
第35回抗加齢・統合医学研究室勉強会 
 
 
日時：2018年11月10日土曜日18:00 – 20:00 
場所：国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス8階会議室 
演者：中田憲三氏（中田先生父上） 
 
今回は参加希望人数も多い為、医療福祉大学教授中田先生にこのような大きなお部屋を確

保いただき、しかも今回の演者は、お父上の中田憲三様にお願いすることになりました。 
（熊丸） 
 
本日のゲストを紹介しておきます。関根先生です。早稲田大学の教授で、現在は名誉教授

ですが、能楽・狂言のプロで情熱大陸などに出演されました。イタリア人に能を紹介され

た実績があります。（中田先生） 
2005年から2008年にかけてイタリアの歌劇を狂言風にアレンジして日本ツアーを行い、国

立能楽堂で講演しまして、能楽堂が初めて満席になった講演でした。その後は

Shakespeare を能で表現し、当初は悲劇でしたが、喜劇に変えていきました。（関根先生） 
 
 
”父親は玉川大学で３９年間教鞭をとり、その間英国エジンバラ大学大学院に留学し、西

洋言語理論に基づく 新の英語教育法を研究したが机上の理論であることに気づき、同時

に著名な言語学者であるチョムスキーによる普遍文法は必ずしも潜在的言語能力ではな

く、言語学習媒体の一つにすぎないと喝破し、日本人のための独自の学習法を編み出し

た。 

初の著書「英語の頭に変わる本」中径出版は、無数にある英語の音節をその役割と性質

に準じて３つの型に抽象化して弱音節[d]  強音節[D]  強強音節[DA] 分類し,強弱のリズム

のタイミングにより形成されたリズムユニットを基調とした韻律パターンの表記を独自に

考案して、音節の具体的発音並びに役割を認知しやすくした。日本、韓国、台湾、中国で

大ベストセラーとなる。その他の本を含め発行部数は３００万部に達する。”（中田光

紀） 

 

講演：日本人の英語下手の原因につて（中田憲三） 

 I.「発音と文法のすれ違い」 



 一般の方には色々な機会で講演していますが、こうした医学専門家の前で久ぶりです。

私の技法は両脳を使う為に、左脳偏重の日本人には認知症予防効果もあり、鎌倉市や藤沢

市で講座を開いてきました。日本語を使っていると左脳偏重になることが知られていま

す。 

東京医科歯科大学角田忠信教授著「日本人の脳」と出会い、直接指導を受けたことをきっ

かけに私は日本人向けの英語の学習法の開発に着手しました。 

 エジンバラで出会った「中間言語理論」は、「学習者中心の学習法」と称するものの、

実際は西洋言語理論を根幹とするもので、「学習者の言語を分析する」という点に焦点を

合わせているだけのもので、直接学習を左右するだけの具体的方策は持っていなかったの

です。 

 研究の発端は５０年前に教鞭をとり始めた頃に、日本人はどうして外国語の学習が下手

なのだろう？どうしたらいいのか？と言う疑問を持ち、答えを求めて留学したものの、結

局「青い鳥」は我が内日本語にありと気づき、帰国後あらゆる先入観を払拭するために全

ての学会から身を引きました。 

 根本原因は日本語そのもにあるが、あまりにも卑近であるがため日本人は日本語の本質

をよく理解していない。同じ様に英語を母語とする話者についても同様のことがいえる。   

 Chomsky は普遍的言語能力は文法にあると言った。しかし文法は言語を使用することに

より無意識の内に習得するもので、学習あるいは運用媒体の一つに過ぎない。言語運用の

成熟した大人の言語では 重要な役割を担うようにみえるが、学習過程において 重要で

はないのは明らかだ。つまり学習上と運用上では媒体機能の優劣は一致しないということ

である。 

 誰にでも分ることであるが、言語習得は発音の潜在意識化から始まる。では発音の習得

は何時、何から始まるかが問題となるが、当然習得媒体がなければならない。確かな事実



は、どの言葉の話者も生まれる以前から「発音の入れ物」と言える韻律パターンが予め脳

にインプットされて誕生してくる。ただしこの事実を現今の第二言語習得理論では全くみ

とめていない。言語の実体は発音と定めながら、それを内面化する方法も媒体も定義して

いない。言語学を自然科学の一分野と称するには理論的な欠陥がある。 

 母語の獲得過程では、予め韻律パターンを潜在意識化してくるため発音とそれに伴う構

造や機能も、言語使用の必要性が伴う環境が整っていれば、本人の意思にかかわりなくそ

の後の過程で強制的な力を発揮して潜在化されていく。ここに母語を素早く労苦なしに獲

得していく秘密がある。 

 

学習上のハンデ 

 外国語の習得で深刻な問題となるのは、学習者は目標言語の韻律パターンを潜在意識化

していない状態から学習と始めなければならないことである。大切なのは韻律パターンは

発音を習得する媒体だけでなく言語を潜在意識化する装置でもあることだ。そのことに気

づいてないのが日本の英語教育であり、学習者は当然それに従い９割以上の人が失敗への

道を歩むことになる。潜在化するのは発音だけでなく、語彙も文法もその他全てを含めて

意識の深奥に脳の 重要機能として加工し・潜在化するのが韻律パターンの役割(Latent 

Language processor & Internalizer)でもある。日本だけでなく全世界の外国語教育はこの点

を見逃してきた。日本人だけに被害が多くみられるのは、当然日本語に問題があるからで

ある。 

 以前私が出演・企画したテレビ番組（あるある大事典）で次のような実験をした。成田

空港で初来日の日本語を喋ったことがない外国人に、日本語の台詞「今日お昼にざるそば

を食べました」を伝えて反復させると５割り以上の人が正確に出来た。逆に銀座で日本人

に英語のフレーズ、”Today I ate spaghetti for lunch” を言わせてみたら１割（この１割は英

語が話せる人だった）しか正確に反復できなかった。 



 発音に関して日本語は世界の５本の指に入るほど簡単な言語であるのに対して、英語は

発音が難しく複雑な言語の上位に入る。初めから勝負にならないのだ。だが日本語を本当

に習得しようとすると、米国国務省が指摘するごとく世界で も難しい言語の一つ ⇒ 世

界で も奇異で特殊な構造を持つ言語でもある。 

 漢字を避け大和言葉を中心とする会話体なら全体をはっきり・容易に聞き取ることがで

きるので、数か月で話せるようになる外国人は実に多い。韻律パターンがえらくやさしい

のだから当然の結果である。嘘だと思うなら試しにオーストラリアでアボリジニと一日付

き合ってみるといい。たった一日でかなりの会話が上達している筈である。つまり韻律パ

ターンを予め潜在化していなくても瞬時に処理できるほど簡単であるということだ。    

 それでは日本人にとって複雑極まりない英語の韻律パターンがどんなものか紹介しよ

う。その前に予め練習にいくつか洗練された高度な知識を知っおくことが大切である。そ

うした知識は物事の本質を教えてくれる。 

 

発音を統括する韻律パターンの発音 

 “Look at the time].では [D-d-d>DA#],  “How can you do such a thing.” では [ D-d-d>D-d-

d>DA# ] となる。発音上の注意は、音節を強く発音しても音程を上げないこと。音程が上

がるのは発話の 後の音節だけ。 

 学習の初めに英語の韻律パターンを徹底的に習得させると後々の効果に大差がでること

に留意する必要がある。出来るだけ異なる感覚を動員させてパターン認識をさせることが

重要である。基本的に音声パターンが中心になるが、初期には視覚的な運動パターンを多

用することが 優先となる。練習媒体は英語のリズムにピタリと合う音楽の８/４拍子を

用いるとさらに効果が上がる。ことことを発見したのは私だが、軽快な明るいボサノヴァ

的な音楽を用いている。出来るだけメロディーを削ったリズム主体の音楽＋運動に集中さ

せることで、韻律パターン（発音の入れ物）が即座に習得され、発音が受け入れ易い脳の



環境を整えることが可能となる。その結果、音感や運動感覚の鈍い一部の学生を除いて全

ての学生の英語が見事に変化した事実に学生と共に感動した。 

 日本人が両脳を使うには、8/4拍子をボサノヴァに合わせ運動パターンで体感させるこ

とが重要である。両脳の機能は左右反対の身体に分かれて働く。左手は縦に４拍子、右手

は横に８拍子と別々の運動を同時に行うことで英語の韻律パターンを実感せせる。発音パ

ターンを運動パターンで確認するという方法は、学生たちに衝撃的で新鮮な感動を与える

ようで、英語に関する角度を変えた興味を引き起こす。音感や運動感覚が優れ勇気のある

者は直ぐに習得する。およそ８０％以上は意のままにはならず相当苦戦する。但し、単脳

使いから両脳使いに変化できれば、年齢に関わらず急速な進歩が望める。 

 

音節の性質とリズムユニット 

 強音節になるのは、原則として名詞、動詞、形容詞，副詞、指示代名詞などの内容語又

はその一部。弱音節は代名詞、前置詞、冠詞、接続詞、関係詞などの構造語または機能語

またはその一部である。強音節は強く、長く、鮮明に、弱音節は対照的に弱く、短く、曖

昧に；音がかなりの変化を受けて発音されるため習得が困難。これを克服する方法は、リ

ズムユニットごとに区切って練習すると発音の連結の仕方が具体的に掴め、発音の感性が

次第に上がっていく。またこの方法は韻律パターン内に散りばめられた語、句、節、文な

どの言語単位ばかりでなく文法単位の認知訓練に非常に役立つリズムユニット（強い音節

を始点として次の強い音節の直前までを１単位とする）は通常の発音や意味のルールを無

視・逸脱しているため、脳内認知の再編成が強いられ練習中脳内に相当混乱が起こる事実

を観察している。学習者はこうした障害をクリアして次第に常時機能する両脳使いに変身

していくのである。 



“Look at the time].では [D-d-d>DA#],  “How can you do such a thing.” では [ D-d-d>D-d-

d>DA# ] となる。発音上の注意は、音節を強く発音しても音程を上げないこと。音程が上

がるのは発話の 後の音節だけ。 

ちなみに“strong”は[ DA ], “prac・tice” は [ DA-d# ],  “tri・an・gle”では [DA-d-d# ] となる。

注：[ .> ]はリズムユニットの境界、[ - ] は弱音節の連結、[ # ] は末尾連接 falling juncture or 

pitch or intonation を表す。 

  

Learning Process of English Sounds（日本人のための英語学習過程） 

１．発音の処理 

①第一工程 

発話      [ hihʌzntkәmpli:tᵻdðәwɚ:kәzjɛt ]  学習者にとっては雑音であり、ここ

        から韻律パターンを聞き取るのは困

        難である。 

②第二工程 

韻律パターン：[ d>D-d>D-d.d>D-d.DA# ]      学習者の脳にインプット:発話と韻律

        パターンを交互に練習する内に両者 

        は同期してくる。 

③第三工程 

発話を聞いて韻律パターンを当てる練習を行う。 これによりどういう発音連鎖が聞きに

        くいのかが分かってくる。 

２．各種言語単位の処理 

Word boundary：       He│has│not│completed│the│work│as│yet. 

Grammatical boundary:      He  │  has completed+not  │  the work  │  as yet. 

    主部 │  述部 



    主語 │  動詞   目的   副詞句 

Sense group: 文を意味の単位に区切って理解する方法は、文法的区切りと一致する。 

補足： 

発音は、音節を介して リズムユニット ⇒ 韻律パターン へと発展し、 

音節は、意味を介して 語 ⇒ 句 ⇒ 文 へと拡張する。 

 

リズムユニットによる言語単位認知処理工程 

問題なのは、発音の区切りと意味理解を含めた文法機能的区切りが一致しないため、発音

処理は右脳で、意味・文法処理は左脳で処理されなければならないことだ。つまり学習者

は、意味・文法処理をする前にソレをするために発音処理をする韻律パターンツールを予

め脳内に備えておく必要がある。そして韻律パターンを基本に置いた言語の内面化（イン

プット）を十分行わないと、学習は十年一日のごとく進捗しないことになる。発音処理と

意味・文法処理の両者のズレを処理できるツールは韻律パターンだけであり、その効果を

無理なく素早く発揮できるのは、学習当初でのリズムユニットで区切ることに特化した練

習法だけである。 

 同じ言語材料を違った機能を持つ言語単位として処理できるようになった時点で、よう

やく両脳が別々の働きをするようになり、学習のスタートラインに立てるのが日本人学習

者なのだ。 

 日本語の音節は構造が極めて単純で数（１１７前後）も少ないのに対して、英語は諸説

あるが３千以上あると言われている。ざっと比較して３０倍ある。問題なのは日本語にな

い子音連結がやたらと多い。このため発音はさらに複雑となり聞き取りも再生もほぼ不可

能となる。つまり韻律パターンが脳に予めインプットされていないと細かい発音は到底聞

き取ることはできないのだ。人間の脳はかなり優秀だが，予め必要なパターン認識力の

「あるなし」が直接練習の効果を左右することになる。 



「音節」は基本単位で語、句、文などを構成する。英語は音節が大変多様であり、日本語

とは大きく異なる。一例を挙げると、“strong”は英語では１音節語であるが、日本語では

“ストロング”と５音節語になる。ちなみに英語の２音節語では“prac・tice”があるが、日本

語では“プラクチス”と５音節語となり、さらに３音節の“tri・an・gle” では“トライアン

グル”と７音節になってしまう。問題は英語の音節の中身が皆別々で、日本語のように安

定していないことで、日本人の頭の中にある「音節」の概念とはかなりかけ離れた異物と

して脳に混乱を引き起すのである。 

 その複雑に見える英語の音節も、その機能を抽象化してみると英語では３種類の組合せ

で全てを機能的に処理できることに私は初めて気づいた。弱音節 [ d ], 強音節 [ D ], 強強音

節 [ DA ] である。 

 これらを組み合わせることにより英語の韻律パターンの機能と仕組みが解明できた。そ

して韻律パターンにおける発音の機能的認知単位は、強い音節を中心とするリズムユニッ

ト（強い音節を始点として次の強い音節の直前までを１単位とする）であり、これを発音

単位として区切って集中的に練習すると、 

１．音節や語の発音連結の具体的な仕組みを時間を止めて観察できること、 

２．元々異なる発音上と統語上の分離と統合を機能的に一致させる役割を担うので（図１  

 参照）、左右の脳の連携を活発にして発音から英語を処理していく能力を高める。 

３．恣意的に分離された発音連鎖の中から意味的・機能的単位を見いだす練習に役立つこ 

 と、 

４．手振り運動パターンを入れることで、文中の強音節が弱く発音されがちな悪癖を矯正 

 し長文の発音を脳内で迅速に処理でくるようになること、 

５．次第に日本語とは異なる語の配置に気づき、共に、意味と文法形成の理解や知識、あ 

 るいは「英語を英語で理解する」習慣形成などに極めて高い効果が見られる。 



６．２週間（１４日間）１日５時間の実験では、７～１０日間経過するあたりから、全員  

 が未知の１０語～１５語の長文を１回聞いて正確に復唱できるようになった。実験は、 

 英語専 攻生大学２～３年生１５名を対象に行った。結果から判断できることは、①発 

 音技術処理の把握、②言語単位の正確な認知、③単語、句、節と文全体の意味、④理 

 としての文法ではなく、意味の理解を介しての文法構造の音感的把握と理解を獲得した 

 と考えられる。 

  

II. 「日英の概念のすれ違い」   

 もう一つ大きな問題は「概念のすれ違い」である。 

例えば、stand だが訳が沢山ある。≧10  ①（楽譜）台 ②（傘）立て ③（帽子）掛け 

④屋台 ⑤出店 ⑥観客席 ⑦舞台（舞台に立つ仕事を興行と言うが stand にはその意味も

ある ⑧証言台 ⑨タクシー・バス乗り場 ⑩立ちんぼ（立ってまたされる労苦） 

 英語の語彙の特徴として具体的な意味と抽象的な意味の両者を兼ね備えていることであ

る。「立つ」という言葉にも、立つこと以外に「立場」、立場から「態度」、そこから「意

見」が出てくる。立つからには何か意味があって立ち上がる。つまり「戦う」という意味

が派生して、「抵抗」するという意味も出てくる。こういう内容は日本語では全てそれぞ

れの意味を持つ漢字で表しますね。だから全部違う言葉になってしまう。英語では１つの

単語で沢山の意味を表すのだが、これは概念認知の仕方が違うからで、漢字はその一文字

を見れば意味が分かるが、英語は前後の脈絡を見ないと分からないのように出来ている。 

 もうかなり前のことだが、中学時代に初めて英和辞典をもらった時に、開いてみたら１

つの英単語に沢山の意味が書いてあってとてもショックであり、うんざりしたのを覚えて

いる。しかし漢字は明治時代に西洋の言葉が日本に入ってきた際に、西洋の言葉の概念を

表すのに漢字特に２文字で上手く表した。福沢諭吉たちの偉業である。雨、風、嵐、晴れ

などを表す言葉はあったげが、当時自然、気候などという言葉はなかった。 



 漢字はその点で有意義なツールである。それに加えて日本人は音訓を使い分けている。

日本人は音訓を使いこなすことで、常に漢字の辞書を持ち歩いているのと同じになってい

る。このように漢字は素晴らしい機能を持っているのだが、漢字を無理に採用したため逆

に言語的欠陥が出てくる。 

 

複合言語「日本語」の功罪 

 まず発音は種類が限られているため、音読みを使うと同音異義語がやたらと増えた。

「さ」行の音を調べてみると５０～７０語はある。発音を実体とする言語でこういう状況

になると、言語は完全に破壊される。また訓読みをすることにより１つの漢字に何通りも

の読みが生まれた。ちなみに「生」と言う字は、いきる、いかす、いける、うむ、うまれ

る、おう、なま、き、はえる、はやす、なる、うぶ、といくつもの読みがうまえれた。 

 複合言語故に生まれたこうした特別ルール西洋言語ルールを逸脱したており、日本語に

特異なものである。これを見事に使いこなしている日本人の脳もまた特殊であり、そのま

まの状態で英語に挑むと様々な問題を引き起こすことになる。 

 日本語は１つの言語ではなく複数の言語から成る複合語である。英語はギリシャ語、ラ

テン語を由来するゲルマン語族の1員だが、一貫した音声及び統語規則で統一され1言語と

して機能している。だが日本語は漢語、第一次大和語（雅語）、第二次大和語（オノマト

ペ）などそれぞれ概念の異なる言語から出来ている。それぞれ概念を実現するルールが異

なる。 

 漢語は変化しない言語であり、文字言語、日本語では高度で抽象的な概念を持つ普遍語

として機能する。他方構造的に変化する音声言語である 第一次大和語、第二次大和語が

あり、前者は標準大和語で情緒表現に優れているが、事象を客観的、抽象的、簡潔に表現

する力に乏しい。漢語の助けなしには成立し難い。後者は擬態語表現で、感覚的でファジ



ーであり、言語以前の言葉である。それぞれ概念が違い、言語化の手続きが違う言語が1

つの言語として機能することが作り出す複雑な仕組みがこれでお察し頂けると思う。 

 さらに付け加えると、3つの言語の下に中間日本語と称するものがあり、一般的には標

準語として機能する。これは3つ異なる表現のバランス、あるいは意思の疎通をはかるた

めの装置として必要不可欠な第四の言語となる。 

 日本人はこの複数の言語を絶妙に使いこなしているようにみえるが、実際は様々な軋轢

を生じるため中間日本語が必要になる。その例を紹介していこう。 

１．擬態語     ⇔    中間日本語（標準語） 

「フワフワした掛布団」     「軽く柔らかく温かい掛布団」 

「はげちょろのカーテン」    「ところどころがはげたカーテン」 

「サラサラした雪」vs  「べた雪」  「乾燥して軽い雪」vs  「水分が多く重たい雪」 

「ギクシャクした日韓関係」    「思惑と利害の不一致で緊張している日韓関係」 

2. 漢語  ⇔  中間日本語     ⇔   第一次大和語  

「静寂」 「物音ひとつしないで静まり返っていること」   「しじま」  

「進捗する」  「仕事が進む」      「はかどる」 

「殺害する」  「殺す・命を奪う」   「手にかける・あやめる・なきものにする」

「転倒する」  「倒れる」      「こける・ひっくりかえる  

 

 いかがであろうか、日本語はとんでもない言語だということがよくおわかり頂けたと思

う。中間日本語が介在するなど夢にも思っていなかったに違いない。千三百年ほど前に高

級概念の図書館である漢語を採り入れることで一気に先進国の仲間入りを果たしたが、先

進性と利便性とを引き換えに悪魔の言語（フランシスコ・ザビエル）と言われる複雑怪奇

な言語を手に入れた。反面そのお陰で日本人は緻密で精緻、勤勉で努力家で想像力豊かな



な国民性を育んできた。世界の奇跡と言われる明治維新の文明開化と第二次世界大戦敗戦

からの見事な復活がその証でもある。 

 

複合言語日本語の 盛期と衰退 

 こうした日本語が 盛期を迎えたのは明治の言文一致運動がもたらした文学作品で、日

本語の複雑な性質が故に開花した漢語と雅語の粋と絶妙なバランスが織りなす簡潔にして

豊穣な表現力、流れるようでかつ繊細優美な文体は、第二次世界大戦を境にしばらくして

終焉を迎えてしまい、悪貨は良貨を駆逐する類のごとく今はアメリカ文化に毒されたカス

のような日本語が氾濫している。 

 

日本の国語教育政策の失敗 

 高度な概念を一定の基準内に留めておく努力を怠ってきた日本の国語教育政策の明らか

な失敗であることが、外国語教育失敗の近因となっていることを悟らなければならない。

豊かな国語力がなければ、健全な外国語の習得にはつながらないことは歴史が証明してい

る。外国旅行や買い物で通じた、外国人に道案内ができた程度の語学力が国の言語政策の

目標であってよいわけでは決してない。 

 

日本語が logical でないと言われ理由は複合言語の性質と日本的 principle による。 

 留学中の経験談であるが、エジンバラ大学でレポートを提出したら殆ど修正の赤が入り

ビックリした。英語に代表される欧州の言葉は論理的であることが命題となっているが、

これほど厳しいとは思ってなかった。logical でなく emotional であると指摘された。努

力の甲斐あって一年後には赤はほとんど赤はついてこなくなったが、当初は何をもって論

理的とするのかさっぱり見当がつかなかった。分かったことは、文と文のつながりを支え



る論理と概念を支える principle である。またそのことを具体的に悟らせてくれたのも同

じ語彙であった。ただし principle は「原理」と訳されるが、原理の根本理念は大きく異

なる。 

 このことを説明できる大変興味深い書籍がある。それは、日本名山本七平（ユダヤ人を

自称するイザヤ・ベンダサン）が書いた「日本人とユダヤ人」と「日本教について」であ

る。英国滞在中に日本大使館からも依頼があり、様々な場所で日本と日本人について講演

をしたが、その時の重要な資料となった書籍でもある。ある時日本と関わりのある人物か

ら「日本人は二重人格者ではないか」という指摘で「本音と建て前の違い」を問題視した

質問であった。切羽詰まったが勇気を出して“Yes and No”であると言ったら、大騒ぎに

なり、そのその論理的矛盾を納得させるだけで1時間半も費やすことになった。 

 発音や文法の違いを取りざたする人はあまたいるが、概念の違いを論ずる人は滅多にい

ない。簡単に説明できるほど単純ではないからだ。言語構造上英単語は原則それ一つで意

味を持つことはなく、他の単語との前後関係から初めて具体的な意味がうまれる。山に例

えるなら連山（アルプス）方式で多様な意味を単語の内部に留めおくことで、さらに大き

な概念へと発展する。こうした階層的な概念形式は相対的で堅固な論理の牙城を築くのに

適している。同時に人間の外に原理の価値基準を置くことでより客観的で普遍的な概念を

発展することを可能にしている。 

 対照的に日本語では、英語の論理に匹敵するのは漢語だけで、それぞれの漢字が富士山

のような独立峰をなし、それ自体で固定された意味を担い多義を排除する。漢字はどこと

なくよそよそしく親しみを持てないのに比べ、日常使われる大和語「雅語と擬態語）は情

緒的でファジーな（曖昧模糊とした）性質を持つが、気楽に本音を語るのに適していると

多くの日本人は感じている。物事を論理的に語るには漢字は欠かせないのだが、漢字を多

く語る人は他人行儀として敬遠あるいは毛嫌いされることもある。 も良い例を足せば、



たるものは六法全書である。論理的矛盾を除くためにはこれ程複雑に漢字を使わなけれ

ばならないのか！？と思わず絶句する。ちなみに英国留学中に数回、日本人が起こした事

件で裁判所で通訳する羽目にあったが、専門用語とソレに関わる用語について質問する程

度で理解に支障起きなかったのを記憶している。又たまたま英国の法律文の翻訳を只で頼

まれたが、日本訳を渡すと、「これでは駄目だ。もっと法律用語で書いてほしい」と言わ

れたことがあり、「これ俺でもよく分かるよ。お前専門家なんだから自分でやってよ」と

物別れしたことがあった。 

 

世界観を変えなければ英語は上達しない 

 概念の違いについて恰好な逸話がある。ある著名な英語学者が米国に留学して２年たっ

ても一向に英語が喋れるようにならなかった。嫌気がさして来た頃に、現地の知人に世界

観を変えなければ上達しないと言われた。言われて直ぐに変えられ程簡単ではなく、問題

を引きずって帰国した。世界観とは、日々使う言葉の奥底に潜む生きるための指針や原理

に由来するもので普段は意識されない。それを変えろと言われ即応できる日本人はまずい

ないだろう。日本人の共通する問題として公表したことは非常に参考になった。 

 複合言語日本語の中で起きる概念のズレは、異なる概念間のズレであり、それを互いに

翻訳して中間日本語にまとめて調整する作業の度合いは各個人に任されており社会的基準

はない。実際問題としてこれを理想的な形で実現できる人は実に少ない。障害となるのは

個人が所属する「世間の通念」で、それを支える principle の内容である。中心となるの

は「人間関係」であり、「自由、平等、博愛、公正」などの人間の外においた普遍的な概

念は「建前」にすぎない。世間と社会は本音と建前の関係にあり、常に優先するのは世間

である。「忖度」は建前と本音の入れ替わりを如実に映す世間現象である。まさに言葉が

意味を無くす瞬間と言えよう。この点を捉えて社会学者の中根千枝氏が、ニューヨークタ



イムズのインタビューの中で「日本人には principle がない」と答えて一波乱起きたこと

をご記憶の方もおろう。本当は「日本の principle は西洋とは異なる」と言えば良かった

のであろう。 

 

英語学習で起きる概念のズレ 

 これに対し、英米語や文化に接して日本人が起こす概念のズレはこれとは異質のもので

ある。前述のごとく、英語における主な特徴は、 

①英語の語彙は多義的であること、 

②ある語の語義が他の語の語義との相関関係の中で現実化すること、 

③語義が具体と抽象との相対に分かれて展開していること、③の語義の展開は他の語の語 

 義との関係において類推的に発展すること。 

④生まれた語義の多くは、日本語では他義語であり、共通の意義を共有する概念として全 

 体を把握することは困難であること。 

⑤日本人が英語を学習する時こうした大きな概念のズレが突然立ちはだかる。発音や文法 

 ならばまだ姿がみえるのでどうにかなるが、掴みようのない概念のズレは一般的に対処 

 の仕様はなく、学習を一層困難にすること。 

 

概念のズレを調整する方法とは 

 この点原理と概念に共通感覚をもつ西洋人の英語学習は非常に有利に展開するのだが、 

英語概念構造は日本人の多くに苦手意識を植え付ける動機ともなる。ではどのようにした

ら対照的な分布構造を持つ英語の概念を習得できるかを試行錯誤してみた結果、象形文字

としての漢字の力と音訓の仕組みに解決の糸口を見出すようになった。 



 「音訓の並列システムは、同一の文字表記を媒体として二つの言語の概念をつなぎとめ

ている」という点において非常に重要な機能を担っていることに注目しなければならな

い。例をあげて説明しよう。 

 例えば、「皮下注射」と書かれているのを見て、意味を理解しない日本人は  ほとん 

どいない。「皮下」[ヒカ]とは皮膚の下、つまり訓では「皮の下」[カワのシタ]と読むこ 

とは誰でも知っている。漢字を見れば自明の理だと日本人は思っている。しかしこれを英 

語で表すと、hypo-dermic（ギリシャ語源） または sub-cutaneous（ラテン語源）となる。 

いずれも「皮下の」の意味であるが、不思議なことによほどの知識人でもない限りこれら 

の言葉を即座に理解する英米人は少ない。発音自体は意味を表さないので、語源などの知 

識がなければ意味は伝わってこない。日本人なら小学生でも分かるやさしい語彙が、英語 

を母語とする話者にとってはえらく難しい語彙になる。英語との対比で、日本語には 

こうした優れた例が数多くあることが分かっている。 

 漢字を音と訓の２通りに発音する習慣が、日常卑近に使われる漢字をテコにして抽象化 

された高級な語彙の理解につなげている。言い換えれば、日本人は、漢字を生活言語であ 

る大和言葉の中に組み入れて普遍化することで、漢語から借用した高級な抽象的漢字は日 

本人なら誰でも理解し使えるように改良したと言える。 

 当初は漢字をそのままの形で直接日本語にとりいれ、様々な不具合を少しずつ調整・改 

良を重ね、 終的に日本語に合うこれ以外は望めない形に昇華させてきた。しかしこのよ 

うに変えたことが日本人に新たな課題と問題の火種を残した。 

 音訓の仕組みの 大の功績は、和語には備わっていなかった具体を概括し抽象化して知 

的な概念に仕上げる力を与えたことである。従って日本語の質と品位は、漢字と和語を結 

ぶこの仕組みの健全な機能と維持の如何に依拠していると言える。昨今の安易な口語表現 

の反乱やカタカナ英語の多用、さらに漢字軽視や忌避の傾向は日本語を破壊する方向に確 



実に進んでいる。「オレオレ詐欺」に窺える一般国民の論理性の欠如は、懲りずに益々増 

えていくに違いない。論理の欠如した「おもてなし」などという安易な発想は日本人を惑 

わせる具になる日もそう遠くない気がする。 

 

日本人に適した外国語の学習法についての考察 

 これまで日本語の懐深く潜在する問題について、全てとは行かないまでも、可能な限り 

掘り下げてきたつもりである。日本語には他の言語と同じ原理で動く部分と日本語独自の 

原理で動く部分から成る二重構造が働いていることが明らかになった。 

現在に至る日本語成立過程において、漢語導入を契機に様変わりした二重構造の枠組の

中で新たな日本語を獲得した前と後では、［ことば］を操作する脳の機能とシステムに、

音声のみを基調とする言語の話者が外国語を習得する場合とは、異なる脳の機能が生じた

としても不思議はない。このような場合に一般言語理論だけでは説明できない言語機能上

の問題が起こるのは予想できることであり、当該言語の話者の外国語習得に際し何らか干

渉が起こることを疑う根拠は十分ある。 

だが言語とは不思議なことをする。それを毎日一生使い続けているにも関わらず、言葉

が空気のような存在になっているため、自分たちがたとえどんなにおかしく変わったこと

をしていても、一向に気にすることもなく、また気づくこともない。漢字は日本人の脳に

長年住み着いたガンのようなもので、ただしこの部分を切除したら完全な言語障害を引き

起こすに違いない存在にまで成長を遂げてしまった。どんなに悪さをしても、もはや一緒

に付き合っていくより道はない。まさに[くされ（和語）＋縁（漢語）]のような存在で、

もはやいかんともし難い。 

それではこの腐れ縁とどう付き合っていけばよいのか。 善の延命治療を施しても完治

することはない。では一体どうしたよいのか。唯一の方法は、まず相手をあらゆる手を尽



くして徹底的に研究して問題の本質を突き止めた上で、手段を講じるしか仕方がなさそう

である。 

日本人の英語不得手の原因を究明していくうちに、図らずも日本語内部に頑固に潜む病

根に行き着いてしまった。その理由を考えた時、両者には言語に関わる本質的な問題が介

在するからに違いないという確信に至った。 

日本語において漢字は概念の中枢を担っていることを認めぬ人はいまい。漢字の持つ普

遍的高級概念があるからこそ世の中のあらゆることが成立しているのだ。特に漢字なしに

英和辞典は成立しない。もし大和語で作るとしたら何倍もの紙面が必要となるだけに留ま

らず、論理や簡潔性、その他の必然的条件を満たすことが叶わず、辞書失格になるのは明

白だ。漢字は、我々の祖先が苦労を重ね日本語の中枢に仕上げたように、英語にも対応で

きる存在に育むことが可能な性質を持つと思えるようになった。 

脳が手に入れる情報は、耳で聞いて得られるより、目で見て得られる方が何百倍もある

とが報告されている。見れば瞬時に概念が手に入るという漢字の特徴を利用して、日本人

の脳に英語概念を容易に構築して行く方法を思考錯誤してきた。漢字の形の変化が意味の

変化につながるという性質は、学習効果を得るうえで非常に有益なことも実験を重ねる内

に分かった。 

 私は今「毒薬」ともあるいは「薬」とも思われる漢字を利用して英語概念の構築を図る

と共に、学習媒体である韻律パターンを 大限に活用して日本人の英語再獲得に向けての

方策を練っている。この方法の特徴は、ハチャメチャになった日本語能力もを再生すると

いうオマケまで付いている。  

 

  

 

  




