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「理性的イントネーション」への道のり 
・・・国際レヴェルの英語スピーカーを目指して 

生井利幸 
 
 
１ はじめに 
２ イントネーションのパワー 
３ イントネーション習得への一番近い道のりとは？ 
４ 「理性」と「感性」を磨き、一語一語の重さ・深さを表現する 
５ 「心」と「魂」 

・・・作家にとっての“文章を書く”という行為から説明する「魂」について 
６ “transcendental wisdom”（超越的な知）を感じ取るという“超・本質的経験” 

・・・「世界最高峰のオペラを“魂”で聴く」という“超・鑑賞経験”を手掛かりに 
７ 「“魂”で発する生井利幸の理性的イントネーション」を、“自分の魂”で、 

聴いて聴いて、聴き込む 
 
 
 
１ はじめに 
 
概して、日本人にとって「英語の発音を習得する」という行為は、“極めて難しい行為”で

あるという捉え方が一般的です。発音は、それを簡単に言うならば、「音」そのもの。英語

の音をしっかりと正確に捉え、それをそっくりそのまま“正確な形”として「自分の音」

として発することは決して簡単な行為ではありません。 
 
まして、日本人にとって極めて捉えにくいとされる英語イントネーション（抑揚）の習得

となると、それは、まさに、発音の習得よりも難しい行為であると言わざるを得ません。

では、「その難しい学習を一体どのようにして克服し、しっかりと習得していくべき

か」、･････本稿では、英会話道場イングリッシュヒルズにおける特別講義として、受講生

の皆さん向けに、少しずつ段階を踏んで講じていきます。 
 
 
２ イントネーションのパワー 
 
イントネーション（抑揚）は、英語スピーカーが、一人の人間、複数の人間、あるいは、

不特定多数の人間の面前で話をするとき、聴き手の心を掴む上で、極めて大きなパワーを
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発揮する代物。 
 
発音は、「音」そのものの問題。一方、イントネーションは、「音の正確な表現」を実現し

ていることを大前提として、「音の“高低”」をコントロール。「聴き手における“心の状態”

(mental state)」を、「聴き手にとって心地よく聴ける状態」とするべく、自然な雰囲気を

維持しながら、極めて理性的に抑揚を調整することが求められます。 
 
聴き手の「心の状態」を最も適切な状態に調整するという「“抑揚メカニズム”の理解・習

得」には、一年や二年の間、どのように集中的に英語を学習したとしても、それを達成す

ることは極めて難しいことでしょう。ただ、その理解・習得は難しいものであっても、少

しずつ改善していくことは可能であることも事実です。 
 
話を急ぎ、まず第一に、「英語イントネーションを習得すると、一体どのようなパワーを得

ることができるか」という、＜英語イントネーションにおける“究極的本質”＞を述べた

いと思います。 
 

■「国際レヴェルの英語イントネーション」が備える様々なパワー 
 
１）極めてダイナミックに「聴き手の心」を掴むことができる 
 
２）英語コミュニケーションが、より円滑に、そして、より充実したものとなる 
 
３）聴き手の面前で「エレガントな話し方」をすることが可能となり、無理なく、

ごく自然な雰囲気の下、「相手の心」を癒すことができる（「エレガントな英語」

は、話し手本人のためにあるのではなく、常に、“目の前の相手のため”にある） 
 
４）格調高いイントネーションの実現・実践を通して、英語の一語一語が備える 

意味・ニュアンスに内在するパワーを倍増させ、「コミュニケーションの質」を

アップグレードさせることができる 
 

５）政治・経済・学術・文化・芸術等における世界のトップリーダーとの会話が楽

しめ、「崇高な理念・雰囲気」の下で、心温まる国際コミュニケーションを図る

ことが可能となる 
 
６）国際レヴェル、あるいは、地域レヴェルに限定することなく、会議、ミーティ

ング、パーティー会場等において、常に、妥当なムード・メーカーとして自身



 3

が備える役割を演じることができる 
 
 
３ イントネーション習得への一番近い道のりとは？ 
 
英語イントネーションを習得すると、前述のような、「しっかりと人の心を掴む、素晴らし

い国際コミュニケーター」になることができます。では、イントネーションを学習する上

で、何か、簡単に習得する方法はあるのでしょうか。当・英会話道場イングリッシュヒル

ズの受講生であれば、すべての方々が明確に理解できると思いますが、その答えは、以下

の如きです。 
 
国際レヴェルのイントネーションを簡単にマスターする方法は、世界中のどこを探しても

一切ありません。私は、教室の受講生に対して常に述べています。 
 

”There is no easy way in learning.” 
（学びの道において、簡単な方法など、どこにもない。） 

 
何を学ぶにしても、簡単な方法など、どこにもありません。かりに、もし、「こうすれば簡

単に学べますよ！」という趣旨の方法があったら、それは、間違いなく、“詐欺まがい”の

方法。詐欺まがいの方法で簡単にものを学ぼうとする人は、言うなれば、“偽者”です。 
当・英会話道場イングリッシュヒルズは、「“本物”の、国際的教養・品格を備えた英日バ

イリンガル」を養成する教室。現在、当教室には、“偽者”は、一人たりとも在籍していま

せん。 
 
一般論で言うならば、人によっては、「英語の文法書には、イントネーションの説明がなさ

れている」と考えると思います。無論、一般向けの文法書には、イントネーションについ

ての一定のルールの説明があります。しかし、一般向けの文法書に書かれてあるイントネ

ーションにおけるルールを知ることは、言うなれば、「“基本中の基本”の知識」というべ

きこと。本稿における記述内容は、「読み手が、それらの基本的ルールを知っている」とい

うことを大前提として書かれています。 
 
私が考える「国際レヴェルの英語イントネーション」について述べるならば、市販の文法

書程度の端的な知識では、実際のところ、国際レヴェルのコミュニケーションにおいては、

ほとんど役に立つことはありません。では、当教室の受講生の皆さんは、一体どのように

学んでいったらよいのでしょうか。以下からは、「学習における本質論」について展開して

いきます。 
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４ 「理性」と「感性」を磨き、一語一語の重さ・深さを表現する 
 
人の心を掴むイントネーションを発するには、まず第一に、「常に、“英語の一語一語”に

対して最大限の敬意を払い、心を込めて、丁寧に発する」ということが大前提となります。 
ただ、実際問題として、使い慣れていない英語における一語一語について、心を込めて、

丁寧に発するという厳格な姿勢を構築するには、その前の段階として、受講生の皆さんが、

日本人として最も使い慣れている日本語において、その一語一語における重さ・深さをし

っかりと認識・理解し、毎日における日常生活において、一つひとつの言葉について、頗

る丁寧に扱うという基本精神を構築することが必要となります。 
 
日本語コミュニケーションにおいて、日本人を面前として会話をするとき、日本語の一語

一語における深さ・重さを尊重する目的で、時として、抑揚をコントロールすることがあ

るでしょう。この場合における＜日本語イントネーションにおけるコントロール＞こそ、

まさに、＜英語イントネーションにけるコントロール＞に類似するものであると明言する

ことができます。 
 
日本語・英語に限らず、「言語における一語一語の“深遠さ”(profundity)」を知るには、

常に、言語表現に対して誠実であることが求められます。そして、言語を使うとき、あり

とあらゆる状況において「“理性”(reason)を通して深く思索し、“感性”(sensibility)を通

して深く感じる」ということの重要性を認識・理解することが、よりクオリティーの高い

コミュニケーターとなるための基礎条件となります。 
 
例えば、日本語でも英語でも、他者と会話をするとき、深い思索を試みようとしない相手

との会話は非常に退屈するものです。無論、社会道徳を鑑みるならば、実際の会話におい

て、退屈な相手の面前において、相当退屈しても、「“退屈した顔の表情”を見せることは

望ましい行為ではない」というべきです。この場合、通常の常識人であれば、その相手が、

たとえ退屈する相手であっても、「さぞ、会話を楽しんでいるような“ふり”」をするもの

です。日本語でも英語でも、このような柔軟なコミュニケーション術は、社会生活を送る

上で、最低限、必要不可欠であるといえるでしょう。 
 
では、ここからは、「理性・感性を駆使したコミュニケーションにおける“究極論”」に入

ります。言語が何語であろうとも、会話している目の前の相手がどのような人間であって

も、自分自身は、１）「ものを考える“理性的存在者”」、そして、２）「ものを感じる“感

性的存在者”」であるという基本認識を備えることが必要不可欠です。相手と会話している

そのプロセスにおいて、「理性を介して考え、感性を介して感じる」という一連の経験をし

ながら、相手の心の動きを察し、その場その場において、「自分自身が発する一語一語にお
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いて、“音のトーンを上げたり下げたり”というコントローリングを行い、相手にとって最

も妥当なイントネーションを“調整”・“構築”・“発信”」。この、一連の調整・構築・発信

こそが、まさに、「国際レヴェルのイントネーション・スキル」であると明言することがで

きます。 
 
一般的日本人には理解しにくいことですが、国際レヴェルのイントネーションは、イギリ

ス人、アメリカ人、あるいは、英語を第一言語とする人々であれば誰でも備えているとい

うわけではありません。 
 
私自身、英語圏の国々において実に様々な人々とコミュニケーションを図ってきた経験か

ら言えることは、英語を第一言語とする英語スピーカーの人々においても、「この人のイン

トネーションは、実に他人の心を魅了する」と感じた英語スピーカーと巡り合うことは“極

めて稀”であるということです。さらにわかりやすく言うならば、私自身、英語圏の人々

と会話をするとき、「この人の英語はエレガントな英語だ！」と感じることは滅多にありま

せん。当・英会話道場イングリッシュヒルズの受講生の皆さんに対して今更言及するには

及ばないことですが、そもそも、「英米人であるという事実は、その本人が、“品格のある

エレガントな英語スピーカーである”という事実と同じではない」のです。 
 
英語しか喋れない英米人について具体的に述べるならば、「英語圏の国々において英語を喋

る」という行為は、単に、「英語を第一言語とする言語圏にて、ごく普通の人が、日常生活

を送る上での道具として英語を喋っている」というだけのことです。例えば、アメリカの

カンザス州のある地域で、“その土地”において、“生活の道具”として英語を喋るという

行為は、言うなれば、「ローカル目線のアメリカ人が、“ローカル英語”（土着の英語）を喋

る」という行為なのです。 
 
ここで、再度、“受講生の皆さんにおいて具体的理解を実現する目的”でさらに明確に述べ

るならば、“英語を第一言語とする超大国アメリカ合衆国”で生まれたアメリカ人において

も、「第一級の国際的教養・品格を備えた英語スピーカー」と呼べる人は、アメリカの全人

口における“ほんの一握りの人々”です。ほとんどのアメリカ人は、ローカル目線のロー

カルな英語を喋っているというのが現実です。 
 
受講生の皆さんにおいては、このことは、日本語に置き換えて考えてみるとわかりやすい

でしょう。日本で生まれた日本人であれば、どのような人であっても日本語が喋れますが、

果たして、「日本人である」という事実は、「品格のあるエレガントな日本語を喋ることが

できる」という事実と同じ事実なのでしょうか。ここまで理解が及ぶと、受講生の皆さん

においては、私が、一体どうして、「英語でも日本語でも、日々の生活において、理性と感
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性を磨き、一語一語の“重さ”・“深さ”を認識・理解し、常に、すべての一語一語を誠実

に表現することが重要である」と断言するのか、“極めて鮮明に”理解できるに違いありま

せん。  
 
受講生の皆さんにおいて、“地球に存する一個の個人”として理性と感性を磨く上で最も妥

当な読み物は、わたくし生井利幸がオランダ王国在住中に執筆した、生井利幸著、『人生に

哲学をひとつまみ』（はまの出版）です。この本は、２００２年から２００３年において同

国フローニンヘンにて執筆した本であり、古代ギリシアから中世、近代、そして、現代ま

での西洋哲学者が自らの命を削って深遠なる哲学を展開した“その地”において、私自身、

“命”をはって哲学し、“魂”で執筆した哲学書です。 
 
『人生に哲学をひとつまみ』は、「西洋の哲学・思想、そして、東洋の哲学・思想を総合的

に捉え、現代の人々が一体どのように思索・哲学し、より良い未来を構築していくべきか」

を述べた、哲学の入門書。私は、常に、「学問の基礎は“哲学”にあり」、そして、「国際的

教養の基盤は“哲学”にあり」と受講生の皆さんに述べています。そして、実は、この「哲

学」も、生井利幸の英語イントネーションの基盤となっている構成要素の一つであるので

す。 
 
英語イントネーションは、英語スピーカーが、“理性的存在者”として、「人類愛」、そして、

「公平無私な学問の精神」を基盤として物事を理性的に論じようとするとき“必要不可欠

な道具”といえるもの。理性的存在者として英語を喋り、個々の会話の流れに応じて英語

イントネーションをコントロールするには、“理性的コミュニケーション”の基盤となる「哲

学」についての見識が必要となります。 
 
具体的に述べるならば、会話における“その、流れ・流れ”に応じて、スピーカーが、そ

の重要性を強調したいとき、理性・感性を駆使して、“極めて理性的に”イントネーション

をコントロール。このとき、無論、「顔の表情」、「目の配り」、「話すスピード」、「間の取り

方」等にも注意が必要となりますが、そうした総合的な観点から行われる自己表現法は、

大きな効果を生じさせます。このような考え方を基盤とするイントネーションについて、

私は、「理性的イントネーション」(rational intonation)と呼んでいます。 
 
「理性的イントネーション」、･････これは、頭の中の理屈としてではなく、“謙虚な姿勢”・

“厳格な姿勢”を基盤として「この世のすべての“現実”(reality)」を受け入れ、身を挺し

て“腹の底”から哲学する日々を積み重ねていかない限り、到底、到達することのできな

い「最高峰レヴェルのイントネーションの“理想郷”」ということができます。理性的イン

トネーションは、一語一語が持つ意味・ニュアンスを大きく変貌させ、この地球に存する
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諸々の文明、文化、人種、民族、生活習慣、思想、宗教等を超越し、国際コミュニケータ

ーのコミュニケーション・スキルをアップグレードする役割を演じてくれます。 
 
 
５ 「心」と「魂」 

・・・作家にとっての“文章を書く”という行為から説明する「魂」について 
 
「心」と「魂」、日本語でも外国語でも、両者についてしばしば会話において用いることが

ありますが、実際、それらの相違についてしっかりと把握・認識した上で用いている人は

実に皆無に等しいといえるでしょう。 
 
「魂」という概念は、通常、それを哲学的に捉えるか、あるいは、宗教的に捉えるかによ

ってそれぞれ異なる概念化がなされますが、本稿においては、あえて、哲学・宗教等にお

ける諸概念とは距離を置き、その概念を、「一個の人間存在としての“根本基盤”」として

捉えたいと思います。 
 
「一個の人間存在としての“根本基盤”」、･････それは、一個の人間が、この地球上に存在

する上で必要不可欠な“根本の根本”を指します。本稿において、心と魂の概念における

差別化を図るという目的で具体的に述べるならば、心は、人間がものを感じる上で基盤と

なる“器”。一方、魂は、人間が自分自身の行動を決定する上で必須の「人間存在の礎とし

ての“根本の根本”」。 
 
例えば、作家の世界で述べるならば、「本を出し、印税を得る」という目的を果たすために

文章を書いている作家は、「単に、本を売る」という目的のためだけに文章を書きます。 
 
一方、「印税収入を考慮することなく、“真に大切なメッセージ”を世の中の人々に伝えた

い」という目的を果たすために文章を書く作家にとっては、文章を書くという行為は、「命

をはって行う行為」。命をはって文章を書く作家は、表現する一語一語について“極めて厳

格な精神”でそれを扱い、まさに、身を挺して筆を進めます。そうした作家にとって、文

章を書くという行為は、書くという行為を行うその都度、“清水の舞台”から飛び降りる覚

悟を持って、“普通の人間の想像の域”を大きく超えるほどの膨大なエネルギーを投入しま

す。 
 
通常、理性を駆使する作家は、自らの経験を通して、「言葉は、ものを表現するための素晴

しい道具である一方、それは、一瞬にして暴力にも成り得る代物である」という可能性・

危険性を熟知しています。それ故、“理性的作家”は、地球に存する一個の存在者として備
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えている理性・感性をフルに活用し、自ら、“自分自身の命”をはって文章を書きます。こ

の「命をはって文章を書く」、･････この行為を行う上で“根本の根本”となるものが「魂」

なのです。 
 
命をはって発する言葉、即ち、「魂で発する言葉」は、しっかりと他者の心を掴みます。ど

うしてそのような言葉が他者の心を掴むのかというと、魂で発する言葉の中には、想像を

絶するほどの“膨大な構成要素”が挿入されているからです。 
 
その構成要素とは、作家によって多少異なりますが、例えば、作家自身の哲学、理念、 
人生観、価値観、人類愛など。さらに詳細に述べるならば、「他者の心を掴む文章を書く」、

「“真に大切なメッセージ”を不特定多数の人々に伝える」という行為を行うことは、それ

は、単に、静寂の書斎において原稿用紙に向かって文章を書くという行為として捉えるべ

きものではなく、それは、「未だかつて、誰も通ったことのない真っ暗闇の荒野において、

恐る恐る、一歩一歩前に進み、自分だけの力で、“困難極まりない荒野の道”を切り開いて

いく」という行為として捉えるべきものです。言うまでもなく、そうした困難な行為を行

うためには、まず第一に、それなりの覚悟を決め、勇気を持って勇敢に、命をはって膨大

なエネルギーを投入することが求められます。この行為こそ、「“魂”で文章を書く」とい

う行為なのです。 
 
当・英会話道場イングリッシュヒルズの受講生の皆さんにおいては、英語を喋るとき、「心

で英語を喋る」というステージにとどまるだけでなく、「“魂”で英語を喋る」という 
“より崇高なステージ”を体験・実践していただきたいと願っています。「“魂”で英語を

喋る」、･････それは、即ち、英語における一語一語について、地球に存する一個の個人と

して、「“一個の人間存在”としての“誇り”・“責任”」を持ち、英語を“外国語感覚”では

なく、「自分を表現する自分自身の言語」として、“身を挺して英語を喋る”ということで

す。 
 
身を挺して英語を喋ると、その英語は、実に、しっかりと他者に伝わります。英語の一つ

ひとつの言葉の中に、自分自身の価値観、人類愛、さらには、喜び、笑い、哀しみ、怒り

など、「一個の個人として経験してきた様々な“心の経験”」を沁み込ませてください。そ

うすることで、受講生の皆さんにおいて、英語自体、「借用語としての英語から、“真の自

分”を表現するための英語」として変えていくための“変貌プロセス”を通ることが可能

となります。受講生の皆さんにおいては、自分自身の力でこの“変貌プロセス”を経験す

ることの重要性に気づいたときに初めて、英語イントネーションの“深さ”を知り、「英語

イントネーション習得の道のりは、相当困難な道のりである」ということをしっかりと認

識できるようになります。ここまで理解が進むと、すべての受講生の皆さんにおいて、「イ
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ントネーションの習得は、“文法書程度の知識”ではまったく役に立たない」ということの

真意が明確にわかっていただけたと推察します。 
 
 
６ “transcendental wisdom”（超越的な知）を感じ取るという“超・本質的経験” 

・・・「世界最高峰のオペラを“魂”で聴く」という“超・鑑賞経験”を手掛かりに 
 
私は、受講生の皆さんに対して、常に、芸術の鑑賞を提唱しています。レッスンにおける

会話、レッスン以外での会話、あるいは、生井利幸が自ら編集する２つのウェブサイト、

即ち、＜１＞「生井利幸公式サイト」、そして、＜２＞「英会話道場イングリッシュヒルズ・

ウェブサイト」において、受講生の皆さんはもちろんのこと、一般の読者の皆さんに対し

ても、芸術・文化に触れる重要性を強調しています。 
 
本稿におけるこのテーマについてここでまで読み進めてきた受講生の皆さんにおいては、

既に、「“イントネーションそのもの”しか興味がない人は、イントネーションを習得する

ことなど、“到底不可能”である」という考え方を理解することができたに違いありません。 
 
イントネーションの構造、即ち、音のトーンを上げたり下げたりするそのメカニズムには、

実は、英語文法における一定の法則がその１００パーセントを占めているというわけでは

なく、実際、そこには、様々な構成要素が内在しているのです。 
 
「文法書に書かれている通りにイントネーションをコントロールすればそれでいい」とい

う捉え方は、極めてステレオタイプで“端的極まりない日本人型思考法”。実際、北米やヨ

ーロッパ諸国においてトップリーダーと呼ばれる様々なプロフェッショナルとコミュニケ

ーションを図るとき、文法書どおりにしか音の抑揚をつくれない英語スピーカーは、しば

しば、無表情・無感情な“ロボット型コミュニケーター”として扱われることがあります。 
 
通常、日本人の場合、発音に加え、イントネーション、アクセントもかなり不自然。加え

て、日本人は、１）「話題に乏しい」、２）「様々な国籍の人々が参加するパーティー会場で

は、日本人は日本人同士で固まる」、３）「相手に不快感を与えないような、“ごく自然な目

の配り”が苦手である」、４）「アルコールを飲むと、自分の発言について理性的コント 
ロールが利かなくなる」、５）「男性と女性を、“一個の人格”として平等に扱えない」など、

外国人が感じる日本人の印象は、次から次へと“ネガティブ要素のオンパレード”となり

ます。私自身、昔も今も、国際的視野に立脚してこのことを考えると、「日本人における国

際化の道のりの難しさ」を感じるばかりです。そうした一般的日本人を、「国際舞台で通用

するエレガントな英語スピーカー」へと変貌を遂げさせるということは、通常の常識で言
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うならば、かなり困難な道のりである、と言わざるを得ません。 
 
しかし、既に、当・英会話道場イングリッシュヒルズにおいて相当の期間にわたって“生

井利幸の完全個人指導”を受け、「国際的教養・品格を備えた英日バイリンガル」への変貌

を目指して毎日レッスンの復習に励んでいる受講生の皆さんの場合、“前述の一般的日本

人”と比較すると、一言では説明できないほど、“極めて恵まれた学習環境を得ている”と

いうことができます。 
 
「芸術と接すると“感性”を磨くことができる」、・・・・・講師の生井利幸は、常に、こ

のことを受講生に明言しています。本稿では、英語イントネーションの習得方法がテーマ。

イントネーションの習得という観点から述べるならば、本稿では、「“世界最高峰のオペラ”

を鑑賞すること」を受講生の皆さんにご提案します。 
 
一言で世界最高峰のオペラと言っても、実際、その解釈・捉え方は様々でしょう。本稿に

おいては、わたくし生井利幸は、世界の文化人・識者における「共通の、”common sense” 
（常識）」の一つとして、ヴァルフガング・アマデウス・モーツアルト(1756-91)作曲のオペ

ラを鑑賞することをご提案します。本稿において受講生の皆さんにご提案するオペラは、

１７８６年にウィーンで初演された「フィガロの結婚」です。 
 
モーツアルトが作曲家として活躍した時代は、所謂、１８世紀後半ヨーロッパ。当時、 
ヨーロッパでは、ナポリ派オペラが台頭。ナポリ派オペラは、宮廷向けの＜オペラ・セリ

ア＞、そして、一般大衆向けの＜オペラ・ブッファ＞の２つに分類することができます。

概して、“音楽研究”として両者を差別化することはそれなりに意義のあることではありま

すが、本稿においては、あえて、「オペラはオペラ」という一つの枠で話を進めることにし

ます。 
 
「フィガロの結婚」に代表されるモーツアルトのオペラ。アリア（独唱歌曲）を中心とす

るモーツアルト作曲の数々のオペラは、長年、世界中の人々に対して多大な影響を与えて

きました。オペラ歌手は、舞台において、まさに「全身全霊で歌を歌う」わけですが、彼

らは、言うまでもなく、最高峰のパフォーマンスを実現するために体力の限界に至るまで

“最大限のエネルギー”を使います。 
 
オペラ歌手が歌を歌うとき、それは、単に、「腹から声を出している」という程度のもので

はありません。日本人が、日本語で日常的会話を行うときは、通常、「口元で声を出す」と

いう発声法を採ります。一方、英語においては、「腹から声を出す」という“腹式呼吸”を

基盤とする発声法。一般に、「日本語と英語では、英語のほうが音が通りやすい」と言われ
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ている理由の一つは、英語スピーカーは、「腹から声を出す」という発声法で声を発してい

るからです。そして、オペラの話に戻ると、オペラ自体が、イタリア語で歌われようとド

イツ語で歌われようと、「個々のオペラ歌手は、常に、腹から声を出している」という事実

には何ら違いはありません。 
 
世界最高峰の作曲家は、言うまでもなく、「自分自身の“魂”」で作曲を行います。そして、

このことは、舞台において、世界最高峰のオペラ歌手がオペラを歌うときにも同じことが

該当します。即ち、オペラ・コンサートにおいては、世界最高峰の作曲家が命をはって「魂」

でつくったオペラを、世界最高峰のオペラ歌手が命をはって「魂」で歌い込むという、 
“二重のダイナミズム”を体験できるのです。 
 
「魂」で歌われるオペラ。だからこそ、オペラは、世界中の人々の心を掴むことができる

のです。世界史の潮流を２つに大別すると、世界の文明社会は「西洋文明社会」と「東洋

文明社会」の２つの潮流に分けることができます。無論、オペラは、西洋でつくられたも

の。しかし、長きにわたり、オペラは、文明・文化を超えて、西洋でも東洋でも、多くの

人々の心を掴み、愛し続けられています。その理由の一つは、本物のオペラには、「人類共

通の知」(common wisdom of mankind)、表現を換えるならば、そこには、「人間存在を哲

学する上で必須の知」(indispensible wisdom in order to philosophize human existence)
が内在しているからです。 
 
人間存在について哲学する上で必須の知とは、所謂、”transcendental wisdom”（文明・文

化を超越した知）を指します。世界最高峰の作曲家モーツアルトが、「人間存在としての“根

本の根本”」である「魂」で世に出した世界最高峰のオペラ。「“耳”で聴いて、同時に、“目”

で見る」という”comprehensive art”（総合芸術）としてのオペラ。世界最高峰のオペラを

人間が備える「感性」「理性」の作用をフル活用して鑑賞すると、台本の台詞におけるスト

ーリーを大きく超越した「人間存在を哲学する上で極めて根本的、且つ、本質的メッセー

ジ」を感じ取ることができます。 
 
オペラ歌手が表現する”artistic intonation”（芸術的イントネーション）は、リスナーが、「人

間存在を哲学する上で、極めて根本的、且つ、本質的メッセージ」を感じ取れるべく、極

めて繊細に、そして、極めてエレガントに表現されています。総合芸術としてのオペラ、

そして、そのオペラから表現される”artistic intonation”は、理性的存在者が備える「理性

と感性の“旋律”」を実に繊細に揺さぶり、人間に、「人間の尊厳」について思索させ、「人

間の進むべき道」について導いてくれるのです。 
 
リスナーは、オペラ鑑賞を通して、“culmination の境地“に入ったその瞬間、学問・文化・
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芸術における通常の経験では感じ得ることのできない「文明・文化を超越した最高峰の知」、

所謂、”transcendental wisdom”に触れることができるのです。受講生の皆さんにおいては、

この”transcendental wisdom”に触れるという”超・鑑賞経験“を積み重ねることによって、

音を通して少しずつ知を磨き、また同時に、「魂で発する生井利幸の理性的イントネーショ

ン」に内在するエッセンスについて理解することが可能となります。 
 
 
７ 「“魂”で発する生井利幸の理性的イントネーション」を、“自分の魂”で、 

聴いて聴いて、聴き込む 
 
銀座書斎は、生井利幸が、古代ギリシアの哲学者プラトンがアテネの北西郊外に創設した

アカデメイア学園における「学問の精神」を具現化した「学びの“聖域”(sanctuary)」で

す。そして、当・英会話道場イングリッシュヒルズは、単に、言語としての英語のみを学

ぶ教室ではなく、理性と感性を駆使し、西洋文明社会と東洋文明社会における学問・文化・

芸術を視野に入れ、「国際的教養・品格を備えた英日バイリンガル」を養成する“日本一 
厳格な教室”です。 
 
講師の生井利幸は、単行本の執筆、講演会の開催、その他、すべての社会貢献活動におい

てすべて“実名”（本名）で活動を行っており、このことは、生井利幸事務所が行う社会貢

献活動の一部門である「英会話道場イングリッシュヒルズの国際教育活動」においても同

様のことが当て嵌まります。私は、自身が行うすべての社会貢献活動において、そのすべ

てを「自身の魂」を基盤として行っており、それは、英会話道場イングリッシュヒルズの

英会話レッスンにおいても、そっくりそのままの形で該当するものです。率直に言うなら

ば、私は、毎日におけるすべての活動を、「自身の命」をはって取り組んでいます。 
 
私は、すべての英会話レッスンを「魂」で行っており、実際、１コマ６０分のレッスンが

終了するたびに相当なエネルギーを消耗します。私は毎日、早朝、そして、夕方・夜間に

おいて相当数のレッスンを行っていますが、現在、そのすべてのレッスンが、ボイスレコ

ーダーで録音されています。受講生の皆さんは社会常識を備えた大人の紳士・淑女ですの

でここで説明するには及ばないことだと思いますが、１）「ボイスレコーダーで他人の声を

録音する」という事実と、２）「他人によって、ボイスレコーダーで自分の声が録音される」

という事実を比べると、そこには、実に“天と地ほどの相違”があります。 
 
現実問題として、たった１コマ６０分のレッスンであっても、「６０分の間、自分が喋った

内容のすべてをそっくりそのまま録音され、そのレッスン内容について最低１週間は聴き

続けられる」という有様は、“録音される側の立場”（講師側の立場）から述べるならば、
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普通の人には想像できないほどの“相当なるエネルギーの消耗感”が生じます。１コマ 
６０分でも“相当なるエネルギーの消耗感”があるわけですが、私の場合、来る日も来る

日も相当数のレッスンを行い続け、しかも、そうした日々が、永遠と毎日続きます。この

経験が一体どのような経験であるかは、受講生の皆さんが、実際に“生井利幸”になって

みなければ、決して理解することはできないでしょう。 
 
通常、英会話スクールでは、受講生がレッスンにボイスレコーダーを持ち込み、レッスン

のすべてを録音することは禁じられています。しかし、当教室では、講師の許可を得るな

らば、レッスンにおいてそのすべてを録音することができ、しかも、受講期間中は、（社会

常識・マナーを厳守しているという条件の下で）半永久的にレッスンを録音することが可

能です。 
 
生井利幸が受講生に対してボイスレコーダー使用を許可するという行為は、言うなれば、

「生井利幸が、学習熱心な受講生の皆さんに対して捧げる“最大のプレゼント”である」

という趣旨をご理解ください。私は、すべてのレッスンにおいて、どのようなシーンにお

いても、常に、英語の一語一語に最大の敬意を払い、心の中でしっかりと一秒一秒を刻み、

「自分の魂」で一語一語を発しています。 
 
私は、常に、目の前に存在するたった一人の受講生の面前で、「ご本人に対する最大限の 
“敬意”と“愛情”」を基盤として言葉を発しています。その理由は、「品格のあるエレガ

ントな英語」とは、常に、「今現在、自分の目の前に存在する“一個の人間の幸福”」のた

めにあるべきものであり、私自身、“講師として”という意味だけでなく、“一個の人間と

して”、目の前に存在する“一個の人間”に対して最大限の敬意を払う目的で、真心を込め

て、できる限り丁寧に、「品格のあるエレガントな英語」を喋るように心掛けています。言

うまでもなく、「真の意味での“エレガンス”」とは、決して自分のためにあるのではなく、

常に、「今現在、自分がコミュニケーションを図っている“目の前の人のため”」にあるわ

けです。 
 
「国際レヴェルの英語イントネーション」を習得するには、一にも二にも、「講師の生井利

幸の英語を、聴いて聴いて、聴き込む」という学習方法を重ねることが最も近い道のりで

す。「生井利幸の英語を、聴いて聴いて、聴き込む」という学習経験を最大限に生かすには、

「受講生自身が、聴いて聴いて、聴き込んでいる英語を発している“生井利幸の精神・ 
哲学”」に触れ、それをしっかりと理解することが最も重要なポイントとなります。なぜな

らば、生井利幸が発する英語イントネーションは、“単なる抑揚”ではなく、前述した、自

身の理性・感性を駆使して構築される「理性的イントネーション」(rational intonation)で
あるからです。 
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以下において、受講生の皆さんに、「理性的イントネーション」(rational intonation)、表現

を換えれば、「国際レヴェルのイントネーション」構築に向けた最適の学習方法についてご

提案します。 
 
 
Ａ 「国際レヴェルのイントネーション」の学習を進める上で必須の認識事項 
 
１ 生井利幸の６０分英会話レッスンは、単なる英会話レッスンではなく、英語で理性・

感性を磨き、「国際的教養・品格を備えた英語スピーカー」を養成するためのレッスン

である。 
 
２ 国際レヴェルのイントネーションには、１）「目の前の相手に対する愛情」、そして、

２）「目の前の相手に対する愛情を基盤としてより良いコミュニケーションを図る上で

必須の”transcendental wisdom”（超越的な知）」が内在している。 
 
３ “イントネーションそのもの”しか興味を示さない人は、一生涯、国際レヴェルのイ

ントネーションを習得することはできない。 
 
 
Ｂ 「国際レヴェルのイントネーション習得」に向けた最も効果的な学習方法 
 
１ 生井利幸のレッスンでは、“上辺だけの会話”で満足するのではなく、自身の理性・ 

感性を駆使して「会話の背後に存在する“本質”(essence)」を読み取るよう心掛ける

ことが重要である。その理由は、講師は、レッスンで発するすべての発言において、

常に理性的思考を介し、その会話がどのような会話であっても、常に、受講生が何ら

かの本質（大切な気づき）と出会うべく、自然な雰囲気を維持し、工夫に工夫を凝ら

してダイナミックに会話の展開をしているからである。講師が構築するイントネーシ

ョンは、「人類愛」を基盤として、常に、講師の目の前に座っている受講生ご本人の 
幸福・利益を実現するべく発せられている。 

 
２ 受講生は、全身全霊で生井利幸の６０分レッスンを受講後、次のレッスンまでの間、

毎日、ボイスレコーダーをフル活用して、「魂で発している講師の英語」を、“自分の

魂”で、聴いて聴いて、聴き込む。 
 
３ 自分の魂で、聴いて聴いて聴き込んだ英語を、自分なりに工夫を凝らし、心を込めて

丁寧にノートに整理する（ノートに整理することなく、国際レヴェルのイントネーシ
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ョンの習得は不可能である）。 
 
４ 上記事項と同時進行で、生井利幸の精神・哲学に触れる上で最も適切な著書、生井利

幸著、『人生に哲学をひとつまみ』（はまの出版）を、たっぷりと時間をかけて、少し

ずつノートにまとめる（ノートは、同書の学習を行うための“専用ノート”を用意す

る）。 
 
 
以上、「国際レヴェルのイントネーション」、即ち、「理性的イントネーション」の習得方法

を詳しく述べてきました。本稿において述べた内容についてしっかりと理解を深め、レッ

スンにおいて一つひとつ丁寧に学んでいけば、必ず、受講生の皆さんの英語において、「イ

ントネーションにおける劇的な変化」が生じてきます。 
 
人生は、たった一度だけです。しかも、その人生は、“極めて短い時間的空間”です。命を

はって、全身全霊で学び、「体力の限界」まで学び続ければ、必ず、自分が望む成果を出す

ことができます。「国際的教養・品格を備えた英日バイリンガル」として変貌を遂げること

ができるか否かは、決して他人が決めることではなく、実に、「自分自身の勇気ある“決断”

と“行動”」が決めるものです。 
 
「不可能」も「可能」も、まさに、人間が決めるものです。自分が不可能と思えば、それ

は不可能となります。逆に、可能と思えば、継続的な努力を重ねることで、いずれは「可

能」となります。自分における「可能性」を信じ、“命をはって”、やってやって、やり抜

いてみてください。そうすれば、必ず、「可能」となります。 


