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論文の要約 

論文題目 中国語話者による日本語の動詞述語の習得 

氏名   初 相娟 
 

［研究目的］ 

第２言語習得を扱う研究においては，目標言語の習得には学習者の母語による影響を認める

考え方が一般的である(例えば，Ellis, 1985)。第２言語習得研究の知見から広く認識されている

主張として，第１言語である母語の獲得後に第２言語として外国語を習得しようとする成人の

第２言語学習者の場合には，母語との類似性が高い言語であればあるほど理解は容易となり，

母語との類似性が高くない言語であれば習得が困難であると言われている(Odlin, 1989; 石橋, 

2002など)。 

中国語は日本語と漢字という共通の表記法を用いており，語彙面においても高い類似性を有

する(菱沼, 1983, 1984)ことから，中国語母語話者にとっては語彙や読みの理解における習得が

比較的容易であるということが指摘されている (玉岡, 1997; 陳, 2003 など)。ただし，中国語

と日本語は，多くの語彙が共有されており，表記や語彙の面からは母語から大きな恩恵を受け

ている一方で，その統語的な側面においては相違点が数多く存在する。主たる相違点としては，

第１に，中国語は「在」などの介詞を持っているが，格を表すマーカーとしての格助詞を有さ

ないこと，第２に，中国語は動詞や形容詞が形態的屈折(inflection)，つまり活用を伴わないこ

と，第３に日本語が SOVの語順であるのに対し，中国語は SVO構造を持った語順である，と

いう点で大きく日本語とは異なる統語的特徴を有している。これらの点を考慮する限りにおい

ても，必ずしも母語(中国語)の統語的知識が第２言語としての日本語の学習に貢献するとはい

えないであろう。 

母語の統語的知識を援用することが構造上困難であると考えると，中国語を母語とする日

本語学習者が日本語の統語的特性を学習するにあたり，母語の知識は，第２言語の理解過程に

おいては援用されがたいのではないかと予想される。しかしながら，言語的類似性が存在しな

いことが，すなわち習得の困難度をそのまま反映するとは限らないとも考えられよう。そこで

本研究では，中国語を母語とする日本語学習者が，母語とは類似した統語特性を持たない文の

主要成分である動詞述語をどのように理解しているか，また，その理解にどのような要因が影

響するか，これらを総合的に解明することを本論文の目的とする。 
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［本研究で取り扱う項目］ 

英語では，文の理解には動詞述語が重要であるといった議論が多く展開されている。英文

では，動詞が主語の後に出現するため，動詞駆動型処理(verb-driven processing)が機能し，文処

理においては動詞が重要となる。ところが，英語とは語順の異なる日本語においても，やはり

動詞が含まれた動詞句が文理解においては重要であることが示された眼球運動の研究がある。

Tamaoka, Asano, Miyaoka and Yokosawa (2013)は，日本語母語話者に対し，文処理における眼球

停留時間を句ごとに測定したところ，二重のスクランブル(double scramble)のような複雑なか

き混ぜ文であれば，動詞を見た後の読み返し(regression)が頻繁に起こり，読み返し後の眼球停

留時間として測定される読み時間も一重のスクランブル(single scramble)に比べて有意に長い

ことを示し，動詞の重要性を実証した。この研究は，言語に関わらず，文処理においては動詞

駆動型処理(verb-driven processing)が行われることを示唆しており，人間は文を処理する際に，

動詞を中心に文の意味理解を進めていくという一般的な傾向があることを意味している。とす

ると，英語と同様の SVO 語順である中国語母語話者の文処理は，動詞を中心に行われている

ことを示唆するのみならず，中国人日本語学習者が日本語文を処理する場合でも，それと同様

に，動詞を基軸として文の意味理解を進めていることを仮定しうるものである。つまり，複雑

な文構造を解析し，文の成す意味を理解するには，なにより動詞述語を適切に理解することが

重要であることを示しているといえよう。 

日本語の動詞述語文は，動詞の語彙知識，文法規則などさまざまな文法事項と関係してい

るが，本研究では文理解に重要な働きを果たしている動詞述語を中心に考察し，動詞述語の述

部構造 (「動詞テ形+補助動詞(+補助/助動詞」)の文)および複合動詞の２つを中心に研究を行

う。 

まず，動詞の述部構造は，日本語では用言複合と呼ばれる(花園, 1999; 丹羽, 2005, 2012)よ

うに，動詞の語幹は形態統語的(morphosyntactic)な結合により作られている。日本語の述部構

造の配列には，一定の規則がある(野田, 2006)。このような述部構造の構成要素となるテ形補

助動詞「～てくる」や「～ておく」の組み合わせは，日本語教育の初級段階で導入されてはい

るものの，日本語学習者にとって習得が困難であるとされている(水谷, 2001)。また，非常に

高い日本語能力を身に付けている中国人日本語教師であってさえ，複合化された補助動詞には

それほど馴染みがないことが報告されている(押尾, 2012)。押尾(2012)は，中国人日本語教師に

対し，複合的な補助動詞を含む文「A：コンビニへコーヒーを買いに行きます。Ｂさんのも（ ）。」

を用いて，文脈を手がかりに空所に適切な会話文を完成させる，文完成テストの調査を行った。
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その結果，この文には，「コンビニへコーヒーを買いに行きます。Ｂさんのも（買ってきてあ

げましょう）」のように，補助動詞（この場合は「～てくる」と「～てあげる」）を組み合わせ

て使うことができるにも関わらず，このような表現は調査の回答にはまったく見られなかった。

同じように「窓を（開けておいてくれた）」「猫にえさを（やってもらっている）」など，計 12

問の問題のうち，正答となりうる補助動詞を組み合わせた表現は，中国人日本語教師の文完成

テストには出現していなかったことから，押尾(2012)は，中国人日本語学習者を指導する中国

語を母語とする教師にとっても補助動詞を組み合わせて使用することは容易ではないようで

あると結論付けている。ただし，この課題では，文の産出に適切な補助動詞を使用することが

指示されたのみであり，複数の補助動詞を使用することを課されてはいなかった。そのため，

被験者が複数の補助動詞を使用する文を産出することを要求されているとは想定していなか

ったと思われ，この結果から中国人日本語教師が補助動詞の組み合わされた文に馴染みがない

と判断してしまうのは些か早計であるといえよう。しかしながら，制約のない自由産出文であ

るにも関わらず，こうした複数の補助動詞を使った文が一つも出現されなかったという点では，

そうした構造の文が日本語にあることを知らなかったのか，あるいは中国語に存在しないため

にそうした構造の文を生成するのがそもそも困難であるのかという疑問を呈する報告例では

ある。 

実際のところ，このような述部構造は日本の大学の講義にもよく使われるという(十島, 

1995)。十島(1995)は，日本の大学の講義に使用されている動詞について調査したところ，大学

の講義の調査では，動詞総数が 6,455語であるのに対して，「動詞テ形+補助動詞」の延べ語数

は 1,280 語であり，その比率は動詞全体の 19.8%であった。その中には，「中央大学でやって

もらっていると言う」「値が入ってくれないと困る」「Aが出してしまえば Bが分かってくる」

のように補助動詞の後ろにさらに他の助動詞が付随した述部構造の例も多かったという。この

ように，日本語ではよく使われる述語構造であり，インプットの多い項目とはいえ，水谷(2001)，

押尾(2012)の言うように述部構造の理解が学習者および超上級学習者(たとえば中国人日本語

教師)にとって難しいのだとすると，一般の日本語学習者は，複合化された補助動詞をどのよ

うに理解しているのであろうか。野田(2006)の示しているとおり，日本語の動詞述語の内部に

は一定の配列規則があるが，中国人日本語学習者には，その規則が習得されているのであろう

か。第２言語学習者の述部構造の習得には，どういった要因が影響するのかを解明することに

よって，述部構造の指導につなげていくことができると考えられる。  

さらに動詞述語の習得に影響する要因を解明するために，本研究では述部構造のほかに複合
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動詞の習得についても検証を行う。前述のように，日本語の述部構造は「V1テ+V2の補助動詞

+助動詞」となっている。同様に，複合動詞は「V1+V2」という形を持ち，動詞が複数組み合

わされた条件の述語である。補助動詞の組み合わせの場合には，V1 となる動詞の語彙知識と

ともに，V2 の補助動詞の配列規則の知識，すなわち統語的知識が習得に影響すると考えられ

るが，複合動詞の場合には，より動詞の語彙知識の影響がはっきりと見て取れると考えられる。

本研究では，より詳細に動詞述語の習得に対する影響要因を明らかにするために，複合動詞の

語彙的複合動詞を扱う。 

陳(2008)は，日本語学習者の複合動詞の習得を解明するために，話し言葉コーパス，書き

言葉コーパスにおける学習者と母語話者の複合動詞の使用状況を比較した。複合動詞の延べ頻

度を比較した結果，母語話者も学習者も複合動詞は語彙的複合動詞の方が統語的複合動詞より

も頻繁に使用したことを報告している。ただ，もともと語彙的複合動詞の方が統語的複合動詞

よりも種類が多いことを考えると，これは当然予想される結果であるといえよう。また，話し

言葉と書き言葉における日本語学習者の複合動詞の誤用について記述的に分析したところ，統

語的複合動詞の誤用は比較的少なく，語彙的複合動詞の間違いが多かったという。これもまた，

前述のように，語彙的複合動詞の種類が多いことが理由であろう。 

本研究でも，日本語能力試験出題基準に多く取り上げられている語彙的複合動詞を中心に

検討する。陳(2008)の研究では，話し言葉での複合動詞の使用頻度は習熟度と関係があり，書

き言葉では学習年数による差が小さく，複合動詞の使用頻度は学習年数との関係が無いことが

明らかになった。しかし，学習者の産出データによれば，話し言葉コーパスでも書き言葉コー

パスでも複合動詞のように誤りを起こしやすい項目については，使用を回避する可能性がある

という(陳, 2008)。もし本当に語彙的複合動詞の使用を回避しているとすれば，使用頻度だけ

で学習者の習得状況を正確に把握することは難しい。したがって，日本語学習者がどのタイプ

の複合動詞が習得されやすいかについては実証的に検討を行わなければならないであろう。そ

れにより，どのような条件の複合動詞が容易に習得されうるのか，習得における影響要因を明

らかにすることによって，効果的な日本語の教授・学習過程の構築に寄与できると考える。 

 

［本研究の課題］ 

本研究では，中国人日本語学習者を対象に，動詞述語(述部構造および語彙的複合動詞)の

習得を実証的に研究する。これらの動詞述語の習得要因を明確にするために，まず学習者の文

の理解において動詞の重要性を改めて検証する。また複雑な動詞述語を構成する際，基本とな
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るのは動詞の活用形であるため，その活用形の習得を明らかにしておく必要もあるであろう。 

以上から，本研究では，以下の３つの研究課題を設定する。 

研究課題１：文の理解における動詞の重要性を実証する。 

研究課題２：動詞の活用形の習得状況を明らかにする。 

研究課題３：複雑な動詞述語の習得に影響する要因を明確にする。 

 

［各章の要約］ 

第２章では研究課題１の文理解における動詞の重要性を実証した。その際に，場所を表す

格助詞「で」と「に」の文を例にした。「で」と「に」を含む文の理解において，どのような

要因から影響を受けているかについて検証した。検証の際に，まず動詞の要因として (1)動詞

の難易，(2)自他動詞を設定し，また動詞の要因のほかに「で」と「に」の習得にユニット形

成の傾向が見られるかを検証するために，(3)格助詞の前に来る名詞の種類(場所・位置)， (4)

格助詞の「で」「に」，さらに被験者変数として(5)読解力(読解テストにより上位・中位・下位

の群分け)の５つの変数を設定し，格助詞の正誤を予測する分類木分析を行った。なお，中国

語の母語の「在」の影響を検証するために，設定した調査問題にある格助詞「で」(または「に」)

はすべて中国語の「在」に訳すことのできる問題であった。分類木分析を行った結果，読解力

で分けた上・中・下の各群の影響が最も強く，読解力(日本語の総合能力と位置づける)が上が

るほど，場所を表す格助詞の正答率が上がっていた。さらに，上位群では，格助詞の前に来る

名詞は場所か位置かの影響が見られ，場所名詞の場合では動詞の難易，位置の場合では格助詞

の「で」「に」が影響していた。中位・下位群では，一番の影響要因は動詞の難易であり，そ

の次に動詞の自動詞か他動詞かの要因であった。以上のことから，場所を表す格助詞の「で」

と「に」の習得において，動詞を中心に使い分けられていることが分かった。 

従来の先行研究で格助詞と動詞の関係を指摘していたのは，「が」と「を」の助詞の選択に

ついてのものであった。日本語の構文では「目的語+を+他動詞」であるのに対し，自動詞の

場合は「対象語+が+自動詞」である。自他動詞の区別ができないと「が」と「を」の使用に

も混乱を生じるという，一般的によく知られた関係である。一方，場所を表す格助詞「で」と

「に」では，誤用分析の手法により，中国語母語の「在」の影響があることが指摘されている

(岡田・林田, 2007, 上村・桝井, 2002, 村松, 1987)。その習得を探った検討においても，やはり

助詞に前置される名詞に注目したユニット形成仮説のみが主張され(迫田, 2001; 蓮池, 2004a, 

2004b)，「で」と「に」の習得における動詞の位置づけは重要視されていなかった。しかし，
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本論の第２章では，格助詞「で」と「に」の理解を例に，影響要因をバランスよく統制した上

で検証を行った結果，学習者が基本的に動詞を中心に格助詞「で」と「に」を使い分けている

ことを示した。以上の点から，文の理解において，動詞は重要な役割を果たしていることを明

らかにした。 

第３章と第４章では，動詞述語の構成要素の活用形の習得について検証した。 

第３章と第４章は初級日本語学習者を対象に動詞の活用形のマス，タ，タイ，ナイ，テの

習得について，項目学習を行っているか，あるいは規則学習を行っているかの観点から検証を

行った。その結果，初級学習者でもどの活用形もよく習得されており，存在しない無意味語で

あっても，活用形の変換においても正しく形態変化が行われていた。さらに無意味語の活用形

の習得と教科書内で学習した語彙の活用形の習得にはわずかな差しかなかった。このことから，

活用形の習得において基本的に規則学習が進んでいることが分かった。また各活用形の習得状

況を調べた結果，マス形はよく習得され，その次はタイ形，ナイ形，テ形であり，比較的習得

が遅かったのはタ形であった。マス形とタイ形，テ形とタ形は同じ変化規則を持っているにも

かかわらず，正答率には有意な差が見られた。それはマス形はタイ形よりインプットが多く，

同様にテ形はタ形よりインプットが多いためであると考えられる。 

さらに，テ形の変化形で文法能力を予測した結果，「いて・いで系」「んで系」の習得が文

法習得に貢献することが示された。つまり，「いて・いで系」「んで系」を習得することが文法

能力を分ける要因になっているということが明らかになった。またこの結果は，テ形が文法項

目の１つであることを証明し，テ形と文法と緊密な関係を持っていることを実証するものであ

る。第３章と第４章で対象となる日本語学習者は４ヶ月しか日本語を習っていなかったが，動

詞の活用形はよく習得されており，項目学習は見られたものの，比較的に規則学習のほうが優

勢であることが分かった。先行研究では日本語動詞の活用形の習得において，項目学習から規

則学習へのプロセスがあるという主張(長友, 1997)とともに，項目学習と規則学習の両方がと

もに存在するという主張もある(菅谷, 2010)。本論文の第３章と第４章で，動詞の語彙を統制

し，さらに実在語と一致しない語尾で調査する先行研究の問題点を克服し，実在動詞と無意味

語の動詞の語尾も統制した上で検証したため，より客観的な結果が得られたと言えよう。 

テ形は使用頻度が高く，文法と緊密な関係を持っている。そこで，テ形によって連結・構

成される述部構造(動詞テ形+補助動詞+助動詞)はどのように習得されるのかについて第５章

と第６章で検証した。 

第５章ではまず述部構造のテストを作成した。その述部構造の影響要因として，(1)前項動
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詞の難易度，(2)述部構造の階層性(１階層・２階層・３階層)，(3)学習者の学習期間(１年間・

２年間)の３つの要因を設定し，分類木分析で解析した。さらにその述部構造の理解が読解へ

どのように貢献するかを重回帰分析で検討した。また，分類木分析を行った結果，述部構造の

影響要因は，１年・２年の学習期間が最も強い影響要因で，次に述部構造の階層構造と前項動

詞の難易度が影響していた。学習期間ごとに結果を見てみると，日本語学習１年では述部構造

を理解する際に，動詞の語彙理解(難易)に留まり，日本語学習２年では１階層，２階層，３階

層とより複雑な構造の習得が進んでいることが分かった。つまり文の階層構造の規則も習得で

きていることが明らかになった。また，階層構造の複雑さで読解を予測した重回帰分析の結果，

２階層と３階層のより複雑な述部構造の理解が読解を促進していたことが示された。 

この結果をより深く追及すると，１年間，２年間と日本語の学習期間が進んでいくにつれ，

述部構造の理解が進んでおり，語彙知識と文法知識を援用しながら述部構造の全体を理解でき

るようになっていることが伺える。この結果から，語彙知識と文法知識が述部構造の習得を促

進し，さらに読解を促進するという因果関係を想定できよう。そこで，この想定された因果関

係が妥当であるかどうか，SEM の手法を用いて第６章で検証を行った。その結果，モデルの

指標は基準を満たしており，良好なモデルであることが示された。つまり，語彙知識と文法知

識は述部構造を仲介して読解へ促進するという因果モデルが成立していた。また語彙知識と文

法知識を比較すると，語彙知識の影響力が強いことも確認された。つまり，述部構造の理解に

は文法力を必要とするものの，語彙力と比較すると弱かった。さらに述部構造の理解は総合的

な日本語能力を必要とし，同じく総合的な日本語能力を必要とする読解を促進していることが

分かった。従来の先行研究でも語彙知識と文法知識は読解を促進していることが指摘されてお

り(e.g., Anderson, 2000; Bernhardt, 1991; Urquhart & Weir, 1998; Weir, 1983; Yamashita, 1999)，この

結果は本研究の結果と一致するものである。ただし，本研究は，語彙知識と文法知識のみが読

解を促進しているのではなく，語彙知識と文法知識は述部構造を仲介し，読解を促進している

ということを明らかにした。これは，読解は総合的な日本語能力を必要とし，その読解の発達

は述部構造などのような複雑な文の理解から影響を受けているということを意味している。 

また，動詞述語としては，他に複合動詞があることが知られている。第７章と第８章では

複合動詞の語彙的複合動詞の習得に影響する要因を検証した。 

第７章では４つの要因を設定し，検証を行った。具体的には，(1)V1 動詞の難易度，(2)V2

の他動性，(3)複合動詞の抽象性，(4)日本語学習期間である。分析の結果，主要な影響要因は

V1動詞の難易度であった。V1動詞の違いから分岐して，「易しい」場合には，日本語学習期間
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が影響していた。２年間の日本語学習期間では１年間より語彙的複合動詞の習得が進んでいた。

語彙的複合動詞の習得に影響する要因は述部構造と異なり，学習期間からの影響が弱かった。

V1 動詞の難易度はもっとも強い影響要因であった。つまり，１年間日本語を学習しても２年

間日本語を学習しても語彙的複合動詞の理解において，主に着目しているのは V1動詞であっ

た。また，V1動詞が易しい場合にのみ日本語学習期間の影響が見られた。V1動詞が難しい場

合には，語彙的複合動詞の全体的な意味(抽象的・具体的)が理解に影響していた。 

さらに，語彙的複合動詞をめぐる因果関係を検証した第８章の結果では，全体的に見ると，

文法知識から語彙知識へと，さらに語彙知識が語彙的複合動詞の習得を促進している因果モデ

ルが得られた。このように，同じく動詞述語である述部構造と語彙的複合動詞の理解において，

両者は異なる理解方略を示していることが分かった。 

以上のように，本論文では動詞述語の習得に影響する要因を明らかにした。第９章の総論

では本研究の結果は日本語教育への応用について検討した。以下の３点が日本語教育に応用で

きると考えられる。 

第１に，動詞活用の指導において，より明確に規則を提示すべきであろう。本研究で検証

した結果では初級学習者でも規則を中心に学習していることが分かった。それを踏まえ，教育

現場では１つ１つの動詞の活用形を指導するよりも，動詞の活用形の規則を詳細に明確に説明

し，その規則に従って未知の活用形を作らせるほうが効果的であることが分かる。 

第２に，述部構造の補助動詞と助動詞の組み合わせ規則は初級後半から導入されたほうが

よさそうである。本研究の結果では，初級段階の学習者は述部構造の文法規則の階層構造が分

かっておらず，前項動詞のみで理解している。これは教科書の説明不足，あるいは教師側の指

導不足を反映したものでもあろう。従って，述部構造の補助動詞と助動詞の組み合わせ規則に

ついては，初級の後半から徐々に導入していくなどの方法を検討すべきであろう。 

第３に，本研究では学習者が V1を中心に語彙的複合動詞を理解していることが分かった。

従って，日本語教育では語彙的複合動詞は V1の易しい順から難しい順への導入が望ましいで

あろう。 


