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３。研究課題：	
•  英語学習者はどのような間違いをするか？　	
•  間違いをなぜするのか？	
•  英語学習者の間違いから普遍文法について何

が学べるか？	
•  本研究では特に「移動現象」がある

と思われる英文を調査対象とする。	

２。研究背景：	
•  日本の学生は外国語として英語を長年勉強

する。	  
•  しかし、日本人の学習者は英語を英語話者と

同じように使えない場合が殆どである。	  
•  英語学習者の英語間違いは、言語学理論の

基本的な概念の普遍文法の規則（Chomsky 
1981, 1995など）に従っているはずである。	

•  疑問文に於ける移動現象	
•  ある単語の発音される位置と意味を解釈する

位置が違う場合を「移動現象」と呼ぶ。	
•  英語の肯定文に於ける目的語は動詞の後に

現れる。	
•  「Mary bought food.」	

•  疑問文の場合、疑問詞の目的語（例えば
「what」）は動詞の後に現れるのではなく、文
の最初の位置まで移動する。	

•  「What did Mary buy what?」）	
•  移動現象は言語によって異なる。	

•  日本語の疑問文では疑問詞が移
動する必要はない。	

•  移動現象はなぜ起こるのか、また言語によっ
てなぜ異なるのかは言語学理論の大きな課
題である。	

４。研究方法：	
•  １）調査者を集める。	
•  ２）データ収集を行う。	
•  ３）データをデータベースに取り込む。	
•  ４）データを分析する。	

１。 研究概要：	
１）日本語を母語とする英語学習者が発する英語のデータベースを作る。	
２）データベースに取り入れているデータを分析し、データの特徴を明確にする。	

５。データ収集：	
被験者：	
•  ４３名からデータ収集を行った。	  

•  ４１名：日本人英語学習者（大阪教
育大学の学生）	  

•  ２名：英語話者（日本在住のアメリカ
人）	  

調査方法：	  
•  日本語の文を見せて、英語でどのようにいうの

かを尋ねる。	
•  絵を見せて、絵に関する英語の質問文を作ら

せる。	
•  被験者の発話を録音する。	
•  収集されたデータを音響処理する（PRAATとい

う音声解析ソフトを利用する）（現在進行中）。	
•  データをデータベースに取り込む（現在進行中）。	

６。データベース構築	
•  データベース（図１）には録音した音声と文

書化データを保存する。（現在作成中）	
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図１：データベース内の英語母語話者と英語母語話者のデータの例　　	

図４：１９歳の英語学習者（男性）の可否疑問文のピッチト
ラック	

図８：１９歳の英語学習者（男性）の疑問詞疑問文のピッ
チトラック	

図２：３８歳の英語話者（男性）の可否疑問文のピッチトラック	

図６：３８歳の英語話者（男性）の疑問詞疑問文のピッ
チトラック	

７。データ分析：	
•  データ分析の例。	  

可否疑問文	  
英語話者の例	  

図３：図２の文の統語構造	

図５：図４の文の統語構造	

疑問詞疑問文	  
英語話者の例	  

•  図６は英語話者から収集した疑問詞疑問文：	  
•  What	  did	  Hanako	  eat	  in	  the	  kitchen?	  

•  図７は、この文の構造を表している。	  
•  構造の特徴：	  
•  主語「Hanako」はv*P（動詞句）からTP(時制句)まで

に移動する.	  
•  TはC（補文標識）まで移動し、「did」と発音される。	  
•  疑問詞「what」はCP（補文標識句）までに移動する。	  

英語学習者の例	  
•  図８は英語学習者から収集した疑問詞疑問文。	  

•  What	  Hanako	  eat	  in	  the	  kitchen?	  
•  図９は、この文の構造を表している。	  
•  英語話者の「正しい」文（図６）と比較して、以下の

違いがある：	  
•  「did」は発音されてない。TはC（補文標

識）まで移動してない可能性がある。	  
•  他は英語話者と同様の構造である。	  

•  文末の特徴：	  
•  英語話者の場合、文末（図６）は下降調

になる。	  
•  英語学習者の場合、文末（図８）はやや

上降調になる。	  
•  イントネーションは逆になる。	  

•  英語話者の文と英語学習者の文を比較すると統
語構造上の違いと音韻構造上の違いを指摘できる。	  

図７：図６の文の統語構造	

図９：図８の文の統語構造	

８。まとめ：	  
•  データベース内にたくさんのデータを現在取り込んでいる。	
•  今後、プログラミング言語（Python）を用いて、データの特徴を抽出

し、データの共通点等を調査する。	
•  本研究の被験者はどのような間違いをするのかを研究することで

普遍文法の規則をより深く理解出来ることが可能になる。	
•  このような英語学習者の英語を研究することによってどのような間

違いを頻繁にするのか、または間違いをなぜするのかについてよ
り深く理解する事が可能になる。	  

•  図２は英語話者から収集した可否疑問文：	  
•  Did	  Taro	  read	  a	  book?	  

•  図３は、生成文法の立場から、この文の構造を表し
ている。	  

•  構造の特徴：	  
•  主語「Taro」はv*P（動詞句）からTP(時制句)までに

移動している.	  
•  TはC（補文標識）まで移動し、「did」と発音される。	  

　英語学習者の例	  
•  図４は英語学習者から収集した可否疑問文：	  

•  Did	  read	  Taro	  a	  book?	  
•  図５はこの文の構造を表している。英語話者の「正

しい」文（図２）と比較して、以下の違いがある：	  
•  動詞「read」はT(またはTより上の位置）

までに移動している。	  
•  主語「Taro」は移動していないようにみ

える。	  
•  T（時制）はC（補文標識）までに移動して

いるかどうか明らかではない。	  
•  文末の特徴：	  

•  英語話者の場合、文末（図２）は上昇調
になる。	  

•  英語学習者の場合、文末はやや下降
調になる。	  

•  イントネーションは逆になる。	  
•  英語話者の文と英語学習者の文を比較すると統語

構造上の違いと音韻構造上の違いが明らかになる。	  


