
　　　　　　　　　　自然習得者による「は」の習得

　　　　　　一タガログ語を母語とする学習者の発話から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠山　千佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨

　本研究は、フィリピン人自然習得者の「は」の習得の実態を観察したものである。

対象者5名に対するインタビューから得られた発話をデータとし、どのような格及び

文成分に「は」が使われているかを分析した。その結果（1）「が格」「時を表す副詞」に

約3分の2の「は」が使用され、続いて「に格」、「を格」、「で格」、更に数は少ないが、

「から格」、「まで格」、「にとって格」や「あと」という副詞に「は」が使用されたこ

と、（2）implicational　scalingにより、「が格・時を表す副詞〉に格・を格〉で格」の順に

「は」の使用が習得されやすいこと、（3）習得の初期から「は」が使用されていること

が観察された。このように、さまざまな格及び文成分を主題化する「は」を、フィリ

ピン人自然習得者がどのように習得したのかについて、意味交渉の頻度が高い自然習

得環境の影響、日本語に類似したトピック・マーカーをもつ母語であるタガログ語の機

能の転移の面から推察した。

【キーワード】「は」と格助詞、トピックーコメント構文、

　　　　　　タガログ語、母語の機能の転移

自然習得、

1．研究の目的

　談話をわかりやすく、まとまりあるものにするためには、今何について話している

かという主題が明らかであるとともに、主題の一貫性が求められる。その主題を提示

する機能の一端を担っているのが、日本語の助詞では「は」であり、文をこえた談話

レベルにおいて、前の文と次の文がどのような関連性をもって述べられるのか、つま

り何を「は」でマークするのかを話し手（書き手）は決定しなければならない。この

ように「は」は談話の結束性に関わっているといえる。

　野田（1996）は、先行研究から「は」と「が」の使い分けに関して、新情報・旧情報、

現象文・判断文、文・節、対比・排他、措定・指定による説明の原理を、「主題」とい

う統一した視点から再編し、体系的な1つのチャートにまとめている。再編された原

理は「主題をもてるかどうか（文・節）」「主題をもつかどうか（現象文・判断文）」「何
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を主題にするか（新情報・旧情報）」「主題を明示するかどうか（措定・指定）」「どうと

りたてるか（対比・排他）」の5つであるが、発話においては、「は」を使用するのか格

助詞「が」を使用するのかを瞬時に決定していかなければならず、チャートをたどる

時間はない。更に日本語母語話者間にも「ゆれ」があり（長友1991）、条件によって

「ゆれ」が許されない場合と「ゆれ」が見られる場合がある。このことは学習者にと

って、「は」と格助詞の使い分けを更にやっかいな問題としている。

　しかし、日本語学習者にとって、「は」の使用は、「最終的に一番最後まで残る難し

い用法なのかもしれない（坂本他1995：83）」といわれている一方で、「は」が格助詞

「が」よりも早く習得される（猪崎1995、小森・坂野1988、土井・吉岡1990a，b、八木

1999）ということも実証されている。早い時期に習得される「は」と習得されにくい

「は」があるのだろうか。白井（2002）は、「どのようなルールが自然に習得され、どの

ようなルールがきちんと教えないと習得できないのかを明らかにすることは教育の効

率をあげる上で重要だ」（p．25）としている。そこで、本研究では、自然習得をした学習

者がどのように「は」を習得していくのか、その実態を観察することにした。これま

での「は」に関わる習得研究は、一部を除き、ほぼ教室学習の環境における学習者を

対象としたものであり、自然習得者による「は」の習得研究はまだあまりなされてい

ない（1）。更に、自然習得型学習者の中でも、平成8年から毎年外国人登録者数が増加

し続けている（2）にも関わらず、これまで研究対象とされることが少なかったタガログ

語母語話者（3）に焦点を絞り、「は」の習得を観察した。

2．先行研究

2．1．「は」の習得に関する先行研究

　Gvon（1979，1984）は、習得が進むにつれ、語用論モードΦragma“c　mode）から統語論

モード（syntactic　mode）に移行するという仮説をたてている。その中で、構文的にはト

ピックーコメント構造（topic－comment　structUre）中心から主語一述語構造（subject－predicate

structUre）を使用するようになっていくという。日本語のトピヅク・マーカー「は」につ

いては、八木（1999）が、これまでの「は」と「が」の習得研究を整理し、「は」が「が」

に先行して習得が進むと結論し、中間言語において、主語に対して主題が普遍的に卓

越するという説を支持している。

　しかしその後、八木（2㎜）は、初級グループの作文を対象に、「は」がどのような格
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及び文成分に使用されているか分析を行い、「「は」は機能全体の習得が進んでいると

はいえない段階」Φp101）で、「主格主語（4）を主題化する「は」のみ突出して適切に使用

している段階」（同上）であるとしている。また、インプヅトの質の違いが、主格主語

以外の文成分を主題化する「は」の正用率を左右したこと、「は」が主語であり主題で

ある文成分に使用されると学習者に認識されている可能性があることが報告されてい

る。このような認識の要因として、八木は教室における「は」と「が」の導入順序の

影響、文頭の名詞が主語であり主題でもあるという学習者の母語（5）からの機能的転移、

日本語母語話者間で主語を主題化する「は」の使用頻度が高いことを挙げている。

　本研究は、自然習得環境で、教室インプヅトとは質の異なるインプヅトを得た学習

者の発話の分析であり、対象をタガログ語話者に絞り、今後の母語別の調査研究へ向

けた事例報告の一つとして提示するものである。

2．2．タガログ語のトピックに関する先行研究

　本研究の対象者であるフィリピン人学習者の母語はタガログ語である。タガログ語

は、行為者、目的、場所、道具、受益者などのどの意味役割にトピヅク◎がおかれる

かによって、使用される動詞の種類が決まる。例えば、a）～d）の4文（小泉2000：247、

下線部は筆者）は、事柄としては同じことを述べているが、トピックのが何かによっ

て、動詞の種類が異なる。以下の例文では下線部がトピックである。尚、（冠）はトピ

ヅク・マーカー或いは非トピック・マーカーの冠詞、（前）は前置詞である。

a）Nag－patay幽ng　manok　sa　bukid　para　sa　bata．

　［～が殺した，（冠）男，（冠）鶏，　（前）農場，（前）子供】

　「塁は鶏を子供のために農場で殺した。」

b）P－in－atay－an　ng　lalaki塾塾≦越sa　bukid　para　sa　bata．　　　　　　　　　　・

　【～が殺された，（冠）男，（冠）鶏，　（前）農場，（前）子供】

　「塾男に子供のために農場で殺された。」

c）Pinag－patay　ng　lalaki　ng　manok処gユ幽para　sa　bata．

　【～で殺された，（冠）男，（冠）鶏，　（冠）農場，（前）子供】

　「農場で鶏が男に子供のために殺された。」

d）Ipinag－patay　ng　lalaki　ng　manok　sa　buki　d迦．

　［～のために殺された，（冠）男，（冠）鶏，（前）農場，（冠）子供］

　「王供のために鶏が男に農場で殺された。」
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　以上のようにタガログ語にはトピヅク・マーカー（ang）があり、動作主、対象、受益

者、場所などさまざまな名詞句がトピック化される点が日本語の主題化の共通点とし

て挙げられる（柴谷1989）。このとき、トピヅク化されない名詞句には非トピヅク・マ

ーカー（ng）が先行し、　angとngの関係は、「は」と格助詞の関係に類似している。つま

り、日本語で主語と主題が、格助詞「が」と副助詞「は」という形で区別され、「は」

が統語的主語特性を帯びることはないのと同様に、タガログ語でも主語とトピヅクは

別のカテゴリーであるという形の上からの類似点がある（柴谷1989）。また、タガログ

語でもトピック化できるものは、その指示対象が設定されている名詞（referential　noun

phrase）に限られるという、指示性の面でも日本語と共通している（柴谷1989）。

　文頭の名詞句が主題となる英語を母語とする学習者の習得研究（土井・吉岡1990ψ

など）や中国語を母語とする学習者の習得研究（猪崎1995、長友1991など）、日本語

同様に名詞句に主題化機能の助詞が後続する韓国語話者対象の習得研究（長友1991

など）の助詞習得の研究は現在までなされてきたが、英語、中国語、韓国語と主題化

の仕方が異なるタガログ語を母語とする学習者の言語使用の観察は、今後普遍的な習

得プロセスを解明する上でも重要であると考えられる。

3．研究課題

　柴谷（1990）は、「は」の概念的機能を「事象の把握の一形式である論理的判断のため

の主題の分離およびそれと述部との結合にある」Φ．293）としている。しかし、学習者

が「は」を主題化する助詞と捉えているかどうかは明らかではない（八木2000）ため、

本研究では、学習者が「は」をどのように使用しているかその実態を観察するところ

から始めたい。そこで研究課題として、次の2点を掲げた。

（1）タガログ語を母語とする日本語自然習得者が、どのような格及び文成分に「は」

を使用しているか。

（2）習得レベルによって、「は」を使用している格及びその他の文成分は異なるか。

4．対象者及びデータ

4．1．対象者

　タガログ語を母語とする日本在住のフィリピン人5名を対象とした。いずれの対象

者も教室環境における日本語学習経験は全くない。調査時の年齢、来日年齢、滞日期
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間は表1の通りである。

表1　対象者データ

名前 性別 調査時年齢（才） 来日年齢（才） 滞日期間（年）

1 A 女性 32 28 4

2 B 女性 38 25 13

3 C 女性 28 20 7

4 D 女性 40 31 8

5 E 女性 42 33 7

4．2．データ

　ソーシャルワーカーが対象者に行った職務上のインタビュー⑤の記録をデータとし

た。各対象者に対するインタビューのテーマは、現在の家庭内の問題、将来へ向けて

の希望や計画を中心としたものに統一されている。

4．3．分析手順

　まず音声資料を文字化し、文字化データから、「は」が使用されている文を抽出した。

その際、述語（省略された述語を含む）を構成要素として含むものを1単位の文とし

て、分析の対象とした。次に、主文で「は」が使用されている文と、従属節内で「は」

が使用されている文に分けた。これは、「は」の機能が文全体の主題の提示であり、従

属節など文の一部分内だけの主題にはなれない（野田1996）という構文的制約があり、

主文と従属節では異なるルールが働くためである。続いて、「は」が使用された部分を、

格及びその他の文成分ごとに分類した。分類は野田（1996）を参考にした。更にそれら

の30分あたりの使用頻度を算出し、implicational　tableの作成を試み、格及び成分別、

対象者別にデータの比較を行った。

　本研究では、どのような「は」から習得が進むかを研究した八木（2000）に準じ、ど

のような格及び文成分に「は」が使用されているかを基準に分析を進め、その実態を

明らかにしたい。
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5．結果と分析

　各対象者がどの格及び文成分に「は」を使用したかを表2に表した。対象者がどの

ように「は」を使用しているかに焦点を当てるため、日本語母語話者にとっては不自

然と思われる使用も全て使用度数として計算した。

表2　対象者別にみた「は」の使用数とその割合

ガ格 時を表す副詞 ヲ格 二格 デ格 その他 合計数 時間（分）

A 23（33％） 12（17％） 8（11％） 3（4％） 9（13％） 15（21％） 70 37

B 75（50％） 31（21％） 10（7％） 11（7％） 2（1％） 21（14％） 150 54

C 14（33％） 19（45％） 2（5％） 2（5Ye） 0 5（12％） 42 54

D 19（40％） 7（15％） 3（6％） 2（4％） 2（4％） 15（31％） 48 45

E 12（52％） 6（26％） 0 2（9％） 0 3（1％） 23 57

　更に対象者全体が、主文において「は」を使用した格及び文成分の割合を表すとグ

ラフ1のようになる。「あたLはバレーボールがすき。」（C－606）ρ）のように、が格に「は」

を使用している頻度が最も高い（43％）。これは、日本語母語話者の発話でも「が格」の

「は」による主題化が、格成分の中で圧倒的に多い（柴谷1989、角田1991、野田1996）

ということに一致している。次に「黄は、二人だけ、歩く、歩く。」（D－867）など、「時

を表す副詞」に使用される頻度がそれに続き（23％）、「が格」と「時を表す副詞」に「は」

が使用される場合が両者で66％と全体の約3分の2を占めている。「その他」には、「か

ら」「まで」「にとって」に「は」が使用されているものなどが含まれている。

　本研究の対象者と八木（2000）の対象者では、対象デ・・・・…タのテーマが異なり、また口

頭産出と作文における産出というように産出の仕方に違いもあるため、単純に比較す

ることはできないが、主格主語に「は」を用いた頻度の割合が、八木では84．2％、81．9％

とどちらも80％を超えており、本研究の対象者も、「が格」に「は」が使用される頻

度が高いという順位の点では似ている。しかし、「を格」「に格」など、八木の対象者

よりもさまざまな格及び文成分に「は」が使用されていることがわかる。
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グラフ1　主文における格及び文成分別「は」によるマーク頻度

4％

二格

6％

時を表す

副詞

　23％

格鑛ガ4

　次に、30分間に使用数が2回以上あったものを1、1回以下のものを0として、そ

の結果をimplicational　tableに表したものが表3である。このimplicationa1　tableは、再

現性指数（coefficient　of　reproducibility）bs．92、拡張性指数（coefficient　of　scalability∫’°）

が．60であり、妥当性があると考えられる。このimplicational　tableの糸吉果から、「が格・

時を表す副詞〉に格・を格〉で格」の順で、「が格」及び「時を表す副詞」に「は」を

使用することが最も習得されやすく、この中では「で格」がもっとも習得が難しいと

いうことになる。対象者が「は」を使用しなかった格及び文成分については、その原

因がテーマによるのか、習得されていないのか不明であり、更に検証が必要である。

表3　主題化を行っている格及び文成分と対象者のimplicational　table

時を表す

副詞
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　また表3より、対象者の習得レベルは、A＞B・C・D＞Eの順で習得が進んでい

ると予測される。対象者の1文中の平均文節数を計算する（11）と、最も習得が遅れてい

るEは、産出文522文の1文あたりの平均文節数は1．8文節である。そのうち55％に

あたる289文が1語文、25％にあたる132文が2語文であり、1語文、2語文を合わせ

ると80％を占め、複雑な文を産出していない、文構造の発達の初期段階である。この

レベルでも、「が格」と「時を表す副詞」のみにであるが、「は」の使用が見られた。

　以上の結果から日本語を自然習得したフィリピン人の発話から得られた本研究の結

果は次のようにまとめられる。

（1）本研究の対象となったフィリピン人自然習得者が、「は」を使用した格及び文成

分は、「が格」が最も多く、次に「時を表す副詞」が続き、両者で約3分の2を占める。

続いて、「を格」「で格」「に格」に「は」が使用されている。その他、格助詞及び格相

当句の「から」「まで」「にとって」、副詞の「あと」に「は」が使用されている。

（2）「は」の使用が習得されやすいと考えられる格及び文成分は、「が格・時を表す副

詞〉に格・を格〉で格」の順で、「が格」及び「時を表す副詞」に「は」を使用するこ

とが最も習得がやさしいと考えられる。

（3）「は」は文構造の発達の初期段階から使用されている。

6．考察

　本研究の対象者による習得の特徴の一つは、自然環境における習得という点である。

学習者は、教室で明示的に「は」の使い方を教えられたわけではなく、「社会的生活を

営む中で、隠在的（implicit）知識として習得」（長友2002：9）したと考えられる。エリス

（1988）は、教室環境と自然環境におけるインプットと相互交渉の特徴をまとめ、イン

プヅトの調整と意味交渉の機会が環境によって異なることを示している。それによる

と、外国語の教室では意味交渉の概念はほとんどなく、第2言語（ESL）の教室では意味

交渉の機会がそれよりは少し多いという。自然環境の学習者は、インプットや伝達内

容がコントロールされた教室と異なり、今ここで必要な情報交換を正確に行わなけれ

ばならないという切迫した状況に置かれ、強い意欲と動機付けが与えられるため、自

分の文法ルール仮説の設定と検証が高い頻度で無意識のうちにでも行われると考えら

れる。そこでは、今何について話しているかが第一に明確にされる必要があり、日本

語母語話者からはその主題を「は」で標示したインプットが早くから学習者に与えら
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れ、それが「は」の習得につながっていると考えられる。

　次に、母語についてであるが、柴谷（1989）は、タガログ語のテクストカウントに関

する研究において、Constantino（1971）が短編の物語と対話文を分析し、　ACrOR（i　D一トピ

ック文が41％、GON一トピック文が30．4％という結果を出していること、及び

Cooleman，　Fos　and（珈on（1984）が他動詞構文のみを対象に分析し、00AL一トピックが

76％を占め、AcrOR一トピックが24％であったと報告していることを挙げ、　GOALト

ピック文が出現頻度の観点から有標の構文とは言えないとしている。また、どの名詞

句が主語と同定されるかを、統語特性、再帰形式の支配から分析し、フィリピン諸語

の主語はAcrORで表す名詞句であるとしている。以上のことを考え合わせると、タ

ガログ語では、主語（AcrOR）だけではなく、主語以外の文成分（GOAL）をトピック化す

ることが無標であると考えられる。

　Hlis（1994）は、第1言語転移の制約の1つとして有標性をあげ、学習者は無標の第1

言語形式を転移しやすいと提言している。タガログ語を母語とする学習者が「が格」

だけでなく、「を格」や「に格」も「は」でマークしているのは、「は」を習得する際

に、さまざまな意味役割がトピック・マーカーで標示されるという母語の機能を転移さ

せている可能性があるかもしれない。

　しかし、タガログ語と日本語では語順が違うこと、タガログ語のトピヅク・マーカー

が冠詞として存在し、日本語では名詞に後続する助詞「は」が主題化の機能を担って

いることなど、形式から見ると、単純な機能の転移が生じているかどうかは疑問であ

る。他の母語学習者との比較研究を進め、何が母語の影響で、何が普遍的な習得プロ

セスかを明らかにする必要がある。

7．今後の課題

　本研究では、フィリピン人自然習得者の「は」の習得について分析を行った。この

分析に対する考察を検証するためには、更に、他の母語話者の「は」の習得実態、及

び日本語母語話者の「は」の使用実態を明らかにする必要がある。本研究のフィリピ

ン人自然習得者を対象とした事例研究は、今後積み重ねられていくそれらの研究と比

較対照することによって、更に「は」の習得を明らかにしていくことが可能であろう。

また、「は」が使用されなかった文成分の分析、談話レベルでの分析も不可欠であり、

今後の課題としたい。
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注

（1）Nagatomo＆Numazaki（2002）は自然習得者を対象に、坂本・町田・中窪（1995）は、

　教室環境で学習した後、長期にわたって自然習得をした超上級レベルの学習者を対

　象に「は」と「が」の習得研究を行っている。

（2）法務省入国管理局（平成14年6H11日；http：／／www．moj．go．jp1）による。

（3）タガログ語母語話者に焦点を当てた習得研究には、木山（2002）、杉浦（2001，2002）、

　遠山（2002）、長友（2000）、Nagatomo（2001）がある。

（4）八木（2000）は、柴谷（1989）を参考に、「が格」をプロトタイプ的な主語（主格主語；

　agentの主語）とそれ以外の非プロトタイプ的目的語（主格目的語）に分類してい

　る。

（5）八木（2000）の被験者の母語は、タイ語、インドネシア語、マレー語、タガログ語、

　ベトナム語である。

（6）日本語の主題と、タガログ語の主題には類似点もあるが、相違点もあるため、こ

　こでは便宜上、日本語には「主題」、タガログ語には「トピック」という用語を使用

　した。

（7）トピックは‘ang’でマークされる。　‘ng’は非トピック・マーカー、　‘sa’は場

　所を表す前置詞、　‘para　sa’は受益者を表す前置詞である。

（8）ソーシャルワーカー沼崎邦子氏（当時、社会福祉法人「日本国際社会事業団」所属）

　によって1999年に行われたインタビューであり、氏の了解を得て、本研究のデー

　タとさせていただいている。

（9）（対象者一資料番号）を表す。

（10）算出方法は、E．Hatch＆A．　Lazaraton（1991）による。算出方法は、　E．Hatch＆A．

　Lazaraton（1991）による。

（ll）従属節を含めて1文とし、従属節の文成分も1文の文要素として計算した。

（12）フィリピン言語学における、ACTOR、　GOAL、　RECIPは、agent、　patient、　recipient

　に相当する（柴谷1989）。
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The　acquisition　of‘WA’by　Japanese　learners　in　natural　settings：

　　　　　　　　　An　analysis　of　Tagalog　native　speaker　speech

TOHYAMA　Chika

　　　　　This　paper　investigated　the　acquisition　to　the　Japanese　particle　‘wゴ　by　Tagalog

speakers　in　natural　settings．　Speech　data，　obtained丘om　five　Filipino／social　worker　interviews，

were　analyzed　fbr　the　distribution　of‘wa’marking　fbr　case　and　sentence　components．　Results

showed　the　fbllowing．（1）Two－thirds　of‘wa’usage　marked　the　case‘go’and　the　t㎞e

adverbia1，　followed　by‘ni’，‘o’，‘de’，　and　finally‘kara’，‘made’，‘ni　totte’，　and　the　adverbia1

‘ato’．（2）By　implicational　scaling，　the　order　of　acquisition　was　predicted．　The　easiest　one　is

‘gゴ，the　time　adverbia1，　followed　by‘ni’，‘o’，‘de’，　and　finally‘kOra’，‘made’，‘ni　totte’，　and

the　adverbia1らato’．（3）The　particle‘wo’is　used　from　the　onset　of　learning　Japanese　fbr　these

subjects．　These　results　are　discussed　considering　two　factors．　The　frrst，　the　setthlg，　takes　into

account　that　there　is　more　frequent　negotlation　of　meaning，　and　a　different　quality　of　input　in

the　natUral　settilg　when　compared　to　the　classroom．　The　second　is　cross－linguistic　influence　as

Tagalog　has　a　similar　topic　marker．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Graduate　schoo1，0chanomizu　University）
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