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【概要】 
 本ワークショップは，これまで主に社会言語学

的なアプローチから観察・記述されてきたスワヒリ

語圏アフリカにおける多言語状況に対して，言語接

触時にみられる言語現象を中心としたデータをもと

に，その実態を言語形式面から具体的に捉えること

を目的とする．東アフリカに位置するタンザニア，

ケニアは，他のアフリカ諸国と同様に国内に多様な

民族語（タンザニアで約 120 言語，ケニアで約 60

言語）を抱える多言語社会であるが，スワヒリ語の

浸透によって他のアフリカ諸国とは異なる言語状況

が見られることがこれまでに数多く報告されてきた

（ Batibo 1992, Legère 1992, Muzale and 

Rugemalira 2008, 等）．しかしながら，先行研究の

多くは，スワヒリ語（S）の民族語（L）に対する言

語威信の面での絶対的優位性や，それによって民族

語が衰退の危機に追い込まれるプロセスといった社

会言語学的な関心・アプローチによるものであり，

地図：本WSで扱う言語（地域）の地理的分布
（http://www-01.sil.org/silesr/2002/016/bantu_map.htm） 

W-2

―  362  ―



そこで生じる多様な言語現象についての言語形式面での検討が十分に行われてきたとは言い難い． 

 そこで本ワークショップでは，[発表 1] スワヒリ

語圏アフリカにおける多言語状況下での言語使用の実

態，とくに話者にとって必ずしも意識的ではない code- 

mixingについての観察を出発点に，[発表 2] 支配言語

Sが存在する環境下での Lへの浸食的影響および L同

士の接触状況で観察される言語現象，[発表 3] S と L

との言語接触状況下での Sから Lへの，また Lから S

への影響関係に起因する言語現象と話者にとって「伝

統的」な Lとは異なるものとして意識的に認識されて

いる「新変種」的特徴の出現，そして，[発表 4] 都市

的環境において S と（複数の）L が接触することで創

出される混合言語（mixed language, cf. “split” 

language [Myers-Scotton 2003], “syncretic” language 

[Dimmendaal 2011]）的な文法基盤の形式的変容について，具体的かつ実証的な言語データを用いて検

討していく．全体の流れとしては，[発表 1] では実際の言語使用のレベルでの code-mixingの実態，[発

表 2] および [発表 3] では語彙的なレベルから句レベルの文法構造（Myers-Scotton and Jake（2000）

における Early System Morphemeのレベル）までの具体的な言語現象の提示，そして [発表 4] では，

文法構造のなかでもとくに句を超えた形態統語論レベルの現象（同，Late System Morphemeのレベル）

という形で，発話レベルの観察から，より文法レベルの現象へとフォーカスを絞っていく． 

 以上の議論に基づき，本ワークショップでは従来のスワヒリ語圏アフリカの多言語状況に対する抽

象的な理解を更新するとともに，そのような状況下における言語接触に起因する言語現象の多様な実態

について，言語形式面からのアプローチに基づく新たな知見の提示を試みる． 
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[発表 1] Sおよび Lが併用される多言語 
状況下における code-mixingの実態 

（発話／文レベル） 
↓ 

[発表 2/3] L⇄L，L⇄Sの接触による 
具体的な言語現象 

（語彙／音韻レベルから文法レベルへ） 
cf. Early System Morpheme  

(Myers-Scotton and Jake 2000) 
↓ 

[発表 4] 都市混合言語に見られる文法基盤 
変容のメカニズム 
（形態統語レベル） 

cf. Late System Morpheme  
(Myers-Scotton and Jake 2000) 
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スワヒリ語圏アフリカにおける多言語状況の実態 

―言語接触状況下での多様な言語現象から捉える― 

 

[発表 1] 

 

スワヒリ語と民族語の code-mixingを含む会話に見られる言語使用の実態 
 

沓掛沙弥香（JSPS／大阪大学） 

 

1. はじめに 

 タンザニアにおいて、国家語であるスワヒリ語と民族語の間には明確な社会的階層差が存在している。

しかし、使用領域や会話の内容を考慮しても、従来社会言語学で言われてきたような、「言語が担う社

会的機能の差に伴う使用言語の選択」という解釈では説明できない言語使用が行われている。さらに、

話者の言語使用に関する意識と実際に使用される言語の間にも乖離が見られる。話者が、自分は「スワ

ヒリ語を話している」、あるいは「民族語を話している」と申告している場合でも、実際には多くの

code-mixing（CM）1が見られ、「ひとつの言語」を話している状況とは言い難い。 

 本発表では、タンザニア南部ンジョンベ州のキンガ語圏とベナ語圏で収集した会話データから、スワ

ヒリ語と民族語の境界が曖昧になりつつある状況を報告する。 

 

2. タンザニアにおける民族語とスワヒリ語の CM 

 CM の議論は、基本的には、話者が二つの言語に異なるコードを割り振っている場合を前提とし、そ

の上でマクロ（社会的要因）とミクロ（言語選択）の関係を分析するものである。Trudgill は、「社会

言語学では、CMについて、それを戦略的に用いることで 2つのアイデンティティを同時に表明しよう

としている可能性に注目して分析されるのが一般的である」と説明している（Trudgill 2003: 23）。 

 品川は、コード各々の使用領域が厳然と分けられておらず、言語使用域が重複し、その境界が曖昧で

ある状況を使用域重複型（Register Overlapping, RO）モデルとし、逆に各コードの使用域が明確に区別

されている状況を使用域安定型（Register Stable, RS）モデルとしたうえで、タンザニアは、地域コミュ

ニティにおける民族語の使用、公的場面によるスワヒリ語の使用という使用域が明確な、RS モデルの

好例であると述べている（品川 2009：337-338）。しかし、このような状況は大きく変化している。 

 タンザニアでは、独立後強権的なスワヒリ語推進政策が取られ、スワヒリ語が全国的に浸透した。1970

年代ごろまでの研究では、沿岸部から遠い内陸の農村部では家庭で民族語が用いられるの状況が当然で

あると説明されており、民族語とスワヒリ語の間には、特にコンフリクトや競争の関係はなく、安定し

                                                   
1 code-swithcing（CS）という用語も広く使用される。「切り替え（alternation）」を CS、「挿入（insertion）」を CMと
分ける場合も見られるが、本発表では、一つの発話内、センテンス内、フレーズ内で起こる言語の切り替えと挿入につい

て、基本的に全て CMと呼ぶことにする。 
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たダイグロシアであるという考えが一般的であった（Abdulaziz 1972, Heine 1976, Barton 1980など）。し

かし、1980年代以降の研究ではこれまで民族語の領域と考えられてきた農村部の民族コミュニティや家

庭にスワヒリ語が浸透していることが報告されるようになり、民族語とスワヒリ語の関係は相補的では

なく、スワヒリ語が民族語の存続を脅かしつつあることが指摘された（Mekacha 1993, Yoneda 1996など）。 

 またかつては、年配層に話しかける場合民族語を使用することが礼儀正しいと考えられていると指摘

されており（Abdulaziz 1972: 204）、会話の相手の年齢が言語の切り替えの 1つの要因となっていたと考

えられる。しかし、発表者が 2015年と 2016年にタンザニア南部地域で行った調査では、年配層にはあ

えて民族語を使用しないと答える若年層も見られ、このような規範への統合力も弱まっている。 

  

3. 現地において収集した会話データ 

 ここまで見た先行研究から、民族語とスワヒリ語の CM を形作る状況が変化していることがわかる。

また、Petzellはタンザニアの言語の中でも特に話者数の少ない言語のひとつであるカミ語に関して、「カ

ミ語の話者である」と自己申告する人のほとんどがスワヒリ語との CMや CSを伴う言語使用をしてお

り、「純粋な」民族語を話す話者はほとんどいないと説明している（Petzell 2012:140）。しかし、この

ような状況はカミ語のような話者数の少ない言語のみでなく、比較的多くの話者数を抱える民族語にお

いても同様に見られるようになっている。本節では、民族的均一性の高い地域で収集された会話データ

から、タンザニアの地域コミュニティが RSモデルと言えなくなっている状況を指摘する。 

 

3.1. ベナ語圏におけるデータ―話者が「民族語で話していた」と申告した例 

 例 1と 2は、ベナ語圏の農村部で収集した会話データである。Ethnologueによると、ベナ語のステイ

タスは 5で「発展中」とされており、話者の態度も積極的とされる（Lewis et al. 2015: 248）。また、Atlasi 

ya Lugha za Tanzaniaによると、ベナ語の話者数は約59万2千人である（Chuo Kikuu ch Dar es Salaam 2009）。 

 

例 1：3人の女性の会話2 
 
 

 
(1)  C:  Umama,   pamwandi    ndaa-nyw-ag-a        dagalaga  nbege.   
   女性      ある時     SM1SG.PST-飲む-HAB-BF    酔う    酒   

   Pendino ndi-habedzile ndi-zile.   Pe-ndi-okwike     pe-ndi-nyilie   hu-kanisa  
  （不明） SM1SG- (不明）SM1SG-いる  時-SM1SG-救われる  時-SM1SG-眠る  LOC -教会  

                                                   
2 会話データのスクリプトにおいては、民族語の箇所を「イタリック体」で示した。また、申告された言語と異なる言語
への CMが起こっている箇所を「太字＋下線」で示している。本発表で用いる略語は次の通り; BF: 基 本 末 尾 辞 , 
CAUS: 使役, CONC: 随伴, HAB: 習慣, INF: 不定形接頭辞, OM: 目的語接辞, PASS: 受動, PF: 完了末尾辞, PL: 複数, 
PRF: 完了, PRS: 現在, PST: 過去, REL: 関係接辞, SG: 単数, SM: 主語接辞。 

・調査地：ンジョンベ州ンジョンベ県M村          ・データ収集日：2017年 7月 24日 
・会話の参加者：A＝30代女性、B＝40代女性、C＝60代女性  ・申告された言語：ベナ語 
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   Kwa  nguluvi. Pe-ndi-onele   na  utamwa ndi-ponyile.  Lino  na    magulu,  
  ～に  神    時-SM1SG-見る  ~を 病気   SM1SG-治る  今   そして  足    

  ka,ka.   sindaa-wes-ag-a         ku-kwim-a. 
   間投詞   SM1SG.PST.NEG-できる-HAB-BF  INF-立つ-BF 

「ある時、酒を飲んで酔っ払っていました。（不明）。私は救われたのですが、救われた

時、それは私が神様の教会で眠っているときでした。病気だったのですが、治りました。

私の足は歩けない状態だったのです。」 

(2)  A: Hapo  sasa… （不明）。 
   そこ   今 

  「それはそれは...」 
(3)  C:  Na    yuveve  pemgiso? 
   そして  あなた  そう  

  「（（B）に向かって）あなたもそうだったでしょう。」 
(4)  B:  Ka,ka.    Na    yule    deni      yule.   
   間投詞   そして  あの人  このように  あの人 

「…( 不明 )…」 
(5)  C:  Deni?     Yaani  twaa-twagandzi  suwe. 
   このように  つまり  SM1PL.PST-酔う  全く 

  「そうですよね。つまり私たちは全く酔っ払っていました。」 
(6)  A: Nguluvi  (不明)  li-tang-a     suwe. 
   神        SM?-助ける-BF  全く 

     「神様は助けてくださいます。」 
 
例 2：2人の女性の会話 
 
 

 
(1) D:   Yuve,   muyangu     doto,    ipindi   shila   wa-ndi-onelak-a 
   あなた  私の仲間    双子の妹  期間   この   SM2SG.PST-OM1SG-見る-BF   

   ndemu  yako.   Kwavule  ndali   dili    hera  ngufu,  nini? 
   仲間   あなたの  なぜなら  わたし  COP1SG ない  力    何 

  「妹よ、あなたは私の仲間ではないのですか？私に力がないから気に食わないのですか？」 
(2) E:   Yuveve  wali   uli    mkolofi  mbona.  Wali   mtundu   mno. 
   あなた  あなた  COP2SG  無礼者   なぜ    あなた  いたずらっこ とても 

  「あなたはとても失礼です。どうしてそんなにふざけるのですか。」 
(3) D:   Ka, ka.  Mbona  sindali    dili    mtundu   ham-na.     Katika   
   間投詞  なぜ   わたし NEG  COP1SG  いたずらっこ SM18NEG-CONC  ～の間 

   Ndi-fanye   ishi  uhu-ni-tov-a      u-digitede    na    hu-nyilika. 
   OM1SG-する  これ  SM2SG-OM1SG-背く-BF SM2-( 不明 )  そして  HAB-寝る 

  「ふざけてなんかいません。いつも私にあれをしろと言って、自分はいつも寝ています。」 
(4) E:   Wa-tal-ag-a         yuve.  
   SM2SG.PST-見る-HAB-BF    あなた  

  「自分のことは棚にあげて。」 
(5) D:   Nn!     Ndi-helela   hwa  mama,  umama  hu-tangila   muyangu. 
   間投詞   SM1SG-行く  ～に  母    母    HAB-味方する 私の 

   「まあ。私が母のところに行けば、母は私の見方です。」 

・調査地：ンジョンベ州ンジョンベ県M村        ・データ収集日：2017年 7月 24日 
・会話の参加者：D＝20代女性、E＝20代女性       ・申告された言語：ベナ語 
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(6) E:   A-on-ag-a       twi-(不明）,    kweli. 
   SM3SG-見る-HAB-BF  SM1PL-（不明）  本当に 

   「彼女（母）はいつも私たちを...（不明）...、本当に」 
(7) D:   Jamani...  Ndi-dzove   hwa  baba,  baba  a-tigi     ndili   mdesi. 
   間投詞   SM1SG-(不明) ～に  父   父   SM3SG-言う  COP1SG 良い人 

   「まあ。父に（不明）、父は私を良い子だと言いますよ。」 
(8) E:   A-tigila    u-na     hibuli. 
   SM3SG-言う  SM3SG-CONC  傲慢さ 

   「父は、あなたが傲慢だと言います。」 
(9) D:   Mbona  hibuli   ndari  dili    hera! 
   なぜ   傲慢さ  私    COP1SG ない 

   「傲慢なんかじゃないじゃないですか。」 
(10) E:   Wali   u-na     kibuli. 
   あなた  SM2SG-CONC  傲慢さ 

   「あなたは傲慢ですよ。」 
(11) D:  Kweli?   
   本当に 
   「本当に？」 
(12) E:   Na-hu-tal-a        wa-tal-ag-a        yuve.   
   SM1SG.PST-OM2SG-見る-BF  SM2SG.PST-見る-HAB-BF  あなた  

   「あなたはいつも勝手なのですよ。」 
(13) D:  Nda-tal-ag-a       unene   mbona  yuveve  uli    mkomi   wa  nene? 
   SM1SG.NEG-見る-HAB-BF 私    なぜ   あなた  COP2SG 大切な人  ～の  私 

  「 勝手なんかじゃありません。あなたは親友なのに、なぜ（そんなことを言うん）ですか。」 
(14) E:   Haneku   lulenga. Wi-tal-a      uhuvemba  kabla  （不明） .        
   行って汲む 水    SM2SG.FUT-見る-BF  右     ~の前に （不明） 

   Hatwi-udzu        baba   hii  a-ndi-nyolile 

   SM1PL.NEG-OM1PL-尋ねる  父    これ  SM3SG-OM1SG-（不明） 

  「水を汲んできなさい。そう言ったらあなたは知らん顔をする。父に尋ねるまでもなく、彼
  は私の見方です。」 

(15) D:  Jamani,  yuveve  yuve   doto    ama   yuve   kulwa? 
   間投詞   あなた  あなた  双子の妹  または  あなた  双子の姉 

  「あなたねぇ。あなたと私はどっちが上なのですか？」 
(16) E:   Mimi  ni   doto. 
   私   COP  双子の妹 

  「私が下ですよ。」 
(17) D:  Ah    wewe   ni   doto?     I-na-maan-ish-a      （不明）  kama 
   間投詞  あなた  COP  双子の妹   SM9-PRS-意味する-CAUS-BF （不明）  もしも 

   ndali   dili   kulwa   vawaho  wali    u-ni-tov-ag-a        deni? 
   わたし  COP1SG 双子の姉 （不明） あなた   SM2SG-OM1SG-背く-HAB-BF このように 

  「あなたが下でしょう？つまり私が姉なのに、あなたはそんな態度を取るのですか？」 
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3.2. キンガ語圏におけるデータ―話者が「スワヒリ語で話していた」と申告した例 

 例 3は、キンガ語圏の中心部で収集したデータであるが、中心部とは言え、遠隔地に位置する状況か

ら民族的均一性は高く、キンガ語の使用状況も活発である。Ethnologueは、キンガ語のステイタスをベ

ナ語より 1段階下の 6aの「活発な使用」に位置付けている。Atlasi ya lugha za Tanzaniaによると、その

話者数は約 21万 7千人である（Chuo Kikuu ch Dar es Salaam 2009）。 

 

例 3: 2人の女性の会話 
 
 
 

(1)  F:  Na    mimi  mama  utu  Sahama  salimuni   mpaka   na-kuj-a 
    そして  私    母    人   サハマ   挨拶する  ～まで   SM1SG.PRS-来る-BF 

    ku-hami-a    hapa  na-ka-a       kwa  mama  kule.   Zaidi zaidi  tena 
    INF-引っ越す-BF ここ  SM1SG.PRS-住む-BF  ～に  母    あそこ  より  より  また 

     ndᵻilᵻ-khᵾlyasw-a     ᵾne   tena  khwitiyo.  Maana  kipindi  kile  siku 
    SM1SG.PRS-盗まれる-BF  私   また  一方で   つまり  期間   あれ  日 

    nyingine   a-ka-bomo-a        a-ka-chuku-a     6,000sh   kule  ....  
    他     SM3SG-CONS-破壊する-BF  SM3SG-CONS-取る-BF  6000シリング あそこ .... 

    nani   ...  khᵾmwambo  kuVeta  ᵾkhᵾ. 
    間投詞  ....  向こう側   VETAの あそこ 

「そして、サハマの母である私は...( 不明 )...。さらにさらに、私は盗みにあったこともあ
る んですよ。というのも、あそこの...えー と...VETAの向こう側で、ある日その 泥 棒 は

（私から）6000シリング取ったのです。」 
(2)  G: Lino  ᵾwe    twᵻtᵾli-na   maisha  makumu   kabisa.... 
    今   私たち  SM1PL-CONC  人生   難しい   とても 

   「私たちは本当に生活が大変だと言うのに....」 
(3)  F:  Ndio   maana   na-kw-amb-i-a         sasa  chanzo  ni   nini  wote  
    はい   つまり  SM1SG.PRS-OM2SG-言う-APPL-BF 今   理由   COP  何   みんな 

    ham-na       wa-na-o-ka-a        wa-na     maisha  mazuri!  
    SM18.NEG-CONC   SM3PL-PRS-REL2-住む-BF  SM3PL-CONC 人生   良い 

「全くですとも。（このあたりに）住んでいる私たちはみんな生活が困窮しているのに、

一体 どういうことなのでしょう。」 

 

3.3. 考察 

 会話が収集されたのは、いずれも民族的均一性の高い地域であり、日常的に「民族語を使用する」と

回答した人が多い地域である。しかし、いずれの例においても、CMが多発している。 

 例 1、2 では、対話者やトピック、場面などの「会話の状況」には変化がないにも関わらず、基盤言

語（matrix language, ML）である民族語へのスワヒリ語の挿入や、民族語による発話に対してスワヒリ

語で相槌を打つ状況が見られる。例 3は、「スワヒリ語で話している」と申告された会話に民族語との

CMが見られるものである。こちらは、厳密には inter-sentential CSであると考えられ、スイッチした民

・調査地：ンジョンベ州マケテ県 I郡        ・データ収集日：2016年 7月 31日 
・会話の参加者：F＝20代女性、G＝20代女性     ・申告された言語：スワヒリ語 
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族語のセンテンス内にスワヒリ語の挿入が起こっていると解釈される。 

 これらの例から、これまで安定した民族語の使用域であると考えられてきた地域において、このよう

なスワヒリ語への CMが観察されていることが示された。 

 

4. まとめ 

 民族コミュニティにおいてスワヒリ語が浸透し、民族語の使用域を脅かしている結果として、タンザ

ニアの民族コミュニティの ROモデル化が起こっていると考えられる。そのため、民族コミュニティに

おいて、民族語を母体言語としたスワヒリ語との流動的コードの生成が起こっているのである。 

 さらに、ここに（１）民族語が「スワヒリ語化」している（詳しくは [発表 3] ）、（2）多くの民族

語がバントゥ系に属しており言語構造に類似性が見られるという条件が加わるのがタンザニアの状況

である。そのためタンザニアにおいては、各民族語をMLとして発生する流動的コードが、民族語間の

類似性と民族語の「スワヒリ語化」のために、相互理解可能性の高い普遍的コードとなる可能性を指摘

できる。この議論は、[発表 3]の米田の「標準口語スワヒリ語」生成の可能性とも共通するものである。 
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スワヒリ語圏アフリカにおける多言語状況の実態 

― 言語接触状況下での多様な言語現象から捉える ― 

 
[発表 2] 

 
民族語間の言語接触による文法レベルの影響 

 
安部麻矢 (日本学術振興会・大阪大学) 

 

1. はじめに 

 タンザニアの北西部の西ウサンバラ山塊一帯  (ルショト県とブンブリ県 ) に居住するマア 

(Mbugu。Ma’aとも) の人々の民族語であるマア語 (スワヒリ語でKimbugu) には 2つの変種があり、

それぞれの変種を母語とする話者がいる。そのうちの内マア語とよばれる変種を母語として話す

人々はみなもう一つの変種である外マア語も話すが、外マア語を母語として話す人々は内マア語を

話せないという不均衡が存在する。また、どちらの話者も、この地域で圧倒的多数派民族の民族語

であるシャンバー語も話しており、さらにスワヒリ語も話す。このような多層的に共存する言語に

みられる、より使用領域の大きい言語 (シャンバー語やスワヒリ語) からの影響について報告する。 

 
 
2. 西ウサンバラの言語状況 
 マアの人々は西ウサンバラのいくつかの地域に分散して居住している1。東西ウサンバラ山塊と山

麓地域一帯に居住する圧倒的多数派民族はシャンバーである2。シャンバーの民族語は、バント

ゥ諸語のひとつであるシャンバー語 (スワヒリ語で Kisambaa、G.23) であり、この地域一帯では
日常的に広く使用されている。 

 マアの人々の民族語であるマア語には、内マア語 (スワヒリ語で Kimbugu cha ndani) と外マア語 
(スワヒリ語で Kimbugu cha kawaida) の、2つの変種がみとめられる。 

 ・内マア語…言語接触により成立したと言われている変種。  
 ・外マア語…バントゥ諸語のひとつであるパレ語 (スワヒリ語で Kipare、G22) と非常に類似 
       した変種 

 2 つの変種の名詞クラスの接頭辞や動詞類接頭辞などの形式はほぼ同一で、差異は主に語彙の面
にみられる。ただし、異なるのは一部の基礎語彙だけで、語彙の多くは内マア語と外マア語は同

じものが用いられる。外マア語と異なる内マア語の語彙には、バントゥ系言語のものではない要

素が多数みられる3。 

                                                   
1 Lewis et al. (2015) では、“Mbugu” の話者人口が 5000人 (1997年)、民族全体の人口が 32, 000 人とい
う推定値が報告されている。5000 人という話者人口について、どの変種の話者人口かの明記はないが、
分類が「混合言語」とあるため、内マア語の話者の人口であると思われる。なお、推定値の推定方法は
不明である。 
2 Lewis et al. (2015) では話者人口が 664,000 人と報告されている。 
3 Mous (1994, 2003 他) が内マア語を「混合言語」として記述して以来、内マア語は「混合言語」のひと
つとみなされている (Matras & Bakker 2003, Matras 2009 他)。 
内マア語にみられる、非バントゥ系諸語起源と思われる要素について、Mous (2003a) は現存する諸言語
と比較し、類似性を指摘している (主に南部クシ諸語のイラク語、ダハロ語、ナイロ・サハラ諸語のマ
サイ語)。 

W-2-2
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 内マア語、外マア語ともに、それぞれを母語として話す話者がいる。  
 すべての内マア語の母語話者は外マア語を話せるが、外マア語の母語話者のほとんどは内マア語
を話せない。 

 マアの人々はみなシャンバー語を習得しており、シャンバーの人々とはシャンバー語で話す。ウ
サンバラにはほかの民族も居住しているが、彼らはシャンバー語を理解できないし、話せない。 

 シャンバーの人々は内マア語も外マア語も理解できないし、話せない。  
 マアの人々もシャンバーの人々も、他民族とはスワヒリ語で話す。初等教育での教授言語がスワ
ヒリ語であることから、同民族内の会話にスワヒリ語を使用することもある。  

 
 
3. L→L4 
 西ウサンバラにおける観察の限りでは、複数の民族語が共存し接触した結果生じる影響は、

より使用領域の大きい言語からより使用領域の小さい言語への一方向のもののみが観察される。 

 

3.1. 外マア語から内マア語へ 
 マアのコミュニティにおいては、内マア語も外マア語も同じ領域で使用されているが、外マア語

のほうが話者人口が多い。そのため、2 つの変種の間の接触の結果、「本来」の内マア語の単語が
外マア語の単語に置き換わる例がみられる。 
 
(1)  

 外マア語 「本来の」内マア語 

肉 ɲama 
CL9/10 

nihí 
CL9/10 

肩 kitúro/vitúro 
CL7/CL8 

kizoga/vizoga5 
CL7/CL8 

拳 NkuNdí 
CL9/10 

súre 
CL9/10 

涙 isóʤi/masóʤi 
CL5/CL6 

iʔilíma/maʔilíma 
CL5/CL6 

 
 上記の単語は、いずれも、「本来」の内マア語の単語が存在しているものである。コンサルタン

トに訊きなおすと当該の「本来」の内マア語の単語が回答として返ってくるもの  (肉) や、コンサ
ルタントにより回答に揺れがあるもの (涙)、複数のコンサルタントが外マア語の単語を回答してい
るもの (肩) とあり、内マア語話者の間の定着の度合いに違いがみられる。 
 
3.2. シャンバー語からマア語へ 
 シャンバー語からマア語への影響は、現段階で確認されているのは借用語のみで、文法レベルの

借用はみられない。 

                                                   
4 マア語の音素は次のとおり: p, d, t, d, ʧ, ʤ, k, ɡ, ʔ, f, v, s, z, ʃ, x, ɣ, h, m, n, ɲ, ŋ, r, l, ɬ, j, w, I, e, a, o, u。これ
ら以外に、調音点と有声性に関しては未指定で、鼻音性のみが指定されていると考えられる N を持つ。
この音素は口閉鎖音の直前にのみあらわれ、調音点と有声性は常にその閉鎖音と一致する ([m̥p], [mb], 
[n̥t], [nd], [ŋ̊k], [ŋɡ], [ɱv])。ʔと ɬは、内マア語のみにあらわれる。 
略号一覧: CLn ‘noun class number’; COP ‘copula’; DEM ‘demonstrative’; FV ‘final vowel’; LOC ‘locative’; 
NSM ‘negative subject marker’; PROX ‘proximal’; PST1 ‘past’; REL1 ‘relative clause marker 1’; REL2 ‘relative 
clause marker 2’; SG ‘singular’; SM ‘subject marker’ 
5 Meinhof (1906: 311)、Mous (2003a: 263) 参照。 
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 借用語には、(a) 外マア語にのみ借入されているものと (b) 内マア語と外マア語ともに借入され
ているものとがみられる。(a)、(b) ともに、複数のコンサルタントより同様の回答を得たものであ
るので、いずれの単語もマア語の中で定着していることが示唆される。  
 
(a) 外マア語にのみ借入されているもの 
(2)  

 借入されている単語 パレ語6 

猫 iɲáu/maɲáu 
CL5/CL6 

iɲáwi/maɲáwi 
CL5/CL6 

豚 Nguuve 
CL9/10 

Nguve 
CL9/10 

根 ijiNdo/majiNdo 
CL5/CL6 

kikólo/vikólo 
CL5/CL6 

 
(b) 内マア語と外マア語ともに借入されているもの 
(3)  

 借入されている単語 パレ語 

吸う -fjosa -bwíta 

遊ぶ -ʃeNʤiɣa -vína 

カゴ kitéʤú/vitéʤú 
CL7/CL8 

kikapu/vikapu 
CL7/CL8 

最初 bosí kuvoka 
 

 

4. S→L  スワヒリ語からマア語へ 
 Yoneda (2010) が述べるような民族語の「スワヒリ語化 (Swahilization)」は、マア語においても観
察される。 
 
4.1. 語彙レベル 
 スワヒリ語からマア語への借用語について、Yoneda (2010: 141) の分類に従うと、次の 3種類が
みとめられる。いずれも、同じ単語が内マア語・外マア語の双方に借入されている。  
 

a 新しい事物をあらわすもの 
b 事物や概念はコミュニティに存在しているが表現がマア語になかったもの 
c マア語の単語と同義のもの  

 
4.1.1. 新しい事物をあらわすもの 
 以下の例は、新しい事物の導入とともにスワヒリ語から借入されたものである。  
 
 
 

                                                   
6 外マア語はパレ語と非常に類似しており、語彙もほとんどがパレ語と同一であるので、参考のために
Kagaya (1989) のパレ語の単語を示す。 
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(4)  
 スワヒリ語7 マア語での形式 

学校 shule 
CL9/10 

ʃúlé 
CL9/10 

ビン chupa 
CL9/10 

Nʧúpá 
CL9/10 

パン mkate/mikate 
CL3/CL4 

m̩káté/mikáté 
CL3/CL4 

自動車 gari/magari 
CL5/CL6 

igari/magari 
CL5/CL6 

 
4.1.2. 事物や概念はコミュニティに存在しているが表現がマア語になかったもの 
(5)  

 スワヒリ語 マア語での形式 

注意 tahadhari 
CL9/10 

taházari 
CL9/10 

唐辛子 pilipili 
CL9/10 

NpiriNpiri 
CL9/10 

思う -dhani -zani 

 
4.1.3. マア語の単語と同義のもの 
(6)  

 スワヒリ語 マア語での形式 内マア語 外マア語 

まつ毛 ukope/kope 
CL11/CL10 

lukope/Nkope 
CL11/CL10 

Ngóhé 
CL9/10 

臼歯 gego/magego 
CL5/CL6 

iɣeɣo/maɣeɣo 
CL5/CL6 

itúrí/matúrí 
CL5/CL6 

汁 mchuzi/michuzi 
CL3/CL4 

mʃoʤí/miʃoʤí 
CL3/CL4 

m̩dala 
CL3 

m̩ʃoNbe 
CL3 

 
 

4.2. 文法レベル: 関係節8 
マア語の関係節には、明示的な関係代名詞を持たない関係節 (non-REL) と、関係代名詞を用いた

関係節 (REL1) の 2種類がある。non-RELと REL1は、先行詞が関係節内でどのような統語的機能
を持つかにより、あらわれが異なる。REL1の形式では非文と判断されるものがある一方 ((7))、
non-RELの形式では非文と判断される場合もある。先行詞が関係節内で場所を表すもの (locative 
RC) は、関係代名詞が必須であり、non-RELの形式では非文と判断される。関係節部分をイタリッ
クで示す。 

 

                                                   
7 スワヒリ語の表記は標準スワヒリ語の正書法による。 
8 詳しくは Abe (2016: 169-80) 参照。後述の 3つの関係節の構造に共通して次の 3点がみられる。1. 主
要部は関係節に先行する。2. 関係節内では、主語接頭辞が持つ高トーンは脱落する。3. 「未来」のテン
ス・アスペクト標識 -ne- が高トーンを持つ。 
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(7) 彼 (彼女) が昨日買わなかった服はこれです。 

内 non-REL  ɡomaé  te-wé-je       ósa  ní   já 
      CL9.服  NSM.3SG-買う-PAST1  昨日  COP.3 DEM.PROX.CL1~15 

  REL1   *ɡomaé jó     te-wé-je       ósa  ní   já 
      CL9.服  REL1.CL9  NSM.3SG-買う-PAST1  昨日  COP.3 DEM.PROX.CL1~15 

外 non-REL  suke   te-zor-ie       iɣuo  ní   íi 
       CL9.服  NSM.3SG-買う-PAST1  昨日  COP.3 DEM.PROX.CL9 

REL1   suke   jó     te-zor-ie       iɣuo  ní   íi 
       CL9.服  REL1.CL9  NSM.3SG-買う-PAST1  昨日  COP.3 DEM.PROX.CL9 

 

(8) 私は彼 (彼女) の出身地の村に行きたい。 
内 non-REL  *n̩-dúmu     kusó      kiʤiʤí-ni  e-lí 
       SM.1SG-～したい CL15.行くこと  CL7.村-LOC  SM.3SG-～の出身である 

REL1   n̩-dúmu     kusó      kiʤiʤí-ni  hó    e-lí 
       SM.1SG-～したい CL15.行くこと  CL7.村-LOC  REL1.CL16 SM.3SG-～の出身である 

外 non-REL  *ni-kúNd-a      kutóNga    kiʤiʤí-ni  e-fúm-a 
       SM.1SG-～したい-FV  CL15.行くこと  CL7.村-LOC  SM.3SG-～の出身である-FV 

  REL1   ni-kúNd-a     kutóNga    kiʤiʤí-ni  hó    e-fúm-a 
       SM.1SG-～したい-FV CL15.行くこと  CL7.村-LOC  REL1.CL16 SM.3SG-～の出身である-FV 
 
 これに加え、スワヒリ語にみられる、amba-主語接頭辞+ o の関係代名詞を持つ関係節 (amba- RC、
マア語では aNbá-主語接頭辞+o9) がみとめられる。amba- は、スワヒリ語の -amba「言う」に由来
する。スワヒリ語の関係節には、動詞内で関係節標識があらわれるものと amba- RCがある。関係
節標識を用いる関係節の構造は関係節内の動詞が肯定の場合にのみ用いられ、TAMの制限 (完了
-me- が不可) や、先行詞の関係節内の統語機能による制限がある (主語・目的語の所有者) が、amba- 
RCでは、関係節内が肯定でも否定でも用いられるし、TAMの制限も、先行詞の関係節内の統語機
能による制限もない。マア語における amba- RCも同様で、上記の (7) も (8) も、amba- RCであら
わすことができる (それぞれ (9)、(10))。 

 
(9) 彼 (彼女) が昨日買わなかった服はこれです。 

内 ɡomaé  aNbájo  te-wé-je       ósa  ní   já
  CL9.服  REL2.CL9  NSM.3SG-買う-PAST1  昨日  COP.3 DEM.PROX.CL1~15 

外 suke   aNbájo  te-zor-ie       iɣuo  ní   íi
CL9.服  REL2.CL9  NSM.3SG-買う-PAST1  昨日  COP.3 DEM.PROX.CL9 

 

(10) 私は彼 (彼女) の出身地の村に行きたい。 
内 n ̩-dúmu     kusó      kiʤiʤí-ni  aNbáho  e-lí 
  SM.1SG-～したい CL15.行くこと  CL7.村-LOC  REL2.CL16 SM.3SG-～の出身である 

外 ni-kúNd-a      kutóNga    kiʤiʤí-ni  aNbájo  e-fúm-a 
SM.1SG-～したい-FV  CL15.行くこと  CL7.村-LOC  REL2.CL16 SM.3SG-～の出身である-FV 

 

現在までの観察の限りでは、amba- RCでしかあらわせないような関係節の表現はないため、マア
語においては、amba- RCは随意的・余剰な形式である。 

                                                   
9 グロスでは REL2 と表記する。 
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表 1 (右)  
関係節内における先行詞の統語的機能に

よる、関係節のあらわれかた 
 

✓: より一般的にあらわれる 

(✓): 文法的に可能ではあるが、それほど

あらわれることがない 

*: コンサルタントに非文であると判断さ

れたもの 

(*): いくつかの例文について、非文である

と判断されたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. まとめ 
1)  タンザニアの中でも 3 言語 (うち 1 言語に 2 つの変種) が話されるという複雑な多言語状況で
あるが、影響関係は一方向的である。 

2)  言語形式面での影響関係はほぼ語彙レベルに限定される。つまり、それぞれの言語が (少なく
とも文法レベルでは) 「保全」されている＝ベナ・キンガあるいはマテンゴとはまた異なる状
況が認められる。 

3)  文法レベルでは、スワヒリ語の関係節のうち、分析的かつ構造的制約がもっともゆるい amba- 
RC (REL2) の借用が観察されるが、既存の形式の使用を排除したり補うものではなく、あくま
で随意的なものであり、文法構造に組み込まれているとはいえない。  
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先行詞の統語的機能 
Non-REL REL1 REL2 

KN KK KN KK KN KK 

主語 ✓ ✓ (✓) (✓) (✓) (✓) 

直接目的語 (✓) ✓ ✓ (✓) (✓) (✓) 

間接目的語 (✓) (✓) ✓ ✓ (✓) (✓) 

前置詞 naの目的語 ✓ ✓ ✓ ✓ (✓) (✓) 

主語の所有者 ✓ ✓ (✓) (✓) (✓) (✓) 

直接目的語の所有者 ✓ ✓ (✓) (✓) (✓) (✓) 

間接目的語の所有者 ✓ ✓ (✓) (✓) (✓) (✓) 

適用目的語 (✓) (✓) ✓ ✓ (✓) (✓) 

適用法の道具 (✓) (✓) ✓ ✓ (✓) (✓) 

否定の関係節の主語 ✓ ✓ (*) (✓) (✓) (✓) 

否定の関係節の目的

語 

✓ ✓ (*) (✓) (✓) (✓) 

場所 * * ✓ ✓ (✓) (✓) 
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スワヒリ語圏アフリカにおける多言語状況の実態 
―言語接触状況下での多様な言語現象から捉える― 

 
[発表 3] 

 
スワヒリ語と民族語の言語接触による文法レベルの影響 

 
米田信子（大阪大学） 

 

1. はじめに 

 スワヒリ語圏アフリカで話されているバントゥ諸語にはスワヒリ語からのさまざまな影響が見られ

る(Yoneda 2010, Petzell 2012)。最も大きく影響を受けているのは語彙のレベルであるが、影響は語彙の

レベルにとどまらず、文法レベルにも及んでいる。スワヒリ語の要素が自分たちの民族語に取り込まれ

ることに対して、話者たちは、スワヒリ語からの借用や混合ではなく、民族語の新しい「変種」として

認識するまでに至っている。ここで起きているのは、明確な言語シフト (language shift) というよりもむ

しろ民族語の「スワヒリ語化 (Swahilization)」である (Yoneda 2010)。また、この言語接触による影響は、

スワヒリ語から民族語への一方的なものではなく、民族語のほうからスワヒリ語に与えている影響も見

られる。Brenzinger & Marten (2016) は、この現象を言語シフトと区別して「言語ドリフト (language 

drift)」と呼んでいる。本発表では、スワヒリ語と民族語の言語接触によって引き起こされている双方向

の影響の例を示しながら、スワヒリ語圏アフリカで起きている言語ドリフトについて報告する。 

 Brenzinger & Marten (2016) は、言語シフトと言語ドリフトの違いを(1)のように説明し、東アフリカに

おける言語シフトと言語ドリフトを図 1 のように図式化している。 
 
(1) Language shift is usually a one directional development, i.e. children no longer acquire the heritage language 

and this language then becomes extinct with the parent generation. Language drift settings in contrast are 
characterized by unstable multilingualism in which mother tongues are undergoing '-izations', through lexical 
borrowing, code-switching and mixing, heavy interference in syntax, morphology and phonology. 

  
図 1: 東アフリカにおける言語シフトと言語ドリフト 
   X = 東アフリカのバントゥ諸語，SW = スワヒリ語       
   ● 言語シフト:  
    X  >  X+(SW)  >  X+SW    >  (X)+SW  >  SW      
 
   ● 言語ドリフト:  
 
    X  >  X+(SW)          >       ? (> SW/X)             
                                 
                                   (Brenzinger & Marten 2016) 

>  SW-ized X 
       + 
>  X-ized SW 

W-2-3
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2. 民族語に見られるスワヒリ語の影響：SW-ized 民族語  マテンゴ語の例 (Yoneda 2010) 

 スワヒリ語との言語接触により、スワヒリ語圏東アフリカのバントゥ諸語にはスワヒリ語からのさま

ざまなレベルの影響が見られる。その中心は語彙であるが、単語や接辞の借用によって結果的に構文に

も影響を与えている。またテンス・アスペクト体系にも影響が見られる。 
 
2.1. 文法以外の影響 
●音韻  
 (2) マテンゴ語：7 母音・長短の対立あり          
   -lumba 「呪祷をする」-lima 「飼育する」    
   -lomba 「つなぐ」  -lema 「耕す」    -lea  「泣かす」   -leːa  「食べさせる」 
   -lɔmba 「買う」   -lεma 「非難する」  -kεlεla 「肉をばらす」 -kεːlεla 「熟す」 
   -lamba 「なめる」  -lama 「生きている」 
   
 cf. スワヒリ語：5 母音・長短の対立なし 
     スワヒリ語化したマテンゴ語  
     ⇒ 長短の対立はほとんど区別されなくなっている        14→7 
       若者を中心に e と ε，o と ɔ の区別があいまいにありつつある    7→5 
 
●語彙 
 スワヒリ語から民族語への借用語は 3 つのグループに分けられる (米田 2001, Yoneda 2010)。 
 
(A) その事物がコミュニティに存在していなかったもの 
    スワヒリ語   スワヒリ語化したマテンゴ語        
  (3)  gazeti      ligasεti   「新聞・雑誌」        
   (4) gari       ligali   「車」 
   (5) -endesha     -hεndεsa  「運転する」     
 
(B) 事物や概念はコミュニティに存在しているが表現が民族語になかったもの 
  (6) 稲・米・飯 
    a. マテンゴ語 
      mponga  「稲・米・飯」 
    b. スワヒリ語       c. スワヒリ語化したマテンゴ語    
      mpunga 「稲」      mponga 「稲・米・飯の総称」 
      mchele  「米」       nsεle  「米」 
      wali   「飯」      hwali  「飯」 
  (7) きょうだい 
    a. マテンゴ語 
      mbeli  「同性の年上のきょうだい」 
      unung'una「同性の年下のきょうだい」 
      ndombu  「男性にとっての姉妹」 
      nhasa  「女性にとっての兄弟」    
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    b. スワヒリ語            
      kaka   「兄」        
      dada   「姉」         
      mdogo  「弟・妹」      
  (8) 接続詞・派生接辞等    
     スワヒリ語化したマテンゴ語 ⇒ 構文の変化 
 
(C)  同義の単語があるもの 
     本来語   スワヒリ語   スワヒリ語化したマテンゴ語 
   (9)  -tonda    -choka      -soka   「疲れる」      
  (10)  -boːla    -fundisha     -pundisa  「学ぶ」  
  (11)  -loːba    -sali       -salila   「祈る」   
  (12)  lihεngu   kazi       kasi    「仕事」     
      
   図 2：同義の単語がある場合の単語の取り換え  
       New thing           
      ↓               [使い分け]      [使い分けの曖昧化]  
    マテンゴ語の本来語  →   本来語/借用語  →   借用語 /本来語  →  借用語 

      ＝ 言語シフトと同じプロセス（米田 2001） 
 
2. 2. 文法 
(A) 構文に見られる影響 
 マテンゴ語には、多くのバントゥ諸語に見られるような受動態を表す動詞派生接辞がなく、受動の意

味を表す場合には (13a) のような非人称構文が用いられる。しかしながらスワヒリ語から受動形派生接

辞-w-がマテンゴ語に持ち込まれ、最近では(13c)のような軽動詞構文を用いて受動態が表されるように

なってきている。 
 
  (13)  a. マテンゴ語 
      Mu-ndu  dju-m-tεg-iti     Kinunda. 

     CL1-人   SM1-OM3SG-呪う-PF1  キヌンダ 
     「(誰かが) キヌンダ氏に呪いをかけた。」 

     b. スワヒリ語 
      Kinunda   a-me-log-w-a. 
      キヌンダ SM3SG-PRF-呪う-PASS-BF   
      「キヌンダ氏が呪いをかけられた。」 
     c. スワヒリ語化したマテンゴ語 
      Kinunda   dju-tεnd-iti   ku-tεg-w-a.    
      キヌンダ SM3SG-する-PF INF-呪う-PASS-BF  
      「キヌンダ氏が呪いをかけられた。（＜「呪われるということ」をした）」 

                                                   
1 BF:基本末尾辞, HAB:習慣, INF:不定形接頭辞, CL:名詞クラス接頭辞, NPF:非完了末尾辞, OM:目的語接辞, PASS:受
動, PF:完了末尾辞, PL:複数, PREF:前末尾辞, PRF:完了, PRS:現在, PST:過去, SG:単数, SM:主語接辞, TA:ﾃﾝｽ・ｱｽﾍﾟｸﾄ。  

 c. スワヒリ語化したマテンゴ語 
    (7a) + この 2 つ 
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  本来のマテンゴ語には「～の後」「～の前」といった時間的関係を表す前置詞が存在しない。順番を

示す場合は、(14a)のように「～に先行する」という動詞が用いられるか、あるいは継起を表すテンス・

アスペクト接辞 (以下 TA 接辞)を用いて表現される。しかしながらスワヒリ語の kabla「～の前」が借

用され、(14b)のような表現が一般的になっている (Yoneda 2010)。   
 
 (14) a. マテンゴ語 
     Maria  dju-a-n-longol-iti          ku-bεlakεka. 
     マリア SM3SG-PST-OM1SG-先行する-PF  INF-生まれる 
     「マリアは私より先に生まれた。（＜マリアは私に先行して生まれた）」 
   b. スワヒリ語化したマテンゴ語 
     Maria   dju-a-bεlakεk-iti      kabula  nεnga. 
     マリア SM3SG-PST-生まれる-PF ~の前  私 
     「マリアは私の前に生まれた。」 
 
(B) 1 人称単数の主語接辞 
 マテンゴ語の 1 人称単数に一致する主語接辞は n-である。TA 接辞が入らない場合は n-は後続する動

詞語幹の語頭子音と結合する(米田 2000)。しかしながら最近ではスワヒリ語の 1 人称単数に一致する主

語接辞 ni-が用いられるほうが一般的である。ただし TA 接辞が入る場合の主語接辞は ni-にはならない。 
 
   マテンゴ語          スワヒリ語化したマテンゴ語 
 (15) a. n- pul-a   > mbula     b. ni-pul-a    > nipula    「私は吹く」 
    SM1SG-吹く-BF         SM1SG-吹く-BF 
 (16) a. n-mεmεn-a  > mεmεna     b. ni-mεmεn-a   > nimεmεna  「私は噛む」 
 (17) a. n-sɔm-a   > ndzɔma    b. ni-sɔm-a    > nisɔma    「私は読む」 
  cf. c n-a-sɔm-iti  > nasɔmiti    d. n-a-sɔm-iti   > nasɔmiti   「私は読んだ」 
    SM1SG-PST-読む-PF       SM1SG-PST-読む-PF 
   
(C)当日過去形の消滅 
 マテンゴ語では、発話の前日以前の過去を表す「遠過去」、発話当日の過去を表す「当日過去」、た

った今の過去を表す「完了現在」が区別される。しかし実際には、発話当日のことを表す場合には完了

現在が用いられることのほうが多い。当日過去と完了現在にはアスペクトの違いがあるはずだが、その

区別も曖昧になってきている。 
 
 (18) a. dju-a-hεng-iti    lihεngu.    【完了過去】「彼は仕事をした。(発話前日以前のこと)」 
    SM3SG-PST-働く-PF 仕事  
   b. dju-hεng-it-adje    lihεngu.   【当日過去】「彼は仕事をした。(発話当日のこと)」 
    SM3SG-働く-PREF-NPF 仕事  
   c. dju-hεng-iti   lihεngu.       【完了現在】「彼は仕事をした。(し終えた)」 
    SM3SG-働く-PF 仕事  
 
  スワヒリ語化したマテンゴ語 
  ⇒ (19) dju-hεng-iti   lihεngu  lukεla. 【完了現在】「彼は今朝仕事をした。」 
      SM3SG-働く-PF 仕事  朝 
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3. スワヒリ語に見られる民族語の影響:  X-ized スワヒリ語 
 スワヒリ語と民族語の言語接触により、民族語からスワヒリ語への影響も起きている。 
 
(A) 指小辞 
 バントゥ祖語で再構されている指小辞は 12クラス(単数)と 13クラス(複数)の名詞クラス接頭辞 ka-/tu-
で、多くのバントゥ諸語においてこれらが指小辞として用いられている。一方、スワヒリ語の指小辞は

7 クラス (単数)と 8 クラス(複数)の名詞クラス接頭辞 ki-/vi-で、標準スワヒリ語には 12/13 クラスは存在

しない。しかしながら口語スワヒリ語では ki-/vi- 以上に ka-/tu-が指小辞として用いられている。 
 
 (20) a. m-lima 「山 (3 クラス)」     b. ki-lima 「小さい山・丘 (7 クラス)」 
    CL3-山              CL7-山 
 (21) a. m-toto 「子ども (1 クラス)」   b. ki-toto 「小さい子ども (7 クラス)」        
    CL1-子ども            CL7-子ども 
        X-ized スワヒリ語  ⇒  c. ka-toto「小さい子ども (12 クラス)」 
                    CL12-子ども   
 (22)  Kwa.nini  Wajapani  ka-dogo-ka-dogo? 
    なぜ   日本人  CL12-小さい-CL12-小さい 
    「なぜ日本人はみんな小柄なのですか？」 
 
(B) 習慣相 
 標準スワヒリ語では習慣を表す場合に TA 接辞 hu-が用いられる。 
 

 (23)   Wa-nafunzi  hu-som-a    vi-tabu  vingi.  
    CL2-生徒   HAB-読む-BF  CL8-本  CL8.たくさん 
    「学生たちは（いつも）たくさんの本を読む。」 
 
 多くのバントゥ諸語で習慣を表す場合に接尾辞 -ag が用いられる。この接辞は標準スワヒリ語にはな

いが、最近の口語スワヒリ語では習慣を表すために hu-の代わりに-ag が広く用いられている(Abe 2009)。 
 

 (24)  Tu-na-end-ag-a     Dar es Salaam. 
    SM1PL-PRS-行く-PREF-BF ダルエスサラーム (Abe 2009: 300) 
    「われわれはよくダルエスサラームに行く。」 
 

4. まとめ 
 スワヒリ語と他のバントゥ諸語との接触によって起きているのは、言語シフトではなく、両言語の 

-ization という言語ドリフトの現象である（cf. Batibo (1992)の言語シフトのフェーズ 4 ）。 
 

① 民族語のスワヒリ語化 
  2 種類の「変種」(Yoneda 2010) 
   年配者が話すマテンゴ語   ＝伝統マテンゴ語  (Samatengo sa ndani  'ディープな' マテンゴ語) 
   スワヒリ語化したマテンゴ語 ＝現代マテンゴ語  (Samatengo sa kisasa  '現代風の' マテンゴ語)   
 

  ⇒ このようなスワヒリ語化は、マテンゴ語に限らずスワヒリ語圏東アフリカ、特にタンザニアの 
   多くの民族語に見られる現象である(Petzell 2012, Brenzinger & Marten 2016 他) 。 
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② スワヒリ語の民族語化 
 a. これまでのスワヒリ語の変種： 標準スワヒリ語、マクンドゥチ方言、トゥンバトゥ方言、パテ方 
                 言、モンバサ方言、ムィイニ語 etc. (Nurse & Hinnebusch 1993)  
 b. 民族語化したスワヒリ語  ： 「標準スワヒリ語」という変種の「地域変種」(Heine 1992)、 
                 あるいはコミュニティ変種 (Brenzinger & Marten 2016) 

 
「標準スワヒリ語」というスワヒリ語のひとつの変種は、異なる母語を持つ人々に共通語として用い

られるようになったことで、いくつもの地域変種ができつつある。このような地域変種の出現につい

ては Abdulaziz によって 1980 年にすでに報告されている(Abdulaziz 1980)。しかしながら最近の特徴は、

地域や民族を超えて共通する現象が観察されることである。3 節で挙げた現象も、地域や民族にかか

らわず広範囲で定着しつつある。-ag- や ka- は多くのバントゥ諸語に共通する接辞だが、今や自分た

ちの民族語に-ag- や ka-がない人たちであっても、スワヒリ語にこれらの接辞を用いるようになって

きている。この状況は、「地域変種」が垂直的に共存しているというよりも、スワヒリ語圏で水平的

に使用される「標準口語スワヒリ語」のようなものが確立しつつあるように思われる。 
 
③現在のタンザニアの言語状況 
  少なくとも今の段階では「言語シフト」は起きていない。   
 
    民族語とスワヒリ語の併用 
         
  「スワヒリ語化した民族語」と「民族語化したスワヒリ語」の併用 （cf. 図 1）  
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スワヒリ語圏アフリカにおける多言語状況の実態 
―言語接触状況下での多様な言語現象から捉える― 

 
[発表 4] 

 
スワヒリ語を基盤とする都市混合言語における新たな文法特徴の創出 

 
品川大輔 

（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所） 
 
1. はじめに 
1.1 シェン（Sheng）とは 
 一般的定義：Abdlaziz and Osinde (1997) 

(1) “Sheng, ..., is based primarily on Swahili structure, with the lexicon drawn from Swahili, 
English, and the various mother-tongue languages.” [p.43] 

 都市若者言語（African Urban Youth Language, AUYL）としてのシェン：Kiessling and Mous (2004) 
(2) “Sheng started presumably around the 1970s and served to mark youth identity... These days, Sheng 
seems to be on its way to being adopted by the older generation as well and is acquiring the status of an 
urban language” [p.311] 

 Maho (2009) による分類：‘New’ Languages in Bantu area として「G40E」の分類番号 

 社会言語学的解釈：Githiora (2002) 
(3) “Sheng demonstrates a few characteristics of a pidgin such as widespread lexical borrowing and 
phonological reduction. ... It is too early to talk of a proper pidgin, much less an evolving Creole. In sum, 
Sheng is an age-marked, urban dialect of Kenyan Swahili whose outer form is pidgin-like.” [p.176] 

 記述言語学的解釈：Bosire (2008) 
 (4) “Whereas it appears that the grammatical, morpho-syntactic frame for Sheng comes from Swahili 

(and much of its lexicon too), there are fundamental differences between its structure and Swahili’s. 
[...] there are salient difference in the morphology (noun classes, tense marking, and word formation) 
and also in the phonology (stress, segmental process, and the syllable).” [p.272] 

 (5) Summary of Sheng’s uniqueness from Swahili: Morphological differences [p.281: 抜粋] 
 a) 名詞クラスの合流・単純化（cf. 2.1），b) 指小クラス cl.12/13 の導入（cf. 2.3, [発表 3]）， 
 d)「習慣」を表す接尾辞の存在（cf. [発表 3]）...  
⇒ 統語論レベルの言及なし（§3 へ） 

 
1.2 Sheng vs. Lugha ya Mitaani 
 タンザニアの「ストリートのスワヒリ語（Lugha ya Mitaani）」：Reuster-Jahn and Kiessling (2006) 
  

W-2-4
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 LyM Sheng 
Grammatical matrix Swahili Swahili 
Grammatical simplification of the Matrix - + 
Borrowings from English rare + 
Borrowings from indigenous languages almost nonexistent + 
Deliberate morphological hybridisation almost nonexistent frequent 

表 1：言語形式操作に用いられる方略に関するストリートのスワヒリ語（LyM）とシェンの比較 
（Reuster-Jahn and Kiessling [2006: 73] より抜粋） 

(7) “[I]n Kenyan Sheng there is massive restructuring of the Swahili grammatical frame taking 
place...  which consolidates a trend already observed by Heine (1973: 76ff.) for a vehicular Swahili 
variety he calls “Kenyan Pidgin Swahili”. This kind of simplification is definitely not characteristic of what 
is going on in LyM. Summing up, the decisive difference between LyM and Sheng – in spite of major 
similarities – is that the element of deliberate hybridisation (Kießling & Mous 2006: 393-395) 
characteristic of Sheng and most African urban youth languages is largely absent in LyM...” [p.72] 

 
2. 言語接触による文法基盤の変容 
2.1 屈折変化の単純化 
 「ケニア口語スワヒリ語」における屈折形式：

Myers-Scotton (1979: 116)  
(8) The Nairobi and Kampala varieties of Swahili 
show a simplification of the inflections present in 
Standard Swahili.  

 シェンの例：Shinagawa (2007：160) 
 (9) [S] ma-gari i-li-ku≠w-a     ya  wa-zungu  
     CL6-car SM.9-PST-INF-be-BF ASS.9 CL2-european 
    「車は（みんな）白人のものだった」 
 cf. [標準スワヒリ語（StSw）] ma-gari  ya-li≠ku-w-a     ya   wa-zungu  
               CL6-car SM.6-PST≠INF-be-BF ASS.6 CL2-european 
 
2.2 分析的構造 
 「ケニア口語スワヒリ語」における分析的―孤立的形態論への偏向：Myers-Scotton (1979: 115) 

(10) In the Kampala and Nairobi varieties, analytic-isolating features replace certain inflectional-
agglutinating features which are native to Swahili. 

 シェンの例：Shinagawa (2007: 164) 
 (11) [S] enyewe m-tu     m-janja   sana  a-na≠ez-a       chanuk-a  
     self   CL1-person  APx.1-clever very  SM1sg-PRS≠be able-BF outwit-BF 
    「とてもずる賢い人は出し抜くことができる」 
 cf. [StSw] a=li=ye      m-janja  sana  a-na≠wez-a       
      SM1sg=COP=RM.1 CL1-clever very  SM1sg-PRS≠be able-BF  
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表 2：シェンで書かれたテキストに 
おける名詞クラス別の SMの出現頻度 

（Shinagawa 2007: 160） 
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     ku≠shind-a  kwa Ø-akili 
     INF≠win-BF by CL9-wit 
 ⇒不定詞マーカーの脱落（加えて，enyeweの StSw 対応形は mw-enyewe [mw-: CL1]） 
 
2.3 基層的影響／民族語形式の再導入 
 StSwにはないが（基層）バントゥ系民族語が共有する形式の再導入：Gibson and Marten (2016) 

(12) “Morphosyntactic innovation in Sheng and across Bantu often shows convergence effects, where 
structural features are ‘reintroduced’ through language contact.”  

 シェンの例：Shinagawa (2007: 165, 2006: 128) 
(13) [S] a-li≠ku-w-ang-a      huko 
    SM3sg-PST≠INF-be-PF-BF  DEM.M.17 

 「あいつがそこにいたんだってば」 
cf. [StSw] (kweli) a-li≠ku-w-a      huko 
     (truly)  SM3sg-PST≠INF-be-BF DEM.M.17 

 (14) [B] ankalau ka-chai  ka   ma-siwa   na Ø-sukari 
     though  CL12-chai ASS.12 CL6-milk  and CL9-sugar 
    「ミルクと砂糖が入ったほんのちょっとのチャイだけども」 
 cf. [StSw] angalau Ø-chai  (n-dogo)   ya  ma-ziwa   na Ø-sukari 
      though  CL9-chai (APx.9-little) ASS.9 CL6-milk  and CL9-sugar 
 
3. 関係節構造 
 標準スワヒリ語の関係節の 3タイプ 

 統語構造 「歌を歌う（人）」 
分析的 amba-RM＋定動詞 amba-ye  a-na≠imb-a 
統合的＋接頭辞 関係節動詞[SM-TAM-RM-(O)≠V-E] a-na-ye≠imb-a 
統合的＋接尾辞 関係節動詞[SM-TAM-(O)≠V-E-RM] a≠imb-a=ye 

 
 「ケニア口語スワヒリ語」における関係節の構造特徴：Myers-Scotton (1979: 120) 

(15) The deletion of the relative is another common feature of up-country Swahili... If the relative occurs 
at all in up-country Swahili, it is more likely to appear in the amba construction. This preference is 
in keeping with the favoring of isolating-analytic forms in the up-country variety. 

 キクユ語（Bantu E51，シェンの代表的基層民族語）における関係節の構造：Morimoto (2017) 
(16) Nij̃ũe mũthuri ũreya aikaraga nyũmba-ini ̃ir̃eya 
  “I know the man who lives in that house.” 

 シェンの例-1＝予測される構造：Shinagawa (2007) 
 (17) [S] ku-li≠let-w-a        ma-basi i-na≠it-w-a       mang’oro 
     SM.17-PST≠bring-PASS-BF CL6-bus SM.9-PRS≠call-PASS-BF  mang’oro 
    「マゴロと呼ばれるバスが（ナイロビに）導入された」 
 cf. [StSw] ku-li≠let-w-a        ma-basi ya-na-yo≠it-w-a       mang’oro 
      SM.17-PST≠bring-PASS-BF CL6-bus SM.6-PRS-RM.6≠call-PASS-BF mang’oro 
 ⇒ゼロ標示 
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 (18) [S] si     hao    ni   wa-le    wa-see  u-li≠ku-w-a  
     NEG.COP DEM.M.2 COP  PPx.2-DEM.F CL2-guy SM2sg-PST≠INF-be-BF  
     u-na-ni≠ambi-a 
     SM2sg-PRS-OM1sg≠tell-BF 
    「あいつらが，お前が俺に言ってたやつらじゃないの？」 
 cf. [StSw] hao    si     (wa-le)    wa-zee   
      DEM.M.2 NEG.COP (PPx2-DEM.F) CL2-old  
      amba-o  u-li≠ku-w-a      u-na-ni≠ambi-a 
      REL-RM.2 SM2sg-PST≠INF-be-BF SM2sg-PRS-OM1sg≠tell-BF 
 ⇒指示詞による標示（cf. 2.3「再導入」, Gibson and Marten (2015)）＋主名詞は非主語 

 (19) [S] sana sana   i-le      sisi    tu-li≠ku-w-a      tu-na≠ishi   
     usually   PPx.9-DEM.BF INDP.1pl SM1pl-PST≠INF-be-BF SM1pl-PRS≠live   
     i-li≠ku-w-a      mia    moja na themanini 
     SM.9-PST≠INF-be-BF  hundred  one  and eighty 
    「だいたい俺たちが住んでいたところは，（貸し賃が）180（シリング）だった」 
 cf. [StSw] Sana sana  ny-umba  amba-yo   sisi    tu-li≠ku-w-a  
      usually   CL9-house REL-RM.9  INDP1pl SM1pl-PST≠INF-be-BF  
      tu-na≠ishi,    i-li≠ku-w-a     mia    moja na themanini 
      SM1pl-PRS≠live SM.9-PST≠INF-be-BF hundred  one  and eighty 
 ⇒主名詞（そのものは脱落）は非主語 

 シェンの例-2＝予測されない構造：Shinagawa (2007) 
 (20) [S] hao    wa-li≠ku-w-a     ma-askari w-enye   wa-li≠ku-j-a  
     DEM.M.2 SM.2-PST≠INF-be-BF CL6-guard PPx.2-having SM.2-PST≠INF-come-BF 
     wa-ki≠w-a     na  wa-zungu 
     SM.2-IMPF≠be-BF with CL2-european 
     「連中は白人と一緒に来た軍人だった」 
 cf. [StSw] hao    wa-li≠ku-w-a     Ø-askari    amba-o   wa-li≠ku-j-a... 
      DEM.M.2 SM.2-PST≠INF-be-BF CL10-guard  REL-RM.2 SM.2-PST≠INF-come-BF  

 (21) [S] Kariuki Chotara mw-enye  a-li≠ku-w-a      pande   ya  Nakuru  
     (K.C.)      PPx.1-having SM3sg-PST≠INF-be-BF direction  ASS.9 Nakuru 
     「ナクルの方にいたカリウキ・チョタラ」 
 cf. [StSw] Kariuki Chotara amba-ye  a-li≠ku-w-a     u-pande    wa   Nakuru 
      (K.C.)     REL-RM.1 SM.1-PST≠INF-be-BF CL11-direction ASS.11 Nakuru 

 シェンの例-3＝最近のインタビュー動画：#PesaPersonas [2017/1/19] 
 (22) [P] at least  so far ni-me≠pat-a     wa-tu    kama forty  
     at least so far SM1sg-ANT≠get-BF CL2-person like  forty   
     w-enye    wao   come kila  Sato 
     PPx.2-having INDP.2 come every Saturday 
     「少なくとも今のところ土曜日ごとにやって来る人を 40 人くらい得ている」 

 (23) [P] Kwa sababu... I think mimi   tu  the only person  mw-enye  nafanya  
     because...  I think INDP1sg  just the only person  PPx.1-having SM1sg.PRS≠do-BF 
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     i-le     ki-tu     n-na≠fany-a 
     PPx.9-DEM.F CL7-entity SM1sg-PRS≠do-BF 
     「なぜって，今していることをしている人は僕だけだと思うから」 

 (24) [P] lakini kila  m-tu     a=ko    na  n-jia    y-ake y-enye   
     but  every CL1-person  SM.1=EXT with CL9-way  PPx.9-POSS.3sg 
     a-na≠fuat-a 
     SM.1-PRS≠follow-BF 
     「でも，どんな人でも自分が従う自分の道を持っている」 
 ⇒主名詞が非主語（ほとんどが主名詞＝主語，ただし cf. §4 Kivu Swahili） 
  
4. 既存形式の機能シフト 
 バントゥ諸語一般の関係節構造  

cf. 指示詞か前接頭辞による標示：Wald (1987) 
(25) “Bantu Subordination patterns are relatively 
consistent across languages. Relativization is 
generally introduced by a demonstrative or, among 
languages with preprefix [=preinitial], a preprefix 
when the subject is relativized...” 
cf. 米田（2016）に確認される代表的な構造： 
i) 接辞  (preinitial+prestem), ii) SM の交替（含

APx/PPxとの交替），iii) 関係詞 
⇒民族語における関係節形式の（直接的な）模倣

（grammatical calque）ではない1． 

 StSw -enye「～を持った」2が関係節標識に 
⇒既存形式の機能シフト 
⇒接頭辞構造を志向する構造的水平化：Shinagawa (2007) 
⇒属詞（associative/connective）と関係節構造の類似性？：cf. Meeussen (1967: 106) 
⇒声調による標示の（スワヒリ語における不在の）代償？ 
cf. 類型論的に広く見られる所有表現と関係節標識の同形性：Hendery (2012), Yap and 
 Matthews (2008) 

 Kivu Swahili（DRC）にも同様の現象：Bose and Nassenstein (2016: 19) 
(26) “In Kivu Swahili ... -enye, which is suffixed to the concord pronoun of the antecedent is the only 
relative marker” 
(27)3 ki-simba kenye  ki-li≠pit-a      apa  ki-li≠uw-a     mu-tu 

 CL7-lion CL7.REL SM.7-PST1≠pass-BF here  SM.7-PST1≠kill-BF CL1-person 

                                                
1 ただし，通バントゥ的には通時的には所有関係を表す「属詞（Associative）」に相当する形式が preintial に
充填される言語も確認される（cf. Gueŕois et al. 2016）．バントゥ祖語段階では，直接（主語）関係節で SM
を PPx に置換，間接（目的語）関係節で PPx を preinitial として SM に前置させる構造が推定されている
（Meeussen 1967: 112-113）． 
2 意味的には，所有を意味する na ‘(be) with’を後置したコピュラ関係節形式（SM=COP=RM=na；e.g. 
mtu a=li=ye=na kalamu ‘pen’「ペンを持っている人」）とほぼ等価である． 
3 本稿の表記に合わせてグロスを一部変更している． 

zero marked 16 
marked by  RM-Pref. 19 

RM-Suf. 2 
DEM 15 
-enye 10 
amba- 0 

total 62 
 

表 3：関係節標示形式のテキスト内での分布 
Shinagawa (2008: 167) 一部加筆 
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⇒スワヒリ語基盤接触言語における-enye 形式の選好性？ 
⇒-enye 関係詞の導入に段階的尺度アリ？ 

 
略号 
1, 2, 3...：名詞クラス番号；1sg, 2pl...：人称＋数；ANT：完了；APx：形容詞接頭辞；ASS (associative)：属
詞；BF：基本末尾辞；COP：コピュラ；CL：名詞クラス接頭辞；DEM.N/M/F：指示詞（近/中/遠）；EXT：
存在詞；IMPF：未完了（部分）相；IMPR：命令形；INDP：独立人称代名詞；INF：不定詞標識；NEG：否定；
OM：目的語一致接辞；PASS：受動；PF：前末尾辞；POSS：所有詞；PPx：代名詞接頭辞；PRS：現在；PST：
過去；REL：関係詞；RM：関係節標識；SM：主語接頭辞；-：接辞境界，=：接語境界；≠：動詞語幹境界 
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