア語に関しては、アウトプット能力がインプット能力

に比べると非常に低いです。

また、スペイン語に関しても、星の王子さまのように内容を知っている話であれ

ば原書を読むことができますが、会話・文法・作文などの力はさっぱりです。こ

のように、インプットをしているだけではインプット力は伸びても、アウトプッ

トの力は身に付かないのです。

これは一体なぜでしょうか？

それは、インプットの場合文脈を利用することが出来るため、必ずしも正確な知

識が必要とされないからです。例えば文法の場合、大雑把な意味を理解するだけ

であれば、必ずしも文法的な処理を行う必要はありません。しかし、アウトプッ

トを行う場合、自分で文章を作り出す必要が出てきます。そのためアウトプット

の過程では、文脈的な処理だけではなく、文章の構造を自分で作り出すという文

法的な処理を行わなければいけません。結果として、細かい文法知識に注意が向



けられるようになり、その結果既存の仮説にこれらの文法事項が取り込まれる

ことでより優れた仮説が打ち立てられるのです。

これは文法に限ったことではありません。例えば単語にしても、インプットであ

れば、必ずしも正確な知識がなくても文脈から理解できます。しかし、それに対

して、アウトプットをする場合は発音・スペリング・文法的役割・意味などに

ついて正確な知識を持っていないといけません。

私が単語もアウトプットで上達する事を実感したのは、大学院の同級生のコロ

ンビア人の女の子にスペイン語を教えてもらった時です。フランス語とイタリ

ア語とスペイン語はともにラテン語起源なので、例えば歌うという意味の

chanter（仏）―cantare（伊）―cantar（西）のように語尾以外の形はほぼ同

じという単語が非常に多いです。

このような単語は、インプットするだけであれば特に細かい形を意識すること

なく理解できます。しかし、アウトプットする場合はそうはいきません。彼女に

スペイン語を訂正されているうちに、インプットしているだけの時は気になら

なかった細部の知識が、アウトプットをしているうちに次第に身についていく

のがわかりました。このように、単語のような文法以外の項目に関しても、やは

りアウトプットをすることで知識が深まっていくのです。

日本ではアウトプットは上達した結果行うものであり、アウトプットそのもの

を繰り返していても上達しないというイメージが強いです。そのため、このよう

な、アウトプットをすることで上達するという考えはなかなか理解しにくいと

思います。私自身第二言語習得の授業でアウトプットが仮説構築に重要である

ということを習ったものも、それを本質的に理解するには 2年ぐらいの時間が必

要でした。

ですから、ここに書いてあることを、必ずしも今すぐ理解する必要は無いと思い

ます。しかし、英語が上達するためには、インプットと同じくらいアウトプット

を行う事が大切である事を心の奥底にでも覚えておいてもらえればと思います。

◆意図的な学習の役割

さて、もし意図的な英語学習や訂正には英語の学習段階を変化させる力が無く、

アウトプットとインプットによってのみ英語学習が進むのであれば、「授業を受



けたり参考書を読んだりしなくても、英語を使いさえしていえば英語はできる

ようになるのか？」と思う人ももしかしたらいるのではないでしょうか？

しかし、残念ながら、このような考え方は正しくありません。海外で長期間暮ら

していて毎日英語を使っているものの、英語が上達しないという人は多々存在

します。また SLAの研究でも、授業や参考書を通して英語を学んだ人のほうが実

地だけで英語を学んだ人よりも、英語を学ぶ速度も最終的な到達も優れていた

という報告があります。つまり、英語をマスターする上で、英語を学ぶことには

非常に重要な意味があるのです。

では、英語を意図的に学ぶ事は英語学習にどの様な役割を果たしているのでし

ょうか？これには複数の役割があると考えられていますが、一番大切なことは、

英語が持っている特徴について気づきやすくするということにつきます。

さきほど英語は仮説構築プロセスだと述べましたが、もしまったく意図的な学

習を行わなければ、自分が接した英語のなかから一から仮説を組み立てていか

なければいけません。しかし、言語にはたくさんの情報が含まれているため、単

に使っているだけでは気づく事のできない情報がたくさんあります。そのため、

意図的な学習をせずに単に英語を使っているだけでは、ある程度の段階で上達

が止まってしまうのです。

しかし、意図的な学習をすることによって、自分がどのような知識をまだマスタ

ーしていないかをはっきり意識できるようになります。その結果、英語でインプ

ットやアウトプットをする際に、今までは意識していなかった英語の知識に注

意が向けられるようになります。その結果、だんだんこのような知識に関するデ

ータが集まり、最終的に自分が持っていた仮説の中に取り込まれていくのです。

このように、意図的な学習が果たすのは、あくまで仮説構築プロセスのお手伝い

に過ぎません。意図的な学習をして頭で理解できたからといって、その知識がす

ぐに英語使用に反映されないのは、先ほど見たとおりです。ですから、英語を勉

強する際は、やはり何よりも英語を使う事を大事にする必要があるのです。

日本人の場合、意図的な学習で身に付く知識に関しては、中高6年間の勉強を通

して基礎は殆ど身についています。そういうと意外に思われるかもしれません

が、英語以外の他の言語の知識と英語に関する知識を比べてみると、そのことが

よくわかります。例えば、英語であれば未来形は willを使うとか関係代名詞は



thatを使うという知識は殆どの人が持っています（もっとも、使いこなせると

は限らないのですが）。しかし、イタリア語やフランス語で未来形の作り方や関

係代名詞に関して知っている人は、殆どいないはずです。

こう考えてみると、中高を出た人であれば、実は自分がかなり高度な文法の知識

を身に付けてる事がわかります。ですから、当面のうちは、意図的な学習に関し

ては文法のおさらいをぱっと行う以上のことは必要がありません。それよりは、

学校で身につけた知識を思い出し、体で身につけるためにもとにかく英語を使

う練習する必要があるのです。

さて、以上を読んでもらえば、外国語学習がどの様なメカニズムがよくわかった

と思います。では、次章からは、このようなメカニズムに基づき具体的にどのよ

うに勉強していくかを紹介していきます。

この章のまとめ

・ 英語学習は仮説→実行→検証からなる仮説構築プログラム

・ ミスは学習の一過程

・ 英語学習には段階があり、その段階を訂正で変えることはできない

・ 上達してからアウトプットするのではなく、上達するためにアウトプットし

よう


