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要約：小学校英語で時制の教育が議論になった。児童の時制理解の実態を探るため、小

学校高学年以上を視聴対象とする「ドラゴンボール」（フジテレビ）101話の時制を分析

した。80話に過去形、未来形が使われ、大過去も使われていた。中学年向け番組のよう

に時制が変わる間、手がかりが画面に出続ける技法から、暗転や二重写しのように一瞬

だけ出る技法が主になっていた。セリフだけ（24.8％）や手がかりなし（4.3％）もあっ

た。高学年向け番組では、すでに時制の簡略化、省略が生じていたのである。日本では

テレビ番組が学校より先に時制を教えていること、つまりメディア・リテラシー機能を

果たしていることが明らかになった。放送教育がこれを可能にしていることが考察され

た。 
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１． 初めに   

小学校英語で時制を教育するかどうかが義論に

なった。実は、テレビ番組では、「サザエさん」で

も「ドラえもん」でも過去形・未来形と言った時制

が使われている（村野井、2016）。 

村野井（2018）は、小学校３・４年生向けの「さ

わやか３組」（Eテレ）で、回想の中で回想をする大

過去や、想像の中で想像をする「大未来」といった

高校英語レベルの時制が使われていることを明ら

かにした。このような複雑な文法を使うことができ

る理由は、教室で級友といっしょに視聴し、児童が

理解できない時は教師が教える放送教育という日

本独自のサポートシステムがあるためである。 

 今回の研究では、小学校高学年向けアニメにおけ

る時制表現を分析することで、表現方法の変化を分

析する。番組制作者は視聴対象に合わせて番組を作

る。見てもらえる、視聴率が高いというのは視聴対

象である子どもに手ごろな内容であり、手ごろな手

がかりをつけていると考えられるためである。 

日本語は、時制表現が弱い言語であり、学校教育

的には中学校の英語で初めて時制を教えている。時

制の教育を受けていない児童向けに時制のある番

組を放送するためには、何らかの手がかりをつけて

児童の理解を助けなければならない。 

 逆に言えば、手がかりのつけ方から児童の時制理

解を解明できるのである。 

 

２．研究の目的 

本研究では、「ドラゴンボール」の時制表現を分

析し、小学校高学年向けの表現方法の特徴を明らか



にする。この作品は 30 分番組であるが連続物であ

り、登場人物も多いため、時制表現が多く使われる

と予想されるためである。 

 

３．研究の方法 

分析対象は、「ドラゴンボール」（鳥山明、フジテ

レビ、1986放送開始）である。孫悟空少年編と言わ

れる 101話を分析した。視聴率が高く、長期間にわ

たって放送され、広く認知されているためこの作品

を選んだ。 

 分析の指標には、映像の手がかり（フレーム、ワ

イプ、かげろう）および音の手がかり（効果音、音

調変化、BGMオンオフ）など 3・4年生向けの番組で

使われる時制表現を基本にして、新たな技法が出現

した場合は追加する形で分析した。 

 

４．結果 

（１）時制表現の量的分析 

分析した 101話中 80話に時制変化があった。101

話に 148 回現れている。１話あたり 1.47 回時制が

現れている。時制が現れる回に限定すると、時制は

1.85回生じている。時制が小学校高学年向けアニメ

で当たり前に使われていることがわかる。 

 

表１ ドラゴンボールに現れる時制 

種 類 回 数 

回 想 ７２ 

ダイジェスト ６２ 

想 像 １２ 

大 過 去 ２ 

合計 １４８ 

 

時制表現は、回想が 72 回と多く、時制表現の

48.7%を占めている。想像シーンが 12 回（8.1％）

である。 

 大過去も２回出現した。大過去とは、回想シーン

の中に回想シーンが入ることである。過去形の過去

形である。高校 1年生の英語で教える時制表現であ

るが、すでに使われていることが実証された。今回、

分析したのは、「悟空少年編」と呼ばれる初期の作

品である。ここで既に使われているならば、後の作

品にはもっと多くの大過去が現れると考えること

ができよう。 

 「サザエさん」等に比べ、時制が少ないのは、番

組冒頭でそれまでの話を1分間程度でまとめている

ためである。これをダイジェストと名づけた。ダイ

ジェストは全体が回想シーンと言える。「ドラゴン

ボール」は、毎週、話が連続するため回想が必要と

なる。特に戦闘シーンでは、敵の攻撃技を再確認す

る必要がある。また、以前現れた人物が再び現れる

ことも多い。番組冒頭でそれまでの物語をダイジェ

ストとして示すことにより、時制変化が現れること

を少なくしていると言える。制作者の工夫と言えよ

う。ダイジェストは、いくつかの話題をまとめてい

るが、今回の分析では時制変化 1回として数えた。 

 

（２）時制の手がかり・・・多様化と簡略化 

個々の時制がどのように表現されているかを分

析した。小学校中学年までを対象とした番組とは、

大幅に手がかりが変化していることが分かった。 

 ・映像の手がかり 

 表２に映像の手がかりの出現数とその割合を示

す。用語であるが、「背景色変化」とは、人物の背

景のみ色が変わることである。スポットライトを当

てる技法もここに含めている。ポケモン事件（1997）

以前の番組なため「パカパカ」（フラッシング）も

含んでいる。「セピア」とは、画面全体がセピア、

白黒、ブルーなど単一色に変化することを総称して

いる。 

 表２を見ればわかるように、時制の手がかりで最

も多いのがセリフであり 24.8％使われている。 

暗転、白転（18.8％）や二重写し（17.1％）のよう

に時制が変わる一瞬しか現れない手がかりが多く

なっている。段落分けの目印、文章で言えば「一文

字下げ」の役割を果たす手がかりになっていると言

えよう。 



 

表２ 映像の手がかりの出現数とその割合 

  セリフ 暗転・

白転 

二重写

し 

背景色

変化 

フレー

ム 

セピア かげろ

う 

手がか

りなし 

ワイプ 合計 

出現数 29 22 20 12 12 10 6 5 1 117 

出現割合 24.8 18.8 17.1 10.2 10.2 8.5 5.1 4.3 0.9 99.9 

 

 

               表３ 音の手がかりの出現数とその割合 

  BGM 効果音 音調変化 合計 

出現数 50 31 15 96 

出現割合 52.1 32.3 15.6 100 

 

 

－ 時制が変わる間、画面に現れ続ける映像の手がかりの例 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図１ フレーム               図２ ２画面状態のワイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真１ Eテレのワイプ        写真２ 暗転し、スポットライトが当たる（Eテレ） 



 映像の手がかがつかない「手がかりなし」も４．

３％現れている。すでに手がかりが簡略化、省略化

されていると言えよう。大人向け番組と変わらない

表現方法が中心になったと言えよう。 

そのため、時制が変化している間中、画面に出続

けている手がかり（背景色変化、フレーム、セピア、

ワイプ、前ページ参照）は少なくなっている。これ

らは、小学校中学年までの番組では主要技法として

使われている。しかし高学年児童は、短時間しか現

れない手がかりでも有効に活用できるため、必要が

なくなったと言えよう。 

 つまり、小学校高学年は時制を理解していると言

うことができよう。 

・音の手がかり 

 表３に音の手がかりの出現数とその割合を示す。 

ドラゴンボールでは、場面（段落）が変わる時に効

果音がつくだけでなく、時制変化している間に場

所・時間が変化し、多数の効果音がつく。効果音を

数えられなくなっている。したがって、効果音の数

値は、時制変化するときに付いたか付かなかったか

を示している。 

BGM、音調変化は一度つくと同じ状態が続くので、

これも付いたか付かなかったかを示している。 

音の手がかりは、小学校中学年までの種類と変わら

ず、BGM、効果音、音調変化が使われている。 

時制が変わる時、BGM が始まったり、終わって静

かになったりする。BGMが 52.1％となっており、BGM

を手がかりにすることが多いと言える。 

 

（３）結果のまとめ 

今回の研究では、映像や音声の手がかりを分析し

ている。実は、「ドラゴンボール」では時制が変化

する際の表現方法として、人物が物思いにふけると

か考えこむという顔の表情が使われるようになっ

ている。また、顔のアップなどカメラワークで表現

する場合もある。時制変化の方法が多様化している

のである。 

時制表現が、映像に手がかりを付ける手法から、

演技や雰囲気あるいはカメラによる映し方（ズーム

イン、チルトアップ）へ変化しつつあるといえよう。 

 

５．考察 

 今回の研究より、小学校高学年向けの番組におけ

る時制表現は、暗転・二重写しのように一瞬しか見

えないような手がかりへ簡略化され、その一方で表

情やカメラワークなど大人と同じ表現方法へ多様

化していることが示された。 

すなわち、小学校高学年児童は、時制を理解して

いると言うことができよう。 

児童の時制理解の発達をまとめると以下のよう

になると考えられる。 

小学校低学年では、時制の手がかりに気づき始め

るが、それが何か何の役割をするのか理解できない。 

小学校中学年では、子ども番組で時制が使われる

ようになる。中学年で時制を理解すると考えられる。

しかし、日本の教育では中学校の英語にならないと

時制を教えていない。教えていないのに、児童の多

くが時制を理解できる背景には、放送教育という日

本独自のシステムの存在が考えられる。学校で、み

んなで視聴し、議論して、児童がわからなければ教

師が教えるシステムである。E テレの時制表現は、

写真１．２のように気が付きやすく、比較的安定し

た技法を使っている。目を引いて、議論を引き起こ

す時制表現といえる。 

高学年になると、時制表現の簡略化が始まり、大

人と同じ時制表現が使われるのである。 

教育チャンネルを持ち、学校で利用するという日

本独自の放送教育が、時制表現の弱い日本語を補っ

ていると言えよう。 
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