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Brains do not slow down until after 60 

 

cast doubt on  疑いを投げかける 

assumption  推測、仮説 

cognitive  認知 

peak   ピークに達する 

diminish  減少する 

《Vocabulary and Phrase》                           

ドイツの科学者たちは以前信じられていた仮説に疑問を投げかけている/ 20 歳から私

たちの脳の処理速度は低下し始めるという// 現在まで、考えられてきた 私たちの認知

レベルは 20 歳でピークを迎え/ それ以降は低下すると// 主任研究者であるハイデル

ベルク大学のミシャ・ヴォン・クロース博士は/ 忘れっぽさの高まりを心配する高齢者に希

望を与えた/ または減少した知能// 彼は言った 認知能力は 60 歳になっても強力で

あり/ それまでに減少することはないと// 彼は記した：”私たちの発見は人々を元気づ

けるものである/ なぜなら研究結果は 素早く緊急の決断が求められた際の知能スピー

ドの平均レベルは/ 寿命の比較的後期になるまで低下しない”// この研究は 110 万

人以上の人々のデータをもとにしている/ 10 歳から 80 歳の// この結果は示す 私た

ちの知的処理スピードは/ 60 歳まで比較的一定に保たれるが/ 70 代から低下し始め

ると// 研究者たちは言った 人々の知的処理スピードは/ 実際には 20 代の間に上昇

し 60 歳まで高くあり続けると// ヴォン・クロース博士は言った：/ “高齢者になるまで、

私たちが調査したタスクにおける情報処理のスピードはほとんど変化しなかった”// 彼は

付け加えた 高齢者は決断をするのに時間がかかりはする/ しかし言った これはより注

意深くなるからであり/ また、年を取るにつれて衝動的であったり無謀であったりする行

動が少なくなるからである// この研究はアルツハイマーなどの神経変性疾患に光明を投

ずるものになり得るだろう// 

Scientists in Germany have cast doubt on a previously believed 

assumption/ that the processing speed of our brain starts to decline from 

the age of 20.// Until now, it has been thought that our cognition level 

peaks when we are 20/ and declines thereafter.// Lead researcher doctor 

Mischa von Krause, of Heidelberg University,/ offered hope to older people 

who worry about increasing forgetfulness/ or reduced brain power.// He 

said cognitive skills were still powerful at the age of 60/ and do not 

diminish before then.// He wrote: "Our finding is encouraging,/ as our 

results show that average levels in mental speed in contexts demanding 

fast and forced decisions/ do not decline until relatively late in the 

lifespan."// The study was based on data from over 1.1 million people,/ 

aged between 10 and 80 years old.// The results show that our mental 

processing speed/ remains relatively constant until the age of 60,/ but does 

start to decline from our seventh decade.// The researchers said people's 

mental processing speed/ actually increases in their 20s and remains high 

until 60.// Dr von Krause said:/ "Until older adulthood, the speed of 

information processing in the task we studied barely changed."// He added 

that older people do take longer to make decisions,/ but said this was 

because we become more cautious,/ and less impulsive and reckless as 

we age.// The study could cast light on neurodegenerative diseases such 

as Alzheimer's.//         235 words        WPM 

《Linking Logic》 

ex.) cast doubt on a 

 

demanding  多くを要求する 

relatively  比較的 

barely   ほとんど～ない 

reckless  無謀な 

cast light on  光を投げかける 
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