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第１章 

 

１．１．本研究に至った経緯と研究目的 

バイリンガル教育学の世界的研究者である Grosjean (2010) や、Lighitbown (2013 白井康弘, 

岡田雅子訳 2014 ）は,世界の幼児たちの約半数が２つないし２つ以上の言語に接して成長す

るとの事実を指摘している。辻本(2011)によると、1987 年から 2008 年の期間において、日本人

の国際結婚が増加した結果、生まれた子供のうち日本国籍を持つ子供の人数が急増して、概算で

333 万を超えている。その上、日本国籍でない子供、2008 年以降の状況を考慮すると、幼児のバ

イリンガル化は日本も例外ではない。奥田（1997, 1998）は、国際化の趨勢に伴い、早期英語

教育を望む児童・家族、日本在住の外国人家族の幼児、海外在住の日本人児童生徒の数はい

ずれも急増しており、日本でもバイリンガル研究の重要性が高まりつつあることを指摘して

いる。 

上述した状況は筆者の家族にも該当する。筆者の家族は、筆者を含め、シリア人のアラビ

ア語母語話者で、長期間（約 10年間半）日本に滞在している。この環境でアラビア語を母語

として日常的に用いている人は周囲には少ない。幼児たちの母親は日本語が話せないため、

家族との会話はアラビア語である。けれども、幼児たちは保育園に通うなどしていることか

ら、早い段階から日本語の環境や日本の社会、伝統的な習慣などに触れ、そうした機会は成

長するにつれ増加している。 

幼児たちが置かれたこうした状況で、筆者が最も心配しているのは、彼らの母語であるア

ラビア語を十分に発達させることができるかということである。すなわち、母語保障の問題

である。Jisa (2000)や De Houvwer (1990)は、一般的に幼児たちが身につける言語は、居住し

ている地域の社会の主要言語の方が強くなるか、または優勢になる傾向にあり、話者数の少

ない方の言語は、弱くなる傾向にあるとしている。 

さらに、Hoff et al. (2014)や Tsai et al. (2012) は、幼児が接する優勢文化と家族内で使用す

る言語の関係について次のように論じ、そうしたバイリンガル環境で育てられた幼児たちの

言語発達について、従来から２つのことが懸念されていることを指摘している。ひとつは、

幼児たちが母語を習得する場合、どのように支えていくかという問題である。もうひとつは、

幼児たちが学校生活に馴染むために、優勢な文化で使用される必要な言語スキルをどのよう

に身につけさせるかという問題である。こうしたバイリンガル環境におかれた幼児は２つの
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言語の狭間で、通常の母語環境では見られない言語の使い方をしており、その典型が本研究

が関心を寄せる２つの言語を混合して使う現象、すなわち「言語混合」（用語についての詳細

は後述）である。 

実際に筆者の幼児たちの言語混合の状況を観察してみると、他者と会話する際に、対話者

によって使用言語を変えているし、アラビア語と日本語を混合しながら発話を完成すること

も頻繁に見受けられる。こうしたバイリンガル幼児による言語混合の現象には多くの研究者

が関心を寄せている（例えば、Lanza, 1992, 1997; Nicoladis & Genesee, 1995, 1997, 1998; Deuchar 

& Muntz, 2003; Takeuchi, 2000; Min, 2011; Juan & Perez, 2001; Heidi, 2007; Takagi, 2006; Jisa, 2000 

など）。 

また、子供のバイリンガルは脳の発達の観点からも関心が寄せられている。例えば、Heredia 

& Altarriba (2001) は、バイリンガルがどのように脳の中で２つの言語を整理し、識別するか

ということについて議論しているが、他者とコミュニケーションの際に２つの言語を混合さ

せる理由についてはほとんど明らかにされていないと主張している。さらに、Mishina (1999) 

によると、実際に言語の混合がバイリンガル幼児の言語的なシステムの特徴や発展について

何を明らかにするか、まだ論点が残っている。 

こうした研究状況から判断すると、バイリンガル幼児が言語混合を使う理由、その現象に

影響を与える要因、さらに、幼児が他者と発話するときに、対話者の話し方（２言語の使い

分け）がバイリンガル幼児の言語混合にどのような役割を果たしているかについての研究は

まだまだ不十分だと言えるだろう。 

本研究がバイリンガル幼児による言語混合の現象に焦点を当てるのはこのような理由から

である。 

なお、本研究が調査対象とするのは子供のバイリンガルであり、英語では一般に 

child/children という用語が用いられている。子供と言っても、本研究の対象は１～５歳まで

の幼児である。そこで、本研究では年齢幅の広い「子供」ではなく、「幼児」という用語を用

いることとする。さらに、本研究が対象とするのは「幼児のバイリンガル」であるが、これを

簡潔に表現するために、本稿では一貫して「バイリンガル幼児」と呼ぶこととする。 
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１．２．本研究の構成 

本研究は５章から構成される。以下は各章の概要である。 

第１章では、まず本研究に至った経緯と目的を述べている。 

第２章では初めに、バイリンガルについてその定義を述べる。様々な定義を考察した後、

バイリンガルの分類に触れ、バイリンガル家庭の種類をみる。次に、それらの家庭で使用さ

れている言語に影響を与える要因を検討し、先行研究の結果をまとめて述べる。その後、ア

ラブ諸国と日本におけるバイリンガル教育に関わる先行研究を触れた。次に、本研究で用い

る用語や言語混合の定義も挙げる。続いて、言語混合の現象を深く議論し、それを分類し、

言語混合の起こる理由にも触れる。加えて、言語混合現象に関わる先行研究を概観し、本研

究の主要点である親の談話仮説（PDH）を詳細に記述する。この仮説を論じている文献にも

触れる。 

本研究の独創性と他の先行研究の違いは、観察対象とするバイリンガル幼児が異なる家庭

で育てられたか、それとも同じ家庭で育てられたかである。多くの先行研究の場合、世帯の

違いがバイリンガル幼児の２言語使用に影響することが考えられ、言語混合をもたらす要因

の特定が同じ条件のもとで正確に判断できないことが考えられる。一方、本研究の場合は同

一家庭のきょうだいを観察対象としており、幼児間の比較の条件としては同じである。この

ように条件を統一し、それぞれの幼児が親と発話する際の幼児の言語混合を観察し、かつそ

れぞれの幼児の混合と他のきょうだいの混合と比較することができる。 

こうした先行研究の成果、およびそれらの方法論上の問題点を踏まえ、本研究の５つの研

究課題について述べる。すなわち、①バイリンガル環境におかれた幼児たちが成人と話をす

る場合、対話者の言語能力に応じて使用言語（アラビア語と日本語）を使い分けようとする

か、また使い分けるとすればどのように使い分けるか。②本研究において対象にした４人の

幼児の成長による言語選択（アラビア語か日本語）の経時変化があるか。③４人の幼児たち

が会話の相手に話しかける際に言語混合を起こすのは、対話者によるのか、あるいは時間の

経過により変化があるか否か。④言語混合を用いた発話は、あるとすれば、どのような種類

の言語混合であるか。⑤子供の言語混合は親が言語混合を用いるかどうかによって影響され

るか否か（親の談話仮説 PDH の検証）である。 

第 3 章は本研究の方法論についてである。バイリンガルと言うと、バイリンガルの中で世

界中で知られている言語混合現象が頭に浮かぶ。本研究が対象としているのは、上に述べた
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ように、４人の幼児（きょうだい）であって、全員が筆者の子供であるが、日本で生まれ、家

庭内で使用される言語は主に母語（アラビア語）である。本研究のデータ収集の手段として

は、２台のビデオカメラを使用して録音と録画を行った。その期間は約７か月間にわたるが、

その期間を３回に分けた。すなわち、約３.５か月毎に 1回観察するという計画とした。1回

ごとに、5 つの場面のデータを収集した。①幼児と母親の対話場面、②幼児と父親の対話場

面、③幼児と両親の対話場面、④幼児と日本人の対話場面、⑤幼児同士の対話場面である。

各場面は 30 分の構成である。その 30 分を内容面から見て 3段階に分けた。各段階は 10 分で

ある。最初の 10 分は幼児のやる気や動機を高め、ウォーミングアップをするために、遊びな

がら自由会話をさせた。次の 10 分は、対話者が幼児にフラッシュカードを見せながらやり取

りを行った。最後の 10 分間は対話者が幼児に主に絵本を見せ、読み聞かせて、幼児とのやり

とりを行った後、幼児に絵本の内容を説明させた。これらの場面から得たデータを分析・記

述した。 

第 4 章は、第 2 章の研究課題に沿って分析結果を提示する。まず、研究期間中に収集した

データを対話者ごとに４つ（幼児―母、幼児―父、幼児―両親、幼児―日本人）に分けて分析

する。さらに、各幼児が使用した言語をアラビア語、日本語、言語混合の３つに分け、その区

分に従って、各幼児がどのように言語を使い分けたのかについて分析した結果を述べる。次

に、幼児の使用言語が対話者（母親、父親、両親同時、日本人対話者）によってどのように変

わるかを示すグラフを作成して分析し、その結果を掲示する。次に言語混合に焦点を当てて

述べる。その研究課題を 2つの面から分析する。第 1は、4人の幼児の対話者ごとの言語混合

の変化についてである。第 2 は、それぞれの幼児の時間の経過による言語混合の変化に関し

てである。それらの場面から得たデータを分析して、結果を提示する。次に、児童たちが成

人と会話をしながら言語を混合する場合、どのような言語混合が起こるかを見る。そこに見

出された言語混合の事例を取り上げ、先行研究で提案された言語混合の分類方法が、本研究

課題に適応できるかどうかを検証する。最後に、本研究の主眼点であり、Lanza (1992)が提唱

した PDH の正当性を検証し、その結果を提示する。 

第５章では、前章の調査結果を整えた上で、本研究課題に考察を加えて、回答を出す。 
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第２章 先行研究について 

 

 

本章では、まず、バイリンガルとは何かについて様々な定義を取り上げる。その後、各観

点からのバイリンガルの分類について述べる。さらに、バイリンガル家庭についても議論し

てそれの分類を記述する。次に、アラブ諸国におけるバイリンガル教育についても示した後、

日本におけるアラビア語日本語バイリンガルについても触れる。それに続いて、バイリンガ

ル幼児とバイリンガル家庭について基本的なことを示した後に、異言語家庭（バイリンガル

家庭）の中には、家族全員がどのように言語を選択し、それを使用して会話を行うかについ

て触れる。それに加え、その言語選択に影響を与える要因について論じる。最後に、言語混

合という概念について、各面で議論を行う。 

 

２．１．バイリンガルとは 

言語学者のバイリンガルの定義には幅がある。全体的に一体化された標準的な定義に統一見解

していない。有名な言語学習者である Bloomfield (1933, pp. 55-56) によると、次のように定義さ

れている。 

“… in the extreme case of foreign-language learning the speaker becomes so proficient 

as to be indistinguishable from the native speakers round him. This happens occasionally 

in adult shifts of language and frequently in the childhood shift. In the case where this 

perfect foreign-language learning is not accompanied by loss of the native language, it 

results in bilingualism, native-like control of two languages.”  

この定義によれば、バイリンガルとは２つの言語を母語話者のように全く流暢に使用できる人

である。しかし、マーハ（1991, p. 9）は、2つの言語を全く同じレベルで習得している人はまれで

あり、その上、２つの言語を完全に習得している人がいるとは到底思えないと述べている。さら

に、東（2000, p. 12）も、果たして完璧に２つの言語を母語として話せる人が実際にいるだろうか

と述べている。つまり、Bloomfield のバイリンガルとして挙げた定義は極めて厳しいものと言え

よう。 

一方、ほかの研究者、例えば Haugen (1953)は、バイリンガリズムを、完璧な意味を持つ発話を

違う言語で言うことができることであると定義している。つまり、たとえば英語以外の言語を母
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語とする話者が、英語の挨拶程度の発話（たとえば “How are you?” とか “Good luck。” や“Good 

night。” など）を知っているような場合でも、バイリンガルの始まりであるとしている。 

マーハ（1991, p. 8）は、Bloomfield が提唱した定義はきわめて厳しいが、Haugen の定義は最

もゆるいと言えると述べている。 

以上に挙げた定義を見ると、この 2 つの定義の間には幅広いバイリンガルの型があると考えら

れる。完璧に２言語を話せることがバイリンガルであるという定義がある一方で、ただ単に第２

言語のいくつかの単語を覚えていることでもバイリンガルであるとする考え方もある。これは流

暢さに着目した定義であるが、研究者の中には、バイリンガルを他の様々な側面から議論する人

もおり、バイリンガルは多方面にわたって分類されているのである。以下、それらのいくつかの

観点を挙げる。 

 

２．２．バイリンガルの分類について 

バイリンガルについて研究している研究者たちはバイリンガルという概念を様々な観点か

ら議論、分類している。一部の研究者は認知力の発展の観点から分類しており、他のグルー

プは言語の 4 技能から見たバイリンガル研究をしている。さらに、言語過程発達の観点から

みた分類、あるいは社会的な点から分類する研究者もいる。以下では、こうした分類を４グ

ループに分けて示していく。 

第 1に、中島（2010, p. 34）は、カミンズ（1985）を引用しながら、バイリンガリズムと認知力

の発達に焦点を当てて、２言語の到達度からバイリンガルの型を４つに分類している。つまり、

バイリンガルは認知力の面から見れば、４つの型に分類されることになる。このカミンズの説は

「しきい説」と呼ばれる。しきい説によると、２言語の到達点には２つの「しきい」があり、両言

語とも上のしきいを超えた状況を「①高度バイリンガリズム」、どちらか１言語のみ上のしきいを

超えた状況を「②部分的バイリンガリズム」、どちらの言語も下のしきいが超えられない状況を「③

ダブルリミテッド・バイリンガリズム」と呼んで区別する。③は「リミテッド・バイリンガリズ

ム」も呼ばれると述べている。第 2は、4技能（書く、読む、聞く、話す）から見たバイリンガル

の分類であって、これを中島（2010, p. 9）は以下のように示す。まず、聞くことは 2つの言語で

できるが、ほかの技能はもう一方の言語でできない場合は、「聴解バイリンガル」、あるいは「受

け身バイリンガル」と呼ばれる。話すことと聞くことという能力は両言語でできるが、他の言語

機能（書く、読む）がもう一方の言語でできない場合は、「会話型バイリンガル」という。両方の
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言語で言語の４技能ができる場合は、「読み書き型バイリンガル」、または「バイリテラル」と呼

ぶ。 

それに加えて、第 3 に、発達過程による分類がある。これは、バイリンガルが日常生活で同時

に 2 つの言語に接することから「同時バイリンガル」と呼ばれる。例えば、国際結婚の家庭での

場合、両親が意図的に 1 人 1 言語の方法に従って幼児に話しかける。つまり、父親が第１言語を

使用して幼児に話しかけるが、母親は第２の言語を用いて話しかける。すなわち、幼児は両言語

に同時に接することになる。一方、子供がすでに第１言語を習得して、ある時点でまた別の第 2言

語の環境に置かれた場合、一定時間の経過の後にある程度両方ができるようになったケースは、

「継起型バイリンガル」と呼ぶ。 

さらに、文化習得の観点によるバイリンガルの分類もある。それは「モノカルチュラルのバイ

リンガル」と「バイカルチュラルのバイリンガル」である。前者は両言語を流暢に話すことがで

きても、価値観や行動、習慣などは１つの言語のそれだけを持つことであり、後者は両方の文化

の習慣や行動、価値観などを持つことである。さらに、様々な文化を経験したため、いずれにも

所属していない場合は、「デカルチュラルのバイリンガル」となる。 

今述べたバイリンガルの分類は言語能力にかかわっている分類であるが、次に、第 4 として、

母語の社会的状態に関する分類についてである。例えば、日本に住むアラビア語を母語とする小

学生は、周囲の日本社会がどのようにアラビア語を見ているかによって、自分の母語を表す。つ

まり、英語を母語とする子供の場合、英語が日本社会では優位にある言語であり、また国際言語

としても見られているので、日本語を学びながらも、英語を隠さずに、誇りを思って日英のバイ

リンガルになる。これは「加算的なバイリンガル」である。一方、日本社会は、あまり有名でない

言語を母語とする子供の話をあまり聞かない上に、その母国が政治的、経済的に力がないと、子

供が自分の母国語を使うことを恥じることがあるだけでなく、自分の母語を隠すケースさえある。

これは「減算的バイリンガル」である。ここでは子供のバイリンガルの形成において母語の社会

的地位が重要な役割を果たしている。 

これに加えて、個人的な面でなく、社会的な観点からのバイリンガリズムの分類もある。それ

らは、中島（2015, pp.14-15）は子供の言語教育の観点から 4つに分けることを指摘した。中島に

よると、①過渡的バイリンガリズム、②読み書き１言語のバイリンガリズム、③部分的バイリン

ガリズム、④フル・バイリンガリズムである。 

① の場合は、２つの言語を話せる状態から１つ言語（主要言語の文化）へのシフトのことであ
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る。その教育的方法は通常、一定期間発生し、数世代以内に見られる。つまり、帰母国男女

などのようなバイリンガルは母国語あるいは自分の少数言語を失うという。 

② は聴解型のバイリンガルと同じである。例えば、両言語で話すが、読み書きは主要言語のみ

という場合である。その教育上の目標は、バイリンガルの人は家庭で円滑な会話や生活を順

調に進めるためである。 

③ は、話すことも読み書きも 2言語でできるように目指しているが、自分の国の文化を保持す

るために、その部分に関連している部分のみを 2言語でする。すなわち、継承語教育を守る

ための教育方法である。 

④ は両言語の文化や４技能もできることを目指す教育方法である。例えばカナダの社会がそ

の好例である。 

次に、バイリンガル家庭の種類について述べる。 

 

２．３．バイリンガル家庭の種類について 

本節では、幼児が早い段階でどのようにバイリンガルになるのか、バイリンガルの家庭の色々

なタイプについて述べる。Romain（1995, pp. 183-185)はバイリンガル幼児が 2言語を習得する家

庭の環境に注目して６つのタイプに分類した。本研究は彼に従うが、社会の主要な言語が日本語

であり、家庭では両親ともアラビア語が母語であるが、父親が日本語を理解するという状況に合

わせるため、社会の主要言語を日本語としてこの表１にした。 

 

表 1 バイリンガル家庭のタイプ 

 

タイプ１ 

One parent, One language 

親１ 親２ 社会の主要言語 

日本語（X語の知識あり） X語（日本語の知識あり） 日本語 

方略 親が子供と会話をするときそれぞれの母語（日本語か X語）のみを使用する 

 

タイプ２ 

 

Non-dominant home language/ One language one environment  

親１ 親２ 社会の主要言語 

日本語（X語の知識あり） X語 日本語 

方略 両親が少数言語（X 語）のみで子供に話しかけるが、主要言語には家庭外で

のみ接する 



9 

 

 

タイプ３ 

Non-dominant home language, without community support 

親１ 親２ 社会の主要言語 

X語 X語 日本語 

方略 両親が子供と対話をするとき母語（X語）を使用する 

 

タイプ４ 

Double Non-dominant home language, without community support 

親１ 親２ 社会の主要言語 

X語 Y語 日本語 

方略 親が子供と対話をするときそれぞれの母語（X語か Y語）を使用する 

 

タイプ５ 

Non Native Parents 

親１ 親２ 社会の主要言語 

日本語 日本語（＆X語も） 日本語 

方略 両親が子供と対話をするとき、１人は日本語のみを使用するが、もう一方は常に母語では

ない X語のみを使用する 

 

タイプ６ 

The parents are bilingual 

親１ 親２ 社会の主要言語 

日本語＆X 語（バイリンガ

ル） 

日本語＆X 語（バイリンガ

ル） 

日本語、また一部分

も X語も使用 

方略 両親が子供と対話をするとき両言語を使用する（バイリンガル環境） 

X語、Y 語は社会の主要言語ではなく、非優勢言語か少数言語である 

 

上の表１によると、タイプ１[One parent, One language]とタイプ２[Non-dominant home 

language/ One language one environment]の間に類似点があるが、相違点もある。タイプ１の場

合は、家庭内で親が子供と相互に意志疎通をするときに、両言語を使用して会話を行う。つまり、

子供は家の中で両言語に接触している。一方、タイプ２の場合は、家庭内で子供が少数言語を浴

びているが、社会の主要言語に接触するのは主の家の外である。また、タイプ３とタイプ５の間

にも類似点がある。それは両親が同じ母語を持つということである。タイプ３の場合は、両親が

社会の主要言語ではない少数言語を母語とする。一方、タイプ 5 の場合は、両親が同じ母語を持

ち、社会の主要言語と同じであるが、どちらか１人がもう一方の言語の知識をも持っている。こ

の親は非母語を使用して子供との相互意志疎通をする。 
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タイプ 4 は、両親がそれぞれ別の母語を持ち、どちらも社会の主要言語と違っているケースで

ある。これは子供が 3言語環境にあるということである。Romain (1995) はこれをバイリンガルの

家庭環境として扱っているが、マーハ (1991, p. 108) は、このようなタイプはバイリンガル型では

なく、モノリンガル型になると述べている。タイプ 6 の家庭の両親はバイリンガルであり、彼ら

は子供とは普段両言語を使用して会話をする。さらに社会もバイリンガルということであり、子

供は家庭の外でも両言語に触れる機会がある。その結果、子供はもちろん両言語を混合して使用

して対話者と会話するということが推される。 

以上、幼児期の 2 言語習得環境の分類を検討した。本研究において対象にした家庭（親と幼児

たち）が当てはまるタイプは、上の表 1 のタイプ 3 である。両親の母語は社会の主要言語（日本

語）ではなく、少数言語のアラビア語である。家庭内の言語環境を簡単にまとめると、両親は主

にアラビア語を使用して幼児と相互に意志疎通をするが、父親は社会主要語の日本語を話せるた

め、幼児と会話をする際、必要に応じて日本語も使っている。しかし、本研究における幼児の日

本語刺激は家の外で、具体的には保育園で日本人の保育士や周囲の日本人の幼児と遊びながら、

日本語を得ている。 

 

２．４．異言語間家庭の中でどのように言語を選択して使用するかについて 

山本（2014, p. 83）によると、異言語間家庭では、そのような家庭のメンバー間で使用されてい

る言語タイプは 9形式あると想像できる。それらを以下の表 2に示す。 

 

表 2 対話者間の言語選択モデル（山本 2014, p. 84 より引用） 

タイプ Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ   Ⅳ   Ⅴ    Ⅵ    Ⅶ    Ⅷ     Ⅸ 

話者１ L1  L2  L1   L2   L1   L1＋L2   L2   L1+L2   L1+L2 

話者２ L1  L2  L2   L1  L1＋L2   L1   L1＋L2    L2   L1+L2 

 

山本（前掲書）は、上表２の言語の選択のタイプには２つの理由があると述べる。第 1 は、そ

のような家庭の場合は、親が子供に話しかけるときに、１人１言語の方略に従いながら、各親が

それぞれの自分の母語を使用して会話を行うというケースがよく見られるということである。そ

の 1 人 1言語の原則について、中島（2015, p. 60）は Ronjat（1913）を引用して、「子供には何も

教える必要はない。覚えてほしいことばで必要な時に、話しかけていればいいのである。要はそ
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れぞれの人が代表することである」と言っている。 

第 2 の理由は、バイリンガルの話者が他人と会話をするときに、対話の相手の言語能力や脈絡

により、選択する言語も異なることである。L1言語を使用する場合もあり、他方 L2言語の使用の

場合もある。さらに、時折、同時に両言語 L1と L2 を併用しながら会話を行うケースもある。 

言語選択については興味深い研究がある。以下の調査を紹介する。山本 （2013a）の調査では、

それぞれの違う３つの異なるバイリンガル家庭を対象にして調査が行われた。その３つの家庭の

バイリンガルは次のように述べられている。各家庭では、親の一方が日本語母語話者であり、他

方の親は日本語以外の親で、３つのタイプに分けられている。それらは①英語母語話者の親、②

フィリピン母語話者の親、③日本語、英語以外の言語母語話者である。その調査では、さまざま

な観点でデータを収集している。すなわち、親同士、子供同士、日本語母語話者の親と子供の会

話、非日本語母語話者の親と子供の場合で、どのように言語を選択使用するかを分析した。それ

らの調査の全体的な結果として、それぞれの家庭では、言語選択や言語の使用の状態に顕著な違

いが見られたと結論づけられた。具体的には、日本語―英語の異言語家庭では、親の英語母語話

者が英語を高頻度に選択する傾向があった。一方、日本語―フィリピン語の異言語家庭や日本語

―日本語、英語以外の家庭では、フィリピン語母語話者の親や、日本語、英語以外の言語を母語

とする話者の親の母語が使用されることが少ないと述べている。つまり、バイリンガル家庭の状

況が異なると、家庭のメンバー間の会話で、言語の使用方法や、選択のし方も変わる。 

要するに、言語環境が異なるいずれのバイリンガル家庭でも言語使用の様子も異なる。その言

語環境に影響を及ぼす要因には色々あると考えられるが、これについては次の節で述べる。 

 

２．５．異言語間の家庭の中での言語・使用に影響する要因について 

山本（2014, p. 87）が興味深い説明を提供しているので、それを簡潔に紹介することとする。こ

れによると、バイリンガル家庭のメンバー間で相互に意志疎通をするときに使用される言語に影

響する要因には色々ある。山本はそれを２つのグループに分けている。第 1 グループは家族に関

する要因である。第２グループは社会に関する要因である。 

家族に関連する要因は、また２つに分かれる。①人にかかわる要因と、②生活環境にかかわる

要因である。まず、人に関する要因は、家族の組み合わせが両親と子供の場合、両親と祖父母と

子供の場合、両親と祖父母以外の親戚も一緒に住んでいる場合などであって、これらが家族メン

バー間の言語選択・使用に影響を与える。さらに、そのような家庭に子供が 1 人か、ほかに兄弟
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姉妹がいるかどうかも重要である。さらに、子供の年齢が就学前か学校に通っているかという要

因が重要な役割を果たす。両親の言語の能力という要因もある。両親は両言語 L1＆L2を使用する

ことができる場合には、子供と両言語を使用して会話を行うケースが多い。一方、親が 1 人 1 言

語しか話せない場合、家庭メンバー間の使用言語・言語選択は制約される。 

次に、家族に関する要因のうちの生活環境にかかわる要因についてである。子供は両親が仕事

をしている間に、どのような言語を浴びて時間を過ごしているのだろうか。就学前の子供の場合

は、通っている保育園や幼稚園で主に使用されている言語が社会の主流言語（L1）であるか、両

言語（L1＆L2）を使用しているか。また、子供が学校に通っている年齢ならば、学校での授業は

L1のみか、両言語 L1と L2を使用して授業を行うかも子供の言語選択・使用に影響を与える。さ

らに、バイリンガルの子供が住んでいる地域に同じ言語（L2）を話している集団が周辺にいるか

どうかは重要な要因である。そうすると L2を使う時間を増やして、その言語を維持することがで

きる。そうした環境も言語選択・言語使用に影響を与える。 

さて、第２グループの社会にかかわる要因についてである。山本（2014, p. 89）によると、社会

に関する要因が最も重要なのは言語の威信性である。威信性とは、ある社会がある言語に与えて

いる評価のことである。つまり、経済的、政治的、社会的に力がある集団が話す言語には、社会

が高い序列や評価を与えるという意味である。威信性の高い言語を母語にする人やそれを流暢に

話せるようになった人は、社会で高い位置を与えられる。社会的に高い評価を受けるために威信

性の高い言語を使用して、力をアピールしようとする人もあるという。また、威信性が低い言語

を母語とする親のうちには、自分の母語（L2）を隠してその使用を抑制し、自分の子供が社会で

高い評価を受けられるよう威信性の高い言語を勉強させるケースもある。そのような場合に、言

語選択・言語使用は大きな影響を受ける。 

 

２．６．アラブ諸国におけるバイリンガル教育について 

アラブ世界あるいはアラブ諸国は、地理の面で見れば、広い地域に渡り１千 4 百万平方キロメ

ートルに及ぶ。西は大西洋沿岸から、北アフリカ諸国を含み、東のアラビア海に至る広大な面積

の地域で、世界的に重要な部分を占める。このアラブ諸国は 22ケ国から成る。アラブの国の主要

言語はアラビア語ではあるが、近代化や占領により、アラビア語に加えてほかの言語を使用して
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いる国もある。例えば、ワールド・ファミリー・バイリンガル・サイエンス研究所（2019）1は、

近代化によりアラブ首長国連邦ではアラビア語のほかに英語が不可欠の言語になった結果、「アラ

ビア語または英語の国」から「アラビア語と英語の国」へと変わり、アラビア語と英語のバイリ

ンガル教育を推進すべきだと述べている。加えて、Raddawi & Meslem（2015）によると、アラビ

ア語を維持するためにはアラビア語・英語のバイリンガル教育を進めるほうがよいと結論づける。

一方、Kesbi（2012）は北西アフリカのモロッコでは、アラビア語とフランス語のバイリンガルを

教育にたとえ採用しても、両言語の指導にあたって、教育方法に関してさまざまな困難に直面し

ている。 

ほかのアラブ諸国には、国民がアラビア語と英語の２言語を使用している国もいくつかある。

例えば、アルジェリア、チュニジアやレバノンである。アラブ諸国にはこうしたバイリンガル環

境があるにもかかわらず、全体としてバイリンガリズムに関する研究は少ない。Al khatib（2006）

によると、アラブ諸国におけるバイリンガリズムは注目されたことはない。この注目の欠如の理

由はいろいろあるが、最も重要なことは、アラブ諸国でのバイリンガリズムに対する知識や理論

を提供する専門的なジャーナルがないことに起因する。さらに、Kesbi（2012）は、現在、科学の

研究者がその分野に関するジャーナルにアクセスするとしても、言語が限定されており、残念な

がら、アラビア語はそのような雑誌で使用されている言語ではないと述べている。Sandelin & 

Sarafoglon（2003）によると、最も科学的なジャーナルは英語で書かれていると述べている。本研

究の筆者の知る限り、アラブ諸国に関するバイリンガルについての研究、具体的に言うならバイ

リンガルの子供とその親との談話に関連する研究は非常に少ない。本研究の重要性はこの点にこ

そある。 

本論文は、上に述べた言語環境とは異なる環境にある就学前の幼児の、アラビア語・日本語の

バイリンガリズムの研究である。 

なお、筆者はアラビア語と日本語のバイリンガルに関する研究を調べてみたが、学会誌への投

稿論文しか見つからなかった。従って、本研究で、バイリンガルのアラブ児とその親の間の相互

意志疎通について新しい言語学的なとびらを開けることとなる。そして、ここからさまざまな議

論が開始されることを期待したい。 

                                                      

1 https://bilingualscience.com/、当研究所は幼児期からの英語教育の有効性や重要性を社会に対して

提供することを主目的として設立された。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E9%A6%96%E9%95%B7%E5%9B%BD%E9%80%A3%E9%82%A6
https://bilingualscience.com/
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２．７．日本におけるバイリンガル教育について 

以上に記述した通りに、このテーマについてアラビア語で書かれた研究は非常に少ないのであ

るが、日本におけるバイリンガル教育についてはどうだろうか。 

まず、日本より欧米のほうがバイリンガル教育について幅広く、深く議論している研究者は多

い。一方、最近、日本もその分野で関心が高くなり、とりわけバイリンガルの人のアイデンティ

ティーに対するテーマが最近よく議論されている。さらに、文法的な観点からアラビア語と日本

語とを対照しながらなされた研究も若干見られる。例えば、アブデルラフマーン（2017）、アハマ

ド（2013）などである。ところが、日本語とアラビア語のバイリンガルについての研究は、筆者

の知っている限りでは、ないと言って差しつかえない。そのため、本研究では、まず、日本にお

けるアラビア語・日本語バイリンガル教育について先鞭をつけるために、幼児が大人と会話をす

る際に、どのような発話や言語混合を起こしているかという言語的な現象に着目したい。 

以下に、バイリンガル幼児が大人対話者と会話をする際の言語混合という面に焦点を当てて議

論する。 

 

２．８．用語の定義 

バイリンガル幼児による言語混合の研究ではこれまで異なる用語が用いられてきた。そこ

で、本節では最初に先行研究で用いられた用語とそれらの定義を概観し、本研究で用いる「言

語混合」の用語について説明を行う。 

バイリンガル幼児の多くは対話者（例えば親）と対話する際に、2言語を混ぜて発話するこ

とがよく知られている。この言語的な現象は様々な用語で呼ばれている。そのひとつは「コ

ード切り替え（Code Switching）」であるが、山本（2014）は、この用語が包括的なラベルとし

て使われているが、これ以外にも研究者によって異なる用語も使われてきたことを指摘して

いる。頻繁に用いられているのは、「コードミキシング (Code Mixing)」と「言語混合（Language 

Mixing、以下、言語混合）」という用語である。Miesel (1989) によれば、これらの用語には意

味の重複もあり、特に「言語混合」及び「コード切り替え」の用語の根本的な概念が曖昧であ

ると指摘している。 

これらの用語のうち、コードミキシングについては、山本（2014, p. 99）が指摘するように、

コード切り替えと合わせてよく使われる。しかし、「コードミキシングの（ミキシング）とい

う語のニュアンスが、言語の使い分けが適切にできておらず、[２つの言語を不適切に使用し]
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混乱しているというネガティブな印象を与えることから、この用語の使用を避ける研究者も

いる。 

もうひとつの言語混合については、一部の研究者にはコード切り替えと同義でその替わり

に使う研究者も見受けられるが、コード切り替えとは区別している。 

例えば、Meisel (1989, 1994) は、コード切り替えは、バイリンガルが、会話の状況や文脈、

会話のトピックなどに応じて意識的に言語を選択して使用することができる場合を指し、主

にバイリンガルの年長児や大人の言語使用に限定する用語としている。この点を踏まえ、

Mishina (1999) は、コード切り替えは、話者の実用的な能力の一部であると見なしている。こ

れに対して言語混合は話者が 2 言語を意識的に区別することなく使用する場合を指すと定義

づけている。 

こうした研究者に対して、Lanza (1997, p. 3) は、言語混合という用語は、２言語間で生じ

るあらゆる言語的な相互作用の現象を包括する用語として使用することとしており、コード

切り替えは、言語混合の一種として見なす立場をとっている。 

本研究ではこの Lanza (1997, p. 3) が概念化したこの言語混合という用語を用いることとす

る。その理由であるが、Lanza（1997）の用語は、発話中に２つの言語が語彙や語句、さらに

は文や談話レベルで交錯して用いられるあらゆる場合を想定しており、本研究にとって都合

がよいからである。都合がよいというのは、本研究が対象とする幼児を実際に観察してみな

いと、２つの言語の使用がどのように行われるのか分からないからであり、あらゆる場合を

想定して研究を進める必要があると考えたからである。さらに、対象にした幼児には２歳児、

３歳児も含まれ、発話される語数も限られていることから、言語の混合が語彙、文中、文、談

話レベルなどのいずれの局面で起こったか判断が困難であることもその理由である。 

 

２．９．言語混合の分類について 

次に言語混合の分類方法であるが、これも研究者によって異なっている。典型的な分類は

言語混合を３種類に分ける方法である。例えば、山本（1991, p. 40）は、Apple & Muysken (1987) 

を引用し、「（ア）付加的切り替え（Tag switching）１つの言語で完結する文にバイリンガル的

色彩を加えるために、もう一方の言語からの感嘆表現や挿入句など付加するもの、（イ）文間

切り替え（Inter-sentential switching）文と文の間で言語が切り替わるもの、（ウ）文中切り替え

（intra-sentential）文中で言語切り替わるものを指すが、このうち（ウ）の『文中切り替え』を
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言語混合と呼んでいる」という考えに賛同している（同様の３分類を Poplack (1980)も行って

いる）。 

一方で、コードミキシングと言語混合を特に区別しない Paradis et al. (2011, p. 88) は、コー

ドミキシング（従って言語混合）はひとつの発話内で、あるいは発話者をまたいだ発話者間

（論文では “in the same utterance or in the same stretch of conversation” ）で２言語が混じる場合

をコードミキシングと呼んでいる。幼児が大人と話す際には、完全な文の形で話せないこと

が多く、上述の文間や文中という概念を当てはめられないというのがその理由である。 

本研究で対象としたバイリンガル幼児は全員就学前の段階にあり、上述した(ウ)の文中で

の２言語の混合のみならず、ひとつの発話内、あるいは話者から話者へのターンを挟んで２

言語を切り替えること（以下、発話者間の言語混合）がたびたび観察された。そこで本研究

では、上の（ア）と（イ）に加え、この Paradis et al. の言う発話内と発話者間の両方で生じ

る言語混合に焦点を当ててみて記述することとした。 

 

２．１０．言語混合が起こる理由について 

バイリンガル幼児が大人と会話をする際、言語混合という現象がよく見られる。言語研究

者はその現象が様々な理由に起因する可能性があると論じている。例えば、山本（2014、pp. 

101-105）によると、言語混合を起こすの理由には、それなりの合理的で状況的な要因がある

と述べている。 

それらは第 1に、Blom & Gumperz が言う「状況により切り替え」という言語混合である

（山本、2014）。このケースの言語混合を起こすには、「人々が仕事上のやりとり、教会での

礼拝、学校での授業、くだけた会話など状況によって、標準語と方言を使い分けている、こ

れを状況的な言語混合と名付けた。」と述べている。要するに、日常生活で出会っているイベ

ントや活動などがバイリンガル幼児の言語の使い分けや言語混合を起こすことに影響を与え

ることが分かる。 

第 2 に、山本(2014, p. 102)は Gumperz を引用して、会話をしながら言葉を切り替えるも

のを会話の中での言語混合と呼んだ。このケースを起こすには、「話をしている状況によって

切り替えが起こる状況的言語混合は、外からの刺激によって起こる言語混合で、社会言語学

的な視点で見るが、会話の中での言語混合は、内側から話し手の意志によって起こる言語混

合で、語用論的な視点に立つものと言える」と述べている。 
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第 3に、山本(2014)が Aure(1998)に依拠して、上記に指摘した会話の中の言語混合を発展

させて、会話分析のアプローチで、「談話に注目して分析をしていくと、引用、補足的にコメ

ント、繰り返し、強調といった会話の流れに関わる部分で、言語混合が効果的に使われてい

ることが見えてくる場合もある。」と述べていることがある。 

さらに、他の言語学習者も言語混合の理由にいくつかの提案を行っている。例えば、Genesee 

(1989) は、言語混合が起こるのは２つの理由に起因する可能があると述べている。 

その 1 つは、現時点で使用されている言語体系が不完全であり、特定の意味を表現するの

に必要な文法的な装置や構成が含まれていないために、言語混合が発生する可能性があると

言うのである。同じ目的を果たすもう 1つの言語体系の装置や文法成分が利用可能であれば、

その時点で使用される可能性がある。 

２つ目は、意図した意味を表現するのに必要な文法的な工夫（装置や成分）は現在使用さ

れている言語で利用可能であるが、もう 1 つの言語体系の対応する装置よりも複雑で、幼児

の現在能力に負担をかけるために、いずれかの言語体系からより単純な装置（成分）がその

時点で使用される可能性があると指摘している。 

上記の理由以外に、その言語的な現象を議論している仮説も様々ある。下にこの仮説につ

いて詳細に記述していく。それに続いて、過去のバイリンガル幼児の研究で提唱された「一

言語体系仮説」や「二重言語体系仮説」、それに「ギャップ埋め仮説」などを中心に、バイリ

ンガル幼児に関連する先行研究に触れることとする。 

 

２．１１．幼児のバイリンガルに関する仮説 

この節では、幼児のバイリンガルと母語と L2の言語体系について先行研究で提唱された仮

説を取り上げる。 

 

２．１１．１．一言語体系仮説（Unitary Language System Hypothesis, ULS） 

Paradis et al. (2011, p. 62) によると、20世紀の初めから 1990 年代初頭までは、バイリンガ

ル幼児は言語獲得段階の初期に２言語を異なる体系として修得していないと考えるのが研究

者の主流であったとのことである。この考えを表す仮説が Volterra & Taeschner (1978) によっ

て提唱され、これは一言語体系仮説（Unitary Language System Hypothesis, ULS),と呼ばれてい

る。ULSによると、バイリンガル幼児たちは、バイリンガルとして成長する第 1段階では 1 つ
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の言語体系しか内在化させておらず、その一体化された言語体系によって２つの言語の語彙

や統語的なルールを組み合わせて使用する。次の第 2 段階になると、統語面では 1 つの言語

体系ではあるものの、語彙面では徐々に分離され、最終的な第 3 段階に至る 3 歳ごろになる

と、語彙と統語の両方とも完全に分離されるという。Fryer (2012) は、Genesee & Paradis (2005) 

を引用しながら、この仮説の根拠となったのは、同時バイリンガル幼児（simultaneous bilingual）

たちが発話をする際に、２言語の様々な語彙や音韻、構文の要素を組み込むことにより、言

語混合を行うという事実であった。しかし、Genesee (1989) は ULS仮設を否定し、Dual Language 

System Hypothesis という仮説を提案した。これについては次に記述する。 

 

２．１１．２．二重言語体系仮説（Dual Language System Hypothesis, DLS） 

Dual Language System Hypothesis とは、 Genesee (1989)が提唱した仮説である。それは、誕

生直後から２言語を浴びている同時バイリンガル幼児は言語獲得の初期段階から分離された

２言語の体系を内在化するというものである。この仮説によると、同時バイリンガル幼児た

ちは ULS 仮説が示した様々な段階を経過することを想定していない。Paradis et al. (2011, p. 

63) は、バイリンガル獲得に関する近年の研究は、圧倒的にこの二重言語体系の仮説を支持

していると述べている。さらに、Paradis et al. (2011, p. 97) は、バイリンガル幼児たちの言語

混合の原因は、1つの理由からではなく、様々な要因があるということを指摘する。次の節で

その説明を述べておきたい。 

 

２．１１．３．ギャップ埋め仮説 (Gap-Filling Hypotheses) 

次は「ギャップ埋め仮説」である。Paradis et al. (2011, p. 97- 98) は、この仮説の分かりやす

いケースとして語彙（レキシコン）の混合を挙げている。バイリンガル幼児は、Y 言語を使

用する際に、X 言語からの単語を混ぜることがある。なぜなら、彼らは Y 言語に適切な語彙

を知らないからである。２言語間のギャップには統語的な知識の不足も含まれ、バイリンガ

ル幼児が統語パターンを混合するケースがよく生じる。また、Paradis et al. (2011) はこの仮説

を支持する根拠を２つ挙げている。 

第 1 は、バイリンガル幼児たちは流暢に話せない言語か、非優勢な言語を使用する際に、

さらに 2言語を混ぜる。 

第 2 は、バイリンガル幼児たちは優勢か非優勢な言語を使用しているか否かを問わず、目
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標言語で相当翻訳を知っている語彙より、相当翻訳を知らない語彙のほうを混ぜる。 

すなわち、バイリンガル幼児はどの言語のほうが流暢に話せ、どの言語のほうが優勢であ

るかが、言語混合で重要な役割を果たしているということが分かる。しかし、他の研究者は

さらに言語混合の原因について他の説明を挙げる。それを次節で述べる。 

 

２．１２．親の談話方略の仮説 (Parental Discourse Hypothesis, PDH) 

親の談話仮説は、Lanza (1992) が提唱した親の談話方略2（Parental Discourse strategies）に、

Nicoladis & Genesse (1998)が Parental Discourse Hypothesis という名称をつけたことによって、

研究者間で知られるようになった仮説であり、親が幼児と対話する際に使用する談話方略が、

幼児の言語使用にどのような影響を与えるかを理論化したものである（下記に PDH に関する

英語の説明を引用する）。 

Nicoladis & Genesse (1998) は言語混合について次のように Lanzaを引用する。 

 

“Lanza (1992) has suggested that bilingual children’s rates of codemixing may be influenced, 

not by their prevalence of their parents’ codemixing but by the particular discourse strategies they 

use in conversation with their children. More specifically she has hypothesized that certain parental 

speech acts in response to children’s codemixing might encourage it. Parents who respond to their 

children’s codemixing using minimal grasp or expressed guess strategy, for example, might indicate 

that they do not understand the child’s codemixed utterance and, thereby, encourage monolingual 

conversations with their children. In contrast, parents who reveal their understanding of child’s 

codemixing by providing translation or by codeswitching themselves might indicate their implicit 

acceptance of children’s codemixing. This, in turn, could encourage relatively bilingual forms of 

communication between parent and child.” 

 

親の談話仮説では、親がバイリンガル幼児と相互作用をする際に、親による言語の使用の

                                                      

2 Parental Discourse Strategiesを山本(2017) は日本語で「親の談話方略」としているので、本稿も必要に応じ

これに従う。 
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仕方が幼児の言語混合に影響すると考えられている。親が幼児の言語混合に対して特定の応

答や方略を使用すると、それに応じる形で幼児は言語混合を使ったり避けたりしながら、親

の使用する言語に合わせて言語を選び、コミュニケーションをする。一方、言語混合を含む

幼児の発話に親が理解を示すと、言語混合を使用してもよいものと理解し、2言語を混ぜたま

まコミュニケーションを継続することが報告されている (Lanza 1992, 1997) 。Min (2011) に

よると、Lanza (1992) は親と幼児のやり取りを観察しながら、親が使用する談話上での方略

（談話方略）と、そうした親の発話に続く幼児の言語使用の選択の間にある関係を調べた最

初の研究者であるとのことである。Lanza の研究の対象になった幼児は、ノルウェー居住の

Tomas（男児）と Siri（女児）の 2名で、兄妹ではない。研究当時 Tomas は 2 歳で、Siri は 1

歳 11か月であり、いずれもノルウェー語と英語のバイリンガルであった。この幼児とそれぞ

れの親（いずれも英語が優勢）との会話データを分析した結果、幼児の言語混合は偶然に生

じるのではなく、親の談話方略によって、幼児の言語混合を促進するケースと抑制するケー

スがあることが示唆された。また、Lanaza（1997, pp. 263-267）は、親とバイリンガル幼児の

間で交わされる会話を分析し、5つの親の談話方略（幼児の使用言語への切り替え、両言語に

よる会話の継続、幼児の使用言語以外での繰り返し、幼児の使用言語以外での意味推測、幼

児の使用言語以外での質問）があることを示した。これらの方略は、図 1 のように連続体

（continuum）をなしている。下に連続体に関する Lanza (1992)を引用記載する。 

左端がバイリンガルの状態で使わる方略、右端がモノリンガルの状態で使われる方略とな

っている。例えば、親がバイリンガル方略（連続体の左端）ではなくモノリンガル方略（連続

体の右端）を使用すると、親の母語を使用する傾向があることを示している。 

Lanza (1992)によると、 

 

“This continuum provides an interpretive framework for analyzing the discourse context of the 

young bilingual child’s language mixing. The decisive factor for ranking these strategies as 

contributing either to a monolingual context in conversation or a bilingual context is the degree to 

which they compel the child to attempt to adhere to the use of one language in interaction, or the 

degree to which they open up the opportunity for using both languages.” 
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BILINGUAL＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿MONOLINGUAL 

STRATEGY                             STRATEGY 

Code Switching    Move-On     Adult Repetition     Expressed Guess    Minimal Grasp 

図１： Lanza の親の談話方略モデル (Lanza 1997：268 から引用) 

 

これらの 5つの談話方略は次のように定義される。 

 

1) Code Switching Strategy（コード切り替え） 

発話中の言語混合や発話間の言語混合が含まれる。この方略は、先行する発話で幼児が

使用した言語に従って、成人対話者がそれに合わせて自分自身の母語を切り替えるという

方略である。 

“Code switching strategy comprises both inter-sentential and intra-sentential code switching 

(Lanza 1997, EX. No. 36& 37, pp. 266- 267). An example of intra code switching is one in which 

the parent incorporates the child’s use of ethnic language into his or her own utterance.” 

  

2) The Move-On Strategy（会話続行） 

成人対話者が幼児の言語混合の意味を察知し、何らかの方法でどちらかの言語を使用し

て、会話を継続させようとする方略である。 

“Move-on strategy is identified as a parental utterance which exhibits comprehension of the child’s 

use of mix and continue the topic. (Lanza 1997, pp. 265- 266)” 

 

3) Adult Repetition Strategy（繰り返し） 

成人対話者が質問以外の形で、幼児の言語混合発話の意味を繰り返す方略であるが、幼

児が使用しない方の言語で繰り返して言う場合のことを指す。 

“With adult repetition strategy the parent may repeat the meaning of the child’s mix, using the other 

language but in a non-question form. (Lanza 1997, EX No. 34, p. 264)” 

 

4) Expressed Guess Strategy（表現推測） 
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成人対話者は幼児が言ったことが何を意味するか推測し、その推測が正しいかどうかを

幼児に確認するため、幼児が使用しない方の言語で、正否を問う質問の形で聞く方略であ

る。 

“It is a parent who attempts the reformulation of the utterance in a yes-no question form using the 

other language, the child may then confirm or disconfirm (Lanza 1997, EX No. 32&33, p. 263).” 

 

5) The Minimal Grasp Strategy（最小限の把握） 

幼児が何を言おうとしているのか理解できないため、対話者は幼児が使用していない方

の言語で Wh 疑問文によって尋ねる方略である。 

“With the minimal grasp strategy, the parent relies primarily on the child to resay the repairable 

utterance, by using, for example, I don’t understand, say that again, and Wh- interrogative (Lanza 

1997, EX No. 38, p. 267)”. 

 

2．１３． 親の談話方略と幼児の言語混合との関係 

多くの研究者がこの親の談話仮説について実証データを収集・分析し、親の談話方略と子

どもの言語混合との関係について検証している。Takeuchi (2000) は、オーストラリアに在住

している日本語・英語バイリンガル 4 世帯から、女児 4 人（5 歳、5 歳 1 か月、6 歳 9 か月、

6歳 6か月）と、それぞれの母親の談話を分析した。その結果、母親が上記 5の最小限の把握

の方略を使用すると、子どもの言語使用に影響はなかった。子どもが親の使用した方略の後

に同じ単語を繰り返したからである。しかし、それ以外の方略を用いた場合、母親がモノリ

ンガル方略を使用すると、女児たちは母親の母語（日本語、少数話者）を使用する傾向が見

られた。この研究結果は、Lanza の親の談話仮説を支持している。 

また、Min (2011) は、台湾に住む中国語・英語バイリンガルの家庭の 1人の男児（2歳 1

か月歳から 3 歳までの間）を対象に定量データを収集し分析した。その結果、父親が幼児と

の会話で最も使用した方略は会話続行であるが、母親の場合は最小限の把握の方略である。

さらに、親の談話方略と子どもの全体的な言語混合率との間に正の相関関係があることを明

らかにした。親がモノリンガル方略を利用すればするほど子どもの全体的な言語混合率は低

下し、親がバイリンガル方略を使うとそれに応じて子どもの全体的な言語混合率が高まると

いう Lanza の親の談話仮説を支持する結果となった。 
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一方、親の談話仮説を支持しない研究結果も報告されている。Nicoladis & Genesee (1998) 

は、Lanza の親の談話仮説を検証するため、次の課題を設定した。彼らは、親の談話方略が子

供たちの言語混合と言語選択にどう影響したのかについて 2 段階で検証した。フランス語・

英語バイリンガル世帯から、年齢の範囲が 1 歳 9 か月から 2 歳までの子どもたち 5 人を対象

に調査を行ったが、親の談話仮説は支持されず、子どもの言語混合には、親の談話方略が直

接かかわるのではなく、社会的あるいは言語的な要因の相違に起因すると主張した。 

また、Genesee et al. (1995) は、幼児の言語混合に、彼らに内在化する言語の優勢・劣勢と

親の言語混合率が影響するかを検証した。フランス語・英語バイリンガル世帯の男児 3 人、

女児 2 人の子どもたち 5 人（1 歳 10 か月から 2 歳 2 か月まで）を対象に調査を行った結果、

幼児の言語による影響は見られたが、親の言語混合率が影響するという証拠は得られなかっ

た。 

さらに、Deuchar & Muntz (2003) は、スペイン語・英語バイリンガル世帯で育てられた女

児 1 人を対象として、1 歳 7 か月から 2 歳 6 か月までの期間に調査を行ったが、女児の言語

混合と親の談話方略との間、女児の言語混合率と親の言語混合率との間、女児の優勢言語と

女児の言語混合率の間すべてにおいて、有意な相関関係がないという結果になった。 

また、山本（2017）は、親の談話方略が子どもの言語使用を規定するのではなく、逆に子ど

もの言語使用が親の言語使用に影響を及ぼすと述べている。 

Goodz（1989）の研究が対象としたのは子供 4 人（兄弟ではない）及び彼らの両親である。４

人の子供のうち、1 人が女の子（2 歳４か月）で、ほかの 3 人が男の子（１歳 2 か月、１歳 9 か

月、1 歳 10 か月）である。各家庭の両親の一方が英語母語話者であり、もう一方の親はフランス

語母語話者である。各家庭では、それぞれの親が 1 人 1 言語という原則に従って子供に話しかけ

たということを述べている。その研究は 19 か月から 36 か月にわたって（1 か月半ごとに 1 回）

データを収集した。彼女の研究の主目的は、各バイリンガル家庭において両親が子供に話しかけ

るときに、どの程度まで自分の母語の使用を守っているのかについての研究である。その結果、

親は子供に話しかけるときに、1 人 1 言語の原則使用を維持することができなかったという。そ

れにはいろいろな要因があるだろう。例えば、親が１言語から別の言語に切り替えるという言語

行動を取るのは、子供の注意を引くため、言った言葉を強調するため、子供に礼儀を教えるため

というケースもあった。それに加えて、バイリンガル家庭の親は、子供との会話をするとき、幼
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児に分かりやすいと思うような語句や文構造を使う（その語句がもう一方の親の言語であっても）。 

De Houwer (1990) の研究では、対象にした子供は一人（女児）で、出生後、英語とオランダ語

に接して成長していた。研究が開始されたときの年齢は 2 歳７か月で、調査は８か月にわたって

行われた。彼女の母親はアメリカ人で（英語母語話者）、父親がオランダ語母語話者である。収集

されたデータは女児と母親、父親、家族の友人との会話である。その研究の目的は、対象にされ

た女児が大人と話すときに言語の選択を決定するのが何かということである。一般的にバイリン

ガル幼児は、対話相手が理解し対応できると知っている言語で話しかけるようである。つまり、

幼児にとって対話相手の言語能力を知ることが、その幼児の言語選択の重要な要因であると述べ

ている。さらに、最も重要な要因は特定の対話者との会話の場合、普段使用している言語が女児

の言語選択に影響することである。 

Genesee et al. (1996) の研究は、対象にした子供が 4 人（兄弟姉妹ではない）で、すべて女児で

あり、平均年齢は 2 歳 2 か月である。全員英語とフランス語に同時に接触して成長している。デ

ータを収集したときに、幼児の他人との会話の巧みさを検討するために、対話者を 3 つの場合に

分けて観察した。それらは、1 回は子供と母親のみの会話、1 回は父親のみ、さらに 1回は見知ら

ぬ人との会話である。こうすると、幼児が各対話者と話すとき、どのように言語を適切に、また

区別して使い分けるのかを知ることができ、様々な面で幼児の言語能力を検討することができる

という。Genesee et al. (1996) によると、子供のコミュニケーション能力を調査するために子供と

親の会話を観察するのは理想的ではないという。それは、子供が親に話しかけるとき、相手が身

近な人であるために、特定の言語的な使い方をして会話を行うからである。さらにこの研究によ

れば、バイリンガル家庭では親がお互いに、あるいは子供と会話をするときに、両言語を使用す

るため、子供が直感によって親の言語能力を知っていると言えるかもしれない。一方で、子供が

知らない人、または疎遠な人と話すとき、バイリンガルの幼児の意志疎通のうまさの限界を検討

することができるかもしれないと述べている。すなわち、幼児は会ったことがない人と話すとき、

どのように言語使用を調節するかを観察することができる。それによって、その制約を見つけ出

すことできるという。この研究の結果、バイリンガル幼児が身近な人（親）との会話の場合は適

切に言語を使用して、対話相手の言語を区別して会話を行ったという。さらに、見知らぬ人（疎

遠な人）との会話の場合も、対話者により適切に言語使用をしており、または言語を区別するこ

とができるだけではなく、子供たちは対話者の言語能力（言語の流暢さのレベル）のレベルを判

定することができると述べている。それにより言語の使用を調節して会話を行ったかもしれない
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という結果を見出した。 

 

２．14．幼児の言語発達に影響を与える要因と本研究課題について 

以上のように、親の談話方略と子どもの言語混合との関係を調査した研究の結果は、これ

までのところ一致しておらず、親の談話仮説の検証に至っていない。その理由として、研究

の対象となった子どもたちの言語獲得や言語使用の環境が統一されていないことがあげられ

る。彼らは、異なる社会的背景から来た家族であったり、経済的な状況が著しく異なってい

たり、あるいは親の教育レベルも異なっていたことが考えられる。幼児が言語を浴びている

時間の長さ（インプットの量的側面）と深さ（インプットの質的側面）なども一様であった

かどうか疑問である。このような様々な要因が幼児の言語発達過程に重要な役割を果たすと

主張する研究がある。 

Paradis( 2011）は、言語刺激の量（言語を浴びている時間の長さ）と質（言語環境の豊かさ）

が幼児の第 2言語習得に関連することを報告した。Lanza （1997, p. 317）も、幼児が各言語（母

国語と第 2 言語）で受けるインプットの量も重要な要因であり、対象にした 2 幼児のインプ

ット量が同じかどうか疑問に思ったと述べる。 

また、Hoff & Elledge (2005)は、言語刺激の量だけでなく、母親の教育がバイリンガル幼児

の学習水準に影響を与えると述べている。Hoff（2003）も、バイリンガル幼児の産出語彙サイ

ズに親の社会経済的な状態と母親のスピーチ特性が影響することを示している。 

以上の先行研究から、親の談話仮説を検証するためには、幼児や親の置かれた環境を可能

な限り統一してデータ収集を行うことが理想と言えよう。 

本論文できょうだいのバイリンガル幼児を観察対象とすることとしたのはまさにこの理由

からである。すなわち、バイリンガルきょうだいであれば、親の幼児に対する接し方はほぼ

同じであるし、幼児の言語獲得や使用の環境もほぼ同じと考えて差し支えないことである。

先行研究が対象とした幼児と、本研究のきょうだいのバイリンガル幼児の違いを図示すると

以下のようになる。 

 

 

 

世帯 1       世帯 2       世帯 3         世帯 4       世帯 5 
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幼児 1     幼児 2     幼児 3        幼児 4      幼児 5 

図２：先行研究が対象としたバイリンガル幼児 

 

世帯が 1つ 

 

 

幼児１（長男）   幼児 2（次男）   幼児 3（長女）   幼児 4（三男） 

 図３：本研究が対象とするバイリンガル幼児 

 

図２と図３の違いは、観察対象とするバイリンガル幼児が異なる家庭で育てられたか、そ

れとも同じ家庭で育てられたかである。図２の場合、世帯の違いがバイリンガル幼児の２言

語使用に影響することが考えられ、言語混合をもたらす要因の特定が同じ条件のもとで正確

に判断できないことが考えられる。一方、図３の場合はきょうだいを観察対象としており、

比較条件としては同じである。このように条件を統一し、それぞれの幼児が親と発話する際

の幼児の言語混合を観察し、かつそれぞれの幼児の言語混合と他のきょうだいの言語混合と

比較することができる。 

こうした先行研究の成果、及びそれらの方法論上の問題点を踏まえ、本研究は４人のバイ

リンガル幼児を対象に、以下の５つの研究課題を設定した。それらの５つの研究課題は PDH

の検証を最終的な目的とする研究課題５に向けて、研究課題１では、4人の幼児が会話の相手

（母親、父親、両親同時、日本人対話者）に話しかける際に、どのように使用言語を使い分け

るか、ということを議論する。また研究課題２においては、会話で使用される言語の選択に

影響を与えるのは対話の相手なのか、それとも幼児の年齢なのかについて検討したい。続い

て、研究課題 3 からは、各幼児の言語混合についてのみ検討を行う。この言語混合は会話の

相手によるか、幼児の成長するに連つれて変わるかについての検討をする。次の研究課題 4

では定量的分析ではなく、定性的な分析を行い、先行研究で提唱された言語混合の分類が適

応できるかどうか、幼児と対話者の間でなされた会話の中から事例を挙げ、議論する。最後

に、研究課題５で前述した親の談話方略仮説を検証する。 
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１．バイリンガル環境におかれた幼児たちが成人と話をする場合、対話者の言語能力に応じ

て使用言語（アラビア語と日本語）を使い分けようとするか、また使い分けるとすればど

のように使い分けるか。 

２．本研究における対象にした４人の幼児の成長による言語選択（アラビア語か日本語）の

経時変化があるか。 

３．４人の幼児たちが会話の相手に話しかける際に言語混合を起こすのは、対話者によるの

か、あるいは時間の経過により変化があるか否か。 

４．言語混合を用いた発話はあるとすれば、どのような種類の言語混合が用いられるか。 

５．子供の言語混合は親が談話方略を用いるかどうかによって影響されるか否か（親の談話

仮説 PDH の検証）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 本研究の研究方法 
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３．１．データ収集について 

本節では、本研究の対象者について、及び彼らからどのようにデータを収集したのかを詳

細に解明していく。 

 

３．１．１．本研究の参加幼児たちと彼らの言語背景について 

本研究の参加者は４人の幼児（きょうだい）で、全員が筆者の子供である。彼らの年齢構

成、保育園の入園時期、そして日本語に接したおよその期間を表 3にまとめた。 

 

表 3 幼児たちの年齢構成など 

幼児の年齢順 長男 次男 長女 三男 

研究開始時の年齢 4 歳 9か月 3歳 9か月 2歳 8か月 1歳 8か月 

保育園に入園時の年齢 1歳 11か月 1歳 1歳 1か月 10か月 

日本語に接した期間 2年 9か月間 2年 9か月間 1年 6か月間 9か月間 

 

彼らは全員が日本で生まれ、母国には一度も帰国したことはない。幼児の両親（筆者と筆

者の妻）はアラビア語母語話者である。来日時の父親の日本語能力は J-CAT3というテストに

よると中級であったが、母親の日本語能力はまったく無い状態であった。来日から約 5 年が

経過した調査時、母親の日本語能力は来日前とほとんど変わっていないが、幼児から何回も

同じ日本語を聞いたり、父親がアラビア語で通訳を入れたりすることで、日本語の定型文程

度であれば少し理解できるようになった。しかし、母親が幼児とコミュニケーションをする

ときは今もアラビア語のみである。一方、来日から約 5 年後、父親の日本語能力は伸び、幼

児との会話で時々日本語を交えることもあるが、ほとんどアラビア語で行っている。幼児が

浴びる主な日本語のインプットは保育園においでである。日本人の来客の機会もあるが非常

に稀である。 

日本人対話者は 3回とも別人であり、筆者と同じ大学の関係者の女性である。3人のうち 1

                                                      

3 J-CAT 日本語テスト はコンピュータによる日本語学習者のインターネット日本語能力自動判定テストである。 
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人は父親がイラク人で、残り 2 人は両親が日本人である。3 人とも大学でアラビア語を勉強

したことがあるが、アラビア語の知識は非常に限定的で、単語をわずかに知っている程度な

ので、アラビア語を話せないと言うべきである。データ収集の前に 2 回幼児らの家庭に来て

もらった。幼児らと接触して相互に身近な存在になるためである。 

 

３．１．２．参加幼児の言語環境について 

一方、父親も幼児たちと会話するとき、ほとんどアラビア語を利用してコミュニケーショ

ンを行うが、時々日本語も変える。すなわち、幼児たちの主なアラビア語のインプットの源

は２つで、両親及びアラビア語で放送しているテレビ番組である。 

他方で、幼児たちの主な日本語のインプットは保育園の環境である。例外的に、日本人の

来客が家を訪問する機会もあるが、そのような機会は非常に少ない。それに加えて、時おり

日本語の番組を見ているが、筆者は幼児たちの親の母語を維持するため、家ではできる限り

幼児たちに純粋なアラビア語の環境を提供したいと願い、日本語のテレビ番組を視聴させな

い方針を採用している。 

次に、４人の幼児たちについて詳細に述べる。初めに、その研究の参加者をバイリンガル

幼児として扱うべきか否かを確認しておきたい。Romain (1995) の幼児段階のバイリンガリ

ズムの分類によると、本研究の参加幼児たちはバイリンガル幼児の第３のタイプ (Non-

Dominant Home Language without Community Support, 1995, p. 184) に属していると言える。そ

れに加え、Meisel (1994) は、McLaughlin (1984) を引用しながら、バイリンガルの人を、３

歳までに２つの言語に接し 2 言語を獲得しているという人と定義づけている。3 歳以後２言

語を習得する人を幼児や大人の第 2 言語学習者としている。本研究の参加幼児たちは皆３歳

になる前に、アラビア語と日本語に接触していたので、バイリンガル幼児たちということに

なる。 

さらに、その幼児たちの内、３人に対して日本語レベルを判定するため、PVT- R（上野他、

2008）という語彙テストを使用し、日本語の語彙年齢を測定したところ、３人が平均であっ

た。三男はまだ 2歳に達しておらず、幼少すぎたので、PVT- R テストを実行することはでき

なかった。 

下記の表 4 は、保育園での日本語や、家庭でのアラビア語インプットを受けている実際の

時間を表したものである。 
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表 4 日本語やアラビア語に接している時間の一覧表 

 長男 次男 長女 三男 

〇日〇月 

休園日 

朝起 昼寝 寝時 朝起 昼寝 寝時 朝起 昼寝 寝

時 

朝起 昼寝 寝

時 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

〇日〇月 

平日 

朝

起 

行 

時 

睡

眠 

迎

時 

寝

時 

朝

起 

行 

時 

睡

眠 

迎 

時 

寝 

時 

朝

起 

行 

時 

睡

眠 

迎 

時 

寝 

時 

朝

起 

行 

時 

睡

眠 

迎 

時 

寝 

時 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 

上記の表 4 では４人の幼児たちの生活の過ごし方や、1 週間分での日本語やアラビア語を

浴びている時間をまとめて、計算した結果、1人ひとりの幼児たちが平均的にどの程度まで両

方の言語を聞いているかを示しおり、結果は次の通りである。 

長男はアラビア語に接している時間が 65.24％で、一方、日本語に接触している時間が

34.76％であった。次男はほとんど兄と同じ率で、アラビア語の場合が 64.90％、日本語の場合

は 35.10％である。長女は兄達とほぼ同様で、アラビア語が 65.95％、日本語は 34.05％である。

最後に、三男は、アラビア語接触が 63.96％で、日本語は 36.04％である。すなわち、幼児達

は両言語に接している時間に関しては４人ほぼ同じ状態である。幼児たちの生活を観察する

ことによって、いずれかの言語を浴びている時間の率が正確に分かったことは、アラビア語

を浴びている時間のほうが多いという結果である。 

 

３．１．３．データ収集の場面について 

本研究のデータ収集の場面は、対話者によって以下の５つの場面で構成される。一回ごと

に約 30 分間をかけ、幼児と対話者と話をしてもらい、それをビデオ収録した。 

１）幼児と母親の対話場面： アラビア語による会話の場面（筆者がビデオ撮影を担当）。 

２）幼児と父親の対話場面： 大半がアラビア語であるが、必要に応じて日本語でも会話

（母親がビデオ撮影を担当）。 

３）幼児と両親の対話場面： 母親が主にアラビア語で会話をし、父親が日本語を使用（三
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脚付きのカメラを使用してビデオに録画）。 

４）幼児と日本人の対話場面： 日本語による会話の場面（筆者がビデオ撮影を担当）。 

５）家族内での対話場面： 家族全員の日常的な会話の場面（両親がビデオ撮影を担当）。 

 

３．１．４．データ収集の方法について 

本研究では、データ収集の手段として２台のビデオカメラを使用して、録音や録画を行っ

た。 

さらに、観察していた幼児たちの音声が鮮明に録音できるように、又は雑音を排除するた

め、特別な機械を使ってカメラに取り付けた。それによってビデオの内容がよく聞けるし、

幼児の小さい声でも、聞いて書き起こしをする際に、明確に理解できる。 

本研究のデータ収集の期間は約７カ月間にわたって継続し、３回に分けられた。すなわち、

約３．５ケ月間毎に 1回観察するという計画であった。 

すでに述べた通り、幼児たちはきょうだいである。従って、幼児たちが同時に家にいると、

幼児が 1 人ずつ両親と発話する際に、静かな環境で録画することができない。その問題を解

決するため、次の手法を採用した。録画対象にする幼児を決め、録画当日はその子は保育園

を休ませ、他のきょうだいを保育園に連れていった。そうすることにより、上記に述べた第 3

の場面まで録画することができた。各場面は 30 分の構成である。その 30 分を内容面から見

て３段階に分けた。各段階は 10 分である。最初の 10 分は幼児のやる気や動機を高め、ウォ

ーミングアップをするため、遊びながら自由会話をさせた。次の 10分は、対話者が幼児にフ

ラッシュカードを見せながらやり取りを行った。最後の 10 分間は対話者が幼児に主に絵本

（『BAKKAR の冒険』という絵本）を見せ、読み聞かせて、幼児とのやりとりを行った後、幼

児に絵本の内容を説明してもらった。その分け方の理由としては、幼児同士の間で比較する

ため、条件として活動の内容を統合する必要があるからである。 

先述した手順の通りに各幼児たちに対して実行し、1 回目のデータ収集を終らせた。第４場

面に関しては、幼児と日本人母語話者を観察する場合、日本人の了承を得た上でやり取りを

録画した。さらに、その日本人は幼児たちにとって身近な人として幼児たちと仲良くなるよ

うに、データ収集を始める前に、2回家に誘って、幼児たちと一緒に遊んだり食事をしたりし

た。そのような事前準備があったので、幼児たちとその人の間に信頼度が生まれ、幼児たち

が遠慮せずにその人に近づき、自由に会話できるようになった。 
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３．１．５．データ収集の進行について 

下記の表 5 は３回のデータ収集の予定をまとめたものである。表の中の日付の順番は年月

日である。 

 

表 5 データ収集の進行 

 幼児 

回数 

長男 次男 長女 三男 

対話者 日付 対話者 日付 対話者 日付 対話者 日付 

 

1回目 

父、母 2016/01/26 父、母 2016/01/25 父、母 2016/01/27 父、母 2016/01/28 

日本人 2016/02/02 日本人 2016/02/02 日本人 2016/02/02 日本人 2016/02/05 

幼児同士 2016/02/08 

 

2回目 

父、母 2016/05/10 父、母 2016/05/11 父、母 2016/05/12 父、母 2016/05/13 

日本人 2016/05/17 日本人 2016/05/17 日本人 2016/05/17 日本人 2016/05/20 

幼児同士 2016/05/21 

 

3回目 

父、母 2016/08/23 父、母 2016/08/24 父、母 2016/08/25 父、母 2016/08/26 

日本人 2016/08/31 日本人 2016/08/31 日本人 2016/08/31 日本人 2016/09/01 

幼児同士 2016/09/03 

 

３．２．データ分析方法について 

本研究では、発話を特定するために、収集したデータをユニットに分けなければならない。

筆者は Foster et al.（2000)が提唱した AS 単位（the Analysis of Speech Unit）の発話の分け方を

基礎にして、対話者と幼児が産出した発話を分けることにした。Foster et al. による AS 単位

とは、独立した句、またはサブ句であって、そのいずれかと関連する従属句から構成される、

1人の話者の発話として定義される。筆者は本研究でその定義に従って、収集したデータの内

容をアラビア語単位、日本語単位、言語混合単位という 3 つの発話タイプに分けた。アラビ

ア語単位は、完全にアラビア語のみによる発話である。日本語単位は完全に日本語のみによ

る発話である。言語混合単位は、両方の言語の要素（アラビア語要素と日本語要素）から成

り立つ発話である。これらの単位と、先に述べた、Lanaza（1997, pp. 263-267）の 5つの親の

談話方略（幼児の使用言語への切り替え、両言語による会話の継続、幼児の使用言語以外で
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の繰り返し、幼児の使用言語以外での意味推測、幼児の使用言語以外での質問）によって発

話をコーディングした。 

コーディングした発話データは以下の手順で分析した。第 1 段階は、幼児が言語混合を起

こした際の大人の対話者の応答を、どのような談話方略が使用されたのかという観点から検

討し、場合ごとに使用された方略を特定するものである。第 2 の段階では、大人の対話者が

使用した方略に対して応答した幼児の発話タイプ（アラビア語発話 [A]、日本語発話 [J]、混

合発話 [言語混合]）を特定する。次いで、対話者が用いた方略と幼児の言語選択に関係があ

るか否かを数量的に考察する。 

上記に述べた方法を採用して、各幼児が発話者に対して産出した発話をまとめて、AS単位

に分け、本研究の研究課題に回答できるデータを得た。次に、各研究課題に対して得た情報

を利用して、分析した経過を示したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 本研究の結果について 
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４．１．幼児たちから得られたデータの主要な点について 

本章では第３章で述べた各研究課題の順に、調査結果を提示していく。その前に、筆者が

研究対象とした 4 人の幼児の会話の特徴をつかんでおくため、彼らから得られたデータの主

要な点を一覧表にして示す。一覧表では、各幼児と、母親、父親、両親、日本人との会話にお

ける言語の選択と言語混合の回数を示す。その上で、時間の経過が各幼児の言語使用にどの

ような変化をもたらしたかについて報告する。 

 

４．１．１．各幼児と母親、父親、両親との会話の全 3回のデータ 

まずは各幼児から得たデータを以下の表 6と表 7、及びそれらに対応する図 4と図 5にそ

れぞれ示す。表の左半分は回数、右側は％である。これは、前章に記述した通り、約 7ヶ月

間にわたって行った全 3回の調査のデータである。各幼児が使用した言語と語混合の回数及

びその割合が示されている。対話相手により表を２つに分けた。表 6に、母親、父親、両親

との場合を表示し、表 7に日本人との場合を示す。選択言語は、大きく分類すると、アラビ

ア語による発話、日本語による発話、そして言語混合の 3つである。また、回数については

隣接ペアを基準にした。 

 

表６ 母、父、両親との対話における各幼児の使用言語の集計 全 3回 

幼児 対話者 回数 （％） 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

長男 母 親 ＆

父親、両

親同時 

1214 564 216 1994 60.9 28.3 10.8 100.0 

次男 1072 199 192 1463 73.3 13.6 13.1 100.0 

長女 886 510 102 1498 59.2 34.0 6.8 100.0 

三男 676 253 40 969 69.8 26.1 4.1 100.0 
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図４ 母、父、両親との会話における各幼児の言語使用頻度 

 

まず、アラビア語の使用について見てみよう。4人の幼児のうち、最も多くアラビア語を使

用した幼児は次男で、アラビア語の発話の総数のうちで 73.3％であった。そして三男がこれ

に続き 69.8%、長男と長女はほぼ同頻度で、前者は 60.9％であり、後者は 59.1%であった。 

次に、日本語の使用については、これを最も多く使用した幼児は長女で、日本語の発話の

総数のうちで 34％であり、続いて長男 28.3%、三男 26.1%、次男 13.6%という順である。しか

し、言語混合の数値を見ると、長男 10.8%と次男 13.1%は発話の総数の１0％以上言語混合を採

用して会話を完成していたということが分かる。一方、長女 6.8%と三男 4.1%の場合はそうで

はなく、言語混合の使用頻度が低かった。 

 

４．１．２．各幼児と日本人との会話の全３回のデータ 

ここでは、日本人との会話における各幼児の言語の使用状況について見ていく（表７、図

５）。 
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表７ 日本人との対話における各幼児の言語使用の集計 全 3回 

幼児 対話者 回数 （％） 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

長男 日本人 15 547 49 611 2.5 89.5 8.0 100.0 

次男 38 384 42 464 8.2 82.8 9.0 100.0 

長女 32 422 15 469 6.8 90.0 3.2 100.0 

三男 80 92 8 180 44.4 51.1 4.5 100.0 

 

 

図５ 日本人との対話における各幼児の言語使用頻度 

 

上のグラフ（図５）では、図４の場合とは違った傾向が見られる。興味深いのは三男で、アラ

ビア語と日本語の使用頻度がほぼ同じである。この解釈としては、対話者が誰であるかに関わり

なく、会話の内容により、自分が知っているアラビア語・日本語を用いて会話を行うためではな

いかと考えられる。 

次に、日本語の使用に焦点を当てると、それを多く使用した幼児は長女と長男であり、２人の

日本語使用頻度はほぼ同じである。上述した母親、父親及び両親との会話での言語行動と類似し

ている。次男の場合も、長男や長女と言語の使用方向が類似している。 

次は、言語混合の状況についてである。長男と次男が発話の総数のうちおよそ 10％で言語

混合が起こり、長女と三男についてはそれより低く、5％に満たない結果であった。 
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４．１．３．家族全員同士との会話の全 3回のデータ 

ここでは、上述した場合とは異なり、幼児たちと両親が一緒にいる時にどのようにアラビア語

や日本語を用いて会話をするかについて述べる。 

以下の表８に入力された数値は全ての調査で収集したデータである。両親と４人の幼児が互い

に行った日常の会話で、ぞれぞれの発話者の言語の使用頻度をまとめて表す。 

 

表８ 家族全員の会話におけるそれぞれの発話者の言語使用の集計  

家族全員 回数 （％） 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

母親 110 2 3 115 95.7 1.7 2.6 100.0 

父親 212 24 28 264 80.3 9.1 10.6 100.0 

長男 275 18 50 343 80.2 5.2 14.6 100.0 

次男 210 14 21 245 85.7 5.7 8.6 100.0 

長女 142 35 36 213 66.7 16.4 16.9 100.0 

三男 52 10 2 64 81.3 15.6 3.1 100.0 

 

 

図６ 家族全員の会話におけるそれぞれの発話者の言語使用頻度 全 3回 
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上の図６は、家族同士で会話をする際にその６人がどのように言語を使い分けているのかを表

す。家族間では、圧倒的に使用されている言語はアラビア語である。家族のうち、主なアラビア

語の刺激はまず母親からで、次に父親である。 

日本語の使用の面で見れば、それぞれの発話者により使用頻度も違っている。例えば、予想通

りだが、日本語使用が最も少ないのは母親（1.7％）であった。次に長男と次男で、ほぼ同頻度に

使用して、前者は 5.2％、後者は 5.7％であった。父親は日本語を用いてはいるがが、長男と次男

より若干多い 9.1％である。長女と三男は他の家族メンバーより多く日本語を使用している。三男

は 15.6％、長女は最も日本語を頻繁に使用して、16.4％であった。 

言語混合の使用の点では、全体として使用頻度は発話総数の 20％を超えなかった。最も少ない

言語混合の使用者は母親と三男で、それぞれ 2.6％と 3.1％である。次男 8.6％と父親 10.6％がそれ

に続く。長男の言語混合の割合は 14.6％、長女はしばしば言語混合を用いており、16.9％に達し

た。 

次の節では、各研究課題に沿って、それぞれの幼児に関する詳細なデータを提示していく。

それに加えて、各幼児の対話の相手との言語使用について具体的に分析する。さらに、幼児

間の比較を通して、特徴的な点を記述する。 

 

４．２．研究課題１に対する結果について  

課題１はバイリンガル環境におかれた幼児たちが成人と話をする場合、対話者の言語能力

に応じて使用言語を使い分けようとするか、また使い分けるとすればどのように使い分ける

かについて問うものである。その問いに答えるために、幼児 4 人を対象に定期的に３回行っ

た調査の結果をグラフにまとめた。約 7 ヶ月にわたって収集したデータを対話者ごとに４つ

（幼児―母、幼児―父、幼児―両親、幼児―日本人）に分けて分析した。さらに、各幼児が使

用した言語をアラビア語、日本語、言語混合の３つに分けた。これらの区分に沿って、各幼

児がどのように言語を使い分けたのかについて分析した結果を述べていく。  

 

４．２．１．各幼児のそれぞれの対話者に対する言語の使い分けに関して 

まず、それぞれの対話者との各幼児の言語の使い分けの表（表９、１０、１１、１２）及び

（図７、８、９、１０）を全て提示する。その後、詳細に分析して結果を述べる。 
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表９ 調査期間各幼児の母親との会話における言語使用状況 全３回 

対話者 

母親 

回数 ％ 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

長男 546 32 71 649 84.1 4.9 10.9 100.0 

次男 370 16 76 462 80.1 3.5 16.5 100.0 

長女 399 31 27 457 87.3 6.8 5.9 100.0 

三男 296 63 9 368 80.4 17.1 2.4 100.0 

 

 

図７ 各幼児と母親との会話における言語使用状況 

 

表１０ 各幼児の父親との会話における言語使用状況 全３回 

対話者 

父親 

回数 （％） 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

長男 412 231 88 731 56.4 31.6 12.0 100.0 

次男 443 88 65 596 74.3 14.8 10.9 100.0 

長女 295 238 46 579 50.9 41.1 7.9 100.0 

三男 210 81 12 303 69.3 26.7 4.0 100.0 
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図８ 各幼児と父親との会話における言語使用状況 

 

表１１ 各幼児の両親同時との会話における言語使用状況 全３回 

対話者 

両親同時 

回数 ％ 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

長男 256 301 57 614 41.7 49.0 9.3 100.0 

次男 269 95 51 415 64.8 22.9 12.3 100.0 

長女 192 241 29 462 41.6 52.2 6.3 100.0 

三男 170 109 19 298 57.0 36.6 6.4 100.0 

 

 

図９ 各幼児と両親同時との会話における言語使用状況 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

長男

次男

長女

三男

アラビア語 日本語 言語混合

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

長男

次男

長女

三男

アラビア語 日本語 言語混合



41 

 

表１２ 各幼児の日本人との会話における言語使用状況 全３回 

対話者 

日本人 

回数 ％ 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

長男 15 547 49 611 2.5 89.5 8.0 100.0 

次男 38 384 42 464 8.2 82.8 9.1 100.0 

長女 32 422 15 469 6.8 90.0 3.2 100.0 

三男 80 92 8 180 44.4 51.1 4.4 100.0 

 

 

図１０ 各幼児と日本人との会話における言語使用状況 

 

４．２．２．各幼児の母親に対する言語の使い分けに関して 

まず、各幼児と母親との会話の場合を述べていく。上の表 9 と図 7 を見よう。全体的に見

ると、母親との会話ではすべての幼児でアラビア語の使用頻度が非常に高かったことがわか

る。各幼児は母親に対する言語の使い分けを考慮して発話している事実が見られた。グラフ

の数値で注目すべきは、全体的に各幼児は会話をする際に、最もよく接しているその母親と、

母親の言語使用状況を考慮して、3タイプの発話を用いていたことが明らかとなった。 

しかし、幼児により言語の使用頻度は微妙に異なる。例えば、長男は母親と会話をした場

合、84.1％がアラビア語であり、日本語の使用頻度はわずか 4.9%にとどまった。それは母親
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の言語能力に対して適切な使い分けであった。各幼児のそれぞれの対話者に対する言語混合

の使用変化については研究課題３のところで、詳細に後述する。 

次に、次男も長男と同様に 3 つのタイプの発話の形式で会話をしていた。ただし、日本語

はほとんど使わず（使用頻度 3.5％）、80.1％がアラビア語であった。次男も母親の言語を考

慮して、言語使用を区別して会話をしていたのである。他のきょうだいに比較すると、同様

に会話で使用された言語は圧倒的にアラビア語であって、軽微に日本語を用いて会話を行っ

ていた。 

次に、長女の言語使用について説明する。図 7 において際立っているのは、発話タイプの

傾向が長男と多くの点で類似していることである。 

長女も母親とはほとんどアラビア語しか使用していない（87.3%）。それに対して日本語の

使用頻度は低かった（6.8%）。それにより、長女も母親の言語背景を考えて言葉遣いを区別し

ていたことが分かる。 

最後に、三男にはきょうだいと同様に圧倒的にアラビア語を使用していたことが分かる。

きょうだいより日本語を少し（17.1%）使用して会話をしていた。 

 

４．２．３．各幼児の父親に対する言語の使い分けに関して 

ここでは、各幼児が父親と会話する際に言語の使い分けがどう異なるかについて検討し述

べる。 

まず、長男と父親の会話では、アラビア語の使用のほうが高かった（使用頻度 56.4%）のに

対して、日本語の使用頻度はそれよりも低く、31.6%であった。 

次に、次男の言語使用を見ると、当然ながらアラビア語の使用頻度が最も高く 74.3％、日

本語はわずかに 14.8%に過ぎない。しかしこの日本語使用は母親に対する場合（3.5%）より高

い。 

次に、長女はアラビア語と日本語の使用頻度がかなり似通っていた。つまり、アラビア語

が 50.9%であり、日本語は 41.1%であった。長女は両方の言語が話せる父親と会話するときは、

どの言語を使用しても構わないと考えているからではなかろうか。 

最後に、三男の場合だが、彼にとっては、日本語より家庭内で主に使用されているアラビ

ア語のほうが優勢なため、アラビア語で自由に会話をしていた。その数値は 69.3%であった。

一方で、日本語の使用頻度は低く、26.7%であった。 
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４．２．４．各幼児の両親同時に対する言語の使い分けに関して 

ここでは、各幼児が両親を同時に相手にした場合の結果を提示する。 

まず、上の表 11 と図 9を見ると、各幼児の言語使用のタイプの傾向が上に示した図 8（父

親の場合）と類似点も見られる。しかしながら、両親相手の場合、アラビア語の使用頻度が

減少するのに対して、日本語の使用頻度は全体的に増加していた。 

具体的にみる。まず、上（図 7、表 9と図 8、表 10）で見たように、長男は母親とは圧倒的

にアラビア語を用い、父親とは日本語もしばしば使用していた。しかし、両親同時の会話で

は、長男の日本語の使用頻度は 49%であり、アラビア語の使用頻度 41.7%もほぼそれに近く、

わずかな差があるに過ぎない。その理由としては、母親より父親のほうが話していた量が多

かったためであると考えられる。 

次に、次男の場合、主に使ったアラビア語の使用頻度は 64.8%で、日本語は減少して 22.9％

であった。これは、次男が両親のアラビア語能力を考慮して大半をアラビア語で、時折日本

語を併用して会話をしたことを示すのではないかと考えられる。 

次に、長女と両親同時との会話の場合、上の図 9、表 11 で分かるように、父親と会話をす

る場合（図 8）と比較すると、アラビア語と日本語の使用頻度が反対になっていた。つまり、

父親との会話より両親同時との会話のほうが、長女はアラビア語の使用頻度が 50.9%から

41.6%に減少し、日本語が増加している（41.1%➝52.2%）。この主な理由として、母親より父親

のほうが産出した発話数が多いため、長女はそれに対応してアラビア語より日本語の方を多

く使用したことに起因すると考えられる。つまり、長女は両親と相互に意思疎通をする際、

言語をはっきりと区別して、日本語かあるいはアラビア語のいずれか一方を使用して会話し

ていたことになる。 

最後に、三男が両親同時との会話で、果たして他のきょうだいと同様に言語を用いるのだ

ろうか。図 9 と表 11を見よう。三男はこの場合でも、高い頻度で用いたアラビア語 57%を保

持していた。日本語の使用頻度は 36.3%であった。図 8と比較すると、使用した言語の傾向は

ある程度似ているが、アラビア語の使用頻度の減少に対して、日本語のそれは増加している。 
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４．２．５．各幼児の日本人対話者に対する言語の使い分けに関して 

本節では、各幼児が親たちではなく、他の日本人と会話する際の言語使用の類型について

述べる。幼児の言語使用の類型は上述の場合と同じである。 

まず、上のグラフ（図 10）と上の母親の場合のグラフ（図 7）とを比較すると、相違点は明

白である。それは第 1 に、日本人相手の場合には、各幼児の使用言語は日本語が優勢であっ

たということである。とくに、三男を除くと、日本人とのコミュニケーションの手段として

は圧倒的に日本語である。 

これを具体的に述べる。図 10に見るように、長男が日本人と会話する場合は 89.5％が日本

語であり、アラビア語の使用は 2.5%にとどまった。母親との会話の場合と同様、長男は適切

に言語を使い分けて会話を行った。 

次に次男の言語使用に移る。次男も長男同様、日本人と話したときの主な手段は日本語であり、

その使用頻度は 82.8%で、アラビア語の使用頻度は 8.2%であった。その結果、前述した母親との場

合と同じように、次男も日本人対話者の言語能力を考慮して言語を区別して会話をしていること

が分かった。 

次に、長女が日本人と対話したときも、アラビア語の使用頻度は 6.8%と低く、日本語の使用頻

度の方は非常に高かった（90%）。ここから、長女も日本人対話者のアラビアを話さないことを考

慮した結果、言葉遣いを区別して会話をしていたことが分かる。 

最後に、三男が日本人と話す際はどうか。彼のアラビア語の使用頻度 44.4%と日本語の使用頻度

51.1%は非常に近い率である。それは、彼がまだ幼いため、この調査のためのデータ収集の段階で

は日本語よりアラビア語の方が優勢だったためと考えられる。さらに、日本語の語彙力が不足し

ており、そのギャップを補うため、日本語だけでなくアラビア語も併用していたことに起因する

のではないかと考えられる。 

 

４．２．６ まとめ 

上に示した分析を以下の４点にまとめて、幼児たち間の相違点と類似点について述べる。 

第 1点は、4人の幼児は、母親と話したときにはアラビア語を圧倒的に使用していたことで

ある。各幼児はアラビア語、日本語、言語混合のうちでは、アラビア語の使用頻度が高かっ

た。それに対して日本語の使用頻度は低かったが、三男の場合は他のきょうだいよりも日本

語の使用頻度は高かった。各幼児は母親のアラビア語母語話者という点に注意したようであ



45 

 

る。その結果、対話者の母語が幼児の言語選択に重要な役割をはたしていると考えられる。

それに加えて、幼児らの使用している言語に影響を与えている他の要因もある。それは、三

男の場合だが、他のきょうだいよりも幼く言語体系がまだ十分に発達していないため、アラ

ビア語だけではなく時折日本語も用いたという点である。すなわち、幼児の年齢も、大人と

の会話で幼児が選択・使用する言語に影響していると考えられる。 

第 2点は、父親との場合である。母親のグラフと比べて、父親のグラフは明らかに異なる。

両親ともアラビア語が母語であるが、各幼児は父親との会話と、母親との会話で異なった言

語行動をとった。つまり、アラビア語の使用を減少させ、日本語の使用を増加させたのであ

る。しかし、次男の日本語使用がほかのきょうだいに比べて少ないことに留意したい。さら

に、次男は長男の言語行動と比較すると、アラビア語の使用頻度が高いのに対して、日本語

は約半分しか使わなかった。また、長女は、兄たちと比較すると、アラビア語の使用の点で

長男に似ている。また、日本語の使用面でも似ているが、長男より使用頻度がわずかに高か

った。しかし、長女と次男の言語行動を見ると、各面で相違点があった。すなわち、アラビア

語の使用では、長女が次男の約 3 分の 2 であり、逆に日本語使用については、長女の方が頻

度が高かった。三男の言語行動は他のきょうだいと比べてみると、まず、アラビア語の使用

の面で次男と類似している。だが日本語の使用の面では、三男は長男に似ている。 

第 3点は、両親同時の場合についてである。以下の 3つのポイントを示す。 

まず、次男の言語行動が長男と違う点として、アラビア語使用が長男の約 1.5 倍であるこ

と、逆に、日本語の使用頻度は長男の約 2 分の 1 であったことである。次に、長女の言語行

動は兄たちに比べると、類似点も相違点もある。類似点は、長女と長男のアラビア語、日本

語の使用傾向がほぼ同一だということである。相違点としては、次男と比較して、アラビア

語の使用頻度の面で長女が次男の約３分の 2 であったことである。しかし、日本語の使用頻

度では次男より２倍以上高かった。第 3 に、三男と他の 3 人を比較すると、長男・長女の場

合のアラビア語・日本語の使い分けと似た傾向が見られる。この 3人（長男、長女、三男）の

幼児の日本語の使用頻度は高い。要するに、三男は両親同時との会話において、アラビア語

を使用することを好むという傾向が見られる。とはいえ、日本語の使用頻度も少なくない。

全体として図 9 の特徴をまとめると、各幼児は両親と同時に会話をするときに、次男以外は

ほぼ同等の頻度で両方の言語を併用して会話したことが言える。 
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第 4点は、日本人との場合である。次男と長男の言語行動を比較すると、アラビア語を除き、

全体として言語使用の傾向は同じである。アラビア語の使用頻度は、長男より次男のほうが 3 倍

以上高かったが、2 人とも総じてアラビア語の使用度合いは低かった。長女の言語行動は兄たち

の場合に類似している。特に日本語に関しては、長男の使用頻度とほとんど同じである。三男の

使用した言語は他のきょうだいとは大きな差があることが図から明白である。他のきょうだいに

は互いに類似点が多いが、三男にはアラビア語及び日本語の使用の頻度の点で大分異なっている

ことが分かる。 

以上を要約すると、４人の幼児が日本語話者との会話で使用する言語の使用頻度は、母親

との対話の場合とは逆の傾向が見られる。上図 10と母親との会話の上図 7とを比較すると一

目瞭然である。その理由は、対話者の母語が日本語だからである。三男以外、各幼児が使用

した言語は圧倒的に日本語である。三男はアラビア語と日本語をほぼ同じように使用してい

たが、他のきょうだいはアラビア語の使用頻度を減少させていた。特に長男にその傾向が高

く見られた。 

要するに、4人の幼児が成人に話しかける場合、対話者の言語能力に応じて、使用言語を使

い分けようとするか、もし使い分けるとすれば、どのように使い分けるか、という課題に対

しては、前述の通り、幼児は対話者の言語能力、幼児の優勢言語により、言語の使い分けも

異なるということが言える。加えて、幼児のそれぞれにおいて、各場合による言語使用に違

いがあり、それは各幼児の年齢や言語の発達段階が違うという要因や、4人の幼児の間の言語

能力に個人差があるという要因もあると考えられる。 
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４．３．研究課題２に対する結果について 

最初に研究課題２の結果について述べる。この課題は、４人の幼児の成長による言語選択

の経時変化を問うものである。第３章で述べたように、７ヶ月に渡ってデータを３回収集し、

それを基にして、幼児の使用言語が対話者（母親、父親、両親の両方、日本人対話者）によっ

てどのように変わるかを示すグラフを作成して分析した。以下、その結果を提示する。 

 

４．３．１．長男の成長と言語選択の変化について 

4人の幼児のうち、まず、長男の経時的言語選択を対話相手別に述べる。データを基に作成

したグラフは以下の図１１、１２、１３、１４である。 

 

 

図１１ 言語使用と時間経過 ― 長男・母親の場合 
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図１２ 言語使用と時間経過 ― 長男・父親の変化 

 

 

図１３ 言語使用と時間経過 ― 長男・両親の場合 
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図１４ 言語使用と時間経過 ― 長男・日本人の場合 

 

第 1 は、長男と母親との会話における経時変化の結果である。上のグラフ（図１１）を見

ると、データの第１回目から第３回目にかけて、長男は毎回圧倒的にアラビア語を使用して

いる。第１回目でのアラビア語使用度合は 77%であった。約３ヶ月半後には 90.7%に増加、第

３回目には 84.4%で、わずかに減少しているが、その変化は、初回と第 2回目の差ほど大きく

はない。総じて、時間の経過につれてアラビア語使用が増加したと言える。 

続いて、日本語の使用量の変化についてである。長男が母親との会話で日本語を使用して

いた度合は全体的に低く、いずれの回でも 10%に到達していなかった。例えば、第 1 回目は

7.4%で、第 2回目ではさらに減少して 2.2%であった。第３回目は第 2回より微増し、5.4%とな

った。 

言語混合使用の変化については研究課題３において詳細に後述する。 

第 2は、長男と父親との会話の場合である。上の図１２を見ると、前の図１１とは違ってい

る。長男は第１回の調査ではアラビア語の使用頻度は 37.7%であった。しかし、第２回の段階

では、倍増して 78.9%となった。第３回目には、第２回目より大きく減少して 48.4%になり、第

１回目の数値にある程度近づいた。しかし、アラビア語使用は時間が経つにつれて、全体的
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に増加した。 

続いて、長男と父親との会話での日本語使用の変化について述べる。１回目での日本語使

用頻度は 48.1%であったが、その頻度はその後急激に減少しており第 2 回目では 9.5%であっ

た。ところが、３回目では増加しており、第１回目とほぼ同程度に日本語を用いた（41.1%）。 

すなわち、長男の場合、各回に日本語とアラビア語使用の変化に大きな差がある。アラビ

ア語使用と日本語使用の増減が反比例していた。 

長男と両親の両方との会話では、どのように言語の選択肢を変更させていたのだろうか。

上のグラフ（図１３）がその状況を示す。アラビア語に焦点を当てると、データ収集の１回目

では使用頻度は低く 18.3%に過ぎなかった。長男は両親とはアラビア語ではなく、ほとんど日

本語を用いて会話をしたのである。ところが第 2 回目にはアラビア語の使用度数が非常に高

くなり、第１回目の３倍以上も増加した（64.7%）。しかし、第３回目にはまたアラビア語の使

用は減少して 42.2%となった。それでも、長男は１回目より３回目のほうがアラビア語の使用

頻度が高かった。従って、総じてアラビア語の使用頻度は時間が経つにつれて増加していた

と言えよう。 

続いて、日本語の使用頻度はどのように変わったのか。第１回目では、アラビア語より頻

繁に日本語を使用していた（68.3%）が、第２回目では日本語は大幅に減少し、28.6%になって

いた。しかし、第３回目には、また前回より増加し、50.6%に上がった。従って、日本語の使

用頻度は全体的に減少している傾向が見られた。 

最後に、長男と日本人との会話の場合である。その様子を上の図１４に示す。この図は母親

との会話のグラフと類似しているが、長男が母親との会話で使用した言語は主にアラビア語

であり、日本人と会話した際に用いた言語は主に日本語である。 

まず、長男は日本人との会話では、各回でほとんどアラビア語を用いていなかったことが

分かる。その使用頻度は、第１回目では 0.8%に過ぎず、第 2回目にはやや増加して 5.4％にな

ったが、第３回目では 1.2%まで下がっている。平均して 2.5%であった。 

次に、長男の日本語の使用頻度の変化を検討する。図１４に見るように、長男は日本人話者

に対しては、ほとんど日本語しか使用しなかった。第１回目では 94.2%、第 2 回目は 83.9%、

第３回目は、89.6%である。すなわち、日本語の使用頻度はわずかに変化し、減少する傾向が

見られたものの、全体的に日本語の使用が有意に高頻度で保持されていた。 
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以上に示したように、長男はデータ収集期間にわたって、相手である対話者によって言語

使用頻度を変化させていたことが分かる。加えて、長男は対話者の言語能力を区別でき、そ

れによって適切な言語を用いて会話をしたということも分かった。しかし、彼は対話者が誰

であるかにかかわらず、時折、必要に応じて３つの言語タイプ（アラビア語、日本語、言語混

合）を併用して会話をしたことも分かった。 

 

４．３．２．次男の成長と言語選択の変化について 

ここでは、長男の場合と同様に、次男がそれぞれの対話者に対して、各回においてどのよう

に言語選択をしたかを検討する。以下のグラフ（図１５、１６、１７、１８）を参照しつつ結

果を提示する。 

 

 

図１５ 言語使用と時間経過 ― 次男・母親の場合 
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図１６ 言語使用と時間経過 ― 次男・父親の場合 

 

 

図１７ 言語使用と時間経過 ― 次男・両親同時の場合 
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図１８ 言語使用と時間経過 ― 次男・日本人の場合 
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アラビア語であり、その使用頻度は総じて継続的に微増しているということが分かる。すな

わち、次男の成長が進むにつれて少しずつアラビア語の使用も増えていったのである。次男

は会話の３つの場合（母、父、両親同時）にはアラビア語使用が最も多かったので、次男にと

って日本語よりアラビア語使用のほうが容易だったと考えられる。 

次に、日本語使用の変化についてである。次男は日本人の場合以外、どの回でも日本語よ

りアラビア語を圧倒的に多く用いていた。その日本語の使用頻度は第１回目から第３回にか
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次男と日本人との会話における言語変化を見る。上のグラフ（図１８）にある通り、言語

使用の変化を表す線はほとんど２本しかないように見える。つまり、アラビア語と言語混合

の使用度合は各回全てほぼ同頻度だったのである。全体的に次男は日本人を相手としては低

頻度にしかアラビア語を用いていない。アラビア語使用の度合は予想通り、行った全ての調

査で最も低率であった。しかし、長男のアラビア語の使用頻度（図１４）と比較すると、長男
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次に、日本語使用については、同じ図１８にあるように、次男は圧倒的に日本語を用いた

ことが分かる。全体として、時間経過とともにその使用度合は増加していた。 

しかし、日本人を相手にした会話における次男と長男の日本語使用を比較すると、次男よ

り長男の方がわずかに使用頻度は高かった。それは、長男の年齢により日本語体系が次男よ

り発達しており、また使用できる語彙数も多く、文法や語彙などに余裕があるため、次男よ

りも快適に日本語を使用できたからだと考えられる。 

 

４．３．３．長女の成長と言語選択の変化について 

本節では、兄たちの場合と同様、長女の成長とともに、それぞれの対話者に対する言語選

択の変化がどのように起こっているかについて検討する。対話者別に３つの発話タイプを示

すグラフ（図１９、２０、２１、２２）を作成した。 

 

 

図１９ 言語使用と時間経過 ― 長女・母親の場合 
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図２０ 言語使用と時間経過 ― 長女・父親の場合 

 

 

図２１ 言語使用と時間経過 ― 長女・両親同時の場合 
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図２２ 言語使用と時間経過 ― 長女・日本人の場合 
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のグラフ（図１９、図２２）を見ると、母親相手の場合には圧倒的にアラビア語、日本人との

場合にはもっぱら日本語を使用したということが分かる。前者については、全体的に見ると、

アラビア語の使用度合は時間が経つにつれて少しずつ上がっていると言える。後者の場合、

彼女の成長につれて、全体的に本語の使用度が増加しており、第１回目から非常に高い率で

推移し、88.01%、88.5%、95%という経過をたどった。 

次に注目すべきなのは、父親及び両親との会話での長女の言語使用の変化である。図２０、

図２１を見ると、先述した母親、日本人の場合とは相違している。それは主にアラビア語使

用と日本語使用についてである。具体的に言うなら、母親との会話で長女は成長しても圧倒

的にアラビア語を高頻度に用いた。ところが、父親との会話では、使用頻度は高かったとは

いえ、母親との会話におけるよりも減少していた。彼女は父親と会話をする過程で、アラビ

ア語使用を減少させた分、日本語を多く使って会話内容の補助をしていた。 

続いて、両親との会話では、父親との会話の場合（図２０）に類似して、使用された言語変

化の傾向は両方に共通であることに気づく。しかし、使用された言語の割合には差が見られる。 
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４．３．４．三男の成長と言語選択の変化について 

 本節では、４人の子どもたちのうちの末子である三男の言語選択の変化について検討する。

これまでと同様、データからグラフを作成した（図２３、２４、２５、２６）。 

 

 

図２３ 言語使用と時間経過 ― 三男・母親の場合 

 

図２４ 言語使用と時間経過 ― 三男・父親の場合 
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図２５ 言語使用と時間経過 ― 三男・両親同時の場合 

 

 

図２６ 言語使用と時間経過 ― 三男・日本人の場合 
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ここでは、三男の母親、父親、両親両方との会話におけるアラビア語の使用頻度の変化の

結果を提示する。上に掲げるグラフ（図２３、図２４、図２５）を見ると、時間の経過によっ

て、その使用頻度が増加していく傾向が見られる。すなわち、三男は成長するにつれて継続

的にアラビア語の使用度合いが増加している。 

次に、どのように日本語使用は変化したのだろうか。彼は時間が経つにつれ、アラビア語

の使用を増加させたのだが、それに対して日本語の使用頻度は減少させていた。 

母親、父親との会話における三男のアラビア語と日本語の使用の変化を見ていくと、次第

に母親のアラビア語に合わせて、日本語使用量を減少させながら、アラビア語の使用量を増

やしている。 

三男の父親との会話と母親との会話におけるアラビア語と日本語の使用頻度の変化の傾向

は同じである。すなわち、アラビア語の使用は増加を続け、日本語の使用頻度は逆に減少し

ている。さらに、三男の日本語の使用頻度は、母親との会話の中では時間の経過につれ大幅

に減少していたが、父親との会話では、それよりゆるやかな減少であった。 

続いて、三男の両親との会話（図２５）では、日本語使用の変化は、母、父親単独との会話

の場合より、両親同時との会話の時のほうが多かった。 

次に、三男が日本人と会話した場合の言語使用の変化を提示する。まず、アラビア語の使

用度合いの変化の面でみると、上のグラフ（図２６）を参照すると、相当量のアラビア語を

用いたことに気づく。すなわち、相手の対話者が日本人でアラビア語を話さないのに、三男

は会話の中でしばしばアラビア語を用いたのだが、最後（調査終了時点）にはその使用の度

合いは大幅に減少していることが分かる。 

さかのぼると、三男は母親との会話（図２３）での第１回目の日本語使用頻度は 37.3%であ

った。今回の日本人との場合でも第１回目でのアラビア語の使用度合いは 38.6%であった。使

用の度合いとしてほぼ同じである。要するに、三男は第１回目では、まだ１歳８ヶ月の段階

であるため、対話者の言語には関心がなく、相手がどの言語を用いているかをまだ識別でき

ていなかったようである。しかし、母親相手、日本人相手の会話において、三男は成長して

ゆくにつれて、対話者の言語を区別できるようになったと考えられる。 

次に、三男の日本語使用の変化について述べる。三男のこの場合（日本人対話者）の日本

語使用と、他の対話者との会話での日本語使用とを比較すると、やはり相違点がある。母親

（図２３）、父親（図２４）、両親同時との会話（図２５）では、日本語の使用は時間の経過
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につれ、減少する傾向が見られる。一方で、日本人との会話では第 2 回目で少なくなったが、

総じて増加していたことが指摘できる。 

つまり、時間の経過につれて、三男が日本人と話すときの日本語使用頻度は最終的には高

くなった。 

 

４．３．５ まとめ 

上の図１１から図２６までの全ての図を見ながら、４人の幼児間で大きく異なっており、

特徴的な３点を取り上げて述べる。具体的には、父親との会話における日本語使用と、両親

同時との会話におけるアラビア語と日本語と、三男が日本人と会話した時アラビア語と日本

語の場合である。 

第１に、父親との会話における長男と次男の日本語使用頻度を比較すると、両者にかなり

の相違が見られる。長男は各回に日本語の使用頻度が異なっているが、次男の場合には、第

１回から第２回にかけて軽減してはいるが、その後はほとんど同じである。 

続いて、長男と長女を比較する（図１２、図２０）と、全体としての日本語使用頻度が相違

しており、前者は谷で、後者は山の形になっている。また、次男と長女の日本語使用量につ

いても大きな違いが見られる（図１６、図２０）。次男のほうは、使用した日本語の量が成長

するにつれて減少するという傾向が見られ、総じて日本語使用量は少なかった。それに対し

て、長女は日本語が増加している上に、使用頻度が比較的高かった。 

また、三男の日本語の使用頻度の変化と他のきょうだい（兄２人と姉）のそれとを比較す

る（図１２、図１６、図２０、図２４）と、グラフの線の方向の違いがある。すなわち、三男

は継続的に使用の度合いが減少していたが、長女の場合はそうではなく、上がった後で下が

る山型になっている。また、次男の特徴は第２回目から安定していることだが、長男は下降

の後に上昇している。 

第 2 は、幼児たちが両親と会話した際のアラビア語の使用変化についてである。まず、長

男と次男のアラビア語使用の変化を比べると、長男のほうは上がり、そのあとまた下がりと

いう行動であったのに対して、次男は時間の経過につれて微増している。 

長男と長女のアラビア語を比べると、２人の使用量に対照的な相違がある（図１３、図２

１）。特に、第２回目の調査では、長女のアラビア語の使用が下がったのに対して、長男は上

がっている。しかし、2人とも使用の度合いは総じて増加していることが分かる。また、次男
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（図１７）と比較すると、次男のアラビア語の使用頻度は安定しており、成長しても毎回ほ

ぼ同頻度でアラビア語を話していたのに、長女の場合はまったく違う。グラフの図形が極め

て異なっていることが一見して分かる。 

また、三男・両親の場合のアラビア語使用（図２５）と他のきょうだいのそれ（図１３、図

１７、図２１）とを比較すると、ここでもグラフの線の方向に違いがある。すなわち、三男は

継続的に使用の度合いが増加していたが、長女の場合はそうではなく、下がった後で上がっ

ている。また、次男の特徴は全ての回で安定しているということだが、長男は上昇の後に下

降している。つまり、それぞれの幼児が両親と会話した時のアラビア語使用の方法はそれぞ

れ異なっているのである。 

次に、両親同時との会話での日本語使用の差について比べる。図１３、１７を見ながら、

長男と次男の日本語使用頻度を比較する。かなりの相違が見て取れる。具体的には日本語使

用とアラビア語の使用についてである。長男の場合、各回で使用頻度が異なっている。特に

第 2 回目に日本語使用の大きな低下が見られる。他方、次男の場合はどちらも毎回ほとんど

同じである。 

また、同じく両親相手の場合の長男と長女の日本語使用を比較する（図１３、図２１）。両

者とも一回ごとに差がある。特に第 2 回目では長男の日本語の使用がかなり減少したのに対

して、長女は増加していた。また、ほとんど変化しない次男の日本語の使用頻度と比べる（図

１７、図２１）と、長女の場合は成長するにつれて、使用度合いが変わっていることも分か

る。 

第 3は、三男と他のきょうだいの日本語使用の変化を比べる。長女は上下動を示し（図 21）、

次男はほぼ変わらずに安定した使用頻度を表した（図１７）。一方、長男の場合は下がり、ま

た上がるという動きであった（図１３）。それらに対して三男の場合は連続して減少してい

た。これは、長男、次男、長女、三男の間にそれぞれ約１年間の年齢差があるため、対話者に

対する話し方やコミュニケーションのやり方なども異なっているからと考えられる。就学前

の幼児の段階では、１年間という期間は、子どもの言語体系の発達に重要な役割を果たして

おり、それが各幼児の話し方や対話している相手に対する応答の仕方に影響を与えたと考え

られる。 

最後に、三男と他のきょうだいのそれぞれが日本人と会話した時アラビア語をどれくらい

使ったかを比べる。非常に大きな違いがあることに気づかされる（図１４、１８、２２、２
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６）。すなわち、日本人が対話者であるのに、三男は他の３人よりはるかに多くアラビア語

を使ったということである。 

次に、同じ場合での三男の日本語使用は、他のきょうだいの場合と、第 2 回目の調査で下

がっており、谷型になったが、全体として増加している。きょうだいは日本人と話をした際、

圧倒的に日本語を使用して会話をしており、次男と長女が継続的に時間の経過により日本語

使用も増えている（図 18、22）。長男の場合は成長につれて減少している傾向が見られると

はいえ、総じて安定的な度合いで日本語を用いていた（図 14）。 

 もう一点述べたいことがある。それは、上図 12（長男と父親）、図 13（長男と両親の場合）

と、図 20（長女と父親）、図 21（長女と両親の場合）を見ると、データをとった期間中に使

用言語の変化が 2 回目に変わり、長男と長女とでは対照的だったということである。長男の

アラビア語使用の変化が山型であったのに対して、長女の場合は谷の形である。だがこれら

の図を見ると、共通している点が一つある。それは父親が相手になっている場合である。父

親はアラビア語と日本語ができるため、幼児が使っている言語や会話の状況に対応できる。

その結果、長男が父親に話しかけた際に、アラビア語を選択して使ったときが多かったと考

えられる。一方、長女はアラビア語より日本語のほうを多く使っている。これは、父親は長

男と会話をした時には日本語よりもアラビア語を使用し、長女とはアラビア語でなく日本語

を多用したたという理由に起因すると考えられる。 

 

４．４．研究課題３に対する結果について 

ここでは、第３の研究課題に対する結果について述べる。すなわち、４人の幼児たちが発

話をする際、言語混合を起こすのは、対話者によるのか、あるいは時間の経過により変化が

あるか否かというものである。この問いに答えるため、約 7 ヶ月間に渡って集めたデータを

まとめて、言語混合に焦点を当てて述べる。その研究課題を 2つの面から分析する。第 1は、

4 人の幼児の対話者ごとの言語混合の変化についてである。第 2 は、それぞれの幼児の時間

の経過による言語混合の変化に関してである。 

 

４．４．１．各幼児のそれぞれの対話者に対する言語混合の使用変化について 

本節では、まず長男がそれぞれの対話者と話した場合の言語混合を示す。下の表 13に長男

の対話相手による言語使用の記録を示す。対話者によって、長男の言語混合の使用に微妙な
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差違があることが分かる。 

表 13 長男の各対話者に対する言語使用 

全ての回の収集したデータ 

長男全回 

  

回数 （％） 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

長男-母 546 32 71 649 84.1 4.9 10.9 100.0 

長男-父 412 231 88 731 56.4 31.6 12.0 100.0 

長男-両親 256 301 57 614 41.7 49.0 9.3 100.0 

長男-日本人 15 547 49 611 2.5 89.5 8.0 100.0 

 

 

図 27 各幼児のそれぞれの対話者による言語混合の変化 

 

上の表 13 に示された数値をより詳細に検証してみたい。詳細に言語混合を分析するため

に、上図 27を作成した。このグラフは対話相手によって 4人の幼児の言語混合の割合がどう

変わるかを提示するものである。長男の言語混合の使用頻度は 8%から 12%の幅の中におさま

っている。しかし、その頻度は対話者により若干変化している。例えば、長男は父親と会話

をした際に最も多く言語混合をしており、その割合は 12%になっていた。それに対して、ほぼ

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

母親 父親 両親 日本人

長男 次男 長女 三男



64 

 

日本語しか話さない日本人と話した際には、父親との場合ほど言語を混合しないで会話して

いる。長男は母親と話した際も言語混合を用いていたが、父親との会話の場合とあまり変わ

らない割合である。また彼は両親を同時に相手にした会話の場合でもその頻度は 9.3%である。

全体として、長男の言語混合の使用は、相手が変わっても安定しており、平均して 10％であ

った。 

従って、長男は対話の相手が日本語しか話さないか、アラビア語しか話さないかという、

対話者の言語背景に関わらず、言語混合を起こしていることが確認できるが、対話者により

その頻度が微妙に異なっていると言える。 

次に、次男の場合である。下の表 14は二男の全体としての発話タイプを示したものである。

この表の中の言語混合の使用に焦点を当ててみると、次男の場合でも、それぞれの対話者に

対して用いている言語混合は割合が異なっていることが分かる。 

 

表 14 次男の各対話者に対する言語使用 

全ての回の収集したデータ 

次男全回 

  

回数 （％） 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

次男-母 370 16 76 462 80.1 3.5 16.5 100.0 

次男-父 443 88 65 596 74.3 14.8 10.9 100.0 

次男-両親 269 95 51 415 64.8 22.9 12.3 100.0 

次男-日本人 38 384 42 464 8.2 82.8 9.1 100.0 

 

上図 27 によると、次男の言語混合の使用頻度は 9.1％から 16.5％までであった。次男と長

男とを比較すると、次男のほうが言語混合の使用頻度がわずかに高く、平均すると 12.2％で

ある。次男の場合は対話者が変わると、言語混合の発話の波も変化していた。その点で長男

とは異なっていた。長男の場合は次男ほどの変化はなく、最も多く言語混合を起こした相手

は父親であったが、次男の言語混合が多い会話相手は母親である。この 2 人の幼児の言語混

合についての共通点は、日本人との会話でそれが最も少ないということであった。 

次に、長女の言語混合について検討していきたい。下の表 15は会話の相手による長女の発

話の回数と割合を示すものである。上の兄たちの場合と同様、言語混合に焦点を当てて、ど
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の程度まで対話者により言語混合を変化しているかをみる。 

表 15 長女の各対話者に対する言語使用 

全ての回の収集したデータ 

長女全回 

  

回数 （％） 

アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

長女-母 399 31 27 457 87.3 6.8 5.9 100.0 

長女-父 295 238 46 579 50.9 41.1 7.9 100.0 

長女-両親 192 241 29 462 41.6 52.2 6.3 100.0 

長女-日本人 32 422 15 469 6.8 90.0 3.2 100.0 

 

長女の言語混合の割合は 3.2％から 7.9％の幅で、全体的に低く、平均 5.8%であった。その

割合は他のきょうだいと比べて低いということが分かる。また、ほかの 3 人のきょうだいと

同じく、対話の相手により変化している。予想した通りに、最も多く言語混合したのは父親

と会話をした時のことである。次いで、両親、母親の順である。一方、兄たちと同様に最も少

なく言語を混合したケースは日本人との会話であった。各対話者に対する割合を比較すると、

父親との言語混合の割合は、日本人が相手の時の倍以上であった。相手が母親の場合でも、

日本人との場合の 2倍近い言語混合が確認できる。 

最後に、三男の言語混合を検討するために、下の表 16 を見る。三男の場合も言語混合を起

こしているが、その割合は総じて少なく、平均すると 4.3%に過ぎない。要するに、幼児の年

齢により言語混合の割合も減少していると言える。 

 

表 16 三男の各対話者に対する言語使用 

全ての回の収集したデータ 

三男全回 回数 （％） 

  アラビア語 日本語 言語混合 合計 アラビア語 日本語 言語混合 合計 

三男-母 296 63 9 368 80.4 17.1 2.4 100.0 

三男-父 210 81 12 303 69.3 26.7 4.0 100.0 

三男-両親 170 109 19 298 57.0 36.6 6.4 100.0 

三男-日本人 80 92 8 180 44.4 51.1 4.4 100.0 
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三男の場合でも言語を混合する割合は対話の相手によって異なる。例えば、両親との会話

で最も言語混合をしているが、母親が相手の場合は少なく、次いで日本人、父親の順となっ

ている。 

以上をまとめる。本研究で対象にした 4 人の幼児たちの言語混合の使用状況を上のように

定量的な数値で表して、会話の相手の言語背景が彼らの言語混合の発話の頻度に影響してお

り、重要な役割を果たしていること、その割合が対話者により異なっていることを指摘した。

すなわち、長男が最も多く言語を混合した相手は父親であって、次男は母親との会話でより

言語混合を起こしたが、長女は長男と同じく、父親との会話の場合に最も多く言語を混合し

ている。一方、三男は他のきょうだいと異なり、両親との会話の場合であった。また、4人の

幼児は最も言語混合が少なかったのは、日本人を相手にした場合であった。 

 

４．４．２．各幼児の時間の経過により言語混合の使用変化について 

次に、第 2の研究課題 3についてである。これは各幼児が各会話相手に話しかけた時に使

った言語混合が、時間の経過により、どう変化するかの検討である。以下、各対話者別に、

それぞれの幼児がどのように言語混合の変化を起こしたかを検討する。 

詳細な分析を行う前に、対話者を問わず、それぞれの回で、各幼児の全体的な言語混合の

度合いが時間の経過により、どのような変化を表すかを検討する。図 28を見ると、各幼児の

言語混合の変化方向が分かる。 

長男の場合は、時間により言語混合の使用が徐々に減少している傾向が見られる。次男は

長男と似てはいるが、ごくわずか減少している。長女の場合は、兄たちに比較すると、時間

の経過につれて減少する変化が明らかである。一方、三男の場合、他のきょうだいと異なっ

ている。一回目から三回目まで急速に増加している。要するに、全体的として見れば、三男

以外の各幼児の言語混合の使用は成長につれて減少している傾向が分かる。 

時間によって各幼児の全体的な言語混合の使用変化を明らかにした後、各幼児ごとに、ま

た話し相手によりどう変化するかをさらに詳しく検討していく。 
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図 28 時間経過による各幼児の言語混合の変化（対話者を問わない） 

 

全体の傾向を見た後、個別にまず、母親を相手にした場合の、各幼児の言語混合の様子に

ついて分析する。下図 29 を見ると、時間の経過により、長男の言語混合使用の変化は第１回

目では 15.7%であったが、第２回目ではこれが１回目の半分以下に減少し、7%になった。第３

回目では再び増加し 10.2%となった。こうした経時変化の理由としては、長男の言語体系が

徐々に発達していくのにともなって、対話相手の言語能力により、長男はどの言語を使用す

ればよいかを適切に区別できるようになったためではないかと考えられる。 

次男の場合を見ると、全体的に言語混合の使用割合を、時間の経過につれて徐々に減少し

ていたことが分かる。第１回目では 22.1%、第２回目ではわずかに少なくなって 19.6%、第３

回目ではさらに減少し、それまでより約半分以下に下がって 9.1%になった。次男は長男と比

較すると、言語混合の使用が時間の経過により減少する傾向が見られる。だが、第３回目は

２人ともだいたい同じ割合になった。つまり、時間の経過により、言語混合の使用頻度が減

少する傾向が見られる。 

長女の場合も言語混合の使用の変化が起こっている。が、調査の３回にわたって長女の言

語混合の度合は上がったり下がったりの状態である。第１回目から 5.9%、9.8%、2%と推移して

いる。兄たちと比較すると、成長につれ、言語混合の使用頻度は下がったと言える。 

最後に、三男の場合の言語混合の変化の様子を示す。下のグラフ（図２９）に明らかなよ

うに、母親との会話では三男の言語混合の度合いは極めて少なかった。それに加えて気がつ
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くことは、第３回目でほぼ長女と同じ程度になったことである。混合は、第１回目の 4.5%か

ら 1.5%になり、第３回目にはあまり上昇せず 2.5%であった。つまり、三男はその時点で言語

を混合して発話ができる段階まで達成していなかったかもしれないと考えられる。そのため、

ほとんど言語混合を行わずに、時間の経過につれて、言語混合の使用を減少させた傾向が見

られるが、そもそもその使用の度合いが少なく、時間の経過による有意な変化はなさそうで

ある。それは会話の相手（母親）のアラビア語の言語が影響していると考えられる。 

三男の言語混合と彼の他のきょうだいの場合の変化とを比べると、２回目以外、姉とある

程度類似した傾向が見られる。兄たちのほうが比較的に多く混合していたが、成長するにつ

れてこれは減少している。要するに時間の経過により、４人の幼児の言語混合使用の変化は

下がっている傾向が見られる。 

 

 

図 29 時間経過による各幼児の言語混合の変化（母親相手の場合） 

 

次に、幼児たちと父親の場合である。まず、長男の場合では、下図３０を見ると、全体とし

てその頻度は時間が経つにつれて、わずかだが減少する傾向が見られる。すなわち、１回目

では 14.2%であったが、２回目には 11.6％、３回目はより低くなって 10.1%であった。この

理由としては、時間の経過とともに、自己の言語体系が発達したために、相手の言語能力に

合わせて言語を適切に選択して会話をしていると推察できる。 
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次男の場合は、グラフ（図３０）に見られる通り、年齢が上がってもほとんどその割合は

変化しなかった。全体として第１回目から第３回目まで同じ頻度で使用されたことが分かる。

１回目は 10.5%、２回目は 11.4%、３回目もほぼ同頻度で 10.7%である。第２回目の段階からほ

ぼ長男と同様に言語混合の使用頻度はほぼ同頻度で並行的に進移した傾向が見られる。 

図３０を見ると、長女には言語混合の頻度の継続的な減少傾向が見られる。第１回目の

13.9%は第２回目では 6%まで下がり、第３回目では減少は続いて 3.8%にまで低下した。 

先に指摘したように、父との会話における長男と次男の言語混合の行動は第３回目に約 10%

になった。長女の場合も継続的な減少傾向が見られるが、兄たちよりも減少傾向は高かった。 

最後に、三男の言語混合の度合いの変化はどうだろうか。三男の母親との会話での言語混

合と、父親との会話での言語混合とを比較すると、やはり父親との会話でのほうが若干多か

ったが、どちらの場合も全体的に非常に少なかった。すなわち、第 1 回目では 3.6%、第２回

目では少々増加し 5.1%になっていた。第３回目ではまた減少して 3.4%であった。三男の言語

混合の使用頻度は非常に少なかったが、他のきょうだいと比較すると、姉の場合に類似して

おり、特に第２回目からはよく似ていた。 
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図 30 時間経過による各幼児の言語混合の変化（父親相手の場合） 

 

次は両親相手の会話における長男の言語混合の変化についてである。図３１を見ると、言

語混合の方向は時間が経過すると減少していく傾向が見られる。第１回目の 13.4%が、第２回

目では約２分の１に減少し（6.7%）、最後の第３回目で軽微に増加し 7.2%になっているが、長

男は全ての回で言語混合の割合は比較的に低かったと言えよう。 

次に、次男の場合である。時間を経ても、その頻度は減少している傾向が見られたが、ほ

とんど同じで、安定していたという特徴がある（第１回目 12.4%、第２回目 13.6%、第３回目

11.5%）。なお、次男の言語混合使用の変化と長男のそれとを比較すると、長男の場合は、時

間の経過につれて言語混合は減少する傾向が見られたが、次男は毎回ほとんど同程度の割合

である。 

長女の言語混合の使用の変化と長男のそれとを比較すると、若干異なるとはいえ、２人と

も使用の傾向は類似している。また、次男の言語混合も成長とともに安定レベルを保持して

使用していたので、３人の幼児の間には、時間が経過しても言語混合の度合いは比較的に減

少しているという共通性があると考えられる。 

最後に、三男の会話の場合についてである。下図３１を見る。第１回目は 0%であった。し

かし、やや成長した第２回目では、三男のアラビア語と日本語の両方の言語体系がより発達

し、両言語を混合して使い始めたため、その度合いは 4.2%になった。さらに、第３回目には

使用頻度は 10.4%に増加した。 
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データ収集の作業を始めたとき、三男はまだ約１歳８ヶ月で、対話者と会話をした際に産

出した発話の長さはほとんど１つの単語を超えていなかった。従って、三男は両親同時との

会話の第１回目では言語混合という行動をせずに、使用言語をはっきりと区別して、日本語

かアラビア語のどちらか一方しか用いていなかった。 

三男と他のきょうだいの言語混合使用の状況とを比較すると、他のきょうだいの方は多少

ではあるが言語混合の使用をしており、成長してゆくにつれ、総じて言語混合の使用頻度が

減少している傾向が見られたのに対して、三男は逆に時間が経つにつれて増加していること

が分かる。 

 

 

図 31 時間経過による各幼児の言語混合の変化（両親相手の場合） 

 

最後に、各幼児が日本人と会話した場合の言語混合の推移について見る。まず、長男の言

語混合についてである。下図３２を見ると、言語混合の使用は少ないことが分かる。第１回

目では頻度は 4.9%、第２回目で約２倍に高まり 10.7%になり、第３回目でもほぼ同じ割合の

9.2%であった。要するに、長男は、ほとんどアラビア語を話さない日本人との会話では、成長

するにつれて、言語混合使用の頻度は比較的に増加している傾向が見られる。 

次男の言語混合の使用変化は 12%→5%→8.6%という変化であった。つまり、全体的に、成長

に連れて減少していると言える。その点について、長男とは相違点がある。次男の場合も、

データ収集期間にわたって、使用言語の頻度に変化があったが、長男の変化の進行とは異な

っている。 
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長女は、時間の経過により、言語混合の使用変化がややあり、総じて減少する傾向が見ら

れる。第１回目は 4.1%、第 2 回目は 2.3%、第３回目は 2.5%である。兄たちは３回を通して平

均して約 10%に近かったのに対して、長女は兄たちより１、２年幼いという差があることによ

るものか、そのような変化は見られなかった。 

最後に、三男の言語混合の度合いは時間によりどのように変化したのだろうか。下の図３

２にあるように、第１回目ではまったく言語混合はなかった（0%）。すなわち、彼は日本語か

アラビア語かを明確に区別して会話を行ったのである。しかし、３ヵ月半が経った後には言

語を混合し始めており、その頻度は 7.5%、第３回目に 5.7%になった。つまり、日本人との会

話では、結局は言混合の使用を増加している傾向が見られる。 

同じ場合における三男と他のきょうだいたちの言語混合の変化を比べると、どの幼児も、

どの回においても、その度合いは大体において 10% 程度以内であった。最大で次男の第１回

における 12.0% で、長女の場合はそれよりもずっと少なかった。さらに、三男は上述した通

り、第１回目で言語混合をしていなかった。その行動は年齢的な要因に起因すると考えられ

る。従って、三男の場合に、言語混合を起こしていないとか、非常に少ないということは、言

語混合使用のメカニズムの未発達であると考えられる。 

 

 

図 32 時間経過による各幼児の言語混合の変化（日本人相手の場合） 
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４．５．研究課題 4に対する結果について 

最初に研究課題について述べる。この課題は幼児たちが成人と会話をしながら言語を混合

する場合、どのような言語混合が起こるかを議論することである。まず、実際にどのような

言語混合が起こっているのかを明らかにする必要がある。そこで、本節では、アラビア語と

日本語のバイリンガル幼児から収集したデータを基に、そこに見出された言語混合の事例を

取り上げ、さらに先行研究で提案された言語混合の分類方法が、本研究課題に適応できるか

どうか検証する。 

 

４．５．１．幼児の言語混合についての事例 

本節では、最初に、4 幼児から集めた会話データの記述方法について説明をする。それに続

いて、2.３.1に示した分類方法に従って、付加的な言語混合、話者間で生じた言語混合、そ

して発話中に生じた言語混合の順に事例を示す。 

 

４．５．２．記述方法について 

会話データの記述方法としては、会話文の記述は基本的に日本語の記述方法に従い、左か

ら右に書くこととする。ただし、アラビア語は右から左に記すため、その部分だけは右から

左に読むこととする。アラビア語表記の後には、東京外国語のページに発音表記方法を解説

されている、それに基づいて発音表記を加えておく。また、アラビア語の部分については（ ）

内に日本語の訳語を入れる。さらに、幼児名について、長男を(O)、次男を(M)、長女を(R)と

表記することとする。 

 

４．５．３．「付加的な言語混合」の事例 

まず、2.9.で引用した（ア）付加的な切り替えの例から見ていく。すなわち、１つの言語で完

結する文にバイリンガル的色彩を加えるために、もう一方の言語からの感嘆表現や挿入句な

ど付加するものである。 

 

 例１ フラッシュカードの活動による、次男と日本人の会話  

1日本人： これは？ 

2 次 男： えっと、 ط عصير⸮  khallā� ‘��īr（ジュースのミキサー）  خ
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この例は、次男が対話者の日本語の質問に対して、｢えっと｣という日本語の談話マーカー

を使用し、その後にアラビア語で答えたケースである。 

Nakamura (2005) によると、子供がこのような日本語の談話マーカー（うん、えっと、そ

うだね等）を使う理由は、感情を表現するというよりも、対話者に同調し伝えたいことがあ

るということを伝えようとしているからであるという。 

 

４．５．４．「発話者間の言語混合」の事例 

次は発話者間で生じる言語混合についてである。 

以下の例２と例３はこの発話者間という点で共通しているが、前者は長男が日本語からアラビア

語に言語を切り替えたケースで、後者は長女がアラビア語から日本語に言語切り替えをしたケースである。 

 

例２ フラッシュカードの使用による、長男と父の会話  

1 父 ： البطاقات! ⸮⸮ خلينا نشوف  Yālla khallīna nshūf albi�āqā�（じゃ、フラッシュカードを見よ

う） 

2 長男： 僕はする！ 

3 父 ： هاي ؟  shū hāy（これは何？） شو 

4 長男： えっと、クレヨン！ 

5 父 ： ! قلم الوان qalam alwān（クレヨン！） 

ها    ⸮⸮⸮ن ؟اشو بتسووي في ⸮ ق   shū bitsawwī fīhā ’qlām alalwān（クレヨンで何をするの？） 

6 長男： おひさま、えさ （お日様、えさを描く） 

7 父 ： التلوين ؟ ⸮ inta dāyman shū btursum bi’qlām altalwīn（いつもクレ’  انت دايما شو بترسم ب اق

ヨンで何を描くの？） 

8 長男： ライオン、サイ、トラ、チーター、فهد（ライオン、サイ、トラ、チーター、fahad, ヒョウ） 

9 父 ： يتقدر ترسم هدول كلهن ؟  bitiqdar tursum hadūl kulhin（それらを全部描けるの？） 

10 長男： うん、えさ、くもり、おひさま、くまさん、ウサギ、 

11 父 ： وشو يتحب اكثر شي انت ترسم ؟  wa shū bit�ib  ’kthar shī  ’inta tursum（君は何が一番描く

のが好き？） 

12 長男： ライオンとチーターとサイ！ 



75 

 

13 父 ： هدول طيب ؟  shū biyūklū hadūl �ayyib（ はい、それらは何を食べるの？）   شو بيوكلوا 

14 長男： لحم （la�im、肉） 

15 父 ： كلهم بيوكلوا لحم ؟ kulhum biyūklū la�im（みんなお肉を食べるの？） 

16 長男： اه （ah、うん） 

17 父 ： ما بيوكلن نباتات او عشب ؟ mā biyūklin nabatat  ’w ‘ushub（それらは植物や草を食べな

いの？） 

18 長男： サイはえさ！ 

 

この例２では、長男の 14 行目に発話者間の LM が生じている。この会話中では父親は全て

のターンでアラビア語を話したが、幼児は16行目の｢اه（ah、うん）｣を除いて、８ターンのう

ち７ターンで日本語を用いている。話の７ターン目（14行目）で「 という「（la�m、肉）حمل

アラビア語に切り替えている。長男は日本語の「肉」という単語を日常的に使っており、こ

の単語を知らないはずはないが、どういうわけかこの会話ではアラビア語を使っている。

Paradis et al. (2011, p. 98) によると、バイリンガル幼児は、優性言語と非優性言語のいずれを

使用している場合であっても、目標言語の翻訳相当の単語の意味を知らなければ言語を混合

する可能性が高い。しかし、上記の幼児の発話はこれで説明することは難しいだろう。なぜ

ならば幼児は日本語の「肉」という単語の意味を知らなかったわけではないからである。1 つ

の解釈として、Auer (1998) が説明するように、言語切り替えに関して、「好みに関連した言

語切り替え (Preference–related Code Switching) 」（山本（2014, p. 105）から引用）が作用し、

これが上述の長男による LM に関与した可能性が高いと思われる。 

 

例３ 幼児同士と父親との会話 

1 長男： هاي  カード الي  ’ilī …hāy（このカードは僕の） 

2 長女： عبيوخذلي، الي ، كبلّي   ‘abyūkhudhlī, ’lī, kabbillī（取れちゃった！私の、彼が捨てちゃっ

た） 

3 父 ：  هن ها ايا M ‘a�īhā ’iyāhin M （Mعطي 君、彼女にあげて） 

4 長女： هاي هاmush hāy（これじゃなくて）  مش  ⸮ هدول ب  hadūl balāha（これ、要らない） 

5 父 ： هن ها ايا ⸮طل  （てげあに女彼、る要、る要）nihāyi’ āhli��u� ālabm ālabm مب⸮

6 長女： ばらばら！ 
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例３では、長女の６行目に日本語の擬態語を用いた発話者間の LM が観察される。筆者の

日常的なこの長女とのやりとりから考えると、おそらくこのケースは、長女がこの場面に合

うアラビア語の単語を正確に知らなかったことが理由ではないかと思われる。そのような言

語混合を、Paradis et al. (2011, p. 97- 98) は、「ギャップ埋め仮説」と呼んでいる。ギャップ埋

めが起こる理由は、上述の事例のように、使用中の言語での適切な語彙を知らないことが主

な理由であろう。 

 

４．５．５．「発話中の言語混合」の事例 

次は幼児たちの発話中に見いだされた言語混合についてである。以下の例４～９がこれに

該当する。個々の違いについては、具体例の後に説明する。 

 

例４ 自由会話における、長女と両親同時との会話 

1 母 ： ل اعطوه O ميدالية؟   ’a‘�ūh la O mīdāliyyah （彼ら〔保育園の先生〕は O 君にメダルを

あげたの？） 

2 長女： اعطاه ما  mā ’a‘�āh    （彼にあげていない） 

3 母 ： اعطوه؟ ما ليش   līsh mā ’a‘�ūh （何で彼らはお兄ちゃんにあげていないの？） 

4 父 ： がんばったかな？ 

5 長女： ما  がんばった mā …（mā、頑張った、〔頑張っていなかった〕） 

6 母 ： بس O كمان شاطر     bas O shā�ir kamān（それにしても、O も上手だね） 

 

この例では、長女の５行目の発話中に LM が起こっている。この箇所で長女は、本当は「頑

張らなかった」と言いたかったのであろう。しかし、「頑張った」の動詞を否定する「ない」

の拘束形態素を使用せずに、アラビア語の「 を用いて日本語の動詞を否定「（mā、ない） ما

している。日本語の「ない」は単語末に位置するが、アラビア語では｢mā、（ない）｣が語頭

に置かれる。すなわち、この発話はアラビア語の文法に従っていることが分かる。山本（2014, 

p. 116）は、アラビア語と日本語のように語順の異なる言語間では自由形態素と拘束形態素の

間に言語混合が起こりにくいと述べているが、例４は必ずしもそうとは限らないことを示し

ている。  
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例５ 自由会話中の、長女と両親同時との会話 

1 父 : 一番好きなのは何？ 

2 長女: ぶどう 

3 母 : ،طيب امم  ’imm �ayyib（もぐもぐ、美味しい！） 

4 父 : ぶどう！ご飯は？ 

5 長女: ご飯 بحب  … ba�ib（ご飯 ba�ib、ご飯 好きです） 

6 父 : 何？ 

7 長女:انا بحب  昼ごはん ’anā ba�ib…（’anā ba�ib 昼ご飯、私は昼ご飯が好きです） 

 

ここでは、長女が発話中に LM を２回行っている。１つ目は５行目の｢ご飯 بحب (ba�ib)（ご

飯+好きです）｣という箇所、もう１つは７行目の｢انا  بحب  (’anā ba�ib) 昼ごはん（私+好き

です+昼ご飯）｣という箇所である。前者は日本語の語順であるが、後者は、日本語の｢私+昼

ご飯+好きです｣という語順ではなく、アラビア語の語順に従っている。両方とも発話中の言

語混合であり、｢ご｣という拘束形態素以外は自由形態素である｢ba�ib、好きです（動詞）｣、

｢’anā、私（代名詞）｣、｢昼ご飯（名詞）｣しか使っていない。例４は機能語のレベル動詞の否

定形に関わる形態素レベルでの言語混合であったが、例５は発話の語順に関わる文法レベル

のものである点で異なっている。 

 

例６ 自由会話中の、長女と両親同時との会話 

1 父 : R هلق؟ ساعدتيني ،   手伝ってくれたの？R, sā‘additinī hallaq（R ちゃん、さっき手伝 っ

てくれたの？）  

2 長女: （身振り、首を触り、うん） 

3 父 : どう？何した R ちゃん？  

4 長女: ماكينة したです。Mākinah （機械 した です。〔機械でひよこ豆を挽いた〕） 

 

例６は、長女が過去に起こったことを述べたもので、４行目にアラビア語の｢Mākinah、機

械｣という単語に日本語の過去形動詞「した」を付加して発話を完成させている。ここでは、

さらに｢した+です｣と動詞の丁寧表現が用いられている。Wray (2002) によると（山本, 2014, 

p. 105 から引用）「イディオムやコロケーション、口癖などは定型表現（formulaic language）
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と呼ばれ、複数の単語が塊（chunk）になったものが、話し手の頭の中で１つの単語と同じよ

うに処理されているようである｣とのことである。これも多くの場合、発話中で生じる言語混

合の特徴と言えるだろう。 

 

例７ 自由会話中の、次男と両親同時との会話 

1 母 ： ؟先生 ال سمكة ول� الماما سمكة اطيب مين لي قل   qul lī mīn  ’a�yab samakat almāmā wallā 

samakat al …（教えて、どっちのほうが美味しい、ママが作った魚か、それとも

〔保育園の〕先生が作った魚？） 

2 次男： ماما عند اكلها اللي سمكة  samakah illī ’ukilhā ‘ind  māmā  （ママの家で食べる魚のほう！） 

3 父 ： 本当、どっちが美味しい？ママの？ 

4 次男： ما  māmā … samakah（母の魚）    سمكة の ما

5 父 ： そう！ 

 

例７は、次男による発話で、４行目に言語混合が生じている。２行目のアラビア語の発話

「ママの家で食べる魚のほう！）」では２つのアラビア語の名詞を結ぶ際に、代名詞が正確

に用いられている。しかし、４行目では、２つのアラビア語の名詞（māmā、（母）、samakah、

（魚））を結ぶのに、日本語の「の」という連結語が用いられている。この例も、例４と同様

に、機能語レベルで言語混合が生じたケースであるが、例４では長女がアラビア語の語順に

従って発話しているのに対し、例７では次男が日本語の語順を用いているという点で異なる。 

 

例８ 自由会話中の、長男と両親同時との会話 

1 母 ： ال ميدالية عطتك  先生  ’a‘�atak mīdāliyyah al …（先生はきみにメダルをあげたの？） 

2 長男： うん 

3 母  ： ؟ اعطتك   ’a‘�atak （あげたの？） 

4 長男： ..ما اع あげていない ميدالية  mā  ’a‘… mīdāliyyah（あげな・・、あげていないメダル） 

5 母 ：  ما اعطتك ميدالية ⸮⸮نتو كبار   mā a‘�atak mīdāliyyah la’innū ’intū kibār（君たちは大きいか

ら、メダルをもらっていない） 

6 長男： おやつ بيعطي بس  … Bas biya‘�ī（おやつだけあげるよ） 
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7 母 ：  شاطر انك عنك وفالت اعطتك おやつ … a‘�atak wa qālat ‘annak ‘innak shā�ir（君におやつを 

あげて、君が上手だと言った） 

 

例８では、長男の４行目に LM が生じている。この発話では、上の例４と同様に、最初に

アラビア語の否定形の「マー」という拘束形態素と「 ..اع  （’a‘..）」というアラビア語の動詞

が途中まで使われている。しかし、理由は定かではないが、途中からアラビア語をやめて、

日本語で「あげていない」と言い直されている。この「あげていない」に続き、再びアラビア

語に戻り「ميدالية 、mīdāliyyah, メダル 」と発話されている。長男のこの発話の語順は、例４

で長女が使用した拘束形態素と自由形態素の間で起こった発話中の言語混合とは異なる。

Muysken (2000) によると、（山本, 2014, p. 126 から引用）は、｢長く複雑なアイテム、副詞や

接続詞のように文の端の部分におかれるアイテム、付加疑問、言い直しなどは交替パターン

の言語混合の可能性が高い｣とのことであり、例４の長男の発話はこれに該当するものと考え

られる。 

 

例９ 絵本を使った長男と日本人の会話 

1 長 男： で、ゾウさんに行った！       （で、ゾウさんを見に行った） 

    ゾウさん、ゾウさんは書きよる！ 

    ゾウさんは長い、長い長いな、長い長い大きい！  

2 日本人： これ、鼻？ 

3 長 男： هو فكر   消防士がなる、消防士！ Huwa fakkar…（彼は消防士になると思った） 

4 日本人： これ？ 

5 長 男： 消防士よかったからね、わー、ه したんよ！（消防士になったら、よかっ خرطوم

たね。ゾウさんのホース, khar�ūmu をしたんだよ） 

6 日本人： で、赤ちゃんこれ、きた！あかちゃん、あかちゃんかわいい！ 

7 日本人： 赤ちゃん、ゾウさん？ 

8 長 男： うん 

 

この例９では、長男は３行目の発話のはじめにアラビア語の名詞文「 هو فكر  、Huwa fakkar,

（彼 思った）」を使用している。その直後、日本語に切り替えて「消防士になる」という文
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を挿入し、発話を完成している。この例は例８の発話中の言語混合と異なり、前半のアラビ

ア語と後半の日本語で構成され、言い直しによる発話ではない。すなわち、1つの発話で両方

の言語からの形態素を合わせて採用しているケースである。山本（2014, p. 118）の言う「文

の途中で、LAから LBに切り替わっているのが『交替』パターン」で、典型的な言語混合ので

はないかと考えられる。 

 

4．5．6．まとめ 

上記に、様々な場合で幼児たちが産出した発話の事例を取り出して、それらを質的に分析

した。それぞれの幼児は、時に言語混合によって発話を行った（例４、例７）。さらに、先行

研究が提唱した言語混合の分類方法を上記の発話事例に適応できるか否かを検討した結果、

当てはまる場合も多いが、異なったところもあった（例４）。 

以下では、言語混合に関わる分類についての定性的な事例を挙げた後、最終的な目的に向

けて、次の研究課題に進み、PDH 仮説を検証する。 

 

4．6．研究課題５に対する結果について 

本研究課題は、Lanza (1992)に提唱された親の談話仮説（Parental Discourse Hypothesis,上述、

2.12 参照）の正当性を実証的に検証し、日本で育つバイリンガル幼児が 2 つの言語を併用す

る言語混合の現象に焦点を当てる。Lanza によると、親の談話方略(Parental Discourse Strategies)

には 5 つある。本研究では就学前段階の日本語・アラビア語のバイリンガルきょうだいの幼

児 4 人を対象に、彼らが親及び日本人（成人）と会話をする際に、どのように言語混合を行

うかを調査し、各種の実証データを収集し、分析する。研究課題の主目的は、幼児の言語混

合が、親の談話仮説が想定するように親（または成人対話者）の使用する談話方略の影響を

受けるか否かを検証することである。 

 

親の談話仮説を検証するためには、さらに、以下の 3つの課題を検討する。 

【研究課題 5‐1】：同一家庭の幼児の言語混合に対し、成人対話者（両親・日本人）はどのような

談話方略を用いるか。 

【研究課題 5‐2】：対話者による方略使用と、それに対する幼児たちの全ての言語混合の頻度と

の間に相関関係があるか。つまり、バイリンガル方略使用の頻度が高ければ高いほど、言語混合



81 

 

の頻度も高くなり、反対に、モノリンガル方略使用の頻度が高ければ高いほど、言語混合使用の

頻度も低くなるか否かを検討する。 

【研究課題 5‐3】：成人対話者が使用した談話方略に対して、幼児はどのような発話タイプ（ア

ラビア語、日本語、言語混合）を選択するか。 

 

４．６．１．成人対話者の談話方略について 

Lanaza（1997, pp. 263-267）の 5つの親の談話方略と同様に、本研究で収集した発話データ

においても 5 つの親の談話方略が観察された。以下、それぞれについて、発話データの例を

挙げる。なお、幼児の言語混合に二重下線を、成人対話者の談話方略に 1本の下線を付す。 

 

1）Code Switching Strategy（コード切り替え）  

 例：長男と父親の場合、第 2回目で発生した会話 

1 父親：  wa shū kamān?（そのほかは？）  وشو كمان؟

2 長男： 豆 

3 父親： ،آه豆、ليش طيب؟ بتوجعو يعني؟  ’ah,…līsh �ayib bitūj‘ū ya‘ny?（あ、豆、何でかな？痛い

ということ？） 

4 長男： هيك! ⸠⸮ l’annū hek! （だって、そう！） 

 

2）The Move-On Strategy（会話続行） 

 例：次男と日本人の場合、第 3回目で発生した会話 

1 次 男： 泳ぐ、これは غواصةこう、こう  ghawwāsah…（これは潜水艦こう、こう） 

2 日本人： 何しているかな？  

3 次 男： お水に入る。 

 

3）Adult Repetition Strategy（繰り返し） 

 例：長男と父親の場合、第 2回目で発生した会話 

1 長男： はだいろ！مه  はだいろ！  asmoh… （はだいろ、名前は肌色！） اس
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2 父親： مه يعني لون الجلد  asmoh ya‘ny laūn aljild（名前は肌色という意味です） س

3 長男：  jild（肌） جلد 

 

4）Expressed Guess Strategy（表現推測） 

 例：長女と日本人の場合、第 2回目で発生した発話 

1 日本人：何じゃ？ 

2 長 女： !لقلق laqlaq（つる） 

3 日本人： ラクダー？ 

4 長 女： ラクダーじゃない！ 

 

5）The Minimal Grasp Strategy（最小限の把握） 

 例：次男と母親の場合、第 2回目で発生した発話 

1 母親：  ayib hāy?（で、これ？）� هاي؟ طيب  

2 次男： ももたろう！ 

3 母親： ももたろう  شو يعني؟  shū ya‘niy（ももたろうってどういう意味ですか） 

4 次男：  ya‘niy ya‘niy khuwkh（意味、意味、もも）  خوخ! يعني يعني

 

 例：長男と父親の場合、第 1回目で発生した発話 

1 長男： きのこ、きのこ 

2 父親： يعني؟ ya‘ny?（意味は？） 

3 長男：  fi�r!（きのこ！） فطر!  

 

以上に示した談話方略の割合と頻度を表 17 と図 33、34、35、36 に幼児別にまとめて提示

する。 
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表１７ 成人対話者が幼児の言語混合に対して使用した方略（回数・％） 全３回 

 

 

 

母親(回数・％) 父親(回数・％) 日本人(回数・％)

コード切り替え 25 (32.9) 23 (27.1) 4 (11.8)

会話続行 33 (43.4) 33 (38.8) 15 (44.1)

繰り返し 10 (13.2) 5 (5.9) 2 (5.9)

表現推測 2 (2.6) 6 (7.1) 3 (8.8)

最小限の把握 6 (7.9) 18 (21.2) 10 (29.4)

合計 76 (100.0) 85 (100.0) 34 (100.0)

母親(回数・％) 父親(回数・％) 日本人(回数・％)

コード切り替え 15 (27.3) 18 (34.6) 5 (11.6)

会話続行 29 (52.7) 15 (28.8) 20 (46.5)

繰り返し 5 (9.1) 5 (9.6) 6 (14.0)

表現推測 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (9.3)

最小限の把握 6 (10.9) 14 (26.9) 8 (18.6)

合計 55 (100.0) 52 (100.0) 43 (100.0)

母親(回数・％) 父親(回数・％) 日本人(回数・％)

コード切り替え 6 (24.0) 18 (40.9) 3 (13.6)

会話続行 12 (48.0) 11 (25.0) 12 (54.5)

繰り返し 2 (8.0) 5 (11.4) 1 (4.5)

表現推測 0 (0.0) 2 (4.5) 3 (13.6)

最小限の把握 5 (20.0) 8 (18.2) 3 (13.6)

合計 25 (100.0) 44 (100.0) 22 (100.0)

母親(回数・％) 父親(回数・％) 日本人(回数・％)

コード切り替え 8 (53.3) 6 (42.9) 1 (6.7)

会話続行 4 (26.7) 5 (35.7) 7 (46.7)

繰り返し 2 (13.3) 2 (14.3) 1 (6.6)

表現推測 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

最小限の把握 1 (6.7) 1 (7.1) 6 (40.0)

合計 15 (100.0) 14 (100.0) 15 (100.0)

成人談話方略
三男

長女

次男

成人談話方略

成人談話方略

成人談話方略

長男
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図３３ 成人対話者が長男の言語混合に対して使用した談話方略 全３回 

 

上図３３によると、長男の言語混合に対して母親が最も多く使用した方略は会話続行方略

であり、第２に多用したのはコード切り替え方略であった。母親は日本語の知識が非常に限

定されているにもかかわらず、語彙レベルのコード切り替えを使用していた。おそらく、母

親はできるだけスムーズに会話を継続させようとして、たまたま覚えている単純な日本語の

言葉を用いたものと考えられる。Goodz (1989) によると、バイリンガル家庭の親は、幼児と

の会話をするとき、幼児に分かりやすいと思うような語句や文構造を使う（その語句がもう

一方の親の言語であったとしても）。さらに、Mishina（1999） は、バイリンガル家庭での保

護者の言語混合は、コミュニケーションを維持・促進するために使用される方略の１つであ

り、親は幼児のために、より簡単な用語を選択し、言語を切り替えるのかもしれないと述べ

ている。 

父親は、母親より「最小限の把握」の方略を多く用いたことが分かる。理由としては、父親

の日本語能力が母親より高く、幼児が日本語で言っていることを理解できる上、幼児にアラ

ビア語で応答することを強制させることが出来るからだと考えられる。さらに、この最小限

の把握の方略の使用割合を父親と日本人とで比べると、比較的近い傾向がみられるものの、

日本人対話者のほうが高かった。この理由は、日本人対話者は幼児が言っているアラビア語

の意味が理解できないため、さらに説明を要求するケースが多かったからであろう。それに

加えて、日本人対話者があまり使わなかった方略はコード切り替えである。アラビア語が話

せないため、その方略を使用すると、会話を続けることができないからである。一方、最も
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高頻度に用いた方略は母親、父親の場合と同じく、会話続行方略である。幼児が言っている

ことは脈絡で分かり、それぞれの話者は使用している言語を維持しながら会話を行ったと考

えられる。すなわち、本研究では長男の言語混合に対して各対話者が最も多く使用した談話

方略は、他の研究の結果と同様、会話続行である。例えば、Takeuchi（2000）によると、彼の

調査で各母親が最も使用した談話方略も会話続行の方略である。また、Min（2011）において

は、父親が幼児との会話で最も使用した方略は会話続行であるが、母親の場合は最小限の把

握の方略である。 

 

 

図３４ 成人対話者が次男の言語混合に対して使用した談話方略 全３回 

 

次に、次男の場合である。上図３４によると、母親は長男のときと同様、最も頻繁に使用

した方略は会話続行の方略で、次に多いのはコード切り替え方略であった。それに対して、

一度も使用しなかった方略があり、それは表現推測の方略であった。父親も母親と同じく一

度もそれを使わなかった。しかし、日本人対話者は低い割合ではあるが、その方略を 9.3％使

っていた。こうした違いの理由としては、両親の場合は、この次男が言っている日本語の意

味を推測できるし、ほかの談話方略（会話続行やコード切り替え）を使用すれば補助するこ

とができるのに対して、日本人対話者の場合は、幼児が言ったアラビア語の意味の確認を求

めるケースもあったからと考えられる。すなわち、対話者は幼児の言語混合に対しては、全

ての談話方略を使用するわけではないと考えられる。Takeuchi（2000）は、対象にした 4 世帯

のうち、１人の女児の言語混合に対してその母親が使用した談話方略は唯一会話続行である

と述べている。 
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図３５ 成人対話者が長女の言語混合に対して使用した談話方略 全３回 

 

次いで、長女について述べる。上図３５に見るように、母親は、次男の場合と同様に表現

推測の方略は一度も使用していなかった。それに対して、最小限の把握の方略を多く用いる

傾向が見られた。父親の最小限の把握の方略の割合とほぼ同じである。その増加の理由とし

て、母親は長女が言っている日本語の意味が分からないケースが多いため、説明を要求して

いるからと考えられる。日本人の場合は母親同様、最も多く用いた方略は会話続行方略であ

る。しかし、2番目に多く用いられた方略はコード切り替え、表現推測、及び最小限の把握で、

3方略が同率に使用された。 

 

 

図３６ 成人対話者が三男の言語混合に対して使用した談話方略 全３回 
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最後に、三男の場合である。上図３６に見るように、各対話者が一度も使用しなかった方

略は表現推測方略である。これに対して、父親と母親は２人ともバイリンガル方略であるコ

ード切り替えと会話続行の方略が最多である。その解釈としては、他のきょうだいより三男

はまだ幼いので言語体系が未発達であり、語彙サイズも限定されているという条件が影響し

ていると思われる。すなわち、両親としては、三男の発話を励ましたり、会話をスムーズに

したりするために、確認や説明を要求するモノリンガル方略よりも、バイリンガル方略を使

用したのであろう。一方、日本人対話者は最小限の把握の方略の使用割合が非常に高かった。

理由として考えられるのは、三男が発話中に日本語よりアラビア語を使ったため、アラビア

語の分からない日本人はモノリンガルの方略を使用したのだろうということである。 

 

４．6．２．各対話者の方略に対する各幼児の発話タイプ 

本節では、上に述べた各対話者の方略に対して、幼児がどのような発話タイプを用いたの

かを議論するが、その前に、まず対話者の使用した方略と、それに対する幼児の全体的な言

語混合の頻度の間の相関関係があるか否かについて検討する。すなわち、研究課題２に対す

る議論を行う。以下の表１８にその発話タイプを回数と％を示す。 
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表１８ 各発話者の談話方略に対する各幼児の発話タイプ 

 

A: アラビア語、J: 日本語、LM: 言語混合    

 

A J LM A J LM A J LM

コード切り替え 19 (76.0) 1 (4.0) 5 (20.0) 11 (47.8) 9 (39.1) 3 (13.0) 2 (50.0) 1 (25.0) 1 (25.0)

会話続行 29 (87.9) 1 (3.0) 3 (9.1) 25 (75.8) 4 (12.1) 4 (12.1) 1 (6.7) 11 (73.3) 3 (20.0)

繰り返し 10 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (60.0) 0 (0.0) 2 (40.0) 0 (0.0) 2 (100.0) 0 (0.0)

表現推測 2 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (66.7) 1 (16.7) 1 (16.7) 1 (33.3) 1 (33.3) 1 (33.3)

最小限の把握 5 (83.3) 0 (0.0) 1 (16.7) 8 (44.4) 5 (27.8) 5 (27.8) 3 (30.0) 3 (30.0) 4 (40.0)

合計 65 2 9 51 19 15 7 18 9

A J LM A J LM A J LM

コード切り替え 6 (40.0) 1 (6.7) 8 (53.3) 6 (33.3) 7 (38.9) 5 (27.8) 3 (60.0) 2 (40.0) 0 (0.0)

会話続行 24 (82.8) 0 (0.0) 5 (17.2) 11 (73.3) 2 (13.3) 2 (13.3) 2 (10.0) 16 (80.0) 2 (10.0)

繰り返し 4 (80.0) 0 (0.0) 1 (20.0) 3 (60.0) 1 (20.0) 1 (20.0) 1 (16.7) 4 (66.7) 1 (16.7)

表現推測 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (25.0) 2 (50.0) 1 (25.0)

最小限の把握 2 (33.3) 2 (33.3) 2 (33.3) 4 (28.6) 5 (35.7) 5 (35.7) 3 (37.5) 4 (50.0) 1 (12.5)

合計 36 3 16 24 15 13 10 28 5

A J LM A J LM A J LM

コード切り替え 6 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (27.8) 8 (44.4) 5 (27.8) 0 (0.0) 3 (100.0) 0 (0.0)

会話続行 11 (91.7) 1 (8.3) 0 (0.0) 8 (72.7) 2 (18.2) 1 (9.1) 1 (8.3) 11 (91.7) 0 (0.0)

繰り返し 2 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (40.0) 2 (40.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0)

表現推測 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 2 (66.7) 1 (33.3) 0 (0.0)

最小限の把握 3 (60.0) 1 (20.0) 1 (20.0) 2 (25.0) 6 (75.0) 0 (0.0) 1 (33.3) 2 (66.7) 0 (0.0)

合計 22 2 1 18 19 7 4 18 0

A J LM A J LM A J LM

コード切り替え 6 (75.0) 2 (25.0) 0 (0.0) 4 (66.7) 2 (33.3) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

会話続行 3 (75.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 4 (80.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 4 (57.1) 3 (42.9) 0 (0.0)

繰り返し 2 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

表現推測 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

最小限の把握 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 5 (83.3) 1 (16.7) 0 (0.0)

合計 12 3 0 9 5 0 11 4 0

談話方略

(長女の応答、回数・％)

母親 父親 日本人

談話方略

(三男の応答、回数・％)

母親 父親 日本人

談話方略

(長男の応答、回数・％)

母親 父親 日本人

談話方略

(次男の応答、回数・％)

母親 父親 日本人
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４．６．２．１．成人による方略使用に対する幼児の言語混合全体 

ここでは、対話者の使用した方略と、それに対する全幼児の全体的な言語混合の頻度の間

に相関関係があるか否かについて検討する。そのため、各方略に対する 4 人の幼児全体の言

語混合の発話の様子を図３７に示す。 

 

 

図３７ 母、父、日本人の談話方略に対する 4幼児の言語混合率 全体 

  

上図 37 によると、最小限の把握の談話方略以外、親の談話仮説が提案した説明に該当する

傾向が明らかである。親の談話仮説によるとコード切り替え方略がバイリンガル方略である

ので、幼児 4 人の言語混合も他の方略に対する場合より多く起こっていることが分かる。ま

た、幼児の言語混合の率は最小限の把握を除いて、モノリンガル方略の方に（つまり、グラ

フの下の方に）進めば進むほど、言語混合率も減少している。すなわち、使用されている方

略と言語混合の頻度の間に、相関関係があることが言える。Necoladis & Genesee (1998) は親

の談話仮説を検証した結果、それを否定している。彼らは、親が使用した談話方略と幼児の

全体としての言語混合率の間に相関関係がないという研究結果を得たのである。Nicoladis & 

Genesee (1998) の研究結果は本研究の結果と異なっているが、最小限の把握の談話方略に関

する説明については、両方の研究の結果は一致する。本研究でも、対話者がモノリンガルの
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最小限の把握の談話方略を使用すると幼児たちの全体としての言語混合の頻度は減少せずに

急増している。  

上に述べた本研究の結果は、対話者の方略に対して幼児が用いた言語混合の頻度の合計に

ついてである。本研究の４人の幼児の年齢は互いに約１年間の差があるため、対話者の談話

方略に対する応答の仕方と能力も異なっている。さらに、表１８を見ると、三男と長女は対

話者の各方略使用に対して、言語混合の使用が非常に少ないので、その点では信頼性は低い

と考える。そのため、次の節では、各対話者が多く使った方略に対する各幼児の応答タイプ

に注目して論じる。 

 

４．６．２．２．各対話者の方略に対する長男の発話タイプ 

上で、全４人の幼児の言語混合の傾向を概観したが、次に幼児らそれぞれについて、会話

相手の用いた談話方略への応答について、個別に論じる。この項では、研究課題５－３につ

いて、長男が大人の方略にどう応じたかを検討する。最初に、母親が用いた方略に対して長

男が使用した発話タイプについて述べる。前述したように、母親は会話続行方略を最も頻繁

に用いたが、親の談話仮説の説明によると、この方略に対して幼児は応答にあたって言語混

合を使い続けるはずである。会話続行方略は連続体の左端に位置するバイリンガルの方略で

あって、親がその会話続行方略を使用すると、幼児は言語混合の使用が許されると理解する

からである。しかし、図３３の母親の方略と表１８の長男の発話タイプとを突き合わせてみ

ると、母親の会話続行方略の使用に対する長男の応答は、言語混合の継続（9.1％）よりも、

母親の母語（アラビア語）を高頻度（87.9％）に使用している。本研究では、長男の言語選択

は母親の会話続行の方略使用に関連しているというよりも、母親の母語能力（アラビア語）

を考慮したためではないかと考える。これを支持する証拠は、表１８にあるように、母親が

使用した方略全てに対して長男の使用した発話が圧倒的にアラビア語であるという事実であ

る（総数７６回のうち６５回）。従って、この長男・母親のケースでは、対話者の談話方略使

用に対する幼児の応答についての親の談話仮説の主張は否定されるという結論となる。 
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続いて、母親のコード切り替えと繰り返しの方略の使用に対して、長男の応答はアラビア

語でそれぞれ 76％、100％であり、言語混合による応答は 20％、0％であった。すなわち、こ

こでも長男は母親の言語を知っており、母親がコード切り替えと繰り返しの方略を用いても、

言語混合ではなくアラビア語で応答したのである。従って、コード切り替え方略使用の場合

も、親の談話仮説の主張と一致しないことが分かる。 

次に、父親との場合を検討する。前述した通り、最も多く用いた方略は会話続行とコード

切り替えの順であった。そうすると、親の談話仮説により、これらの方略に対する発話タイ

プは言語混合というタイプが高頻度に発生すると予想できる。しかし、上の表１８を参照す

ると、父親が会話続行方略を用いたとき、長男は言語混合と日本語を使用した（両方とも使

用率はわずか 12.1％）が、最も多くアラビア語（使用率 75.8％）で応答したことが分かる。

つまり、母親と同じく、父親が会話続行の方略を使用したときの応答も言語混合の発話タイ

プよりもアラビア語を使用してコミュニケーションをしたのであった。この結果でも、親の

談話仮説の会話続行方略に関する主張を否定することになる。 

続いて、父親がコード切り替え方略を用いたときも、応答は言語混合の発話タイプ（13.0％）

より、アラビア語の発話タイプ（47.8％）を多く用いた。しかし、日本語の使用頻度（39.1％）

もかなり高かった。これは、父親が長男との会話でアラビア語も日本語も用いたので、どの

言語も使用可能であると判断したためではないかと考えられる。結局、親の談話仮説はこの

結果に当てはまらないことが指摘できる。 

さらに、表１８で父親の使用した方略全てに対する長男の発話を見ると、アラビア語が８

５回のうち５１回である。結果として、この長男・父親の場合、対話者の談話方略使用と幼

児の応答に関連性がなく、幼児が相手の言語を区別して適切な言語選択をして会話を行った

と考えるのが妥当であろう。 

日本人が長男と会話をした際に多く用いた方略について述べる。前節の図 33 で見たよう

に、会話続行方略と最小限の把握方略の順であった。これを上表１８で見ると、日本人対話

者の会話続行方略使用に対して、長男は高頻度（73.3％）で日本語使用を維持していたのに対
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して、言語混合の使用の度合は 20％であった。この結果は親の談話仮説の会話続行方略に関

する説明に当てはまらない。それに加えて、日本人が最小限の把握の方略を使用した際には、

親の談話仮説によれば、最小限の把握はモノリンガルの方略なので、長男は日本語で応答す

るはずであるのに、長男は同じような割合でアラビア語（30％）、日本語（30％）、または言

語混合（40％）を使用していた。むしろ日本語より言語混合の発話タイプの方が多い。 

再び表１８によって、この日本人の使用した方略の全数と、それらに対する長男の発話か

ら、日本語が最も多く用いられていることが分かる。全３４回のうち１８回である。結果と

して、この長男・日本人の場合では、対話者の談話方略使用と幼児の応答に関連性はないよ

うである。むしろ、大人の談話方略の使用によるというよりも、幼児が対話相手の言語を識

別して自分の言語使用を選択していると考えられる。De Houwer（1990, pp. 90, 98-9）によれ

ば、一般的にバイリンガル幼児は、対話相手が理解し対応できると知っている言語で話しか

けるようである。つまり、幼児にとって対話相手の言語能力を知ることが、その幼児の言語

選択の重要な要因であると述べている。本研究でも、親の談話仮説が主張する最小限の把握

方略に関する解釈は当てはまらないと結論づけることができる。 

 

４．６．２．３．各対話者の方略に対する次男の発話タイプ 

ここでは各対話者の方略に対する次男の応答タイプについて述べる。最初に母親との会話

を取り上げる。上図３４によると、母親の最も多く用いた方略は会話続行とコード切り替え

方略である。この 2 つはともにバイリンガル方略であるが、表１８によると、母親の会話続

行に応じた次男の言語混合の継続的使用は 17.2％に過ぎず、圧倒的に母親の母語（アラビア

語）を使用している（82.8％）。従って、次男のこの言語選択は母親の会話続行方略に関連し

ているというよりも、母親の母語を考慮したためではないかと考えられる。この結果は、親

の談話仮説が仮定する連続体の説明に当てはまらない。 

次に、母親のコード切り替え方略使用についてである。親の談話仮説によると、幼児はこ

れに対しても継続的に言語混合を使用してもよいと考える。次男は 40％をアラビア語で応じ、
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53.3％を言語混合で応えているので、何とか親の談話仮説の主張に合致している。次男が母親

の母語に合わせて、アラビア語で応答を行っていたケースも多いということも指摘すべきで

はあるが、ここでは、次男が母親のコード切り替え談話方略使用に対して言語混合の発話タ

イプを用いて会話したという結果から、親の談話仮説に当てはまると結論しておく。 

次に、父親が用いた方略に対して次男が選択した発話タイプについて検討する。上図３４

に見たように、父親の最も多く用いた方略は、母親とは逆の順だがやはりコード切り替えと

会話続行方略である。すると、親の談話仮説によると、次男からは言語混合の発話が高頻度

に発生することが想定できる。上表１８を参照すると、父親がコード切り替えを用いたとき

に、確かに次男は言語混合の発話を使用している（27.8％）が、それより日本語の発話による

応答の方が多いことが分かる（38.9％）。さらに、次男はアラビア語でも応答している（33.3％）。

次男はアラビア語と日本語をほぼ同程度に使用していたのである。これは、次男が父親の言

語能力を考慮して、どちらの言語を使用もしてよいと判断したのではないかと考えられる。

従って、ここでも親の談話仮説の説明は否定される。 

また、父親の会話続行の方略に対しても次男の応答は言語混合（13.3％）よりもアラビア語

発話タイプ（73.3％）がはるかに多かった。これは親の談話仮説の説明には当てはまらない。

要するに、対話者の使用している方略は幼児の応答の仕方に影響を与えるかもしれないが、

最も重要な要因は幼児から見た対話者の母語であると考えられる。 

次に、日本人の使用した方略に対する次男の応答の仕方の場合である。日本人が次男との

会話で最も多く用いた方略は会話続行の方略であり、次に最小限の把握方略である。親の談

話仮説の説明によると、対話者が幼児の言語混合に対して会話続行方略を使用する場合、幼

児は言語混合を継続するはずである。しかし、上表１８を見ると、日本人の会話続行方略に

対して、次男は高頻度に日本語を使い続けており、その頻度は 80％に達する。また、アラビ

ア語と言語混合によるそれぞれ応答が 10％であった。この結果は親の談話仮説が主張してい

る説明に当てはまらない。一方、親の談話仮説によると、最小限の把握はモノリンガルの方

略であるため、次男の応答は日本語となることが期待される。上表１８を参照すると、次男
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は日本語（50％）、アラビア語（37.5％）、または言語混合（12.5％）を使用した。アラビア

語や言語混合より日本語の発話タイプを用いた方が多い。従って、アラビア語の応答頻度が

高かったことを指摘しなければならないが、本研究では、日本人の最小限の把握使用に対す

る次男の応答タイプの結果は、親の談話仮説に当てはまると結論することができる。 

また、母親、父親、日本人の使用した方略全てに対する次男の応答の全体を見ると、母親

の場合は、発話の総計５５回のうちアラビア語が３６回、父親の場合は５２回のうちアラビ

ア語が２４回で、時折日本語でも応答していた（１５回）。日本人が対話者の場合、発話の総

合計４３回に対して日本語の発話が２８回であった。相手の方略の影響よりも、むしろ、幼

児自身が対話者の言語を識別して会話を行うと考えられる。 

 

４．６．２．４．各対話者の方略に対する長女の発話タイプ 

ここでは、各対話者の方略に対する長女の発話タイプについて考察する。母親が最も多く

用いた方略は上図３５に見るように、順に会話続行とコード切り替えの方略であった。会話

続行方略に対する長女の応答を上表１８で見ると、言語混合は一度も使用していない。長女

は母親の母語を高頻度に使用しており、その割合は 91.7％に達している。従って、長女の発

話タイプは相手の会話続行の方略に影響を受けたというよりも、母親の母語を選択して会話

を行っていたと考えられる。また、母親のコード切り替え方略の使用に対する長女の応答タ

イプは全てアラビア語で、日本語も言語混合も全然使用しなかった。長女と母親の場合では

会話続行とコード切り替えの方略使用と長女の発話タイプに関連性が見られないので、本研

究の結果は親の談話仮説の説明に当てはまらないということが明らかである。 

次に、父親が用いた方略に対して、長女の応答はどうだったのだろうか。父親の用いた方

略は多い順に、コード切り替えと会話続行の方略である。上の表 18によると、父親がコード

切り替えをしたとき、長女は言語混合とアラビア語の発話を同率（27.8％）で応答した。また

それより日本語を多く使用した（44.4％）。要するに、父親のコード切り替え方略に対する長

女の応答は、ある程度は言語混合の発話だったが、多く日本語でコミュニケーションをした
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のである。従って、この事例もコード切り替えと会話続行の談話方略に関する親の談話仮説

を否定するということが分かる。 

続いて、父親が会話続行方略を用いたときも、長女の応答は言語混合の発話よりもアラビ

ア語発話（72.7％）をより多く用いた傾向が見られる。それに対して言語混合の使用頻度は

9.1％で最も頻度が低かった。従って、会話の相手のコード切り替えと会話続行の方略に対す

る長女の応答は親の談話仮説の説明に当てはまらない。 

次に、日本人の使用した方略に対する長女の応答についてである。上図３５にあるように、

日本人が長女との会話で最も多く用いた方略は会話続行で、同率でコード切り替え、表現推

測、最小限の把握が続く。表１８によると、日本人の会話続行方略使用に対して、長女は 91.7％

という高率で日本語使用を継続しており、アラビア語及び言語混合の発話タイプの使用率は

それぞれ 8.3％、0％であった。次に、日本人のコード切り替えの使用に対して、長女の応答

タイプは日本語だけであった。さらに、表現推測と最小限の把握の使用に対する長女の応答

は、前者にはアラビア語（66.7％）であり、後者に対しては日本語（66.7％）であった。しか

し、コード切り替え、表現推測、最小限の把握の方略の使用は非常に頻度が低いので、親の

談話仮説の説明に当てはまるか否かは確認できないと言うべきであろう。 

各発話者の使用した方略全てに対する長女の全発話をみると、母親に対しては、発話総計

２５回のうちアラビア語での応答が２２回、日本人に対する応答は２２回中１８回が日本語

である。すなわち、母親と日本人が相手の場合は、相手の方略ではなくむしろ相手の言語を

用いて会話を行ったのである。一方、アラビア語母語話者の父親相手の場合には日本語を使

った回数も多かった。父親が両方の言語ができるので、自由に使いたい言語（アラビア語か

日本語か）を切り替えて会話を行った。すなわち、相手が今使用している応答の仕方でなく、

相手の言語能力が幼児の言語使用に影響を与えると考えられる。 

 

４．６．２．５．対話者の方略に対する三男の発話タイプ 

ここでは、三男の応答タイプについて考察する。まず、上図３６によると、母親が最も多

く用いた方略は順にコード切り替えと会話続行の方略であるので、幼児は言語混合の使用で
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応答すると親の談話仮説は言う。ところが上表１８に見られるように、この母親のコード切

り替え、会話続行の方略の使用に対する三男の応答は一度も言語混合の発話を使用すること

なく、応答の 75%が母親の母語である。従って、母親・三男の場合、コード切り替え、会話

続行の方略使用と幼児の応答の仕方に関する本研究の結果は、親の談話仮説が主張する説明

には該当しない。 

次に、父親が母親と同じく最も多く用いた方略はコード切り替え、会話続行の方略である。

表 18 にあるように、父親がコード切り替えや会話続行の方略を用いたときにも、三男は全く

言語混合をせずに、アラビア語を使用した（66.7％）。従って、三男と父親の場合でも、コー

ド切り替えや会話続行の方略使用と幼児の言語混合との間に親の談話仮説が言うような関連

性は認められない。 

最後に、日本人対三男の場合である。日本人対話者が最も多く用いた方略は会話続行方略

であり、次に最小限の把握方略を使用している。親の談話仮説によると、前者がバイリンガ

ル方略であり、後者はモノリンガル方略である。上表１８を見ると、日本人対話者の会話続

行方略使用に対して、三男はしばしばアラビア語を維持しており（57.1％）、日本語と言語混

合使用頻度は順に、42.9％と 0％であった。従って、親の談話仮説が主張する会話続行に関わ

る説明に該当しないことが分かる。 

それに加えて、この日本人がモノリンガル方略の最小限の把握を使用した際に、三男の応

答は日本語使用（16.7％）よりアラビア語使用が 83.3％と高くなっていた。ここでも、本研究

の結果は親の談話仮説が主張した説明に当てはまらないと結論づけることができる。 

また、各対話者の使用した全ての方略に応じた三男の全発話を上表１８でみると、母親の

発話１５回中１２回がアラビア語で、これは彼の３人のきょうだいと同じ傾向であるが、日

本人が相手の場合の会話では、発話の総計１５回に対して日本語ではなくアラビア語の方が

多く（１１回）、異なった様相を呈している。年齢の面で見れば、三男が幼いため、対話者の

談話方略とか母語に関わらず、自分が馴染んだ語彙、使いやすい言葉、あるいは自分の優勢

言語を用いたのではないかと考えられる。 
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４．６．３．まとめ 

上述のデータ分析から、本研究課題の結果を２点述べる。 

第１は、会話相手の談話方略に対する各幼児の言語混合の割合から見れば、最小限の把握

方略の場合以外は相関関係があり、本研究の結果は親の談話仮説と一致するということであ

る。 

第２に、対話相手の談話方略とそれに応答した幼児の言語使用（アラビア語、日本語、ま

たは言語混合）の点からは、親の談話仮説とは異なる結果になる。これは Takeuchi(2000)の

研究と異なっているが、最小限の把握方略に関する結果とは一致する。Takeuchi (2000)は、最

小限の把握方略以外は親の談話仮説を肯定する結果を出している。この点は本研究と一致す

る。 

本研究では、対話者があまり使用しない方略を除いた。使用回数が少ないと結果の信頼性

が低くなるからである。 

対話者の方略に対する幼児の発話タイプの分析の結果明らかなことは、各対話者の談話方

略と幼児の応答タイプの間に有意な関連性は見られなかったということである。母親による

コード切り替えと、それに対する次男の言語混合以外、多用された談話方略に対する幼児の

応答は、親の談話仮説に当てはまらないことが明らかである。 

Lanza（1997）の研究対象は別々の環境で育てられた子供だったが調査は同一時期に行われ

た。本研究の対象幼児は４人のきょうだいで、調査開始時の年齢は１歳８か月～４歳９か月

で、７か月間に３回の調査をした。本研究では、どの幼児についても会話相手の談話方略と

その幼児の言語混合の間には直接の関連は見られなかった。むしろ、日本人と三男の場合以

外、各幼児は対話者の母語に応じて会話する傾向が見られた。つまり、幼児らの応答は対話

者の談話方略ではなく対話者の母語に影響されたと考えるべきである。 

表１８によれば、各幼児の言語混合の回数には興味深い傾向がある。それは、４幼児のう

ち三男（約１歳８か月～２歳３か月）は、どの対話者の談話方略に対しても一度も言語を混

合しなかったということである。どの場合も彼はアラビア語か日本語で応答した。長女（約
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２歳８か月～３歳３か月）も同じ期間中、日本人に対して一度も言語混合を用いなかった。

また、母親や父親の談話方略に対しては８回しか言語を混合しなかった。また、次男（約３

歳９か月～４歳４か月）はその間、各発話者が採用した談話方略に対して言語混合を多用し

た（３４回）。長男（４歳９か月～５歳４か月）も、次男と同じくらい言語混合した（３３

回）。長男と次男の年齢は１年しか違わないので、きょうだい間の言語混合の回数の差は幼

児の言語混合の発展の証拠になると考えてよい。東（2000, p. 46）は、言語混合は高度な言語

能力が必要なきわめて有効な言語使用だと言う。本研究の調査対象の４人の幼児のうち、長

女と三男はまだ幼く、会話の相手の談話方略に対して言語混合をほとんど使用していない。

談話方略に対応するために求められる言語能力が未発達だからである。 

三男は年齢的に最も幼いので、自分の優勢言語、あるいはよく知っている言葉を使用して

対応をしたのであろうと考えられる。しかし、長女は三男より約１歳年長であるため、対話

者の方略に対して言語混合使用を始めたが、限定的で、主に父親と会話をしたときだけであ

る。従って、長女はその年齢になって、相手によって使用言語を選択したのではないかと考

えられる。だから長女の言語混合は、三男同様、馴染んだ言語を使ったが、同時に対話者の

母語を識別できたことによるのであろう。最後に、長男と次男は、対話者の方略使用に対し

て三男と長女より比較的頻繁に言語を混合した。２人とも４歳以上なので、言語的にはほぼ

安定しており、両言語の使い分けも対話者の母語の識別もできるからだと考えられる。 

つまり、対話者の話し方に対する幼児の応答は、対話者の方略に関連するというよりも、

ある年齢以下の場合、対話者の言語能力（母語）の識別ではなく、自分が使いやすい言葉を

使うという要因によると思われる。そしてその年齢を超えると、言語は安定し相手の言語能

力（母語）が識別できるためそれに応じた発話が可能になるのであろう。 

要するに、親の談話仮説の主張を全面的に肯定することはできない。 
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４．７．PDHに対する定性的な議論 

結論として上に述べたことは、本研究における幼児たちの発話が親の談話仮説に合致する

かどうかという観点から検証したものであった。次に、定性的に事例を挙げながら、各事例

が親の談話方略の説明に合うか否かについて検討してみたい。 

まず、コード切り替えの方略についての例を挙げながら、この方略の使用と幼児の応対の

し方についてその妥当性を検討したい。親の談話方略によると、コード切り替えの方略は談

話方略の理論の５分類の左端に位置しているバイリンガル方略である。つまり、大人の対話

者が幼児の言語混合に対して、このコード切り替えの方略を使用すると、幼児は言語混合の

使用を続けてもよいと理解していることである。しかし、下記の例１０を見ると、次男は言

語混合を使用して会話をしている。それに対して、父親はコード切り替えの方略を用いて会

話を続けている。もしそうであれば、親の談話方略によると、次男は父親のコード切り替え

の使用に対して、言語混合の使用を継続するはずである。しかし、下記の次男の応対タイプ

を見ると、言語混合ではなく、対話者（父親）の母語（アラビア語）を用いて応対していたこ

とが確認できる。その結果、本例は親の談話方略が主張した説明を否定することが分かる。 

 

例１０：次男と父親の場合、第２回目で発生した発話 

1 次男：  ⸮⸮  わるい la’nnū… （わるいから） 

2 父親：  ليش わるい طيب؟   �ayib līsh…? （で、何で悪い？） 

3 次男：  ⸮⸮ هيك قال      la’nnū qāl hīk（そういったっけ） 

 

次に、会話続行の方略の使用例を挙げる。この例を分析して、これが親の談話方略の説明

に当てはまるか否かを検討する。親の談話方略の理論の５分類によると、会話続行の方略は

コード切り替えの方略に続いて連続体の左端から２番目に位置し、バイリンガル方略として

分類される。そうすると、幼児が言語混合を用いて、対話者がそれに対して会話続行の方略

で応じる際、幼児は言語混合を継続して会話を行うと予測される。しかし下の例１１はそう

ではない。これは長男と日本人の会話であるが、長男が言語混合を使用した時に、日本人は
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長男の言葉に対してその内容を推測して日本語で対応している。親の談話方略の説明では、

長男の応答は言語混合による可能性が高いが、日本人の会話続行の方略使用に対して長男は

発話者（日本人）の母語（日本語）を用いている。従って、本例でも親の談話方略が主張す

る説明と異なることが分かる。 

 

例１１：長男と日本人の場合、第２回目で発生した発話 

1 長 男： اكبر، قطبي دب  折り紙  …dub qu �by kabīr （折り紙で大きな白熊） 

2 日本人： 折り紙やる！何色がいい？ 

3 長 男： えっと、これいい！ 

 

下の例１２も上と同じ会話続行の方略で話が進んでいるが、長女は言語混合をしていない。

上の例の相手の日本人は日本語しかできない。下の例１２では対話者である母親はほとんど

アラビア語しかできない。結局、どちらの場合でも、対話者の会話続行の方略に対する幼児

の応答タイプは言語混合ではなく、対話者の母語（日本語・アラビア語）によるものであっ

たということが確認できる。 

 

例１２：長女と母親の場合、第３回目で発生した発話 

1 長女： هاد  は？ Had…? （これは？） 

2 母親： كبير حوت   hūt kbīr  （大きなくじら） 

3 長女： بعض؟ ما! حوت   hūt mābi‘� ? （くじら、噛まないの？） 

 

さらに、次の方略についても例を挙げて記述する。親の談話方略の仮説によると、繰り返

しの方略は理論の５分類の連続体の真ん中に位置している。左端に近づいてバイリンガル方

略になるか、あるいは、右端に寄ってモノリンガル方略として扱えるか、極めて曖昧である。

しかし、Lanza(1992)によると、“we may consider the repetition strategy less directed towards 

negotiating a monolingual context than the two types of requests clarification.” すなわち繰り返し

の方略はバイリンガル方略だと理解することができる。以下の例１３を参照すると、長女は

言語混合を使用した時に、父親は長女が日本語で言った「わるい」という言葉を理解して、
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アラビア語で丁寧に言い換えて、繰り返しの方略を使用した。親の談話方略によると、父親

の繰り返しの方略使用に対して、長女の応答は言語混合となるはずである。しかし、長女は

言語混合ではなく、父親の母語（アラビア語）を使って会話を続けた。従って、本例は親の談

話方略が主張したことに当てはまらない。 

 

例１３：長女と父親の場合、第１回目で発生した発話 

1 長女：   ⸮⸮ ا わるい al’asad… （ライオンが悪い） 

2 父親：  بخوف ⸮سد  !  al’asad bikhawif  （ライオンは怖い） 

3 長女：  بخوف اسد     ’asad bikhawif  （ライオンが怖い） 

 

次に、表現推進の方略についての例を挙げ、これが親の談話仮説の説明に当てはまるか否

かを検討する。親の談話仮説によると、表現推進方略は連続体の右端から２番目に位置して

おり、モノリンガル方略として扱われる。従って、幼児が言語混合を用いる際に、対話者は

その言語混合に対して表現推進の方略を使用すると、幼児はこの表現推進の方略使用に対し

て、言語混合ではなく、アラビア語のみか日本語のみを用いて会話を継続することになると

推測される。しかし、下の例１４が示すように、長男と父親の場面では、長男は１行目で「雪

だるま」と言ったときに、父親は長男が言ったことの内容をアラビア語で確認した。親の談

話仮説によるなら、そのような場合、長男はアラビア語で「はい」、「いいえ」と答えるはず

である。しかし、父親の表現推進の方略使用に対する幼児の応答のタイプは発話者（父親）

の母語（アラビア語）ではなくて、日本語を用いたことが確認できる（３行目）。さらに、父

親は４行目でアラビア語で再確認をした時も、長男の対応はモノリンガルではなく、言語混

合（５行目）を使用した。従って、本例でも親の談話仮説が主張する説明とは異なり、その理

論を否定することが分かる。 

 

例１４：長男と父親の場合、第１回目で発生した発話 

1 長男： 雪だるま！ 

2 父親：  ؟ ثلج في برا   barra fiy thalj? （外の雪があるの？） 

3 長男： ない！ 
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4 父親：  ؟ ذاب !في ما   māfiy dhāb? （ない、解けたの？） 

5 長男：  ذاب!! ない  dhāb…   （解けた、ない） 

 

最後に、最小限の把握の方略を挙げ、おやの談話仮説理論の５分類に当てはまるか否かを

検討していく。下の例１５を参照すると、三男と日本人が会話をした際に、１行目で三男は

アラビア語の言葉を使用して「猫、猫」と言った。しかし、アラビア語が理解できない日本

人の発話者は日本語でその言葉の意味を教えてと頼んだ。親の談話仮説によると、三男はア

ラビア語から日本語に切り替えて、アラビア語で言った言葉を日本語で言うはずである。し

かし、下記の例の３行目を見ると、三男はアラビア語使用を続けて会話を行ったことがわか

る。ここでも、本例も親の談話仮説が主張した説明に当てはまらないことが分かる。 

 

例１５：三男と日本人の場合、第２回目で発生した発話 

1 三 男：  qi �ah qi �ah  （猫、猫）     قطة قطة

2 日本人： 日本語で何かな？   

3 三 男：  qit�ah  （猫）     قطة

 

４．７．１．まとめ 

定量的及び定性的な分析をした結果、数字だけではなく、各方略に対する各幼児の応答の

しかたはほとんど親の談話仮説が主張した説明とは食い違うことが明らかになった。従っ

て、本研究の結果は親の談話仮説の主張を否定しており、事実による証拠を示して、理論的

に不支持を与えるものとなった。親や対話者の言語刺激が幼児の話し方や対応のしかたに対

して非常に重要な役割を果たしているが、この対話者の言語刺激に対して幼児の対応のしか

たは、幼児の年齢、言語能力、言語体系の発展、対話者の母語の認識、幼児の優勢言語とい

う要因も重要な役割を果たしているのではないかと考えられる。本研究の４人の対象者は１

歳８ヶ月から５歳４ヶ月までの幼児たちで、言語産出の早期の段階からかなり言語体系が発

達した段階までの継続的な研究であった。親の談話仮説は、幼児のある年齢までに対話者の
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使用方略に対して応答方法を変えるという主張を、あらゆる場合に当てはめるわけではな

い。 
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第 5章 考察 

 

５．１．はじめに 

本章では、前述した研究課題の結果を踏まえ、各研究課題に対する議論して考察する。ま

ず、それぞれの研究課題に対する答え、先行研究に述べられた結果に類似点や相違点につい

て示す。そうして、最後にこれらの議論に基づいて、大人対話者と幼児の間に会話に現れた

特徴や、得られる示唆を指す。本研究における研究課題を再度確認しておくと、次の５つで

ある。 

１．バイリンガル環境におかれた幼児たちが成人と話をする場合、対話者の言語能力に応じ

て使用言語（アラビア語と日本語）を使い分けようとするか、また使い分けるとすればど

のように使い分けるか。 

2．本研究における対象にした４人の幼児の成長による言語選択（アラビア語か日本語）の経

時変化があるか。 

3．４人の幼児たちが会話の相手に話しかける際に言語混合を起こすのは、対話者によるのか、

あるいは時間の経過により変化があるか否か。 

4．言語混合を用いた発話はあるとすれば、どのような種類の言語混合が用いられるか。 

5．子供の言語混合は親が言語混合を用いるかどうかによって影響されるか否か（親の談話仮

説 PDH の検証）。 

 

５．２．各研究課題に対する答え 

本節では、上に紹介した結果から、各研究課題に対する答えをまとめて述べる。 

① まず、研究課題１（バイリンガルの幼児たちが成人と話をする場合、会話の相手の言語能

力に応じて使用言語を使い分けるか否か）について、（4.2参照）で行った調査分析の結

果から、以下の示唆が得られる。 

まず、４人の幼児は、母親と話したときにはアラビア語を圧倒的に使用していたことであ

る。各幼児はアラビア語、日本語、言語混合のうちでは、アラビア語の使用頻度が高かった。

それに対して日本語の使用頻度は低かった。各幼児は母親のアラビア語母語話者という点に

注意したようである。その結果から、対話者の母語が幼児の言語選択に重要な役割をはたし

ていると考えられる。それに加えて、幼児らの使用している言語に影響を与えている他の要
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因もある。つまり、幼児の年齢も大人との会話で幼児が選択・使用する言語に影響している

と考えられる。 

幼児らと父親との会話の場面では、母親との場合と比べて異なった言語行動をとった。両

親ともアラビア語が母語であるが、各幼児は父親との会話ではアラビア語の使用を減少させ、

日本語の使用を増加させたのである。それは父親の日本語能力という原因に起因すると見て

間違いないだろう。 

両親同時の場合についてである。長男、長女、三男の日本語の使用頻度は高い。とりわけ、

三男は両親同時との会話においては、アラビア語を使用することを好むという傾向が見られ

る。だが日本語の使用頻度も少なくない。全体としての特徴をまとめると、各幼児は両親と

同時に会話をするときに、次男以外はほぼ同等の頻度で両方の言語を併用して会話したこと

が言える。 

４人の幼児が日本語話者との会話で使用する言語の使用頻度は、母親との対話の場合とは

逆の傾向が見られる。その理由は、対話者の母語が日本語だからである。三男以外、各幼児

が使用した言語は圧倒的に日本語である。三男はアラビア語と日本語をほぼ同じように使用

していた。 

要するに、幼児は対話者の言語能力、幼児の優勢言語により、言語の使い分けも異なると

いうことが言える。それに加え、幼児のそれぞれにおいて、各場合による言語使用に違いが

あり、それは各幼児の年齢や言語の発達段階が違うという要因や、４人の幼児の間の言語能

力に個人差があるということも要因としてあると考えられる。 

 

② 研究課題２は、４人の幼児の成長による言語選択（アラビア語や日本語）の経時変化を問

うものである。その課題に対する答えをまとめて述べる。 

まず、長男が時の経過によりアラビア語の使用をどう変化させたかについてである。会話

の相手を問わず、成長するに連れてその変化が山の形を表していることが分かる。具体的に

説明すると、最初に調査のデータの収集が始まった際に、対話者にかかわらず使用頻度が、

１回目よりも２回目に上がり、３回目にまた減少した。経時的に、次第に会話の相手の言語

能力を意識して、各場合で自分の言語能力をより発展させているのである。さらに、成長に

より、新しい言語的な技術を身につけながら、会話の形や文の構成、単語などを発展させて、

対話者に対して、より適切に言語を使用して、言語的なスキルを活用して会話を行うという
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事実が確認できる。他方、日本語の変化については、アラビア語の変化の形とは逆に谷の形

である。それは、先述した説明を支える。つまり、経時的に長男が相手の言語能力を考慮し

ながら、使用言語を区別して会話を行う。これも幼児の言語体系が発達中の１つの事例であ

る。 

次に、次男は時の経過による言語変化の方向が長男と異なる。まず、アラビア語の変化の

線が山や谷の形ではなく、安定性という特徴が見られる。日本人との会話以外、1回目から 3

回目にかけて、次第に軽く増加している。他方、日本語の変化は逆の方向であり、アラビア

語の使用頻度が下がる半面、日本語使用頻度が上がっており、成長に連れて使用頻度も変わ

っていることが分かる。つまり、次男は長男と同様に、日時が経過するにつれて言語体系を

発達して、自分の言語的なスキルを身につけながら、それぞれの対話者に対して適切に言語

を使用して会話を行う。ただし、その言語発達は長男と異なる。それは次男が長男より１年

間幼いためではないかと考えられる。 

次に、長女の場合は、アラビア語の使用の変化線を見ると、兄たちとは異なることが分か

る。日本人対話者の場合以外、全体的に、長男のアラビア語使用の変化線と逆に、谷の形で

あるが、最終的にはその使用が増加の傾向が見られる。それも長女の言語体系が発達中だっ

たために、毎回それぞれの対話者により必要に応じて適切な言語を選択して会話を行ったも

のと思われる。他方、日本語使用の変更については、アラビア語使用が増加すればするほど

日本語使用が下がっている。一方、日本人対話者との場合は逆の方向で、アラビア語使用が

減り、日本語が増加した。それは言語的の技術を発達中という 1つの証である。 

最後に、三男の場合である。対象にした４人のうち、最も幼いのはこの三男である。まず、

時間経過に連れてアラビア語の使用変更が母親、父親、両親同時の会話では継続的に増加し

ている傾向が見られる。つまり、アラビア語の言語的なスキルを身につけて、ますます発達

していることが分かる。ただし、日本人対話者の場合では、三男が他の３人のきょうだいに

比較すると、アラビア語使用の変化が異なり、成長しても比較的に高かった。要するに、三

男は年齢的な面から、特に１回目と２回目にはまだ相手の会話の言語能力を考慮していない

ようである。そのため、三男がその時に表現できる言語を使用して会話を行ったと考えられ

る。なぜならば、成長に連れて（３回目の時）、アラビア語使用を減少させ、それに対して、

日本語の使用率が上がっているからである。つまり、幼児は成長するに連れて相手の会話の

言語能力を意識して、それにより適切な言語を選択して、発話をしていることが分かる。
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Fantini (1977)は、幼児が生後 2 年目の終わりごろ、明らかに適切な言語を選択できると述べ

ている。その 2年目の終わりとは、本研究の三男の 3回目のデータ収集の時期（2歳 3か月）

とほぼ同じなので、Fantini (1977) の言うことに合致していることと考えられる。さらに、

Fantini（1977）や McClure(1977)は、バイリンガルの幼児の言語の選択に最も大きな影響を与

えるのは対話者自身であると述べた。換言すれば、幼児の言語の選択に最も大きく関わるの

は対話者である。 

 

③ 研究課題３に対する答えについて検討する。ここでは日本語あるいはアラビア語のみ以

外の言語混合の発話を取り出して、その部分に焦点を当てて議論する。とりわけに４人の幼

児たちが発話をする際、言語混合を起こすのは、対話者によるのか、あるいは時間の経過に

より変化があるか否かということである。この問いに答えるため、以下の議論を２つの部分

に分ける。言語混合の使用の変化の対話の相手による場合と、時間の経過による場合である。 

第１は、対話者による言語混合使用の変化についてである。上述した通り、すべての回のデ

ータを分析した後、それぞれの幼児の言語混合の使用変化を議論する。まず、全体的な言語

混合の方向について述べながら議論する。 

上述したように、幼児は大人対話者と会話をする際、対話者が誰であっても、また発話者

の言語背景にかかわらず、言語混合を起こしていることが分かった。幼児たちの言語混合の

使用頻度は全体として 2％から 17％までの幅であった。その度合いは相手の会話により異な

っている。Kim(2006)はバイリンガルが言語混合をするか否かは、相手の会話によると述べて

いる。さらに、Genesse & Nicoladis (2006)は幼児が対話者に話しかける際、言語を混合するの

は、非優勢言語を用いる場合に言語混合使用の度合いが高くなると述べる。それにより、本

研究における幼児は、会話の相手が母親の場合か、日本人の場合か、どちらかのみ言語混合

の使用頻度が高いか低いことを期待できる。前述の分析（図２７）により、全体的に幼児の

言語混合の使用率（頻度）は日本人の相手の会話の場合（3.2%から 9.1%までの幅）より母親場

合（2.4%から 16.5%までの幅）のほうが若干多いことが分かる。つまり、幼児たちの優勢言語

は日本語の結果、母親に話しかける時に主にアラビア語を使用しているが、日本人の相手と

の会話より若干言語混合の度合いが高かったことが分かる。 

さらに、次男以外の幼児で、最も多く言語混合を起こしたのは、父親を相手にした時と両

親同時を相手にした場合である。Genesse et al(1996)はバイリンガル家庭の親はお互いに意思
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疎通をするときに、両言語を使用して会話をする場合も多い、幼児は親の両言語を使用する

ことが直感的に意識していることを述べている。つまり、父親の場合及び両親同時の場合に

は、幼児らは父親の言語能力を考慮しつつ、言語混合の使用を増加させると考えられる。 

また、すべての幼児のすべての言語混合の割合を計算すると、長男の言語混合の頻度の平

均は 10％で、次男が 12.2％、長女は 5.8％、三男は 4.3％であった。それをみると、それぞれ

の幼児の年齢により、言語混合の使用度合いが異なっている。つまり、幼児の年齢も言語混

合の頻度に影響を及ぼすことが確認できる。Shanjiang(2014)は年齢が重要な要因であり、幼

児の言語混合に大きな影響を与えると述べている。 

第 2 に、時間の経過による言語混合使用の変化について議論する。この問いに対して答え

るために、まず、対話者を限定せず、全体としての各幼児の言語混合の変化を見る。前述し

た図２９を参照すると、三男以外の他のきょうだいはデータ収集期間に渡って、言語混合の

使用頻度が減少している傾向が見られる。三男はまだ幼く、２歳半になっていないため、言

語を混合することは２言語を区別できないという言語間の混乱によるという解釈もあるが、

しかしむしろ、三男のように幼い段階では、言語体系が発達中であるため、言語に関わらず

既知の語彙を用いる。Brice & Anderson(1999) はバイリンガルの幼児が２歳から 2歳 5ヶ月

間に渡って最も高頻度に言語混合を起こしているが、その後、言語的な技能が発達してから

は次第に言語混合は減少していると述べている。また、Goodz (1994, 1989) によると、ほと

んどの研究者は幼児が年齢的に早い段階で最も言語混合を起こすのは言語間の混乱の証明と

いうよりも、言語体系が発達中のため、語彙レベルでの混合を発生しており、言語とは関係

なくすでに知っている語彙を用いて発話すると述べている。 

長男、次男、長女の言語混合を見ると、図２９によると、この３人の幼児の言語混合の進

行は成長して行くに連れて減少する傾向が見られる。Goodz (1994) によると、大半の研究者

がバイリンガル幼児の年齢が上がれば上がるほど言語混合の頻度が少なくなると指摘してい

る。 

一方、逆の結果を示した研究者もある。例えば、奥田(1997)は３歳と４歳のバイリンガル

の幼児を観察した結果、成長するにつれて言語混合の頻度が増すると述べている。 

次に、各幼児の、それぞれの対話者に対する言語混合の使い方は、経時的にどのように変

化したかについて議論する。まず母親、父親の場合、上図２９、図３０を参照すると、４人の

幼児は経時により言語混合の度合いが若干減少している傾向が見られる。つまり、幼児らは
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成長するにつれて、親の使用している言語に馴染んだため、言語体系や言語的な技能がだん

だん発展していくのにともなって、どの言語を使用すればよいかを適切に区別できるように

なったことが指摘できる。ただし、三男は３きょうだいより言語混合の変化線が安定してい

るとの特徴がある。 

さらに、対話相手が両親同時の場合には、長男、次男と長女は先述した場合と変わらず言

語混合使用の頻度は若干の減少がみられるのに対して、三男の言語混合の使用度合いが増加

している傾向が見られる。 

最後に、日本人が対話相手の場合、長男と三男の言語混合の使用変化が経時により若干増

加しているのに対して、次男と長女はわずかに減少している。 

以上をまとめると、幼児が成長するのに伴い言語混合の使用が変化しているが、特定の年

齢までは高頻度に言語混合を起こしているものの、その年齢を過ぎると、その度合いは安定

して徐々に減少していく傾向が見られる。 

ここまで、言語混合の変化を量的に明らかにした。すなわち、対象にした４人の幼児たち

が会話の中で言語混合を生じさせたときに、それが会話相手によるのか、経時によるのかと

いう観点から言語混合の変化を量的に詳細に議論した。では幼児は定性的にはどのように言

語混合をしているのだろうか。 

③ ここで研究課題４（どのような種類の言語混合が用いられたか）に対する議論を行って、

それを明らかにする。 

幼児たちが成人と会話をしながら、言語混合を起こす場合、どのような言語混合が生じる

か。本研究課題では、筆者がラビア語と日本語のバイリンガル幼児から収集したデータを基

に、先行研究で論じられた言語混合分類方法の妥当性について検証した。その対象としたの

は、付加的言語混合、発話者間言語混合、そして発話中の言語混合である（2.9 参照）。総じ

て、付加的言語混合や発話者間の言語混合よりも、発話中の言語混合が頻繁に生じていると

の結果であった。 

さらに、言語混合は様々な言語レベルで生じることが観察され、語順、談話、内容語、意味

的機能語、連結機能語、文法的機能語のレベルで事例が見いだされた。これらの中でもっと

も頻繁に観察されたのは部分的な名詞の置き換えである。山本（2014 , p. 122）は、言語混合で

は圧倒的に一方の言語の名詞がもう一方の言語に挿入される場合が多いと述べているが、上

の事例で見てきたように、これ以外にも文法的な機能語が挿入されるケースも見出せた。 
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これらに加え、本研究の各幼児は異なる言語混合の使い方をしていることも観察された。

例えば、長女と次男である。前者はアラビア語の語順に従いながら、日本語の構文要素を用

いて言語混合を行っていた（例４）のに対し、後者は日本語の語順に従いながら、アラビア

語の構文要素を使用して言語混合を行っていた（例７）。さらに、対話者がどちらの言語を用

いているかに関わりなく、あるいは一方の言語の知識の有無にかかわらず、何らかのメカニ

ズムを利用して、言語混合によって発話を行っていることも観察された（例２）。 

こうした事例は、幼児の言語混合に個人差が存在することをうかがわせるものであるが、

この点については、言うまでもなく、本研究課題の事例のみで結論づけられるものではなく、

今後の課題である。本研究課題は先行研究で提唱された言語混合の分類方法を検証すること

を目的とした。収集データの分析方法に関わるものであったが、本研究で言及した事例を基

に、以降は以下の研究課題５において成人対話者（親を含む）の談話方略が幼児の言語混合

にどのように影響するのか（親談話方略仮説）を議論する。 

⑤ 研究課題５（子供の言語混合は親が言語混合を用いるかどうかによって影響されるか否

か）に対する答えは、上述に分析の結果に照らして議論を行う。研究課題５の結論を２

点述べる。 

第１に、会話の相手の使用した談話方略に対して各幼児が用いた全ての言語混合の率の面

から見れば、最小限の把握方略の場合以外、相関関係があり、本研究と親の談話仮説の主張

した説明は一致するということである。 

一方、幼児の言語混合率の全体的な数値ではなく、各対話者の使用した談話方略とそれら

に応答したそれぞれの幼児の言語使用（アラビア語、日本語、または言語混合）を詳細に考

察すると、親の談話仮説の主張と異なる第２の結果が出てくる。 

本研究の第２の結果は、Takeuchi(2000)の研究結果と異なっているが、最小限の把握方略に

関する結果と一致する。Takeuchi によると、親の談話仮説を検証して、最小限の把握方略以

外は、親の談話仮説が提唱した説明を肯定する結果を出している。本研究の最小減の把握の

方略に関する結果も Takeuchi の研究結果と一致する。 
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本研究では、対話者があまり使用していない方略を除いた。その理由は、使用回数が少な

いゆえ、分析の結果の信頼性が低くなり、親の談話仮説が妥当かどうかを検証する結果に至

らないからである。 

対話者の方略に対する幼児の発話タイプの詳細な分析の結果から、以下のことが明らかに

なった。すなわち、各対話者の使用した談話方略と、それぞれの幼児の応答タイプの間に、

直接的に有意な関連性は見出されなかった。母親が使用したコード切り替え方略と、それに

対する次男の言語混合による応答の場合以外、いずれの場合でも、多く使用された談話方略

に対する幼児の応答は、親の談話仮説が主張した解釈に該当しないことが明らかになった。 

Lanza（1997）の研究で対象にされた幼児は別々の家庭に属し、従って異なる環境で育てら

れたが、調査は同じ時期に行われた。一方、本研究が対象にした幼児は４人のきょうだいで、

年齢は調査開始時１歳８か月～４歳９か月であり、調査は７か月間に３回の連続した期間で

ある。本研究の結果としては、いずれの幼児に関しても、会話の相手が使用した談話方略と

その幼児の言語混合の使用の間には直接の関連は見出されなかった。むしろ、日本人と三男

の場合以外、各幼児は全体的に対話者の母語に応じて会話を継続する傾向が見られた。つま

り、幼児らの応答は対話者が今用いている談話方略に応じたというよりも、対話者の母語が

幼児の応答の仕方に影響を及ぼすという重要な役割を果たしたと考えられる。 

ここで、表１８に見られるように、各幼児が言語混合を使用した回数には非常に興味深い

結果が出ているのでまとめる。それは、４人の幼児のうち、三男（約１歳８か月～２歳３か

月）は本研究の約７か月のデータ収集期間中、どの対話者の使用した談話方略に対しても言

語混合を一度も使用していなかったということである。対話者の談話方略に対して、三男は

アラビア語か日本語のみで応答したのである。 

長女（約２歳８か月～３歳３か月）は同じ期間中、日本人の対話者に対して一度も言語混

合の発話を用いていなかった。また、母親や父親が使用した談話方略に対しては８回しか言

語混合しなかった。 
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さらに、次男（約３歳９か月～４歳４か月）はその間、各発話者が使用した談話方略に対

して言語混合を多用しており、34回も用いたことが確認できる。 

長男（４歳９か月～５歳４か月）は、次男とほぼ同じ回数の言語混合を行った（３３回）。

幼児同士は年齢的に互いにほとんど１年間しか差がないので、この言語混合の使用回数の差

は幼児の言語混合の発展の証拠になると考えられる。東（2000, p. 46）によると、言語混合は

高度な言語能力が要求される、きわめて有効な言語使用方法の一つである。本研究が調査の

対象にした４人の幼児のうち、長女と三男はまだ幼いため、会話の相手の談話方略に対して

言語混合をほとんど使用していない。その談話方略に対応するために求められる言語能力が

未発達だからである。 

三男は年齢的に最も幼く、発話者の方略とは無関係に、相手の言語能力を考慮している、

というよりも自分の優勢言語、あるいはよく知っている言葉を使用して対応をしたのではな

いかと考えられる。しかし、長女の方は、三男より約１歳年長であるため、対話者が使用し

た方略に対して言語混合使用を始めたが、その使用は限定され、主に父親と会話をしたとき

のみであった。従って、長女はその年齢になって、会話の相手の言語能力によってどの言語

を使用すべきかを区別し始めたのではないかと考えられる。その結果、長女は言語混合を使

用するときに、三男同様、馴染んだ言語を使ったが、同時に対話者の母語を識別できたとい

うことに起因するのではないかと考えられる。最後に、長男と次男は、対話者の方略使用に

対して三男と長女より比較的高頻度に言語混合を使用した。２人とも４歳以上なので、言語

的にはほとんど安定しており、両言語の使い分け、対話者の母語の識別ができるのではない

かと考えられる。 

要するに、対話者の話し方に対する幼児の応答は、対話者が使用する方略に関連するとい

うよりも、幼児がある年齢以下の場合、対話者の言語能力（母語）を識別しないで、自分が使

いやすい言葉を使うという要因が決定しているのではないか。一方、幼児が特定の年齢を超

えた後では、言語発展は安定しており、対話者に対する幼児の応答は相手の言語能力（母語）

の識別に起因していると考えられる。 
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以上をまとめると、本研究の結論づけた結果は親の談話仮説が主張した説明を全面的には

肯定できないということである。 

 

５．３．親の談話仮説の問題点と考察について 

Lanza (1992)の親の談話仮説(Parent Discourse Hypothesis, PDH)は、バイリンガルの子供とそ

の親との間の会話における子供の言語混合の要因に関する議論に大きな貢献をしたが、いく

つかの異論も提出されている。ここでは、それらについて若干の考察をしておこうと思う。 

Lanza（1992）の研究の結果は、幼児が言語混合を使用するとき、それに対する親の談話方

略により、幼児がそのまま言語混合を続けるか、モノリンガルの発話を産出するかのどちら

かだという。つまり、親がモノリンガル方略を使用すると、幼児は１言語で対応し、逆に、親

がバイリンガル方略を使用すると、子供は言語混合を続けてもよいと理解する。しかし、

Nicoladis & Genesee（1998）によって違う結果が発見された。それは、親の使用した談話方略

と子供の言語混合には関連性はないというものである。Lanza(1992)の PDH における連続体

の右端のモノリンガル方略である「最小限の方略」によって、親が幼児に対して疑問詞を使

って、どういう意味かと尋ねると、その子供は言語混合せずに話相手である親の言語を用い

て返答するはずだが、Nicoladis の調査では、親の最小限の方略の使用に対する幼児の理解は、

産出した言語混合の発話をもう１回繰り返して会話を続けねばならないと理解する。すなわ

ち、幼児は幼いため、親の談話方略の使用の意味を理解できないかもしれないのである

（Shanjiang, 2014）。 

また、Deuchar & Muntz (2003)によると、大人の対話者が最小限の方略を使用したときに、

その方略に対する幼児の理解は、産出した言語混合の発話を言い換えるというよりも、幼児

が産出した言語混合の発話を繰り返すという結果を見だした。つまり、Deuchar & Muntz も

Nicoladis & Genesee と同じ結論に達したわけである。Deuchar & Muntz は Lanza が提案した

談話方略を批判して、それはそれぞれの談話方略がどのように区別・特定するのか曖昧だと

述べた。それに加えて、Nicoladis & Genesee (1998)は、親の談話方略がどのように幼児の言語

混合に影響しているかを Lanza は明確にしなかったと述べている。 

さらに、Lanza の研究で対象にされた幼児は２人であり、年齢の観点から見れば、同時期の

調査であったが、就学前の幼児の場合には、その幼児の言語体系はまだ発達の途中であり、

言語混合の使用率も各段階により変化することを考慮に入れるべきであろう。例えば、Voltera 
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& Taeschner (1978)は、幼児の年齢が上がれば上がるほど、言語混合の使用率が減少すると述

べている。ところが、奥田 (1997)によると、逆の結果であって、幼児が成長していけば、言

語混合の使用率も増加するという。つまり、バイリンガル幼児の言語混合は、大人の対話者

の使用した方略だけではなく、当の幼児の年齢によっても異なるという点についても考える

べきである。 

Lanza が親の談話方略という概念を提案したのは、バイリンガル家庭の子供の母語（＝バイ

リンガル）を維持するための方法を考えるためであった。談話方略の５つの分類のうち、最

小限の方略に関しては、親が幼児の混合した発話の意味が分からないので説明を要求しよう

として、それは言語 X ではどういう意味なのかと疑問詞を使用することは彼女によれば、最

小限の方略ではない。ほかの研究者は Lanza の提唱した談話方略を議論して、これは別の談

話方略であり、よりモノリンガル方略であると述べている（De Huwer, 2009）。議論すべき点

はここであると考えられる。Lanza の連続体に沿えば、最小限の方略は右端に位置して、最も

モノリンガル方略である。つまり、大人の対話者がその最小限方略を使用する理由は、幼児

に自分（＝対話者本人）の使用している言語を同じく用いてほしいと望むからである。従っ

て、対話者が幼児に、「これはアラビア語（あるいは日本語）でどういう意味かと聞くと、幼

児に十分な言語の知識があれば、正しくアラビア語か日本語かで応答するはずであり、これ

によって幼児に対話者の母語を使用するように強制できるはずである。そして、幼児と対話

者はモノリンガル文脈に従いながら、会話を行うことができると考えられる。本研究の筆者

はそのような事例を最小限の方略として扱うこととした。 

筆者の研究対象のうち、最も幼い幼児である三男の発話と、最も年長の長男の発話を例に

取り上げる。三男はまだ幼いため、言語体系が未発達であるから、彼の理解によって相手の

会話（日本人）の最小限の方略使用に対して、もう１回同じ発話を産出した。これの結果は

Nicoladis & Genesee (1998)や Deuchar & Muntz (2003)の研究の結果を支持している。以下の例

に従って議論する。 

事前に挙げた以下の例１５の第１行で、三男は言語混合を起こした。第２行で大人話者は

そのアラビア語の発話の意味が分からないので日本語の疑問文を用いて、幼児に日本語での

説明を要求した。親の談話仮説によると、幼児は第３行で日本語を使用して回答するはずで

ある。しかし、三男の回答はアラビア語であった。 
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例１５：三男と日本人の場合、第 2 回目で発生した発話 

1 三男 ： قطة قطة  qi�tha, qi�tha（猫、猫） 

2 日本人： 日本語で何かな？ 

3 三男 ：  qit�ha（猫）  قطة

 

次の例１６を見よう。第２行では幼児が日本語の発話をしたが、第３行では相手がアラビ

ア語の疑問文によって幼児の発話の意味についてアラビア語での説明を求めた。幼児は第４

行でアラビア語での説明の要求に対応して、親の思惑の通りにアラビア語の発話を産出した。 

 

例１６：長男と父親の場合、第３回目で発生した発話 

1 父親： هاد و هاد بين لكان الفرق شو طيب  ؟هاد و!  صح اخضر هاد؟ �aiib shū alfarq biin had wa had?had ’akhdar 

�ah! Wa hada? （これとこれの違いは何だ

ろう、これは黄緑、正解！で、これは？） 

2 長男：黄緑 

3 父親： يعني شو بالعربي طيب  黄緑？ ��ib bilarabiy shū ya‘niy … ? 黄緑ってアラビア語での意味

は何だろう？ 

4 長男： اخضر يعني    ya‘niy ’akhdar  （意味は黄緑だ） 

 

例１５では、第１行目で産出した発話を第３行でも繰り返している。つまり、三男は会話

相手である日本人が使った方略の意味を把握できず、あるいは日本語の語彙を知らないため

にその要求に答えられず、最初の発話をそのまま繰り返すという対応を取ったものと考えら

れる。一方、同様の場合に、三男の兄（長男）は、例１６にあるように、アラビア語での説明

を要求されたときに、アラビア語で応答して会話をした。つまり、最小限の方略に関する解

釈は幼児の年齢が重要な要因であると考えられる。 
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５．４．結論 

５つの研究課題から導かれた結論を以下、2 つの観点からまとめる。第 1 に応用言語学の

観点から、第２に社会言語学の観点から述べる。 

第 1 に、応用言語学的観点から結論を述べる。本研究はバイリンガル幼児の言語使用の状

況、言語混合の現象、およびバイリンガル幼児の言語混合に対する会話相手の応答のし方（談

話方略）に焦点を当てて調査を行ったものであるが、その結果、各課題ごとに得た結論は以

下の通りである。 

⚫  幼児の対話相手の言語能力、幼児本人の優勢言語により、その幼児の言語（アラビア語

使用か日本語使用か）の使い分けも異なるということが言える。それに加えて、幼児それ

ぞれにおいて、会話の各々の場合（母親、父親、両親同時、日本人対話者）による言語使

用に違いがあるが、それは各幼児の年齢や言語の発達段階の相違という要因や、４幼児

の言語能力に個人差があることも要因としてあると考えられる。 

⚫  幼児は成長するにつれて会話の相手の言語能力を意識するようになり、それにより適

切な言語（アラビア語か日本語か）を選択して発話をしていることが分かる。

Fantini(1977)は、幼児が生後 2年目の終わりごろ、適切な言語を選択できるのは明らかだ

と述べている。さらに、Fantini (1977) や McClure(1977)は、バイリンガル幼児の言語の

選択に最も大きな影響を与えるのは対話者自身であると述べた。 

⚫  幼児は大人対話者と会話をする際、対話者が誰であっても、また発話者の言語背景に

かかわらず、言語混合を起こしていることが分かった。幼児たちの言語混合の発声頻度

は全体として 2％から 17％までの幅であった。その度合いは相手の会話により異なって

いる。Kim(2006)はバイリンガルが言語混合をするか否かは、相手の会話によると述べて

いる。さらに Genesse (2006)、は幼児が対話者に話しかける際の言語が非優勢言語である

ときに言語混合使用の度合いが高くなると述べる。 

⚫  それぞれの幼児の年齢により、言語混合の使用度合いが異なっている。つまり、幼児の

年齢も言語混合の頻度に影響を及ぼすことが確認できる。Shanjiang(2014)は年齢が重要

な要因として幼児の言語混合に大きな影響を与えると述べている。 

幼児が成長するのに伴い言語混合の状況は変化しているが、特定の年齢までは高頻度に

言語混合を起こしているものの、その年齢を過ぎるとその度合いは安定して徐々に減少

していく傾向が見られる。 
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⚫  以上に述べたのは、対象にした４人の幼児の言語混合の量的分析の結果であったが、

定性的には、幼児が産出した会話の中から言語混合の事例を取り出して、先行研究で提

唱された言語混合の分類方法に当てはまるか否かを議論した。結論としては、総じて、付

加的言語混合や発話者間の言語混合よりも、発話中の言語混合が頻繁に生じているとの

結果となった。さらに、言語混合は様々な言語レベルで生じることが観察され、語順、談

話、内容語、意味的機能語、連結機能語、文法的機能語のレベルで事例が見いだされた。

これらの中でもっとも頻繁に観察されたのは部分的な名詞の置き換えである。これらに

加えて、幼児によって異なる言語混合の使い方をしていることも観察された。例えば、長

女はアラビア語の語順に従いながら、日本語の構文要素を用いて言語混合を行っていた

（例４）のに対し、次男は日本語の語順に従いながら、アラビア語の構文要素を使用して

言語混合を行っていた（例７）。 

⚫  対話者の話し方に対する幼児の応答は、対話者が使用する方略に関連するというより

も、幼児がある年齢以下の場合、対話者の言語能力（母語）を識別しないで、自分が使い

やすい言葉を使うという要因が決定しているのではないかと思われる。一方、幼児が特

定の年齢を超えた後では、その言語は安定しており、対話者に対する幼児の応答は相手

の言語能力（母語）の識別が可能になっているということに起因していると考えられる。 

第 2 は、本論では扱わなかったが第１章 1.1 で触れた、バイリンガル幼児の母語維持に関

する筆者の懸念に対する答えとして、最後に述べておきたい。すなわち、以上に述べた結論

を踏まえて、社会言語学分野で議論されている問題（外国にルーツを持つ幼児の母語の維持）

に関して、本研究から得た結果（特に会話の相手の応答のし方や使用される言語、幼児の成

長）をどのように利用して、幼児の母語保持に役立つか、ということである。 

まず、本研究はケース・スタディであるため、得られた結果を一般化することはできない

が、幼児の母語保持に関わる問題の解決方法の案を提供することはできると考える。もう一

つの重要な点は、外国にルーツを持つ子供すべてがバイリンガルになることを保証すること

はできないということである。その理由は、外国で生まれたとしても親の一人が A 言語の母

語話者であり、もう一方の親が B 言語の母語話者である場合、その幼児が自然にバイリンガ

ルになるとは限らないからである。幼児がバイリンガルと言えるようになるまでには、幼児

本人と親は相当の努力をしなければならない。幼児が生まれた国の言語が優勢であって、自
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分の母語が少数派言語（本研究のケース）である場合は特にそうである。これに加えて、早

い段階（就学前）、すなわち幼児が保育園や幼稚園などに通い始めて居住国の文化や言語に接

するようになると、自然にその国の言葉を習得して話せるようになるだろう。そこに親の役

割の重要性が登場する。自分の幼児に母国の文化や言語を維持させようとするならば、親は

あきらめずに、何らかの方略を工夫して幼児を支えなければならない。 

５つの研究課題から導かれた結論を以下にまとめて述べる。異文化や異言語の環境にある

家庭では、親が自分の子供の母語を維持するためには、子供の言語混合の使用に対して親の

使用した談話方略が重要である。しかしそれよりも、子供は対話者の言語能力を意識するこ

とができるように。親が子供に早い時期に母語を聞かせると、子供は成長の過程で、この保

護者の言語能力を考慮・意識しながら、保護者の母語を用いて会話を行うと考えられる。つ

まり、親は子供に自分の母語の能力を示すことが重要である。子供が理解できれば、子供が

母親か父親に話しかける時に、その相手の言語能力に応じて会話をすることができる。要す

るに、1 人 1 言語という原則は子供が自分の母語を維持できるように、またバイリンガルの

子供を育てられるようにするの上で効果的な方略を提供すると考えられる。 

しかしながら、上記に示した方略だけを使用すると、子供が自分の母語を維持することと

か、バイリンガルになるということを保証できないと考えられる。例えば、少数派言語の場

合、子供が大きければ大きいほど親から離れ、母語の刺激がそれに応じて減少していく。さ

らには母語を喪失する可能性すらある。最も効果的な方法は以上に示した談話方略を踏まえ

て、母語による教育を提供することである。少数派の子供は自然な状態で家庭内で親から母

語を聞き、また親はできる限り子供に大人対話者の母語能力を示しながら、母語に関わる教

育的な刺激を与えることが重要な役割を果たす。 

子供の言語使用に影響するほかの要因もある。それは子供の年齢である。特に 3 歳になる

前の段階が重要である。子供が早い段階から対話者の言語能力を意識するためには、その頃

から子供に必要な言語技能を与えるようにすべきである。そうすると子供は直感的に対話者

の言語能力を特定できるようになると考えられる。子供はその言語能力に応じて、適切な言

語を選択して会話を行う。時折、適切な言語を選ぶことができないことはあるが、これは 2言

語の混乱ではない。子供は会話に参加してみて、現在の文脈で使用されている言語に合わせ

て、適切と考える言語使用を試みるが、知識がない場合、あるいはまだ産出できない語彙が

ある場合には、言語切り替えや言語混合を利用しながら会話を完成していくとみる解釈のほ
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うがよいと考える。バイリンガル幼児の言語混合は、言語上の障害とか言語発達の遅れとい

うことではない。むしろ、バイリンガル幼児が言語混合を採用できるまで、何らかの特定の

言語的な能力が必要であって、それを満たさないとそのメカニズムを利用できないと報告す

る研究者がいる。バイリンガル幼児は言語混合を、獲得した言語と母語の間の架け橋として

使用しているということである（Brice & Anderson, 1999）。 

以上のことに加えて、バイリンガル幼児の母語を保持するため、筆者の経験から提案した

いことがある。すなわち、家庭内で親ができる限り母語に関連する豊富な環境を供給するべ

きだということである。例えば、幼児がテレビを見る際は、母語で放送されるテレビ番組（ア

ニメーション、歌など）を見せる。この方法で幼児は母語の単語や語彙、短文を学ぶ。これは

幼児の語彙レパートリーを増加する非常に効果的な方法であり、言語体系を発展させる。幼

児はこうして身につけた語彙を産出して会話をする。また、文化の継承に関わるイベントが

あるときには、親はそのようなイベントを大事にすべきである。幼児をそのイベントに参加

させ、図工や絵を描くような活動に取り組ませると、幼児の性格の形成やアイデンティティ

ー形成・維持に重要な影響を与えると考えられる。さらに、同じ母語で話せる幼児や団体が

あれば、その団体に加入し、またその文化活動や体育活動などに参加して、幼児が友人をつ

くるように、努力しなければならない。そうすると、幼児が自分の文化や自分の母語を信頼

し、ルーツを意識する可能性が高まると考えられる。 

以上に述べた提案のほかにも様々あるだろう。外国にルーツを持つ幼児の親に伝えたいこと

は、自分の幼児がバイリンガルになるように、また自分が継承している文化を維持すること

ができるように、たとえ困難な課題であっても、あきらめずに努力を続けてもらいたいとい

うことである。 
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５．５．今後の研究課題 

各幼児の間に年齢的に 1年間の差があるため、1年間が経過した後、幼児が同じ言語行動

をするか否かを比較しているところである。なお、本研究では対象にした４人の幼児は同一

家庭内のきょうだいであるが、今後はこれと同じ状況のもとで生活している他の世帯を対象

に同じ研究を行っていきたい。本研究の結果と比較して同様の結果が出てくるかどうかを検

討したい。さらに、各幼児が言語混合を使用する際に、文脈によって言語行動が異なるか否

かも検討しなければならない。 

さらに、上述のように、筆者が研究している中心テーマは、バイリンガルの言語混合とい

う現象についてである。今後は社会言語学の観点から、2言語環境で育てられた少数派のバ

イリンガルの子供がどのように母語を維持していくのか、またどのように自分のルーツを保

持し続けるのかについて研究しようと考えている。 

就学前の段階にある筆者の幼児を対象とした、会話中に見られる言語混合に関する研究を

続ける中で、筆者自身の子供も成長し、小学校に入学した。その過程で、これまで以上に多

数派の文化が少数派である子供の文化に大きな影響を与えていることが分かった。よって、

子供が成長すればするほど、自分の文化やルーツを失うという重大な問題が生じる可能性が

ある。 

バイリンガル幼児たちに関する研究の多くが英語と他のヨーロッパ言語(特にドイツ語、

フランス語、スペイン語など)についてなされたものである。しかし、管見によれば、アラ

ビア語と日本語のバイリンガル幼児のケースは稀であり、このような事例に触れた研究は数

少ない。そのため、アラビア語と日本語のように、完全に異なる二つの言語体系を持つバイ

リンガル幼児たちを研究対象として、さらなる研究が必要だと考えられる。この研究は、日

本で暮らす外国にルーツを持つ子供についての議論に向け、基礎的な材料を提供するだろ

う。 
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