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モスク教室における在日パキスタン人児童のコードスイッチング
山 下 里 香 （東京大学東洋文化研究所／日本学術振興会）

継承語は移民コミュニティの民族アイデンティティの要のひとつ，またコミュニティの団結の資源と
されることが多い．特に，第二世代以降には，コミュニティ内でのフォーマルな場面や，上の世代との
会話に使われると言われる（生越，1982, 1983, 2005; Li, 1994）．また，語用論的には，言語選択や言語
の切り替えは，コンテクスト化の手がかり (contextualization cues)という，談話の機能を持つとも言わ
れる (Gumperz, 1982)．日本語と継承語が流ちょうに話せる子どもたちは，移民コミュニティにおいて
実際にどのように複数の言語を使用しているのだろうか．本研究では，コミュニティでの参与観察をふ
まえて，在日パキスタン人バイリンガル児童のモスクコミュニティの教室での自然談話を質的に分析し
た．児童らの発話の多くは標準日本語のものであったが，ウルドゥー語や英語の単語，上の世代が使用
する日本語の第二言語変種（接触変種）に言語を切り替えることがあることがわかった．児童らは，こ
うした日本語以外の言語・変種を，上の世代の言語運用能力に合わせて使用していたのではなく，談話
の調整や，時には上の世代に理解されることを前提としない意味を加えることで自分たちの世代と上の
世代との差異を確認し強めながら，世代間の会話の資源として利用していることがわかった．
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Codeswitching in a Mosque School Classroom  
by Pakistani Pupils in Japan
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The heritage language of a minority community often plays a great part in holding the commu-
nity together and reinforcing ethnic identity. Its use in formal community settings and intergenera-
tional conversations is often regarded as polite (Ogoshi 1982, 1983, 2005; Li 1994). Code-switching itself 
has been said to have discourse functions when used as a contextualization cue in conversation 
(Gumperz 1982). This paper examines the language use of bilingual Pakistani pupils in a Tokyo sub-
urb using linguistic ethnography. Although the pupils are able to speak standard Japanese and do so 
most of the time, they occasionally use different languages or varieties, such as Urdu, English, and 
the second-language variety of Japanese that the community adults use. Rather than simply ad-
justing to the linguistic skills of the adults in Japanese, the bilinguals’ codeswitches across languages 
and varieties were found to be resources in intergenerational communication including discourse 
strategies, and found to add covert and polysemous meaning to construct and reaffirm generational 
difference within interactions.
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1.　は じ め に

日本の公立学校に通う外国籍児童生徒は，数千人
の揺れがあるにせよ，過去10年間毎年7万人 1)を超
えており（文部科学省，2013），彼らのための第一
言語・継承語や日本語の指導・支援のあり方に関し
て議論が多くなされている．日本語の補習指導を必
要としない外国籍児童生徒はその62.2%にあたる．
彼らが学校内で日本語を使用しているということは
予測されるが，学校外での言語生活，特に日本語以
外の言語と接触する場面での言語使用に関しては，
まだよくわかっていない．
本稿は，日本国内のある移民コミュニティの言語
使用̶具体的には，在日パキスタン人バイリンガル
児童の自然談話におけるコードスイッチング̶を分
析する．これまでの国内の多言語使用研究が家族や
同世代での私的な会話を分析したのに対し，本研究
では，宗教コミュニティ教室内での教師を交えた自
然談話の質的な分析を行なう．それにより，バイリ
ンガル児童が，民族アイデンティティや連帯感の標
示ではない形で，継承語や接触変種の切り替えを，
世代間の会話の資源として使用していることを示
す．

2.　先 行 研 究

社会言語学におけるコードスイッチング（以下
CS）研究は，「もう一巡した」(Woolard, 2004, p. 90)
とまで言われる．CSとは，異なる言語体系間の切
り替えのこと (Gumperz, 1982)を本来指しており，
文間CSや文中CSといった，形式面からのタイプ分
類もあった．しかし，研究が進むにつれ，異なるレ
ジスターやスタイルの間の切り替えも含んで議論す
るようになった (Woolard, 2004)．

CSの研究は，欧米を中心に盛んであったが，日
本語に関する研究も少数ながら存在する．本節で
は，CSの古典的研究における，「継承語の使用は民
族的アイデンティティの象徴である」という視点
から，その後の発展を概観し，日本語のCS研
究がその流れのどこに位置するかを俯瞰する．そ
のうえで，本研究の分析の方法論である linguistic 

ethnographyを紹介する．
2.1　社会言語学的なCS研究の流れ

CSが，二言語の運用能力の欠如ではなく，むし
ろ高度な二言語の運用能力の証拠であり，アイデン
ティティや連帯感の標示となることを示したのは
Poplack (1982)の在米プエルトリコ系移民の研究で
あった．変異理論の枠組みを使用したPoplackの一
方で，「コミュニケーションの民族誌」(Hymes, 
1972)の流れを汲んだGumperzは，CS研究を語用
論や質的な社会言語学の方向へと大きく発展させ
た．彼は，二言語話者が，状況や会話の参加者，ト
ピック等に応じて意識的および無意識的にCSを行
うことを示し，それぞれに概念を与えたのである
(Blom & Gumperz, 1972)．会話の参加者の調整に
関するCSをsituational switching，話者が話題の転
換において無意識に一方の言語へCSすること
をmetaphorical switchingと呼んだ．さらにこの研
究は，後の仲間内の言語 (we-code)と他集団の言語
(they-code)という概念 (Gumperz, 1982)につながり，
民族集団と言語使用の関係が，今日まで研究される
こととなった．

Gumperzは言語集団の連帯感という社会的な側
面に注目した一方で，CSが，単一言語内のプロソディ
の変異などと並ぶ，コンテクスト化の手がかり
(contextua lizaiton cues)のひとつとして，談話にお
いて語用論的な機能を担うと述べたのである．彼
は，談話に見られるCSのタイプとして，「引用 (quo-
tations)」，「発話相手の限定 (addressee specifi cation)」，
「間投詞 (interjection)」，「繰り返し (reite ration)」，
「情報の付加 (message qualification)」，「個人化／客
体化 (personalization versus objecti fica tion)」を挙
げた (Gumperz, 1982, pp. 79‒84)．このような語用論
的なCSの捉え方は，CSの会話分析的研究 (Auer, 
1984; Li & Milroy, 1995)の発展へとつながった．
会話分析の導入は，CS研究に大きなインパクト
を与えた．それまで文化人類学的な記述が中心で
あった，移民コミュニティの多言語会話が，相互行
為の詳細を中心にした会話の理論に基づいて研究さ
れ始めたのである．
しかし，会話におけるCSの秩序の研究の基盤と
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なっていた会話分析の理念は，言語人類学や，多言
語使用の社会言語学の学問的関心と必ずしも一致し
なかった．多くの研究者は，会話外の情報を一切考
慮に入れない社会行為としての会話におけるCSの
機能ではなく，話者の属性やアイデンティティの交
渉とCSの関係や，CSの多義性や曖昧性に関心が
あった．そこで，ヨーロッパの多言語使用の研究者
を中心として，会話分析のミクロな記述と分析手法
を応用しながらも，独自の道を歩んだ結果生まれた
のが，2.3で取り上げる linguistic ethnographyであ
る．
2.2　日本の移民言語研究のこれまで

これまでの日本の移民コミュニティの言語研究
は，欧米での社会言語学的研究の影響を受けなが
ら，言語・方言の使用の記述，変異理論による量的
な分析，使用形式と使用場面のアンケートといった
手法で行なわれてきた．例えば，在日コリアンの民
族学校における，言語使用，言語意識に関するアン
ケート調査では，言語運用能力にかかわらず，民族
語があいさつや対年長者といったフォーマルなコ
ミュニケーションで使われることが好まれることが
示されている（生越，1982, 1983, 2005）．
日本語と他言語との間のCS研究に関していえ
ば，Gumperzなどを参照した，文法的および語用
論的な議論に与していた．例えば，Nishimura (1997)
およびナカミズ (2000)は，CSの文法的な制約に関
する研究を行なった．また，語用論的視点からは， 
CSを二言語が流ちょうな話者間の「会話促進スト
ラテジー」としてとらえた研究（ナカミズ，2003），
および言語運用能力の偏りがあるとされる一世によ
る，二つの文化と「両言語の溝を補いあうダイナ
ミックな言語行為」（金，2003，p. 52）としての混
用コードが存在するという研究があった．
こうした接触現象は，コミュニティ内に共有され
る文法としての談話機能，コミュニティのアイデン
ティティ標示や連帯，二つの言語と文化との同時的
な関わりの反映とされた．移民の多言語使用に関す
る日本語による研究が特集された『月刊言語』の「特
集・移民コミュニティの言語」(2003)では，継承語
は，「アイデンティティを確認する，あるいは連帯

感を維持するために用いられる」（林・生越，2003，
p. 27）とまとめられている．そして，「受け入れ社
会およびその言語への適応が進む」につれ，コミュ
ニティの存続を図る方略のひとつとして，継承語に
「新たな社会的意味が付与される」と述べられてい
る（同頁）．このことは，著者らも述べている通り，
それまでの北米および欧州での多言語使用研究でわ
かっていたことと一致している．
2.3　Linguistic ethnographyと欧州の教室研究

日本の研究を含め，移民コミュニティの古典的な
研究では，私的な会話における継承語とマジョリ
ティ言語の二項対立をもって言語使用が論じられて
きた．例えば，言語使用の観察および録音から，年
長者に対して民族語を使用することが在英中華系コ
ミュニティにおいて望まれ，実際に多少使用されて
いることが言及された (Li, 1994)．しかし，Sebba & 
Wooton (1998)は，ジャマイカ系のロンドン住民が，
家庭外ではジャマイカ系の変種を使用している一方
で，家庭内で汎民族的 (pan-ethnic)なロンドン英語
を使用していたことを示した．このことは，マイノ
リティ民族集団にとって，必ずしも，we-codeが民
族語，they-codeがマジョリティ言語，となってい
るわけではないことを示した．また，Rampton (1995)
も，crossingと呼ばれる自身の民族集団のものでは
ない言語の使用を論じた．
小さなコミュニティ教室におけるバイリンガル児
童の共時的な言語使用の分析と議論には，一定の話
者数を必要とする変異理論や，コミュニティの背景
を考慮に入れない会話分析といった方法論は適さな
い．そこで，筆者が着目したのは，linguistic ethno-
graphy（以下LE）(Creese, 2008)である．LEは，「コ
ミュニケーションの民族誌」のように民族誌的情報
を重視しつつ，Gumperzの相互行為社会言語学な
どの談話分析や会話分析の手法などを取り入れ，教
育学・応用言語学・社会言語学の関心の追求を主眼
においている．LEによる補習教室の研究は，言語
およびメタ言語の使用に見える社会の制度や権力に
批判のまなざしを向けながら，マジョリティ言語，
民族語とアイデンティティの複雑な関係性を探る点
が特徴的である．LEが生まれた英国では，学校お
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よび移民コミュニティ教室の自然談話に見られる多
言語・多スタイル使用の研究をボトムアップに分析
し，私たちの多言語使用の概念を塗り替えた（例え
ば Rampton, 1995, 2006; Martin, Bhatt, Bhojani, & 
Creese, 2006; Creese & Blackledge, 2011など）．
本論文では，Woolard (2004)のCSの見方を採用
し，それぞれ社会的に言語と見なされたもの（日本
語，ウルドゥー語，英語など）のみならず，日本語
接触変種もコードのひとつとする．また，社会の権
力構造を批判的に捉え直すという問題意識という点
ではLEを採用せず，方法論としてLEのボトムアッ
プ的な談話の分析を採用する．具体的には，
Gumperz (1982)の挙げたCSのタイプや，Rampton
の挙げた crossingという概念（6. 参照）を援用し
ながら，会話データの場面やコミュニティの文脈に
沿ってデータの解釈と分析を行なう．

3.　調 査 概 要

3.1　談話データと録音について

本論文で用いる談話データは，2000年代後半
（2007年および2009年）に音声録音された，首都圏
にあるGモスクの教室における自然会話を書き起こ
したものである．計25日間，約36時間の自然談話
の音声録音を行なった．なお，教師全員と児童の保
護者から書面での承諾を得たほか，児童らにも，調
査の概要と，いつでも彼らの意思で録音が止められ
ることを授業前に説明した．モスクの名前，および
話者の名前は，全て筆者が選んだ仮名である．
筆者は録音時およびその他の日に教室を見学して
いたほか，数年に渡ってコミュニティの行事等の参
与観察を行なった．
3.2　Gモスク教室について

Gモスク教室では録音当時，アリー先生によるイ
スラーム知識や聖典クルアーン（コーラン）の音読
の授業 2)と，ビルキス先生による英語の授業が行な
われていた．16人前後の児童が平日の放課後にG
モスクに通っていたが，クラスは年齢と習熟度を考
慮した 2クラスに分かれており，その家族背景も
様々であった．当時通っていた児童の半数以上がパ
キスタン人の父親の家庭であったが，両親ともパキ

スタン人であり，ウルドゥー語が話せたのは，本
データに参加した4人の児童のみであった．彼らは，
4～5人で構成される上級クラスに属しており，筆
者の初期の録音では 9～ 12歳，後期の録音では
10～13歳であった．筆者がこの教室を選んで録音
したのは，彼らと教師とが平日に毎晩という高い頻
度でこの教室に集い，宗教コミュニティ活動のひと
つである教育の場に参加していたためである．
3.3　会話参加者について

バイリンガル児童4人は，両言語の話しことばが
比較的流ちょうであった．彼らの両親は全員，パキ
スタンの中でもウルドゥー語の母語話者が相対的に
多いカラーチーの出身である．児童らおよび母親に
よれば，児童らは生まれたときから，家庭内でウル
ドゥー語を使ってきており，日本に来てからは日本
語も少し使うようになったという．日本に来た年齢
は，最も年長だった児童で5歳であった．児童らの
発話の多くは標準日本語のものであった．成人世代
の発話の引用の一部を除き，彼ら同士の発話は全て
日本語であった．彼らが多少なりともパキスタン人
およびムスリムというアイデンティティをもってい
たことは，日本のマジョリティにパキスタンやイス
ラームについて関心をもってほしいことをことばで
示していたことや，彼ら同士の会話の内容から示唆
された 3)．
アリー先生とビルキス先生はそれぞれパキスタン
以外の南アジア地域出身であり，母語もヒンディー
語やウルドゥー語ではないが，会話の面で大きく困
ることなくヒンディー語・ウルドゥー語が話せる．
2人の各言語の使用頻度はそれぞれ異なっている．
アリー先生は日本語とウルドゥー語，ビルキス先生
は英語とウルドゥー語と日本語を使用していた．ビ
ルキス先生は，ウルドゥー語と英語の文中CSも多
く行なっていた．2人ともバイリンガル児童に対し
て日本語も使っており（c.f. 山下，2009），その頻度
とパターンもまちまちである．
教室内での児童らは，同じ言語を使い続けている
わけでも，CSし続けているわけでもない．30分で
現れるウルドゥー語の発話数は，多いときで30ほ
ど，少ないときでゼロである．誰に対しても日本語
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を最も多く使用し，ウルドゥー語は限定的で教師に
向けた発話であることが多い．ビルキス先生に対す
る児童らの質問は，1年半の間で日本語が圧倒的に
増えウルドゥー語が減少したことがわかっている
(Yamashita, 2013a)．

4.　在日パキスタン人の生活―モスク教室の背

景―

在日パキスタン人の生活に関しては，社会学や文
化人類学など他分野から多くの知見が蓄積されてい
る（工藤，2008; 福田，2012）．しかし，言語を中心
に在日パキスタン人の生活を記述したものは管見の
限りまだない．
在日パキスタン人の言語使用を考える際に，これ
までCSで中心的に研究されてきたコリア系や日系
南米人コミュニティと大きく異なる点をここで2点
あげよう．1点目は，パキスタン自体がダイグロッ
シア的な多民族多言語国家であることである．ウル
ドゥー語や民族語のほかに，英語が本国でも日本で
も重要な位置を占めている．2点目は，国際結婚の
多さと宗教コミュニティとしての性質から，言語に
おけるエスニック性を保つことがやや難しい点であ
る．つまり，在日パキスタン人とその第二世代をひ
とくくりに，単一の言語的・地域的アイデンティ
ティを持ち，同じような言語規範や言語レパート
リーを共有するコミュニティとして捉えることが難
しいのである．
4.1　パキスタンの言語的背景

パキスタン・イスラーム共和国は，英国の植民地
支配から1947年に分離独立した多民族多言語国家
である．国民の96%以上がイスラーム教徒であり，
ウルドゥー語を国語および共通語，そしてウル
ドゥー語と英語を公用語としている．ウルドゥー語
は，分離独立の際にインドからパキスタンへ渡って
きたムハージルと呼ばれる人々の母語であり，隣国
インドでも公用語のひとつである．

1998年の国勢調査 (Government of Pakistan, un-
dated)によれば，国語であるウルドゥー語の母語話
者は人口の7.6%と大変少ない．最も母語話者数が
多いのはパンジャービー語 (44.2%)で，そこからパ

シュトー語 (15.4%)，スィンディー語 (14.1.%)と続く．
パキスタンの5州のうち3州の地域語とされている
これらの言語の他にも，少数言語を含め，合わせて
75の言語がパキスタンで話されているともいわれ
る (Summer Institute of Linguistics, 2013)．
現代のパキスタンでは，メディアや一部の教育に
おいてウルドゥー語が主に使用される．しかし，か
つて英植民地であったという歴史的背景もあり，英
語が一定の威信を保ち続けている．パキスタンの公
立学校には，一般的なウルドゥー語媒介のものと，
進学校である英語媒介のものがある．そして，中流
階級以上の世帯が，ウルドゥー語ではなく英語で教
育を受けている．Rahman (2010)によれば，一定以
上の年収のある世帯出身の生徒の圧倒的多数が，私
立であれ公立であれ，学費がウルドゥー語媒介の公
立学校の10倍以上にもなる英語媒介の学校に通っ
ているという．
4.2　在日パキスタン人の「コミュニティ」

在日パキスタン人の多くは，日本とパキスタンの
間で査証免除協定のあった1980年代半ばから1990
年代初めまでに来日した人々であるといわれる．国
際結婚などを通して日本に永住権を獲得し，自営業
等を営む人々が多い．多くは中古車や中古機械の輸
出業に関係しており，他にも工場勤務や食品，宗教
関係などに従事しているケースがある（工藤，
2008; 福田，2012）．日本各地の中古車オークション
にパキスタン人が参加していることは関係者にはよ
く知られており，礼拝所が設けられている会場もあ
る．

2011年の在日パキスタン人の登録人口は10,849
人（法務省，2012）で，190カ国・地域中，国籍別
外国人登録者の人口第 13位と，相対的には多い．
在日パキスタン国籍者の半数以上が関東地方の一都
六県で暮らしているが，他には富山や名古屋などに
もコミュニティがある．図1に見るように，在日パ
キスタン人の約8割が男性，中でも30～40代の男
性が全体の半分以上を占める．また，30～40代女
性の人口は同年代の男性の約7分の1と大変少ない．
子ども，特に10代の人口も少ない．これは，在日
パキスタン人男性と日本人やその他の国籍の女性と
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の国際結婚の多さや，女性と子どもが教育や社会，
文化，経済的な側面からパキスタンや中東の第三国
に暮らしているケースもめずらしくないことが反映
されていると考えられる．在日パキスタン人の民族
構成は研究によって記述が異なり，正確にはわから
ない．筆者のこれまでの接触経験に限れば，パン
ジャービー，ムハージル，パシュトゥーンの3民族
を名乗る人々と出会った．
在日パキスタン人は，日本国内のモスク建設や運
営にも大きく関わっており，複数のイスラーム系宗
教団体の設立にも携わってきた（樋口・稲葉・丹
野・福田・岡井，2007）．親族や友人関係，政治，
故郷，職業等のネットワークなどがある中で，宗教
団体は，比較的安定的であるだけでなく，多国籍・
多民族的なネットワークである．宗教団体の多く
は，パキスタンに限らず世界各地の出身のムスリム
を包摂する．特に，Gモスクのように，公共交通機
関でのアクセスの良いモスクには，日本人ムスリム
や，東南アジア等からの留学生も集まりやすい．多
くのパキスタン人は，日常的な宗教実践のひとつと
して，パルダと呼ばれる男女の隔離を行なってい
る．モスクや人の家でも男女別々の部屋に集まった
り，別々に座ったりするという点も特徴的である．
多くのモスクはどの時間に来ても，座ったり，本を
読んだり，子どもたちが遊んだりする公共の場であ
る．女性階や女性スペースももうけられている．ま
た，宗教施設で固定化したコミュニティを作るとい
うよりは，どこのモスクや礼拝所でも信者が来訪で

きることが文化的な前提としてあり，コミュニティ
が比較的オープンであることも特徴的である．モス
ク間の交流も盛んで，来訪者も流動的である．偏見
の是正と布教の意図もあり，非ムスリムの訪問や見
学も歓迎されることが多いうえ，東日本大震災のボ
ランティアなどに積極的に関わるなど，非ムスリム
とも良好な関係を築くことをモットーとしている．

Gモスクに集うパキスタン人女性たちは，週末は
家族と過ごすほか，子連れでモスクや他のパキスタ
ン人女性の家で宗教の学習や手作りのパキスタン料
理を共にするネットワークを育んでいる．第二世代
には就労している人もいるが，多くの女性は結婚を
して家事や子育てに従事している．そのため，日本
語がある程度話せるパキスタン人男性が多いのに対
し，女性は男性ほど流ちょうに話せないことが多
い．しかし，女性も，学校や子どもの成長に伴って
日本語を理解し話すようになり，筆者を含めたパキ
スタン出身以外の女性やコミュニティ内の子どもと
日本語を交えて会話することもよくある．本稿の
データに表れる児童らの母親も，こうしたネット
ワークに属している．
4.3　在日パキスタン人と言語

日本での暮らしでパキスタンと大きく異なるの
は，日本語の使用のほか，日常生活におけるコスモ
ポリタニズムであろう．自営業や工場等で働くパキ
スタン人男性は，日本語や英語，場合によってはロ
シア語などその他の言語も使うことがある．また，
モスクの活動で，日本人，南アジア，アフリカや西
アジア等の国の出身者と接触する．
パキスタン人と南アジア系ムスリム（インド，バ
ングラデシュ，ネパール，スリランカなど）との会
話は，どちらも南アジアで広く共通語として使用さ
れるウルドゥー語か英語でなされる．パキスタン同
様，民族語は「方言」としてその継承や教育への意
識は高くなく，英語のほか国語であるウルドゥー語
の獲得が優先されるようである．筆者は，夫婦や成
人の同世代間で民族語が使われているのは確認でき
たが，子どもに対して使われたのはまだ確認できて
いない．日本語が話せるパキスタン人男性は，妻が
パキスタン人であっても日本人であっても，自らの

図1　  在日パキスタン人の男女別・年代別人口分布（2011
年；法務省，2012を基に作成）
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子どもにも日本語を使うことがよくある．国際結婚
家庭では，パキスタン人男性が日本語を話すケース
が多く，ところどころ英語の単語で意志疎通を行な
うことが少なくない．そのため，特に日本に暮らす
国際結婚世帯の子どもたちは，ウルドゥー語をほと
んど話せないことが多いうえに，両親ともパキスタ
ン人という世帯よりも数が多いので，必然的にモス
ク教室は日本語が優勢になる．
モスクでは，配布や掲示される紙媒体のお知らせ
も多い．Gモスクの掲示板のお知らせで最も多いの
は英語のもので，次に日本語，最後にウルドゥー語
となる．かつては日本語とウルドゥー語の雑誌が
あったが，2010年頃より見かけない．Gモスクの母
体の宗教団体も，2012年頃まで英語，日本語，ウ
ルドゥー語のページを設けていたが，2013年現在
では英語と日本語のみになっている．在日パキスタ
ン人オンラインメディアでは，ナスターリーク体の
ウルドゥー語が使用されている．ニュースはパキス
タンの情勢が中心で，動画がついているものが多
い．衛星テレビがある家もあるが，どちらかといえ
ばインターネット上のパキスタン，欧米，在日パキ
スタン人メディアとの接触が多いようである．子ど
もは，日本のテレビを中心に見ている．
在日パキスタン系世帯の多くが頭を悩ますのが教
育である．先に見たパキスタンでの英語の地位と英
語媒介教育の文化から，またイスラーム的価値観お
よび慣習に則った環境でふさわしい教育を受けさせ
たいという思いから，英語を教育の媒介言語とした
イスラーム系のインターナショナルスクールを日本
に作りたいとコミュニティの運営者らは考えてい
る．しかし，資金や人材等，現実的な課題が多く，
実現に至っていない．在日パキスタン人の家庭の多
くは子どもが2人以上であり，2人以上を授業料が
高額な日本の英語媒介の学校へ通わせられるのは少
数である．そのため，パキスタンやアラブ首長国連
邦などの第三国に渡る母子または単身の子どもも多
い．本研究を行なっている間も，児童らの両親は，
教育のための児童の帰国や第三国への移住を考えて
いた．しかし，親子が離ればなれになる寂しさやカ
ルチャーショックなど，心理面でのリスクは大き

い．配偶者と離れてパキスタンで暮らし，病気を煩
い心理的に不安であったため，日本に戻ったという
パキスタン人母子もいた．こうした理由もあり，G
モスクでは，コミュニティでできることはやろうと
いう考えから，教室が開講されている．当初，モス
ク教室ではウルドゥー語の授業も時間割に組み込ま
れていたが，教師がいないのか，ウルドゥー語の授
業はなかった．ビルキス先生からは，保護者の間で
英語への期待が大きく，またウルドゥー語を学習す
る意義はあまりないという発言がされた．結果的
に，Gモスクでは，イスラーム教の知識，聖典クル
アーンの音読，英語が教えられることとなった．

5.　三言語の切り替え

バイリンガル話者が二言語で会話する際の語用論
的な規則や戦略の多くは，話し手と聞き手とがみな
同じ発話内容を共有し，同じ発話内容に反応すると
いう前提に立ったものが多い．しかし，本研究にお
ける教師と児童との間では，言語レパートリーと，
その使用のパターンは共有されていない．これまで
に挙げたCSのタイプは，Gumperzのものを含め，
言語形式ないし話し手の行為としての視点から説明
されている．そのため，言語レパートリーや使用の
規則や戦略が異なる，複数人での会話において，実
際どのようにCSが双方向のコミュニケーションに
おいて利用されているのかのがわかりづらい．
本研究が目的とする，児童らの言語選択とその意
味を理解するためには，CSの形式を，Gモスク教
室という場における，話者や文脈，コミュニティに
おける言語と彼らの価値観の結びつきを踏まえなが
ら分析をする必要がある．例えば，どの言語からど
の言語への切り替えが多いかという情報も，その要
素の中の1つである．筆者は，移民コミュニティ内
での言語，特に日本語以外の言語が選択される動機
やその選択の意味・機能に関心をもつので，場面依
存的なCSを中心に分析する．
結論を先取りして述べれば，本研究のバイリンガ
ル児童らの教室での会話では，発話は英語，ウル
ドゥー語，日本語のどれであっても，みな理解され
共有されている．しかし，それぞれの言語の発話が
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必ずしも同じように扱われるわけではない．どの言
語にどのように反応するかには，一定のルールがあ
る．つまり，切り替えそのものだけでなく，言語の
切り替えの方向もその機能や意味に関係している．

5. では，2.1で挙げた，Gumperz (1982, pp. 79‒
84)によるCSの6つのタイプのうち，2番目と4番目
に挙げられている，「発話相手の限定」と「繰り返し」
が見られる例，そして situational switchingの例を
分析しながら，CSが教師と児童との談話における
参加のしかたの違いを示すことを主張する．日本語
は教師に対しても児童に対しても使われる一方で，
ウルドゥー語や英語の使用は，教師に向けられた発
話であったり，教師が参加している会話であったり
する場合に限られた．なお，筆者のデータには，上
記のタイプのうち，「引用」も見られたが，一部が
既に発表されている（山下，2013; Yamashita, 2013b）
こと，また紙幅の都合から，本稿では割愛する．5.1
では，「繰り返し」かつ「発話相手の限定」として，
日本語とウルドゥー語の間でのCSが起こっている
例を挙げる．5.2では，語彙の切り替えと，会話の
参加者のシフトとが一致した situational switching
の例を挙げる．5.3では，英語から日本語への語彙
レベルでの「繰り返し」の例を挙げる．これら3つ
のタイプのCSの例が，それぞれ会話における発話
相手や会話参加者の管理と密接に関わっていること
を示す．
5.1　発話相手による言語の使い分け

まず，言語の切り替えがはっきりと発話相手ごと
に行なわれているのと同時に，繰り返しが生じてい
る例 (a)を見る．なお，会話データにおける記号に
ついては論文末尾に「転写規則」として掲載する．

(a)お父さんいらしたの？ ［E236‒251］
01カリム；  ライラ言っちゃうよー言っちゃうよー
02ライラ； え何？
03カリム； お母さんに言っちゃうよー
04ライラ； えなんで？
05カリム； なんか［遊んでた ＃＃＃］
06ビルキス；  ［ ab’ii abbuu］ aa ＜ ?＞gayaa to/ke 

###＜/?＞  kyaa bolnaa hai?　

  （今お父さんが来たら何を言わなくて
はならない？）

07ライラ； え，
08  abbuu aaye t’e?（お父さんいらしたの？）
09  ＜?＞い -/えっ＜/?＞，来たの，ほん

とに？
10ジャミラ； だから何しに行ってたの？
11ライラ； 来たの？ほんとに
12カリム； 何しに行ってたの？
13ライラ； ね来た？ほんとに
14ジャミラ； しらないよ！
15ライラ； aaye t’e?（いらした？）

遅刻したライラが教室に入ってきた瞬間，カリム
がライラに，彼らの母親にライラが遅刻したことを
告げ口すると述べる（01～05行）．ビルキス先生も
彼女の父親に言及する（06行）．カリムもビルキス
先生も，正当な理由なく遅刻してきたライラに，制
裁を与えたいことがうかがえる．「父親 (abbuu)」と
いう単語に反応したライラは，まさか父親がモスク
に来ていたとは考えられないので，すぐビルキス先
生に聞く（07～ 08行）．しかしビルキス先生から
はっきりとした答えはない．そのため，ジャミラや
カリムにも確認しようと，ジャミラの方を向き，日
本語で父親が来たかを聞く（09行）．ジャミラは，
直接には答えず，逆にライラに質問をする（10行）．
筆者の記録にはないが，2回目のライラの日本語の
質問（11行）では，ジャミラではなくカリムの方
に向いていた可能性もある．カリムもジャミラと同
じように，ライラの質問に答えずに同じ質問をする
（12行）．
ここで注目するのは，どちらの言語の誰の発話も
みな理解していることが推論できるにもかかわら
ず，異なる言語での「繰り返し」が起こっているこ
とである．ジャミラとカリムが，ビルキス先生の発
言とそれに続いたライラの質問をわかっていること
が，ライラにもわかっていることは，次の2つの手
がかりからわかる．1つ目は，ライラの09行での質
問で「お父さんが」が省略されていることである．
2つ目は，10行と12行のジャミラとカリムによる修
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復の要求がないことである．これらの手がかりか
ら，この2人がライラと教師とのやりとりを聞いて
いたことが推論できる．このCSは，ライラが欲し
ている，父親が来たかどうかという問いに対する返
答を，ビルキス先生，ジャミラ，カリムがしていな
いことが引き金となり，ライラが教師と児童の双方
に懸命に働きかけて返答を得ようとしたと解釈でき
る．
5.2　参加者の管理と語彙の切り替え

次に挙げる例 (b)では，教師との会話から12行で
ジャミラがSundayという語を使い始める．その後，
ビルキス先生，ライラ，イムラーンもSundayや
Saturdayといった英語の語彙を使い続ける（13～
17行，20～21行）．しかし，教師との会話が終わり，
イムラーンが26行で話し始めたときには，「日曜日」
や「土曜日」といった表現になっている．Saturday
やSundayといった語彙は，児童が児童同士の会話
で日常的に使用しているものではないため，筆者は
このような語彙の選択を借用語というよりは，CS
と呼んでよいと考えている．

(b) Sunday/Saturday ［AC86‒112］
＜ビルキス先生がウルドゥー語で数分電話していた
が，電話が終わる．電話では，Sundayという語が
使用された．イムラーンが電話の主を尋ねるが，ビ
ルキス先生はイムラーンに関係ないでしょ，と教え
ない．ジャミラが「Hajraさん」ではないかと推測
する．ビルキス先生はそれに答えないが，Hajraさ
んへの言及が意外だったのか，そこで何かあると推
測し，Hajraさんに何があるのか尋ねたのに対し，
ジャミラがそれに応じるところが01行である＞
01ジャミラ；  いや，［あの人］結婚式もう少しで

するんでしょ．
02イムラーン； ［俺のお母さん？］
03ビルキス；  kab, kab desa, decide kiyaa date?

（いつ，いつdeci，dateはdecideし
たの）

04ジャミラ；  °＃＃＃＃＜?＞わかんない／たぶ
ん＜/?＞°

05ジャミラ；  いやでも，あの，Sundayっていっ

たからー
06 じゃあ°［一緒に＃＃＃°
07ビルキス； ［じゃあnext ［2Sunday2］
08ライラ； ［2えSaturdayじゃ2］ないの？
09ジャミラ；  うん，たぶんSaturday［＃＃＃＃＃．
10ビルキス； ［next Saturday
11イムラーン； 俺Sunday誰かのうち行く．
12ビルキス； aayaa hai larkaa　（来たの，男性は）
13ジャミラ； うん，それはもう来たんじゃないの？
14 だって，普通，
15 (0.5)
16イムラーン； ねえSundayどっか行く．
17ライラ； だからSaturdayなんだってば．
18 (1.0)
19ジャミラ； ＜小さい笑い＞［＠＠
20ライラ； ［＜小さい笑い＞
21イムラーン； なんで笑ってんの？
22 (2.0)
23ジャミラ；  いや＠＠，話が分かってないから

＠＠
24カリム； ＠＠［＠］
25イムラーン； ［だか］らー，
26 ［2じゃなくて，2］
27カリム；  だって［2このおっさんがうウケる

から2］
28イムラーン；  俺は，日曜日にどっかに行くの．

お母さん［に言われた］
29ジャミラ； ［どこに］行くの？
30イムラーン； 分かんない．
31ジャミラ； うちらも［行くよ．
32ライラ； ［だから，土］曜日に［2ー2］
33ジャミラ； ［2アリ2］先 4)と一緒に．
34  (2.0)
35 ああ違う，アリ先じゃなくてー，
36 あのね，あそこ行くの．
37 (1.0)
38ジャミラ； アリ先＃＃＃＃［＃］
39イムラーン；  ［俺］誰かんち行く日曜日分かんな

い＃＃＃．
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このSaturdayやSundayから，「土曜日」や「日
曜日」への語彙の切り替えは，会話の参加者の構成
や，話題の転換が同時に起こっている situational 
switchingといえる．
ジャミラが，Hajraさんがもうすぐ結婚すると01
行で述べ，ビルキス先生はそれがいつなのかを聞く
（03行）．ジャミラは小さい声で，「わかんない」な
いしは「たぶん」と思われる語をつぶやく．ジャミ
ラの 05行の「Sundayっていったから」は，なぜ
Hajraさんと電話していたと推測したかの理由をビ
ルキス先生に述べている．ビルキス先生は，それで
はSundayなのかと聞き，ジャミラとビルキス先生
の会話に割り込むライラはSaturdayではないかと
述べる．ライラが，ここで「土曜日」と述べていた
ら，この一連の会話の流れではなく，ジャミラ個人
に対する情報の修正の要求に聞こえただろう．ジャ
ミラは，09行でもSaturdayと続け，ビルキス先生
も 16行 で Saturdayと つ な げ る．こ の 一 連 の
SaturdayとSundayの使用は，談話の一貫性を保つ
とともに，まずビルキス先生とジャミラが会話して
いたところにライラが加わるという参加構造を象徴
している．
イムラーンの11行でのSundayの選択は，ジャミ

ラらに自分の発話を聞いてもらいたいという意図を
示していると考えられる．イムラーンも，この3人
の会話に混ざりたいと考え，語彙の選択を一致させ
ていると考えられる．しかし，イムラーンのその発
話は無視され，12～13行でジャミラとビルキス先
生はHajraさんの結婚に関する会話を続ける．16行
でもイムラーンは再度Sundayと述べる．ここでは，
17行でライラがSaturdayだと述べて反応する．そ
の後で，ジャミラとライラが笑う．もうこの時点で，
ビルキス先生との会話は終わっているようである．
ビルキス先生の笑い声は聞こえない．笑われること
に抵抗しながら，28行でイムラーンは自分の話を
ようやく始める．ここでは，語彙はもうSundayで
はなく「日曜日」になっている．ビルキス先生，ジャ
ミラ，ライラの輪から，イムラーンにジャミラとラ
イラの注意が移った時点で，イムラーンの目的も達
成されている．談話としても，そこにいたるまでの

間や笑いがあって途切れたうえ，ライラにとっても
イムラーンの話は14行までの3人の会話とは異なる
話であることが17行でそもそも日が違うことを主
張することによって，示唆されている．イムラーン
の会話にはビルキス先生はもう含まれていないこと
も，イムラーンの「日曜日」の選択を促したと考え
られる．その後のライラも「土曜日」また，39行
のイムラーンも「日曜日」という語を使用している．
5.3　英語へのコードスイッチング

次に挙げる例 (c)は，同じ語をそれぞれ別な言語
で述べた文中CSの「繰り返し」の例である．5.2の
ように，児童らが成人との会話で日本語の文に英単
語を使うことは，決して稀ではない．ここでも先に
同じく，教師のことを自分たちとは異なる，英単語
をよく使うカテゴリーの一人であると見なしてい
る．

(c) fifteenまでだよ，十五 ［BA894‒901］
＜ドアの音．児童らが休み時間の時間つぶしをして
いる教室中にアリー先生が入る＞
01イムラーン； 聞く［役だった］んだよ
02カリム； ［まだだよ］
03イムラーン； 色んなこと
04カリム；  ♪まだまだだよー［まだまだ］だ

よーまだま［2だだよー♪2］
05イムラーン； ［＃＃＃＃］
06ライラ； ［2♪まだまだよー♪2］
07カリム； あたし［んち］
08ライラ； ［♪エンディングの］後
09  まだ［2まだだよー♪2］
10イムラーン； ［2fifteenまでだよ2］，十五
11アリー；  tumharaa ghariib se pehle ## 

paR’aa （きみの貧民章から前
＃＃読んだ）

児童らが休み時間でおしゃべりをしていたとき，
ドアの音がしアリー先生が入室する．カリムはア
リー先生の入室に反応し，まだ授業開始の時間では
ないという意味で，「まだだよ」と述べる（02行）．
イムラーンの01行，03行，05行は，おしゃべりの
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続きである．そして，カリムは「まだだよ」と歌い
始める，ライラも一緒になって同じ歌を歌う．この
歌は，「あたしんち」というテレビアニメで使われ
るメロディと歌詞らしく，07行のカリムの発話は，
その番組での流れをまねているようである．ライラ
が歌う中，イムラーンがfifteenまでだと言った後
で，十五と言う（10行）．この発話の意図は，休憩
時間は7時15分までであり，まだその時間になって
いないので授業を始めないでほしい，ということで
ある．教室では時間割はあるが，季節によってずれ
る礼拝時間や，アリー先生が児童を車で迎えに行く
関係で，その通りに授業が始まったり終わったりす
ることは大変少ない．そのため，授業の開始や終了
は，教師の権限によっている．児童らはモスクで自
由に遊んだりおしゃべりしたりするのを楽しんでお
り，授業ではなく休み時間を欲しているため，少し
でも多くの休み時間を得ようと，教師と交渉した
り，教師に抵抗してだらだらしたり，授業と関係な
いことをすることが多い．
アリー先生は十五という数字を日本語でも知って
いる．つまり，イムラーンの10行の発話は，アリー
先生の言語運用能力に合わせてfifteenを使ってい
るわけではないと考えられる．では，このfifteen
の使用は，どのように解釈できるだろうか．

1つ目の解釈として，児童よりは教師との結びつ
きが深い言語である英語を選択することにより，教
師と同じ目線に立ったつもりで，交渉しようとして
いるという解釈ができる．15分に開始するという
のは教師が決めた約束であり，その教師が決めた約
束を持ち出し，その遵守を主張するのである．
もう1つの解釈は，イムラーンの，カリムとライ

ラとの連帯の標示であるとするものである．カリム
とライラの2人はすでに，児童らは知っているがア
リー先生は知らないと考えられるアニメの歌で，ア
リー先生の行動に直接的（まだ授業は開始しないよ
うに，と主張する）および間接的（アリー先生の知
らないメロディに乗せることにより，ことば遊びを
している）に抵抗している．つまり，字面では一義
的に解釈できるはずのことばに，メロディをつける
ことよって意味が多層になっているのである．教師

と児童とでは言語や社会的文化的知識が異なるた
め，教師にはこの多義性が理解されないが，児童の
間では理解されていることが，ライラもカリムに混
じり歌に参加したことからも示唆される．イムラー
ンが，カリムとライラのアリー先生への抵抗として
のことば遊びに加勢し，英語を使うことで教師と児
童らとに境界線があることを確認し，休憩時間の交
渉を行なっていると解釈できる．
いずれの解釈であれ，fifteenという語の選択は，
アリー先生が児童らとは異なる社会的役割と言語レ
パートリーをもっているという前提に立った使用で
あり，言語の運用能力によるトラブルを修復したも
のではないという解釈を妥当にする．

6.　接触変種の使用

6. では，バイリンガル児童による接触変種の使
用を取り上げる．ここでいう接触変種とは，Gモス
クコミュニティの教師や親世代など第一世代の使用
する日本語と同様の言語的特徴を持った日本語のこ
とである．児童らは，標準日本語と接触変種とを区
別して使用していた．この接触変種の使用は，5. で
挙げた談話機能としての英語やウルドゥー語の使用
とは，その意味や機能が大きく異なっていた．より
具体的に述べると，この接触変種の使用は，他者と
結びつけられた言語特徴を使用する，crossing 
(Rampton, 1995)である．

Crossingとは，自分が社会的に属するグループ
のものでない（つまり自分の「デフォルト」ではな
い）言語または変種を使うことである (Rampton, 
1995)．Ramptonの研究では，イギリスの中学校で
アングロ系やカリブ系，インド系，パキスタン系と
いった多民族の児童がカリブ系の英語，パンジャー
ブ訛りの英語のスタイルやパンジャービー語を使用
する例が見られる．そして，crossingが，儀礼的な
罵り合いや，規範的な教師とのやりとりからの逸脱
といった，参加者内の社会的秩序の制約が弱くな
り，既存の規範に則った社会関係（ここでは民族間，
児童・教師間の関係）から逸脱する可能性を含んだ
場面・瞬間に起きているとまとめられている．
本研究のデータに見られた接触変種には，音素・
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音韻（子音や母音の違い，モーラ構造の崩壊やイン
トネーションの違いなど），統語（助詞の脱落など），
語彙・語用論のうえで，標準日本語と異なる特徴が
見られた．また，声の低さといった，パラ言語的な
特徴も見られた．この「声の低さ」は男性の話し方
を真似たものと考えられる．モスクに集う第一世代
の多くは成人男性であるうえ，児童らに対して日本
語を使うことも少なくない．アリー先生も，児童ら
が最も頻繁に接触する第一世代男性の一人である．
こうしたことから，この接触変種は，第一世代の中
でも，特に成人男性の話し方として認識されている
ようである．

6.1では，教師と児童の関係が象徴的に転換した
ような場面で，接触変種が使われた例を見る．6.2
では，教師に対する抵抗を接触変種で表現した例を
見る．
6.1　Reiterationと教師の声

次の例では，児童が教師に対して接触変種へ切り
替えたreiterationが行なわれている．

(d)早く持ってきて［7/13A 247‒249］
01アリー； Nadia!
02ジャミラ； 先生ゴミに捨てないで！
03  持ってきて早く
04    ＜低い声＞早く持ってきて＜/低

い声＞

03行で，ジャミラがアリー先生に対して，「持っ
てきて早く」と述べている．通常は，教師が児童へ
指示することが多いが，ここでは，児童から教師へ
指示するという位置取りの転換が起きている．04
行では低い声，そして非標準的なイントネーション
をもってこの発話が繰り返されている．04行のイ
ントネーションを日本語アクセントのように記述す
ればHHHHHHHLとなり，最後の「て」でピッチ
が下がる．
このCSは，大まかに 3つの解釈が可能である．
ひとつは，教師に近い声で繰り返すことによる教師
への命令である．もう1つの解釈は，接触変種を使
用することにより，意識的・無意識的に象徴的な権

威に近づこうとしているという考え方である
(metaphorical switching, Blom & Gumperz, 1972)．
3つ目の解釈は，すでに03行で指示される側である
児童としての自分と指示する側である教師との間の
位置取りを転換させていることに気がついたこと
を，その発話で再確認し，一人で面白がっていると
いう考え方である．特に「早く持ってきて」が，ア
リー先生が日頃授業開始時に繰り返す「jaldii 
quraan laao（早くクルアーンを持ってきて）」とい
う表現を彷彿とさせることを考えると，その発話は
字義通りの意味以上の含みが入った多層的なものと
解釈できる．
6.2　教師に対する抵抗

(e)私しゃんとやってる［B116‒117］
01アリー； うるさいだめだよ
02 しゃんと勉強やってよ
03ジャミラ； うるさくない
04 私しゃんとやってるー↓

ビルキス先生の授業が始まって5分ほどのところ
で，アリー先生が教室に入ったときの第一声が
01～02行である．アリー先生が具体的に何のため
に教室に来たかはこの時点ではわからない状態で
あった．直後の03行でジャミラは，「うるさい」に
対して，「いや」などの前置き (hedge)もなく「うる
さくない」という．これは，一般的な成人の会話の
ルールからすれば社会関係に影響を及ぼす強い否定
であるが，この関係においてはこのくらいの強い調
子はよく見られる．というのも，児童らは常に模範
的な言動をしているわけではなく，多くの場合，反
発したり「わがまま」を言ったりしているからであ
る．04行でジャミラは，アリー先生の「しゃんと
（ちゃんと）」を繰り返している．ジャミラの発話末
は，同じ文脈で起こりうる標準日本語の「やって
るー（イントネーションの下降なし）」「やって
るっ！」といったイントネーションではなく，非標
準的なものになっている．この「るー」のイントネー
ションは，日本語で1から10を数えたときに，「9」
や「10」と言ったときの音調に近い．
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このデータの録音時における児童の態度として，
ビルキス先生に対してより，アリー先生に対して反
抗することが多かった．例 (e)はビルキス先生の授
業時間内であったため，アリー先生が児童に指示す
る権限は少ない．
教室に入ってすぐ，アリー先生は01行のように

発話した．この発話は，入室の挨拶代わりのように
とれると同時に，モスク教室の教師としての役割や
権限を改めて表現しているといえる．03行でのジャ
ミラの反応は，データ内に多く見られるアリー先生
の言動への抵抗のひとつで，日常化した教師のけん
制と児童の抵抗という教室内での会話のパターンを
繰り返したものと解釈できる．けん制と抵抗が長い
やりとりにならなかったことからも，ジャミラもア
リー先生もこの場で特に解決すべき問題と考えてい
ないことが示唆される．
ジャミラは，本来ビルキス先生の指導下にある時
間帯にアリー先生の権威が振りかざされた不当さに
対する不満を示していたと考えられる．児童らは，
モスク教室という場において，規範的には教師の言
うことを受け入れねばならず，抵抗は反規範的とさ
れる．そうした文脈の中で，コミュニティの中で権
威者である教師および成人男性を指標する接触変種
を用いることは，児童としての立場を越えて，自由
にものを言う権限をもつ教師のように発言しようと
する，児童と教師の境界線を越境する言語行為であ
ると筆者は考える．

7.　ま　と　め

7.1　結論

本稿は，教室という特定のコミュニティ活動の場
面の自然会話の談話を分析することにより，CSが，
言語規範や言語レパートリーを共有するとされる同
世代の会話における無標のコミュニケーションでは
なく，談話機能など世代間の会話の資源として利用
されていることを示した．また，これまでの移民コ
ミュニティにおける多言語使用に関する知見によっ
て形成された「移民コミュニティの多言語使用」像
と少し異なる，以下のようなことが起きていること
を示した．

まず，そもそもパキスタン本国が，民族語（母語）
のほかに国語であるウルドゥー語や英語が使われる
社会であり，これまで研究の前提とされてきた「一
国家＝一言語＝一民族」の概念が通用しないことを
4. で説明した．また，日本での生活の主要な基盤
となっている，貿易業や宗教コミュニティにおける
汎民族ないし多民族多言語性が，そうした多言語使
用の慣習を維持させたことを指摘した．特に，教師
がいないという現実的な理由があったにせよ，聖典
の言語としてのアラビア語や，英語の学習がウル
ドゥー語に先行している点から，彼らが「コミュニ
ティ＝移民言語（民族語・母国語）の教育＝民族ア
イデンティティの保持」という価値観を必ずしも
持っていない可能性を示した．

5. では，ウルドゥー語や英語の単語が他の児童
ではなく教師に対する発話として解釈されることを
示した．またそのウルドゥー語や英語の発話は，教
師の運用能力を考慮した言語の切り替えではないこ
とを示した．つまり，理解・不理解にかかわらず，
教室場面で児童は教師を，日本語は通じていても異
なる言語レパートリーをもつ人たちとして，同年代
で話すときとは会話のうえで区別していることを示
唆する．このことが，他のコミュニティの研究のア
ンケート等で表れた「コミュニティでは継承語を使
う」や「年長者には継承語を使うべきだ」という規
範と関係するのかは，今後の課題である．

6. では，児童らが教師や父親が含まれる在日南
アジア人の第一世代の日本語を真似たと思われる接
触変種に標準日本語からCSする例を挙げた．そし
てそうした接触変種が，教師や父親といった第一世
代の権威を指標しており，その変種へのCSによっ
て，自らを会話の中でその権威と同じ立場に位置づ
けようとしていることを示した．5. のウルドゥー
語や英語の例では，それぞれの言語や変種自体が，
特定の意味を担っているわけではなく，単に教師に
使用される言語と見なされたうえで談話機能となっ
ていた．一方で，接触変種は，権威という特定の表
象と結びついて使用されていたことを示した．
こうした例のように，聖典のアラビア語と英語が
教育され，会話においてもウルドゥー語，英語，日
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本語の接触変種が世代間のコミュニケーションにお
いて使われていたことは，移民コミュニティ内の言
語使用に関する従来の「民族語・母国語と日本語の
二言語使用」というステレオタイプを改新し，「継
承語」という概念の再考を促す．
7.2　本研究の限界と今後の展望

本研究は，あくまである時期のGモスク教室とい
うミクロな話者グループに見られたCSとその機能
や意味を共時的に分析したものであり，今後の在日
パキスタン人の言語生活や，他地域での在日パキス
タン人の言語使用を予測するようなものではない．
例えば，Gモスク以外の場所では，ナカミズ (2003)
が在日ブラジル人の例として挙げたような，頻繁に
CSを行うバイリンガル若年層と，ウルドゥー語の
使用を中心とするバイリンガル若年層のどちらにも
出会った．また，個人や世帯レベルだけでなく，コ
ミュニティのレベルでも，言語意識や使用のパター
ンには大きな差異がある．例えば，東海地域の別の
宗教団体のパキスタン系児童らは，宗教コミュニ
ティのウルドゥー語の教室に通っていると聞く．
しかし，限られた児童らの自然談話を詳細に分析
することで，コミュニティ内の世代間関係や教室と
いう場の役割関係が言語使用や言語選択と密接に関
わっていることを改めて確認した．
また，会話における言語選択が，世代や役割と
いった社会関係と関連しているということは，本稿
に登場した児童のみの現象ではないだろう．在日パ
キスタン人でなくても，同じような参加者数人の教
室における移民言語話者でも起こりうるだろう．ま
た，日本語モノリンガル児童の日本語のみの会話で
も，教師と児童の世代や役割に合わせて，「ですま
す体」や語彙などのコードを切り替えている可能性
がある．こうしたことから，「移民」や「○○人・
○○語コミュニティ」といった概念に代わる視点
が，今後の多言語使用研究の方向性として求められ
ているように筆者は思う．
本稿で挙げた例は筆者のデータのほんの一部であ
る．データには，テレビからの引用や，日本語の「で
すます体」へのシフトなど，まだまだ多くの興味深
い現象が見られる．今後は，こうした様々なジャン

ルやスタイルの切り替えと言語・変種の切り替えを
まとめて分析することで，バイリンガルであるかモ
ノリンガルであるかにかかわらず，私たち人間がど
のようなメカニズムのもとで複数の言語やスタイル
を切り替え，新たに創造的な意味を作ったり，人間
関係を調整したり，自己主張をしたりするのかを研
究していきたいと筆者は考えている．

注

 1) 平成15年度～平成24年度．ただし，平成17年度は
69,817人であったため除く．

 2) イスラーム教の聖典であるクルアーンは，書き言葉
の正則アラビア語で書かれている．世界中の多くの
ムスリムは，基本的な宗教知識として，これを書か
れた通りアラビア語で音読するための学習をする．
こうした伝統的な学習では，音読することに価値が
おかれ，アラビア語の文法や，クルアーンにない語
彙を学習することはあまりない．このコミュニティ
でもその伝統を踏襲していた．

 3) 例えばジャミラは，小学校で課された「卒業論文」（自
ら調べて書くレポート形式の課題）に，パキスタン
について書きたいと筆者に述べた．カリムは，モス
クが主催するイスラームに関する講演会の案内を筆
者に渡した．

 4) 「アリ先」は「アリー先生」の略称で，児童らが彼ら
同士でアリー先生について言及するときによく見ら
れた．
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【転写規則】

日本語は漢字かな混じり文，英語はローマンアル
ファベット，ウルドゥー語は斜体のローマンアル
ファベットで表記している．各談話例にはキャプ
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ションと同時に，［E236‒251］といった具合に，ア
ルファベットで記された録音日と筆者の手元の書き
起こしデータの行数が記されている．
ウルドゥー語の転写は次のように行っている．ア
ポストロフィー（’）は帯気音の表記で，子音はp, b, 
t, d, T, D, R, k, g, c, jとその帯気音，およびG, m, n, 
S, h, r, y, x, v, l,の32，母音はa, i, uとその長母音aa, 
ii, uu，そして o, e, au, aiの 7つとしている．シュ
ワーはaと記している．母音の後のNは鼻母音を表
す．ウルドゥー語の文の意味は，その発話文の後ろ
の（　）内に日本語で表記している（直訳ではない）．
なお，英語部分の訳は紙幅の都合もあり，省略した．

＜　＞  状況，声の調子などの補足的情
報

?　？  上昇イントネーション（全角は
日本語，半角は英語またはウル
ドゥー語）

！ 大きな声

↓ 下降イントネーション
＃  聞き取り不能（日本語のモー

ラ）
#   聞き取り不能（英語・ウル

ドゥー語の音節）
＠ 笑い
＜?＞ことば＜/?＞  不明瞭．2つ以上の異なる書き

起こし候補がある場合は，／で
それを表す．

°ことば°  小さい声
(1.0) ポーズ（会話のない間）
［　］ 同時に発話されている部分
［2　2］  上記の同時に発話されている部

分の記号がすでに近くに使用さ
れている際の，新たな同時発話
を示す．

， 短いポーズ
♪ことば♪  メロディがついていることを示

す．


