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「日本人は英語下手」「これからの社会人に英語は不可欠」「英語ができれ
ば収入が増える」「日本人女性は英語が大好き」。このような主張を一度は耳
にしたことがあると思う。本書は、こうした通説・俗説の多くが実は大いな
る誤解に過ぎないことを統計データの分析によって明らかにする予定である。
これがそのまま本書の副題である「なぜ英語教育論は誤解だらけなのか」
に対する答えである。つまり、英語教育のあり方が間違って論じられるのは、
日本社会における英語の実態が正しく理解されていないためだというのが本
書の答えである。具体的にどのように間違っているかは本書の各章で確認し
て頂きたい。
もちろん一方的に「そんな認識は間違いだ！」と叫ぶだけでは、独り善が
りな主張に過ぎず、読者も呆れてしまうだろう。そこで本書では、誤解かど
うかを判断する拠り所として、社会統計データを利用する。これにより客観
的な基準に基づいて日本社会における英語の実態が検討できる。ついでに言
うと、本書で用いるデータのほとんどが研究者向けに一般公開されているも
のなので、「他者による追試が可能」という意味の「客観性」も兼ね備えて
いる。
本書は客観性を特に重視したため、大量の統計的情報を掲載せざるを得な
かった。統計に不案内な読者も多いと思われるので、各章は基本的に以下の
方針に従って執筆している。

1.  統計的な議論は脚注に回し、本文では「分析結果が示していること」
をシンプルに伝える。

2.  複雑な統計表が直感的に理解できるようにグラフを多用する。
3.  各章末に「まとめ」の節を用意し、知見をコンパクトに要約する。

数字に抵抗を覚える読者は、上記の点を中心に読み進めて頂ければと思う。
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また、本書のメインタイトルにある「社会学」に対し、難解な学問分野と
いうイメージを抱いている人もいるかもしれない。もちろんそのような「社
会学」もあるが、実際には「社会学」と言っても様々である。本書の依拠す
る計量社会学の場合、その推論方法はいたってシンプルであり、常識的に理
解できるものがほとんどだと思う。そこで、さしあたっては、（計量）社会
学的な枠組みを「社会の実態を統計に基づいて正しく理解するための学問的
ルール」と理解してもらって構わないだろう。もちろん「常識的」なのはあ
くまで推論方法であり、社会学が前提にする理論（社会観）は必ずしもシン
プルではないこともあるが、その点については各章で詳しく説明するので安
心して頂きたい。

本書の成り立ちについて簡単に述べておこう。各章は筆者が 2008年頃か
ら書きためていた論文に基づいているものが大半である。ただし、書籍刊行
に際し、データ分析を新たにやり直し、また、文章も大幅に書き直している。
詳細は初出一覧を参考にされたい。
筆者の前著（寺沢  2014a）との毛色の違いに戸惑う人もいるかもしれない。
前著は史料を駆使して「過去」を分析したのに対し、本書は統計を武器に「現
在」を検討しているので、たしかに表面的には著しい対照をなしている。
しかし、筆者のなかではもちろん前著と本書は密接につながっている。詳
細は終章（特に 249–51頁）で論じているので参照されたいが、前著と本書
に共通するキーワードは「必要性」「国民教育」である。前著は、英語の必
要性に疑いの目が向けられていたにもかかわらず、「国民」全員が英語を履
修するようになったのはなぜかという謎を追ったものであり、一方本書は、
必要性に対する疑いの眼差しはもはや過去のものになったのか、英語使用・
英語学習は「国民」的な現象にまで一般化したのかという問いを検討してい
る。つまり、同じような問いを「起源」の観点から検討したのか（＝前著）、
それとも「現状」の観点から検討したのか（＝本書）という違いである。
もう一点、出版動機の点から本書の成り立ちについて述べたい。筆者が本
書の刊行を急いだ背景には、近年の（英語）教育政策に対する大きな危機感
がある。2000年代以降、政府は既存の英語教育を「改革」すべく様々な政
策を打ち出しているが、その中には日本社会の実態を無視した空想的な「改
革」案も少なくない。本書がこうした状況への対抗言説の一助になればと考
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えている。
同時に筆者は学術コミュニティにも危機感を抱いている。それは、英語教
育学の政策批判の「質」に対してである。英語教育関係者には周知の事実だ
ろうが、政府を痛烈に批判する英語教育学者は実はそれなりに存在する。し
かしながら、そのほとんどが理念的な批判や理論的な批判（特に言語習得理
論の観点からの批判）であり、政府の認識に真っ向からノーを突きつける類
のものではない＊1。
なぜこの手の批判が手薄になるかは、終章で述べるとおり、英語教育学の
知的特徴―あえてネガティブな表現をするなら知的弱点―にあると思う。
筆者は大学院時代、外国語教育学コースでトレーニングを積んだが、社会統
計分析に関しては外部の学問―つまり社会学・経済学・政治学などの社会
科学―に頼らなければならなかった。この時、政策を批判する学問として、
英語教育学がいかに脆弱なものか痛感したのである。そのような事情もあり、
英語教育学に社会科学的なアプローチが少しでも浸透して欲しいという願い
を本書に込めている。そのため、現在の英語教育学のあり方に厳しい言葉を
ぶつけている箇所もあるが（特に終章）、それもひとえに、この学問分野を
少しでも良くしたいという筆者の思いの表れである。だからといって大目に
見てもらう必要はまったくないが、単なる「悪罵」などではないのでその点
はご理解願いたい。

本書は序章、分析部分（全 13章）、および終章から構成される。分析部分
の各章の内容は基本的に相互に独立しているので、第 1章から読み進めてい
く必要はなく、関心のある章から読み始めてもらって構わない。その関係で、
複数の章に重複する記述がたびたび現れることがあるが、読者の便を考えて
のことであるとご理解頂きたい。

＊1　この点は研究者にも誤解が多い点だと思われるが、言語習得論などが提示す
る認知科学的な知見は、政策評価に資する「良質なエビデンス」とは必ずしも見
なされていない（岩崎  2010）。なぜなら、認知科学は一般的に国際志向（つまり
社会横断的な傾向）や基礎研究志向が強く、特定の社会や特定の政策を前提にし
ているわけではないからである。認知科学上の定説が、特殊な環境において「定
説」でなくなることはしばしばあるが、日本の学校現場がその「特殊な環境」で
はない保証はどこにもないのである。
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本書執筆にあたり多くの方々にお世話になった。まず、データを提供頂い
た方々に感謝を申し上げなくてはならない。2次分析に当たり、東京大学社会
科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター SSJデータアーカイ
ブから、「日本版 General Social Surveys」＊2、「2005年 SSM日本調査，2005」 
（2005SSM研究会データ管理委員会）、「アジア・ヨーロッパ調査（ASES），
2000」（猪口孝）、「ワーキングパーソン調査，2000」「ワーキングパーソン
調査，2008」（リクルートワークス研究所）の個票データの提供を受けた。
また、EASSデータアーカイブから、East Asian Social Survey 2008 のデータ
の提供を受けた＊3。データをお借りできなければ、研究を行うことは不可能
だった。心より感謝申し上げる。
本書の草稿段階から目を通して頂き適確なコメントを頂いた石井雄隆さん

（早稲田大学）、きめ細かい校正・編集作業をして頂いた研究社の津田正さん・
高野渉さんにも大変お世話になった。謝意を表したい。
また、執筆に際し、日本学術振興会科学研究費助成事業により助成を受
けた（「戦後および現代日本社会における英語観の実証的研究」　課題番号  
14J10080）。感謝申し上げる。
最後に、妻に感謝したい。妻は私の研究状況にほとんど興味を示さなかっ
たが、対照的に、常に私の体調を気遣ってくれた。感謝とともに、この本を
贈りたい―贈っても読まないと思うけれど、健康に生きた証として。

2014年 12月吉日

寺 沢 拓 敬 

＊2　日本版General Social Surveys（JGSS）は、大阪商業大学 JGSS研究センター
（文部科学大臣認定日本版総合的社会調査共同研究拠点）が、東京大学社会科学
研究所の協力を受けて実施している研究プロジェクトである。
＊3　East Asian Social Survey （EASS） is based on Chinese General Social 
 Survey （CGSS）, Japanese General Social Surveys （JGSS）, Korean General 
Social Survey （KGSS）, and Taiwan Social Change Survey （TSCS）, and 
 distributed by the EASSDA.
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本書が目指すのは、「日本人」と英語の関係を社会統計から読み解くこと
である。
「日本人」と英語の関係を探るといっても、英語をめぐる精神史などとい
う大仰な話ではない。日本に住む「普通」の人々が英語に対しどのように接
しているか、どのような考えを抱いているかを検討する。
ただし、「日本人と英語の普通の関係」についてはすでに多くのことが言
われている。たとえば「日本人は世界一の英語下手だ」とか「日本人女性の
英語熱は高い」、「グローバル化により英語を必要とする人は年々増えている」
などという発言を一度は耳にしたことがあるのではないだろうか。注意すべ
きは、これらの発言のほとんどが「事実に対する言明」ではない点である。
必ずしも信頼に足るデータに依拠しないまま、英語をめぐる特定の主張や価
値観、はては願望を述べたものがほとんどだからである。ここではこうした
発言を総称して「英語言説」と呼びたい。

データ分析による英語言説の検証
本書で検討したいのは、これら英語・英語学習・英語教育に関する言説で
ある。つまり、単にデータを羅列するのではなく、日本社会に流通している
様々な英語言説が本当に正しいのか明らかにするのである。
さらに言えば、本書の目標は「データによる通説の再確認」よりももっと
高いところにある。むしろ、英語に関する通説が実態とは大きく異なってい
ることこそ示したい。たとえば、前述の「日本人は世界一の英語下手だ」「日
本人女性の英語熱は高い」「グローバル化により英語を必要とする人は年々
増えている」という言説は、いずれもデータ分析の結果、否定される予定で
ある。その意味で、本書の位置づけは「資料集」ではなく、社会科学的分析
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である（もちろん資料的価値は持たせているが）。通説がどのような点で間
違っていて、また、間違っているにもかかわらず通説はなぜ浸透したのか、
そのメカニズムを明らかにしたい。

社会統計
上記の目的を達成するうえで強力なツールが社会統計である。なぜなら、
統計分析により社会の実態を描き出すことで、通説・通念がいかにズレてい
るかを明らかにできるからである。
ただ、ひょっとすると、日本社会の「普通」の状況などは当事者がいちば
んよくわかっていると思うかもしれない＊1。しかし、「普通」を定義するこ
とは実際にはとても難しい。当事者の数だけ「その人にとっての普通」があ
るからである。本書ではあえて「日本人全体の平均値・平均的傾向」という
意味で「普通」を定義し、統計を用いて効果的に描き出したい。ただし、「平
均像」に注目するからといって、例外的な人々の有り様を切り捨てたり、社
会の多様性を否定する意図もない。そもそも「平均」がいずれの形にせよ定
義できなければ、ある現象が「例外」かどうかは判断できないはずである。
つまり、例外・多様性を尊重するためには平均像の把握が不可欠なのである。

 「日本人」と英語の関係を探る意義

では、本書の問い―「日本人」と英語の関係はいかなるものか―には
どのような意義があるだろうか。
ひとつは政策的意義である。「日本人と英語」に関する通念や英語言説には、
教育政策と密接に結びついているものが多数ある。たとえば、文部科学省が
2003年に発表した「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」は、
日本国民のほぼ全てが一定の英語力を必要とされつつあると宣言しており、
その点で「日本社会の英語使用ニーズ増加」言説を反映した政策である。し
かし、同政策は「ニーズ増加」に関して何ら信頼に足るデータを示しておら

＊1　そもそも当事者の実感が、実態（統計的実態）と大きく乖離することは少な
くない。その典型的な例が治安である。現代の「日本人」の体感治安は、実際の
治安状況に比べてきわめてネガティブな方向に偏っていることはよく知られてい
る（cf. 浜井 2004）。
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ず、教育改革を実施するそもそもの根拠が明らかではない。その点で「砂上
の楼閣」の感すらある（詳細は 4章・8章）。
上記の例のように、多くの英語教育政策では、日本社会の実態が政策の根
拠としてしばしばあげられるが、データの裏付けを欠いている場合が少なく
ない。2014年現在、グローバル化の波をうけて、以前にも増して多くの英
語教育改革案が政府・自治体から示されているが、上記のような根拠なき政
策論議に陥らぬよう、実証的なデータの蓄積が切に必要とされている。
一方、本書のもうひとつの意義は学術的意義である。日本の英語教育研究
において、「『日本人』と英語の関係はいかなるものか」という問いはきわめ
て重要である。というのも、日本の英語教育研究の多くが、抽象的な言語習
得論・教育論というよりは、「より良い日本人の育成」を目的にしたナショ
ナリズムにあふれた研究だったからである（寺沢  2013a）。こうした背景から、
「日本人」と英語の関係を直接的に検討してきた著作も数多い。代表的なも
のとしては、太田雄三著『英語と日本人』（太田  1995）、鈴木孝夫著『日本
人はなぜ英語ができないか』（鈴木  1999）、大谷泰照著『日本人にとって英
語とは何か』（大谷  2007）、江利川春雄著『日本人は英語をどう学んできた
か』（江利川  2008）などがあげられる。
このような注目は、国内にとどまらない。たとえば、近年の応用言語学界
では、日本社会の英語をめぐる独特な現象について、研究書・論文の刊行が
相次いでいる。書籍だけに限定しても、たとえば、P. サージェント著『日本
の英語観』（Seargeant 2009）、同編著『グローバル化時代の日本の英語』
（Seargeant 2011）、L. カマダ著『ハイブリッド・アイデンティティと思春期
の少女たち―日本で「ハーフ」になるということ』（Kamada 2010）、Y. 
カンノ著『日本における言語と教育―バイリンガリズムへの不平等なアク
セス』（Kanno 2008）など多数のものが見つかる。
日本社会という文脈が世界の応用言語学・英語教育研究で注目されている
のはなぜだろうか。その理由として Seargeant（2009）は、日本社会におけ
る英語のユニークな位置づけを指摘している。英米の応用言語学・英語教育
研究は伝統的に英語使用・英語学習のニーズを持つ学習者を自明な前提とし
てきた。一方、日本にはそのような学習者は決して多くない（詳細： 4章・
5章・8章。寺沢 2014aも参照のこと）。しかし、そのような日本社会の中で、
英語はそれでもなお大きな存在感を放ってきた―たとえば、広告や街の景
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観のなかの「文化的」な記号として、あるいは学業的・職業的成功の象徴と
して、はたまた日本語や「日本人」のアイデンティティを脅かす「侵略者」
として―。さらに、近年のグローバル化の進展は、いっそう多様な意味を
日本社会の英語に付与している。その結果、現在、日本に流通している英語
言説はきわめて複雑な様相を呈している。このような状況は、英米の伝統的
な応用言語学の枠組みでは満足に説明できず、したがって「日本社会と英語」
という視点は新たな理論を生み出す可能性を秘めているという。以上のよう
に「日本人と英語」の関係を丁寧に検討することの学術的意義は、国内的に
も国際的にも大きいと考えられる。

 社会統計分析という方法

先行研究の問題点
前述のとおり、「日本人と英語」という論点に学術的な蓄積は多数ある。
ただし、社会統計を駆使した実証分析は驚くほど少ない。この空白を埋める
ことも本書の目論見のひとつである。
「日本人と英語」をめぐる先行研究の大多数が、広い意味での事例研究で
ある。つまり、特定の歴史的事例の分析や、インタビュー調査や教室調査、
あるいは、日本人にとって英語とは何かを思索的に検討した理論的研究など
である。もちろんこれらが日本社会の重要な一側面であることは間違いない
が、同時に、日本社会の一部のグループに焦点化した分析であることも事実
である。特に、「日本人と英語」という問題意識のもと事例研究を行う場合、
肯定的・否定的いずれにせよ英語に対して強い思い入れを持った人々に焦点
があたりやすくなるのはほとんど不可避である。その結果、英語に大した思
い入れのない層はこぼれ落ちてしまう―「無関心層」も日本社会を構成す
る重要なメンバーであるにもかかわらず。つまり、象徴的な事例ばかりに注
目していると、過度にバイアスがかかった「日本人と英語」論を生み出しか
ねないのである。

ランダム抽出の意義
調査対象者の偏りを回避するには、日本社会全体に一般化可能な枠組みを
用意しなければならない。その方策のひとつとして、社会科学の分野では伝



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈中 略〉 

寺沢拓敬『「日本人と英語」の社会学 

――なぜ英語教育論は誤解だらけなのか』（2015 年、研究社） 
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「アジアで英語をしゃべれないのは日本人だけ」
政治家にとって―とりわけ地方議員・地方公共団体の首長にとって―
英語教育政策は「金のなる木」らしい。英語教育の改革を公約で訴えること
で、有権者に大きくアピールできるからである（金谷  2008： pp. 115–16）。
そのような事情もあってか、政治家はしばしば「日本人と英語」に関する様々
な言説を再生産する。
橋下徹・大阪市長（2014年 11月現在）も、2012年 12月、福岡市内の街

頭演説で次のように発言した。

アジアで英語をしゃべれないのは日本人だけ。僕も国際会議に呼ばれる。
中国人も韓国人もベトナム人もタイ人も英語べらべら。僕だけ通訳がつい
ている。みんなゲラゲラ笑いながら英語で会話している。僕は通訳入って
いるから 1分後にゲラゲラ笑う。何でこんな人間になってしまったのか。
日本の英語教師が英語をしゃべれないからだ。総入れ替えしたらいいが、
教員組合は認めない。放置していたのは自民党政権じゃないか。（自民党政
権に）もう一度戻すのか。僕は嫌だから、日本維新の会を立ち上げた。＊1

橋下の当時のポジションは、日本維新の会代表代行だった。そうした背景
もあり、「話せない英語教育を再生産し続ける自民党 vs.英語教育改革を推
し進める我ら日本維新の会」という構図を前面に押し出した発言である。
本章が注目するのは、橋下の発言にもある「日本人は英語力が低い」とい
う言説である。もちろん、これはよく知られた「通説」である。上記の橋下

 第 3 章 

英語力の国際比較
―「日本人」は世界一の英語下手か？

＊1　「僕の英会話『放置したのは自民政権』　維新・橋下氏」朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/senkyo/sousenkyo46/news/OSK201212120173.html
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の認識に対し、違和感を抱かなかった人も多いと思われる。
しかしながら、厳密に解釈するならなかなか疑わしい発言に思えてこない
だろうか。橋下は、「アジアで英語をしゃべれないのは日本人だけ」、つまり、
日本人の英語力はアジアで―そしておそらく世界的に見ても―最も低い

4 4 4 4

と言っているからである。「最も低い国のひとつ」ではなく、「最も低い」と
言っている点が重要である。
実際、論理的に考えて、「日本人の英語力は国際的に最も低い

4 4 4 4 4 4 4 4

」という発
言には根拠が薄い。その理由は第 1に、「アジア（あるいは世界）の平均的
英語力」と「日本人の平均的英語力」を、おおざっぱにせよ比較できる人は
かなり限られるという点である。アジア・世界の様々な国を偏りなく訪問し、
その国の色々な階層の人々と偏りなく英語で話した経験がある人は、おそら
くほとんど存在しないだろう。したがって、もし専門家でない人のなかに「日
本人の英語力は世界的に見て最低レベル」だと信じている人がいるとすれば、
何らかの偏った経験を一般化しているか、すでに流通している「日本人の英
語力」言説を再生産しているかのどちらかである可能性が高い。
第 2に、そもそも日本以外にも英語が話せない人々は多数いる。非英語

圏地域の人で、ごく短い期間しか学校教育を受けていない人ならば、英語が
話せないのは当然である。したがって、教育水準が高くない国は多数の「英
語ができない層」を抱え込んでいるはずである。しかしながら、このような
事情は、橋下発言にあった「X国民は国際会議で英語が話せる／日本人は話
せない」のような「素朴統計学」には絶対に反映されない。なぜなら、国際
会議に出るような人々は、どの国の出身であれ、高い教育を受けているはず
だからである。
もちろん、「素朴統計学」は推論の仕方が素朴なだけであって、それだけ
で「日本人は英語下手」言説が間違っているとは言えない。素朴な直感が実
態を正確にとらえていたことが結果的にわかる可能性もある。では、この言
説はデータからも支持されるのかどうか。本章はこの問いに挑むことにした
い。

3.1　「日本人は英語下手」言説

「日本人は英語下手」言説を簡単に整理しておこう。この言説は、「日本人」
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は外国人よりも英語ができない―極端な場合には、世界で最も英語ができ
ない―とする言説である。そして、自他ともに「英語下手」と認識されて
いるところが、この言説の特徴である。つまり、「我々日本人は英語が苦手だ」
とする自意識だけでなく、外国人によってもそう認識されているのである。
実際、こうした「悪評」は海外の研究者の耳にも入っている（Seargeant 
2009： Chapter 8）。

「わが国の人々は外国語が得意だ」
この「自意識」に関する実証的な研究もある。それは、応用言語学におけ

る学習者ビリーフ（言語学習者の素朴な信念・価値観）の研究者によって行わ
れている。学習者ビリーフ研究では BALLI（Beliefs About Language Learn-
ing Inventory）という質問紙が頻繁に用いられてきた。この質問紙には「“わ
が国の人々は外国語が得意だ”という意見に同意するか？」という設問が含
まれている（つまり、もし回答者が「日本人」なら、「“日本人は外国語が得
意だ”という意見に同意するか？」となる）。選択肢は一般的に「強く同意―
同意―どちらとも言えない―不同意―強く不同意」のようなリッカート尺度
であり、回答者はこのうちのひとつを選ぶ。
では、日本及び他国の人々の自意識はどのようなものだろうか。表 3.1は、
東アジアの大学生を対象にしたいくつかの先行研究に基づき、上記設問への
同意度を整理したものである。この整理からわかるとおり、日本の大学生が
「わが国の人々は外国語が得意だ」という意見に同意する度合いは、他国の
学生よりもかなり低い。もちろん上述の調査はいずれもランダム抽出をして

回答者 同意度1） ケース数
Yang（1999） 台湾の大学生 4.9 505
Peacock（2001） 香港の教育実習生（大学生） 4.7～5.0 146
Kim（2001） 韓国の大学生（ESL経験者） 6.2 24

韓国の大学生（EFL経験者） 4.9 60
Sakui & Gaies（1999） 日本の大学生 2.8 1296
糸井（2003） 日本の大学生 2.8 146
中山（2010） 日本の大学生 3.6 110
1）：「強く不同意」に 0点、「強く同意」に 10点をつけ、その間の選択肢は等間隔スケールとして、平均値を算
出する。

表 3.1　「わが国の人々は外国語が得意だ」に対する同意度
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おらず、上記の結果から各国の国民レベルに一般化することは慎むべきであ
る。しかしながら、東アジア各国の大学生の間には、社会階層の面できわめ
て大きな差異があるわけではないと考えられる。したがって、日本の大学生
に「我々は英語下手だ」という信念・信仰が浸透していることの一傍証には
なるだろう。

TOEFL・TOEICの国別スコア
「日本人は英語下手」言説は素朴な信念として述べられるだけではなく、
何らかのデータに基づいて主張されることもある。その代表格が、TOEFL・
TOEICの国別スコアである。
たとえば、株式会社「楽天」の社長・三木谷浩史の発言を見てみよう。楽
天は、2012年に社内公用語を英語に転換したことで大きな話題になった。
この決定を下した三木谷は、TOEICスコアを引きながら、日本人の英語力
の低さを指摘している。

2005年のデータですが、中国の TOEICスコアの平均は 573点。それに対
して日本の平均は 457点です . . . これは大きな問題です。ですから、楽天
が英語化を率先して進めることによって世の中を変えていかなければなり
ません。（三木谷  2012： p. 97）

TOEIC の受験者は東アジアに偏っているためか、世界的な比較には
TOEFLのほうが頻繁に引用される。たとえば、『国民生活白書』（経済企画
庁  1996, 1999）や、『通商白書』（経済産業省  2002, 2010, 2013）では、
TOEFLスコアを引きながら、「日本人」の英語力が世界的に見ても低いこと、
それは日本の経済発展において大きなマイナスであることが論じられている。
同様の主張は、内閣総理大臣の私的諮問機関「21世紀日本の構想」懇談会
でも述べられていた（「21世紀日本の構想」懇談会  2000： Chapter 1, p. 4）。
こうしたレトリックを重宝しているのは政策サイドの人間だけではなく、
研究者でも同様である。有名な研究者に限定したとしても、たとえば、大谷
（2004）、小池（2010： pp. 20–29）、McVeigh（2002），Yoshida（2003）などは、
「日本人は英語下手」論を補強するために、TOEFLスコアを持ちだしている。
たしかに、TOEFLスコアに関する限り、日本は世界的にもアジア内でも、
最低レベルである。図 3.1は、最近のTOEFL Test and Score Data Summary（各
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年版）に記載された国別平均スコアを図示したものである。この図を見れば、
しばしば「英語が通じにくい」と評される東アジアや南欧の国々よりも、日
本はさらに低い位置にいることがわかる。
しかしながら、以上の議論は、TOEFL・TOEICの本来の目的を誤解し

ている。なぜなら、TOEFL・TOEICは個々の受験者の英語力を測定する
ためのものであって、特定のグループの英語力を調査

4 4

するテストではないか
らである。よく知られているように、TOEFLは英語圏（主に北米）の大学
教育に対応可能な英語力を、TOEICはビジネスコミュニケーションに必要
な英語力を測定するテストである。その点で、TOEFL・TOEICのスコアを、
OECD「PISA」や文部科学省「全国学力・学習状況調査」（通称、全国学力
テスト）のような調査型テストの点数と同一視することはできない。
とりわけ、TOEFLは非英語圏全体に満遍なく受験者が存在することから

国際比較に頻繁に持ちだされるが、上記のような事情を考慮するならば、「国
民の英語力」の指標として利用するのはかなり危うい代物である。TOEFL
の数値には留学をしない（あるいはその予定のない）人々がごっそり抜け落
ちているからである。TOEFLの受験者層がどの国でもほとんど変わらない
と考えるのはかなり無理がある。したがって、TOEFLスコアと「国民の平
均的英語力」は、実際には大きく乖離していてもおかしくない。TOEFLス
コアを利用した国際比較はあまり筋の良い方法ではないのである。
もちろん、この点は統計学や社会調査法の基礎中の基礎である。したがっ
て、多くの「心ある」研究者は、TOEFLスコアによる国際比較の不適切さ
をすでに指摘している（例、山田  2003：p. 108）。では、「日本人が英語下手」
言説の真偽は、結局、まったくの藪の中なのか。必ずしもそのようなことは
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図 3.1　国別 TOEFLスコア
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ない。各国の人々からランダムに回答者を選び出した調査のなかに英語力を
問うたものが存在するからである。以下、このタイプの調査を 2次分析す
ることで「日本人が英語下手」言説を検証したい。

3.2　データ

用いるデータは、2000年に行われた「アジア・ヨーロッパ調査」（以下、
ASES-2000）である。データの概要は序章を参照されたい。
調査対象国として、アジアから 9ヶ国（中国、インドネシア、日本、韓国、
マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、台湾）、ヨーロッパから 9ヶ
国（ドイツ、スペイン、フランス、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポ
ルトガル、スウェーデン、イギリス）の計 18ヶ国が選ばれている。本書では、
アイルランドとイギリスを除外した 16ヶ国を分析する。

ASES-2000が TOEFL・TOEICの国別スコアに比べて明らかに優れてい
る点が、ランダム抽出調査である点である。国によって例外はあるものの＊2、
調査回答者は各国の国民からそれぞれ約 1000名ずつランダムに抽出されて
いるため＊3、「国によって対象者が異なる」というバイアスは比較的低減さ
れている。

英語力設問
では、英語力に関する設問を確認しよう。ASES-2000の設問は、英語版
の調査票を下敷きにして、各言語に翻訳されている。日本語版の英語力設問
は以下である＊4。

＊2　フランスは「割り当て抽出」というランダム抽出に準じる抽出がなされてい
る。
＊3　ただし、中国・マレーシア・インドネシアの 3国は国全体からの抽出ではな
い。中国は大都市のみ、マレーシアはマレー半島のみ、インドネシアはジャワ島
のみで、この 3国のサンプルは、都市部住民が比較的多い点に注意が必要である。
＊4　英語版における英語力設問は以下のとおりである。
Q. How well can you speak English? （Circle one answer）―1. None/not at 
all;  2. Enough to understand signboards, etc. but cannot speak;  3. Enough to 
speak basic expressions required in daily life;  4. Enough to understand gener-
ally what is written;  5. Enough to read books with ease;  6. Native fl uency
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英語力と賃金
本章の問いは、いたってシンプルで、「英語ができるようになると収入が

増えるのか？」である。もし「増える」が正しければ、仕事における英語力
の重要性を訴える「宣伝文句」としてこれほど適したものはないだろう。じ
じつ、ビジネス系の書籍・雑誌記事・インターネット記事には、独自のデー
タをもとに「英語力が上がると収入もアップする」と結論付けたものもある。
たとえば、『プレジデントファミリー』2008年 5月号には「英語が喋れる

と、年収が高くなるのか？」という特集がある。概要を引用しよう。

このたび編集部では、「英語力と年収」の関係についてアンケート調査を行っ
た。調査対象は英語ができ、かつ仕事をしている全国の 30代、40代の男女。  
. . . ［TOEIC 760点以上、］  TOEFL 540点以上、英語検定準一級以上のいず
れかを持つ人にアンケートを実施した。すると「英語ができる人の年収は、
同年代の平均的な年収よりも高い」という結果が出たのである。平均年収
との差、なんと 209.4万円！（プレジデントファミリー  2008： p. 37）

同様の言説をビジネス界では頻繁に見かける＊1。たとえば、以下の書籍・
記事のタイトルを見るだけでもその様子は伝わるだろう。

•  『英語リッチと英語プア―イングリッシュ格差社会』（越知  2007）
•  「英語力のある人の給料は、 平均の 2倍以上！？―50代後半では約 800
万の差が」（「マイナビニュース 2013年 11月 12日」マイナビニュース
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＊1　ただし、このような言説はビジネス界の「専売特許」というわけではない。
同様の主張を研究者やジャーナリストも行っているからである（例、Seargeant 
2009： pp. 106–31；鳥飼 2002： pp. 25–26；船橋 2000）。
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編集部  2013）
•  「英語力のあるなしで年収は 30％も違う！？」（「ダイヤモンド・オンライ
ン」2012年 7月 23日、高野  2012）

•  「英語力が将来の年収に影響 . . . 50代女性は 3倍の開き」（「リセマム」
2014年 9月 19日、奥山  2014）

上述の結論はいずれも独自のデータに基づいており、その点でまったくデ
タラメな主張というわけではない。しかしながら、分析方法はかなり素朴で
あり、信頼性は決して高くない。その最大の問題が、英語力と収入の 2変
数の関係しか検討しておらず、擬似相関の可能性を考慮していない点である。

10.1　人的資本としての英語力

ラテン語ができると収入が増える？
擬似相関を極端な例を使って説明しよう。「ラテン語ができるようになる

と収入が増える」という話を聞いてもほとんどの人が信じたりはしないだろ
う。話者・使用者がほとんどいない「死語」のラテン語を身につけても、そ
れが経済的な富を生み出すとは考えにくいからである。しかし、統計がある
わけではないが、「ラテン語ができる人はできない人よりも収入が多い」は
おそらく正しい。なぜなら、ラテン語ができる人の多くが大卒以上の学歴を
持っているはずであり＊2、したがってラテン語能力がある人の収入の平均値
は、全体の平均値よりもはるかに高くなるはずだからである。
このメカニズムは図 10.1の左図のように示すことができる。つまり、た
とえラテン語能力が収入と正の相関を持っていたしても、学歴などの「共変
量」が両者に影響を与えた擬似相関に過ぎないと考えられる。
一方、英語力と収入の関係はラテン語の場合ほど単純ではない（図 10.1

の右図）。もちろん英語力も学歴等と強い相関があるため、擬似的な効果を
持つはずである。しかし同時に、労働者の仕事の生産性を高め、その結果と

＊2　しかも、多数ある大学のうちラテン語を開講しているのは比較的威信が高い
一部の大学に限られているようである。グーグルで「syllabusラテン語 site:ac.
jp」と検索すると、国立大学や一部の私立大学ばかりがヒットするとわかるはず
である。
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して経済的な富を生む実質的な効果も想定できる。この実質的な効果は経済
学において「人的資本」と呼ばれる（Becker 1962；人的資本論の簡潔な解
説としては、荒井（2007）；小塩（2003）も参照）。つまり、「英語ができる
ようになれば収入が増えるのか」という問いは、英語力に人的資本としての
効果―図中の破線の矢印―があるのか否かを問うていると考えることが
できる。そして、この問いを検証するためには、英語力の賃金上昇効果を、
「擬似相関としての効果」と「人的資本としての効果」に分離できればよい
ことになる。

「人的資本」の取り出し方
しかしながら、両者の分離は実際のところそれほど簡単ではない。英語力
と年収に同時に影響を与える共変量は、最終学歴（どの学校段階を卒業した
か）だけではなく、無数に考えられるからである。その代表例が、知能、そ
して学校歴（つまり、どの大学（あるいは高校）を卒業したか）である。たと
えば、知能が高い人のほうが一般的には英語学力

4 4 4 4

が高いだろうが、同時に、
その高い知能によって仕事の生産性は向上するため、彼らはより多くの賃金
を得やすいと考えられる。また、「威信の高い学校」を卒業した人の英語力
は平均的に見れば高いと考えられるが、同時に、「威信の高い学校」の卒業
生はそうでない学校の卒業生よりも就職機会に恵まれている。これらのメカ
ニズムにおいて、賃金上昇は英語力がもたらしたものではない。
そしてさらなる問題が、知能や学校歴を尋ねる調査は必ずしも容易ではな
い点である。実際、本書で用いるデータにもその種の変数は含まれていない。
また、日本における英語力の賃金上昇効果を検討した先行研究（Kano 2005；
西村ほか  2003；松繁  2002）においても、調査上困難だったためか、この

図 10.1　擬似相関と人的資本としての効果
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本章が検討する問いはシンプルである。「早いうちに英語を学んだ人は結
局英語ができるようになったのか？」である。
この問いに対し「当然そうだ」と思う人も多いかもしれない。たしかに、
英語教育関係者・研究者のなかには早期英語学習に言語習得の面で多大なメ
リットがあると述べる人も多い（例、伊藤  1997；久埜  1993；唐須  2004；
中山  2001）。
しかしながら、懐疑的な論者も実は少なくない。きわめて急激なペースで
具体化した小学校英語政策に対する警戒感もあり、2000年代の英語教育界
において小学校英語批判はひとつの知的潮流となっていた（同時に、推進論
も反対論に負けず劣らず盛り上がっていたのは事実であるが）。その最たる
例が、2006年 1月に発表された「小学校での英語教科化に反対する要望書」
である。これは英語教育や言語学、心理学の研究者ら計 102名による文部
科学大臣への要望書である。この要望書では反対する論拠の第 1に早期英
語学習の効果が不明である点をあげている。以下に該当部分を引用しよう。

1.  小学校での英語教育の利点について、説得力のある理論やデータが提
示されていない。

　小学校での英語教育を支える議論として、「外国語学習は開始年齢が早け
れば早いほどよい」という主張が頻繁に登場します。この主張は、一般に、
「言語学習の臨界期」と呼ばれるところを基盤とするものです。しかし、母
語（第一言語）や（当該言語が使用されている環境での、母語以外の）第二
言語の学習に関する資料や議論はある程度存在しますが、日本における英
語学習のような外国語環境における学習に関する確固たる理論やデータは
存在しません。つまり、「外国語学習は開始年齢が早ければ早いほどよい」
という主張の根拠は脆弱であるのです。他方、英語学習の開始時期が中学
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校以降であっても、動機づけがしっかりしていれば、高度な英語運用能力
を身につけることが可能であることは多くの実例が示すとおりです。（大津  

2006： p. 308より引用）

上記のような「早期開始に効果はない」論は小学校英語反対論の柱のひと
つである（寺沢  2014a： 2.6節）。実際、多数の研究者が「効果なし」論を
展開している（例、江利川  2009；大津・鳥飼  2002；白畑  2001；寺島  
2007）。
以上のように、早期英語の効果に関する学術的な議論は賛否両論の状況に
ある。対照的に、近年の英語教育政策は明らかに「効果あり」を前提に進め
られている。2000年代に全国の小学校に英語教育が爆発的に広がった背景
に早期英語に対する期待感があったことは前章で見たとおりである。また、
2006年に小学校外国語活動の必修化が決定された際も、その根拠として早
期開始によって英語力が向上するというメリットがあげられていた（文部科
学省  2006）＊1。
現在行われている小学校外国語活動に効果があるかどうかを論じるのは非
常に難しい。まず「効果」と一口に言っても、子どもの英語力発達はもちろ
んのこと、認知的能力の発達や精神的成長、「学校文化の革新」のようなマ
クロな影響まで多岐にわたるため、その評価は容易ではない。たとえ「効果」
を英語力の発達に限定したとしても、公立小学校や外国語活動をとりまく多
種多様の要因（たとえば、児童の適性、教員の適性、授業時間、他教科との
兼ね合い、教員養成、予算、教材）を考慮しながら、第 2言語習得や教育関
連分野（教育心理学、教育経済学、教育社会学、教育行財政学等）の理論を
総動員しつつ検証しなければならない。しかも「未来の予測」という不確定

＊1　ただし、小学校英語の意義は「英語力育成への貢献」に限定されているわけ
ではない点に注意すべきである。特に「外国語活動」は英語力向上を主たる目標
とは明言しておらず、むしろ母語を含めたコミュニケーション能力の育成に主眼
がある（文部科学省  2008）。しかしながら、津田（2005）も指摘するとおり、こ
の目的論は関係者だけに通用している「内輪」の論理である点は否めない。財界
や政治家、そして世論が小学校英語に期待しているのは英語力向上に間違いない
からである。さらに言えば、小学校英語関連の学会においても英語力向上を小学
校英語の目的と見なすような「邪道」な目的論に対してはほぼ黙認状態である。
この問題に関して大々的な論争は一切起きていないからである。
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要素も念頭に置く必要がある。したがって、容易に結論が出るような問いで
はなく、研究者の間で意見が分かれているのも無理はないだろう。
一方、「過去に早期英語学習を経験した人が現在どうなっているか」とい

う問いならば、大幅に答えやすくなっている。なぜなら、未来予測ではない
ため、「現在の英語力」に関するデータさえ手に入れば不確定性はなくなる
からである。また、現在の英語力と過去の英語学習経験との関連を検討すれ
ば答えが出るので、その間の詳細なメカニズムを必ずしも考慮しなければな
らないわけではない＊2。
本書では「日本人」を適切に代表している様々なデータを分析しており、
上記の問いを検証することができるデータも存在する。本書の主題である「英
語言説の検証」からは少々それるが、「日本人と英語」の実態を考えるうえ
で重要なテーマなので、本章ではこの問いに挑みたい。

13.1　先行研究

本章の問い、つまり早期英語学習を経験した「日本人」のその後の英語力
を直接検討した研究は皆無だが、広い意味での「先行研究」であれば膨大な
数の蓄積がある。

第 2言語習得研究
第 2言語への接触年齢がその言語の熟達度に与える影響を検討した研究は、
ひとつの研究領域としてすでに確立している。第 2言語習得研究における
臨界期研究および年齢効果研究という分野がそれにあたる（例、Birdsong 
1999；Hyltenstam & Abrahamsson 2003； Singleton 1995； Singleton & Ryan 
2004）。ただ、第 2言語習得研究は人間の普遍的な（あるいは文化・社会横
断的な）言語習得メカニズムを主たる関心とする分野であり、特定の社会で
暮らす人々、たとえば「日本人」にとって早期英語学習はいかなる効果をも
たらしたかという問いの立て方は普通なされない。そうした事情から、特定

＊2　詳細なメカニズムの考慮なしに効果を検証できるのかと疑問に感じる人もい
るかもしれないが、このような問いの立て方はたとえば疫学や「科学的根拠に基
づいた医学」 （Evidence-Based Medicine）で一般的に行われている（津田  2003, 
2013）。


