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要  旨 

許(2001)は、テイルの 8 用法について日本語を第二言語とする成人の普遍的習得順序を提示している。本稿では、年齢が異な

り、自然に習得される場合においてもテイルの意味用法が同じ習得順序で習得されるのかを検討するために、日本語を第二言

語とする幼児を対象にどのようにテイルの意味用法が習得されるのかについて調査した。その結果、4 用法のみが産出され、

｢運動の持続－長期｣、｢結果の状態｣、｢繰り返し｣、｢運動の効力｣の順に習得されることが明らかとなった。年齢要因、環境要

因によりテイルのプロトタイプ及び習得順序が異なることを指摘した。 
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1. はじめに の順となり､多く含むものがテイルのプロトタイプで

あり早期に習得され､次第に他の用法へ習得が進んで

いくということである。 
アスペクトの習得研究において、1990 年代以降、

テイル形(以下、テイル)の意味用法の習得に焦点が絞

られ、日本語を第二言語(以下、L2)とする成人(以下、

L2 成人)対象に研究が行われ習得順序が提示されてい

る。習得順序を明らかにすることは、学習者が実際に

どのように習得を進めているのかといった習得メカニ

ズムの解明に貢献できると考える。 

テイルの普遍的習得順序 (許 2001) 
1 ｢運動の持続＋長期｣ ex. 勤めている  

〔現在性、持続性、運動性〕 
2 ｢運動の持続－長期｣ ex. 見ている       

〔持続性、現在性、運動性〕 
 3 ｢性状＋可変性｣ ex. はやっている 
2. 先行研究と研究目的 〔持続性、現在性、運動性〕 

4  ｢性状－可変性｣ ex. 似ている            
〔持続性、現在性、(運動性無)〕 

アスペクトとは、出来事の時間的展開性の把握の仕

方の相違を表す文法的カテゴリーで、アスペクト表現

のテイルは継続の意味を表す。テイルの代表的な意味

用法は｢動作の持続｣と｢結果の状態｣の 2 用法とされ、

用法間の習得順序は｢動作の持続｣が｢結果の状態｣より

も早いということである(許 2001；黒野 1995；小山

1998；菅谷 2002；Shirai & Kurono 1998 等)。許(2001)
は、テイルの意味用法を 8 つに細分化し、中国語、韓

国語、英語母語話者 30 名ずつの KY コーパスを分析

し普遍的習得順序を提示している。この習得順序はプ

ロトタイプ理論を応用したものである。プロトタイプ

理論(Rosch 1973)は、人間のカテゴリー認知の仕方に

関するモデルで、カテゴリーはプロトタイプ(中心的)
成員と非プロトタイプ成員により連続性をもって形成

されるという考えに基づく。許(2001)は、｢現在性｣

｢持続性｣｢運動性｣がテイルのプロトタイプを形成する

意味素性であるとし、この 3 つの典型的意味素性をど

のくらい兼ね備えているかに基づいて、習得順序を決

定している。以下に、許の提示したテイルの普遍的習

得順序を示す。上から意味素性を多く含んでいるもの 

5 ｢繰り返し｣ ex. よく読んでいる 
〔運動性(持続性無、現在性弱)〕 

6 ｢結果の状態｣ ex. 壊れている             
〔持続性(運動性無、現在性少し弱)〕 

7 ｢状態の変化｣ ex. 大きくなっている  
〔(持続性、現在性、運動性全て弱)〕 

8 ｢運動の効力｣ ex. 山に登っている  
  〔(持続性無、現在性無、運動性弱)〕 

許の提示した習得順序に基づいて、L2 成人を対象

とした縦断的調査と、日本語母語話者の幼児(以下、

L1 幼児)を対象とした調査報告がある。菅谷(2001)は、

テルグ語、マラティ語、ロシア語を母語とする成人学

習者に対し縦断的調査を行い、教室学習者においては

ほぼ一致する結果を得ている。自然習得者は調査初期

から｢運動の持続－長期｣と｢結果の状態｣を産出してい

たということである。L1 幼児を対象とした調査(橋本

2004)では、｢運動の持続－長期｣の習得が最も早くテ

イルのプロトタイプであり、｢運動の効力｣の習得が最
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も遅いという報告がなされている。また、｢結果の状

態｣が頻繁に観察されたことから許が提示したものよ

り習得順序が早いと推測されている。この習得順序は、

年齢が異なり、また教室学習ではなく自然に習得する

学習者にもあてはまるであろうか。本稿では、L2 幼

児を対象とし、テイルの意味用法がどのように習得さ

れていくのかについて検討したいと考える。 
 
3. 研究課題 

L2 幼児において、テイルは、どのようにして習得

されていくのか。また意味用法はどのような順序で習

得されていくのか。 
 
4. 調査資料 
調査対象児：調査対象児 K 児(調査開始時点 3 歳 6 ヶ

月)は中国生まれの英語を母語とする英国人女児であ

る。家庭の使用言語は英語のみで、母親によれば、来

日(来日時 2 歳 9 ヶ月)後入園(入園時 3 歳 0 ヶ月)まで

は英語母語の友達と遊んでいたという。入園後半年は、

幼稚園の先生によれば、英語/日本語バイリンガルの

友達と常に一緒で英語を使用することが多かったとい

うことである。日本語との接触は、月に 1 回ほど幼稚

園の友達と遊んだり、家で時々30 分ほど子ども番組

を見たりする程度であったという。 
調査：本稿では 2003 年 9 月～2004 年 7 月の調査資料

を分析した。調査時間は 1～3 時間/回で、調査頻度は

2 週間に 1 度を基準にした。IC レコーダーに録音する

と共に発話メモをとった。 
文字起こし：発話メモを照合させながら録音した発話

の文字起こしを行った。 
 
5. 分析方法 

L2 幼児のテイルの意味用法の習得プロセスと習得

順序を明らかにするために、記述分析と数量的分析を

併せて行う。数量的分析は以下の通りとする。 
1．文字起こしした資料から、述部にテイル 2 が使

用されている文を抽出する。 
2．許(2001)の 8 用法の分類に基づいて意味用法の

コーディングを行う。 
3．用法ごとに、出現時期、正用産出数、5 つの異

なる動詞による産出時期を調査する。正用産出

数については、時間あたりの平均正用産出数を

1 ヶ月ごとに算出する。出現時期の早い順、正

用産出数の多い順、及び 5 つの異なる動詞によ

る産出が早い順という 3 つの判断基準をプロト

タイプ及び意味用法間の習得順序決定の指標と

する。 
 
6. 結果と考察 
ル形・タ形は、初期より産出されるが、テイルは調

査 3 回目に産出される。テイタ形の産出はその後とな

る。ル形・タ形⇒テイル⇒テイタ形と習得されること

が明らかになった。 
｢運動の持続－長期｣は、初期に、名詞、あるいは名

詞+コピュラによって表現されていた。名詞は事象の

中で認知的際立ちがあるがゆえに先に習得され、これ

を活用し事象の意味を表そうとしていることが考えら

れる。ゲシュタルト的事態把握により 1 語の名詞で事

象が表現されたと考えられ、名詞が参照点となってい

る(橋本 2005)。さらには｢こう｣や｢こうやって｣など

と指示詞を用いて事態が表現されていた。また、ル形

で表現されていることも確認された。この結果は黒野

(1995)でも指摘されている。 
産出されたテイルの用法は 4 用法のみで、TL 産出

数の多い順で考えると｢運動の持続－長期｣⇒｢結果の

状態｣⇒｢繰り返し｣⇒｢運動の効力｣となり、出現時期

の早い順で考えると｢運動の持続－長期｣⇒｢結果の状

態｣⇒｢繰り返し｣⇒｢運動の効力｣、5 つの異なる動詞

による産出時期の早い順で考えると、｢運動の持続－

長期｣⇒｢結果の状態｣という順になる。以上の結果を

考え合わせると、L2 幼児のテイルの習得順序は、｢運

動の持続－長期｣⇒｢結果の状態｣⇒｢繰り返し｣⇒｢運動

の効力｣ということになる。｢運動の持続－長期｣が最

初に産出され、｢運動の効力｣が最後に習得される。さ

らに｢結果の状態｣が許の提示した順序よりも早い点に

おいて L1 幼児と極めて似ている習得順序であるとい

える。テイルの代表的 2 用法で考えると、｢運動の持

続－長期｣(｢動作の持続｣に相当)が｢結果の状態｣より

も先に習得するという先行研究の結果を支持するもの

であった。 
許の用法で産出されなかったのは、｢運動の持続+

長期｣、｢性状±可変性｣、「状態の変化」である。｢運

動の持続+長期｣は､｢勤めている｣、｢住んでいる｣等で

語彙として難しいことが考えられる。こういった用例

は、状態性述語のように固まりとして習得がなされる

ことが考えられる。｢性状±可変性｣も､｢満足してい

る｣､｢似ている｣､｢太っている｣、｢迷っている｣、｢落ち

込んでいる｣、｢流行っている｣等がこの分類に含まれ

るが、抽象性が高いために幼児には難しいということ

が考えられ、やはり状態性述語のように 1 つの固まり

として習得されていくことが推測される。L2 成人及
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び L1 幼児についての先行研究(許 2001；橋本 2004
等)においても固まりとして習得されることが指摘さ

れている。また､｢状態の変化｣は、｢大きくなってい

る｣等の動詞と補助動詞との結合表現が形態的に複雑

性を伴うために、幼児にとっては難しいと考えられる。 
さらに許と異なる結果は、｢結果の状態｣が｢繰り返

し｣よりも早く習得されたということである。｢繰り返

し｣は、過去の複数の出来事、あるいは過去、現在の

出来事が同一であると認知しなければならず、過去の

ことをも含み包括的に考える必要がある。抽象性に由

来する難しさがあり、さらに過去への言及が現在のこ

とよりも強いということが考えられる。また、｢結果

の状態｣は過去のことに及ぶが、現在のことを焦点化

した表現であるともいえる。例えば、｢落ちている｣等

は現在の目の前の事象について述べられた表現であり、

具体性が高いために習得が早いということが考えられ

る。プロトタイプ素性の｢現在性｣が｢繰り返し｣よりも

強いということが考えられる。｢運動の効力｣は以前完

成した運動をまるごとの姿で捉え吟味しようという心

理であり､過去の出来事を客観的に判断する用法(許
2001)であるため､難しいとされており、本稿において

も最後に産出された。 
 
7. まとめと今後の課題 

テイルの意味用法の習得順序におけるL2 幼児とL1
幼児間の共通性は、幼児が目の前の事象に関する表現

から習得を進めていることに起因するのかもしれない。

L2 幼児の習得は L2 成人よりも L1 幼児の習得と近い

ことが考えられる。しかし、菅谷(2001)では、成人の

自然習得者が｢運動の持続－長期｣｢結果の状態｣を初期

から産出していたことを報告している。｢結果の状態｣

が許が提示した順序よりも早期に習得されるのは、自

然習得であることに起因するのかもしれない。この点

についてはさらに検討する必要がある。本稿は L2 幼

児 1 名を対象としており、一般化できないため、調査

対象者を増やして検討したい。 

付記：本稿は、お茶の水女子大学大学院人間文化研究科言語

文化専攻 2004 年度修士論文｢幼児のテンス･アスペクトの習

得に関する縦断研究－第二言語におけるアスペクト仮説と定

式表現｣と同じデータと分析指標を用いたが、分析枠組みは

異なるものである。 
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