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トルコ語の指示詞 -"Su''系列指示詞の楼能を中心に-

TurkishDemonstratives-Focusingon"su"Series-

BALPINAR.Metln

岡山大学社会文化科学研究科

要 旨

現代 トルコ語には､bu.su､Oに代表される3つの指示詞がある｡近年､これらの用法を

体系的に捉えつつ.その横能を明らかにしようとする試みが蔑つか見られる｡しかし､そ

の中で提案されている説では suの用法をうまく説明できないようなデータが存在する｡

従って､本箱ではデータ分析を従来例外とされてきた用例の乾田まで広げ､Suの多耗性に

統一的な説明を与えることを試みる｡また.苛uは時間的のみならず心理的にも近称の指示

詞であると主張する｡

キーワード トルコ絹､指示詞､共通の空間.心理的建株､時間

1 はじめに

現代 トルコ語には､日本語のコ ･ソ ･アと同様に､それぞれ近称 ･中称 ･遠称と呼ばれる3系列の

指示詞がある(表 lを参照)｡これらの形は指示詞語幹 bu､Su､oからの派生形であると考えられてお

り､指示形容詞と指示代名詞という2種類に分けて区別されている｡

表 1 トルコ語の指示詞

bu系列 Su系列 o系列

これ/それ/あれ､この/その/あの bu Su 0

ここ/そこ/あそこ bur且/burasl Sura/Surasl ora/orasl

こう/そう/ああ bf)yⅠe $6yle 6yJe

(林2008217)

これらの使い分けに関する研究は数少なく､その中で特にsuの用法が未だ充分解明されているとは

言えないl｡従って､本箱では suの株能を明らかにしつつ､その多様な用法に統一的な説明を与える

本名の執筆にあたり.和田道夫先生.宮崎和人先生､栗林裕先生に賞重なコメントをいただきました｡また,ト

ルコ語の例文に帆しては兄BALPINAR.ZaLer.友人のERALMuratとGUROLAbdurrahmanに判断をもらいま

した｡ご協力いただいた方々に感謝の意を表します｡

suのみならずOの用法に関しても検討する必要があるが､庶箱のページ数に上る制限などの理由で､それを今

後の課護にしたいと思う｡
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ことを目指す｡また､本箱では､林(2008)の ｢suは時間的に近称の指示詞である｣という意見をさら

に進めて ｢suは心理的に近称の指示詞である｣ということを提案する｡なお､本箱では suに赦密な

意味で文脈指示の用法は存在 しないと考える.何故ならば､指示対象がその場にない場合､Suは言語

的コンテキス トによって導入された先行詞と言語的関係を持つことができないからである2｡

論の進め方としては,まず第2節で表 1に示された トルコ語の指示詞がこれまでどのように説明さ

れてきたかということをまとめる｡第3節では suによって指示されるものは対話者たちに特定可能

なものであり､かつ共有可能なものであるということを示 し､第4節では suの派生的せ味に触れるO

緩 く第5節ではsuは心理的に近称の指示詞であるということを主張するO殻後に本箱での議論をまと

める｡

2 トルコ語の指示詞における先行研究

トルコ語の指示詞の先行研究は大別すると.その使い分けに関してあまり詳細な記述がなされてい

ない文法杏の研究と､bu.su.Oの用法に挿密な分析を行った研究に分類することができる｡

21文法書の中で説明されてきた トルコ語の指示詞

これまでの解釈では､bu,Su.Oの用法は (A)buは話し手に近いもの(近称)を､Suは話 し手から少し

速いもの(中称)を､Oは話 し手から速いもの(通称)を指示するのに用いるという説明が投も広 く見ら

れる (LewIS1967､飯沼 1995､Ergln2002､BanguoBlu2004､Kornfilt1997)Oまた､(B)話し手の近

くにあるものを bu､聞き手の近 くにあるものをsu､他者の近 くにあるものを Oで指示するという説

もある (KISSllng1960)0

さらに､(A)の説明を基準にしているもののsuとOを区別する上で ｢対象が見えるかどうか｣とい

う基準を用いる解釈も存在する(Jansky1943､Peters1947)｡その場合､SUは話 し手から見えるもの､

O は話 し手から見えないものを指示するのに用いるという｡また､Underh111(1976)はジェスチャーと

いう規準に基づいて､Suで指示されるものはジェスチャーを伴う場合であ り､bu又はOで指示される

本積では､Suの横能に関する閉漣を考える時に､トルコ譜の指示詞体系全体の中にsuをどう位置づけれはいい

かという問題も含めて考える必要があると思っている｡それは､トルコ語における指示詞体系はその全体像が未

だ充分明らかにされていないからである｡従って.以下の (l)のような場合にsuを用いることができないという

ことを報告しておきたい (このような場合buも任用不可能である)o

(l) Nerede olursem.ben llburaya/'suraya/orayalgomun(Ogut20D4205)(1,内の表示は聾者による)

どこで 死ねば 私を そこに 埋めろ (焚方たち)

私がどこかで死んだら､そこに私を埋めてもらいたい

どこ (Ⅹ)(Xで死ねば､私をXに埋めろ)

(1)でOによって標示されている対象 (x=場所)は特定の対象をあらわしておらず､数多くの対象の中で特定で

きない一つの対象に相当する値をとるoこの言語現象はいわゆる束縛変項と呼ばれるものであり､buとsuには見

られない用法であるOこのbu.su対Oの間に見られるコントラストは､bu.suには赦密な意味での文脈指示用法

が存在しないと考えることによって説明できると考えている｡
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ものはジェスチャーを伴わない場合であると述べており､かつ buは話し手に近いもの､Oは話し手か

ら遠いものを指示するのに用いるとしている｡

しかし,上のいずれの解釈でも説明できないデータが存在する(反論･反例に関しては林1984.1989､

2008を参照のこと)｡以下の研究は､そのようなデータに適切な説明を与えようとするものである｡

22 トルコ語の指示詞を対象とした研究

以下では､bu.su,Oの用法を対象にした研究 (林1984､林1989､Ozyurek1998､KuntayandOzyurek

2006､西岡2006､林2008)をまとめておく｡

2.2.1林(1984､1989)

林(1984､1989)は,話し手に近い(空間的.時間的･心理的)ものをbu､話し手から焦れているもの3

をOで指示するということでbuとOの区別に関してあまり問題はないとし､一方suについてはbuと

suの両方､あるいはOとsuの両方を用いることのできる場面が多いため.問題も多いとしている｡そ

して､林 (1989)に次のようなものが挙げられている｡

(1) (A､B2人の会話)

A SLZln Okumak lSted嶋InlZ kltabl getlrdlm

あなたの 読み たがっていた 本を 持ってきました(私は)

BBun-u/On-u nezamana kadar oduncalabllJrlrn?

これを′それを いつ まで 借りられますか(私は)(林198998)

(2)a_(話し手が聞き手の後方を示しながら)

Aa 旦竺-a bak Hasan gellyOr

おや それを 見ろ. ハサンが 来るよ

b(話し手が聞き手の顔を示しながら)

塾 suratlnln halLne bak

この お前の顔の 有様を 見ろ (林198999)

(3)a･Hasan'a 量些 -u SOyleyece豆･m, -Annenlmeraklandlrma

ハサンに これを 言うつもりです(私は) ｢君の母親を心配させるな｣

3 林(1989)に上るとOで指示されるものは.｢聞き手に属するものを含めて話し手から焦れているもの (p98)｣で

あるO
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bBugun ders yokmus ama,bun-u hlC bllmlyOrdum

今日 授業は ないそうです が これを 全 く 知りませんでした(私は)

(林1989100)

(1)(2)のような現象をもとに林(1984､1989)はbuで指示されている対象について聞き手が既に気付

いているとし､またsuで指示されている対象について聞き手が未だ気付いていないとしている｡さら

に､このことから林(198457)は次のような一般化を行うO

(4) 垣 話し手に近く(空間的.時間臥 または心理的に).既にディスコースJに導入されている.

と話し手が見倣している対象を指示｡

9 話し手から粧れており.既にディスコースに導入されていると話し手が見倣している対象

を指示｡

塾 未だディスコースに導入されていないと話し手が見倣している対象を指示｡

そして､上記のような使用条件によって(3)のような用例もうまく説明できるというDまた､林(1989)

は以上の一般化と共にsuの用法に関するもう一つの点を示唆している｡

suによって指示される対象は､聞き手が容易に発見できるように､話し手や聞き手の近くに

ある日に見えるものであることが思われますosuが多くの場合対象を指し示す身ぶりを伴うの

も､やはり聞き手の認識を助けるためなのでしょう｡buやOを含む名詞句に較ベsuを含む名詞

句が修飾語をより自由に取れるのも､聞き手の認識を助けることと無関係ではないと思います｡

(林1989100)

そして､Suの使用条件としては(4)の一般化に次の条件も付加されているO

(5) 指示対象は,Suを含む発話と同時に､聞き手によって同定5されなければならないO(林1989100)

2220zyurek(1998)､KuntayandOzyurek(2006)

Ozyurek(1998)は､自然な状態での会話記録と面接調査に基づくデータの分析を行い､Suの使用に

関しては聞き手の視覚的注目(vISua】attentlOn)が対象にない場合に用いられるのに対し､bu及び O

は聞き手の視覚的注目が対象にある場合に用いられるとしている｡また､bu(近称)及び o(速称)は話

ディスコースとは対話者たちがお互いに共有していると思い込んでいる場面及び文脈に関する知識である (林

198457)0

林微先生の個人的な談話によると｢同定｣というのは､suを含む発話と同時に､会話に関するそれまでの知言態

とか文脈とかの助けを借りることなく､聞き手は指示対象が何であるかを認知できることである0
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し辛から指示対象までの距掛 こ基づくものであるものの､Suは指示対象までの距掛 こ関係なく用いら

れる(TheTurklshdemonstratlVeSLLdoesnotencodeaspa【JalsemantlCdistlnCtion.p613)と主張し

ている(第5節を参照)｡

KuntayandOzyurek(2006)は､Ozyurek(1998)による結果が トルコ語母語話者の幼児(4-6歳)と成

人(大学生)との間でどう違うのか､ということを実証的に考察している｡レゴの作品の写共を見本に､

それをレゴで実際に再現するタスクにおいて､bu及びOの使用は成人と幼児の場合話し手からの距鮭

に関係 していること､一方suの使用は成人の%L合聞き手の視党的注目の有無に関係 しているのに対

し､幼児の場合視党的注目の有無に関係なくbuと同じく話し手に近い対象を指示するのに用いること

が示されている｡また､成人の場合､Oの使用も聞き手の視覚的注目の有無に関係していると指摘さ

れている｡Suの使用に比べ.Oの使用が聞き手の視覚的注目が対象にある場合により多く用いられる

という｡

223西岡(2006)

西岡(2006)は､ウズベク語 ･カザフ語 ･新ウイグル語 ･トルコ語 ･アゼルバイジャン語の指示詞の

機能と体系を記述することを目標とする研究である｡そこで西岡(2006)は､指示用法を ｢発話現場に

おいて指示対象が知光可能か否か｣という規準でまず現場指示用法及び非現場指示用法6に二分割す

る｡また､｢談話内で当該の指示詞より前に,同一の指示対象を表す言語表現が必要か否か｣という規

準を用い､非現場指示用法をさらに独立指示用法及び非独立指示用法に分けて､指示詞の機能を探るo

トルコ語の指示詞に関して西岡(2006)は､現場指示用法の bu･Oはそれぞれ近称 ･速称であり､か

つ導入済み要素の指示であるとし､suは要素を談話-新規に導入するために用いられるとしている7｡

また､非虫立指示用法の bu･Oはそれぞれ ｢対話相手の発話全体を指示｣Ar対話相手の発話内の構成

素を指示｣であり､かつ導入済み要素の指示であるとされ､Suは現場指示用法のsuと同じく要素を談

話-新規に導入するために用いられるとされている｡

224林(2008)

林(2008)は､Suの使用法に関して､これまで試みられてきたさまざまな説明を統一的に捉えるため

に､a)suによる指示が極めて短期間のうちに達成されるということと､b)suによって導入された対

象は再びsuによって指示されることがないということに焦点を当てるOそして､後者の状況について

西岡 (20056)は.r発旨現場において指示対象が見える,聞こえる.触れることができる,など知覚可能な場

合の用法｣を現場指示用法とし,｢発話現場において指示対象が見えない,即こえない 触れられない.など知覚

不可能な場合の用法｣を非現場指示用法としている｡

金氷他 (2002:241)はsuの秩能に関して r対象を談話に新規導入する襟経であることは明らかであるJと述べ

ている｡
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次の例を挙げている｡

(6) su guzeL su da guzel. ama su en guzel

これ よい これ も よい しかし これ 虫も よい

｢これはいいね､これもいいね､でもこれがいちばんいいね｡｣(林2008227)

林によると,この例は話し手と聞き手が目の前のテーブルに思いである10個程のイヤリングの中か

ら3つの異なるイヤリングを次々と指示しつつ､隣にいる聞き手に話 しかけるという状況であるとい

う｡このように､｢1回の発話に複数のsuが現れる場合,指示対象は全て異なっていなければならない｣

と林(2008 226)は指摘 している｡つまり､Suが発話された後は､同じ指示対象をsuで指示できない

ということである｡

以上の現象と､Suの指示対象は発話される直前まで聞き手によって特定されていないということか

ら､林はsuとその指示対象との結びつきに関して ｢発話時のみ､あるいは発話時を中心としたごく短

い時間内にしか成立していないということになる(p227)｣としている｡

以上のことから､林(2008)はsuが時間的近接性を表す指示詞であるという結論を導き出し､｢buが

空間的に近称の指示詞であるならば､Suは時間的に近称の指示詞ということになる(p228)｣と指摘 し

ている｡また､同じところで､!uの機能は rsuによって話し手は ｢今の私に注EIして指示対象を特定

せよ｣と聞き手に要求しているのではないか)と主張している｡

以上､22ではトルコ語の指示詞を対象とした研究をまとめた｡その中で､柿(1984､1989)､Ozyurek

(1998)､KuntayandOzyurek(2006).西岡(2006)､林(2008)の中心的な問題としては､本論文第4

節で指摘する一見例外のように見える用例をどう説明すればいいかという点が挙げられるだろう｡ま

た､Suにおける多様な用法をどのような形で統一的に捉えることができるかという問題も残る｡従っ

て､次節と第4節ではこれらの問題点に関して検討することにする｡

3 sUで指示されるものの特徴

林(1989100)は suで指示される対象について ｢聞き手が容易に発見できるように､話し手や聞き

手の近くにある日に見えるものであることが多いのだろうと思われます｣と述べている｡この指摘は､

以下の(7)(8)においでも容易に確認できる｡

(7) (話し手は自分の鼻を指し､聞き手に対して)

Bak-In l'bu/su/■oL benlm burnu-m-da blr 号ey Var ml?

見ろ-2人称複数 この 私の 鼻-1人称単数一位格 - もの ある 疑問形

見て､私のこの鼻に何か付いていますか? (Ogut2004･100)
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(8) (診断室で医者は患者のすぐ院にある診断用のベッドを指して)

rbu/su/'oトnunuzer-L-ne uZan, hemen ba!la-ya-Jlm

それ-属格 上-3人称単数一与格 横になる すぐ 始める一意志形-1人称複数

1Ste-r-Se-∩

望む･アオリス ト仮定形-2人称単数

そこのベッドに横になって､もしよかったらすぐ始めましょう｡(Eldem2004379)

(7)では話し手の鼻､(8)では聞き手の隣にある診断用のベッドが suで指示される｡この場合.指示

対象は聞き手が容易に発見できるように,話し手や聞き手の近くにあるEIに見えるものである｡また､

(7)(8)の指示対象は､話し手の suを含む発箸の瞬間に聞き手によって特定古れる.これらの現象から.

発話現場において聞き手にも特定可能なものであると話し手が認めた対象をsuで指示するというこ

とが分かる｡

では､特定不可能な指示対象が発話現場に存在している場合suが使用できるのだろうか｡(9)を見

ていただきたい｡

(9) (テーブルの上に,手を伸ばせば､手に持つことができる距離に箱があるとする｡この場面にお

いて､いきなり箱の中で何かが動き出し始める時､その中にある日に見えないものを指示して)

Aman tannm7 1?bu/'su/oldanel

おお (私の)神 これ って 何

おお神よl一体これって何なんだI

この例に関しては､先ず buも自然であるとする話者が存在することは報告しておく必要がある(こ

の場合､buは箱そのものを指しているとする話者もいる)｡と言っても､(9)では Oは間道なく用い

られるのに対して､Suが用いられないのも事実である｡遠称の Oが選択されるのは､話し手が布き･

恐怖のあまりか.そのものをできるだけ自分から遠ざけようとする意識が働いているからであると思

われるB｡次に､(10)の場合を考えてみよう｡

(10) (部屋の中の人がノックの音に対して)

Klm1.bu/'su/ol?

8 この場合.トルコ給ではOを用い､El本指ではコレを用いる｡このことから.指示がトルコほでは心理的な矩

姓に基づいて成立するのに対し,日本語では空間的な距鮭に基づくということが導き出される｡
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誰 あれ

(直訳)あれは､誰?(金水他 2002242､fn7)(日内の表示は筆者による)

(10)では, ドアがノノクきれたため､向こうに誰か又は何かがいるということを前校に､話し手は

その対象をOで指示している｡しかし､その存在は話し手にとって特定不可能なものであるため､Su

で指し示すことができない｡従って､特定不可能な指示対象が発話現場に存在する場合､Oが用いら

れるのに対してbu又はsuが用いられないことが､(9)及び(10)における用例から容易に競われる｡

さて､対話者たちに特定可能な対象が発話現場に存在しない場合を考えてみよう｡

(ll)塾 blZim Ahmet cok callSkan

この 我らが アフメットは 大変 勤勉です (林 1989101)

ある社会共同体 ･団体 .集団に屈するものに関する共有の知識が指示を決定付ける要因となる場合

がある｡例えば､(ll)の Ahmetという人物は話し手 A と話し手 Bにとって特定の場所にいる特定

の Ahmetを示す｡より具体的に言えば､話し手 A-Bが大学院生であり､同じ研究科に Ahmetとい

う長い付き合いの友人がいたとする｡もちろん､話し手 A-Bにそれぞれ別の Ahmetという友達がい

るoLかし､(ll)の文脈が話し手 Aによって発せられた時点で､話し手 Bは夜遅くまで研究に没頭

している姿を見せる(話し手 Aも毎晩目撃しているはずの)AhmetLか思い出せない.もちろん.Ah-

metは発話の場面に存在しないため､話し手 Aは話 し手 Bが指示対象を特定するのを助けようとす

る.そのために､blZlrrl/cokcallSkanという表現を用いてさらに Ahmetという対象を限定しようと

する｡そうすることによって､話し手 Bは話し手 Aと共に何でも分ち合ってきた､勤勉な AhmetL

か思い出せないのであろう｡このようなケ-スにおいては､指示対象を限定する表現が用いられない

場合､その対象はその場面に存在していないため､話し手 Bが対象を特定するのに困難が生じるので

あろう｡

従って､発話現場に存在しない(観念の場面に存在する)特定可能な対象が指示の対象となる場合

(ll)､トルコ語では限定表現の付加が必要となる(収集されたデータの中で､指示代名詞の suのみで

対象を指示するケースには見当たらなかった)｡一方､発話現場に存在する特定可能な対象が指示され

る場合(7-8)､言語外の状況(ジェスチャー､視線など)が聞き手の対象特定の助けとなることが多い｡

上記の状況から分かるように､(7-8)及び(ll)の共通点は､指示対象はsuという発話瞬時に聞き手に

よって特定されるということと､Suを含む文脈が話し手によって発せられる以前から発話現場の特走

可能な事物又は観念の場面に存在する特定可能な事物が対話者たちによって共有されているというこ
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とである9LO｡従って､ suの使用条件を次のように一般化することができる｡

伯 その場面(現場及び観念の場面)において聞き手にも特定可能であ り､かつ共有可能であると話

し手が認めた対象に末だ聞き手が気付いていないと､話 し手が見放 している場合にsuを用いる ".

4 sUの派生的意味

前節では(7-8)及び(ll)のような状況から､Suの用法に関 して(12)における一般化を行ったO本節

では､これまでの解釈 研究の中で見てきたsuを(例外 とされてきた用例 も含めて)(12)の条件で首

尾よく説明できるということを示す｡まず､前節の(7-8)のような場合を考えてみよう｡

u3) (話 し手Aは部屋の中で立ち話をしているときに､窓から外にある建築物を指差 して話 し手Bに)

A.G6r-uyor mu-sun l'bu/!u/●oトnlar-1?
見る-現在形 疑問･2人称単数 あれー複数形一対格

あれが見えるかい?

BHepsL-nL ben yap-tL-m I'bu/.su/0,-nlar-ln

全て一対格 僕 作る一過去形-1人称単数 あれー複数形一属格

あれの全ては僕が作ったんだ｡(Turkal1200463)

(13)では､指示 したら聞き手にもす ぐ発見できると話 し手が見倣 しているもの(窓から外にある建築

敬)が指示の対象となる｡つまり､指示対象は聞き手にも特定可能であ り､かつ共有可能なものであ

るということである｡このようなものに聞き手Bがまだ気付いていないと話 し手が判断 し､それをsu

で指 し示す｡そして.指示対象の談話への導入が済んだところで,今度話 し手 Bは同一の対象をOで

柿 (2008226)は ｢suが発話される直前までは.聞き手は指示対象に矢づいていないが､Suが発括されると同

時に聞き手によって指示対象は同定され.指示対象に関する知叛が著し手と朋き手により共有される｣としてい

る (同株な獅 削土林 (1984.1989)にも観察される)｡怖単に言えば､指示対象は等Uにより指示された直後､対

話者たちにとって共有のものになるということであるC一方､本稿では､(場所的･心理的な)スペースの中で事

前に存在するものが村落者たちに共有されるものであると考える｡要するに､ある場面が設定され,そこに話し

手と聞き手が居る場合,｢指示したら聞き手にも正ぐ発見できる｣と番し辛が認めたものが (発酷現坊の耶物か或

いは対話者たちの内面的世界の場面にある事物)対話者たちに共有可能なものである (かつ特定可能なものでも

ある)ということであるC発語者はこのような共有可能 ･特定可能なものを材料に.訣告を変化させていくこと

ができると考える｡

本稿で言う ｢特定｣は､林 (1984､1989)が首う ｢同定｣と根本的に追う枚念である ｢特定｣は場面や文脈に

関する知7&を前捻とするのに対し､｢同定｣は妨面や文脈に関する知様を前提としないt.のである (r同定｣に関

してはfn(5)を参照のこと)｡

附き手が指示対象に気付いている場合でも､聞き手がその対象の存在に実際に気が付いているかどうかという

ことを十分に確姐するために.話し手は!uを用いるということが別の可能性として考えられる｡
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指している｡

一方.指示対象(首)が話し手 A及び話し手 Bの意識にすでに上っているのに対してsuが用いられ

ているという点で､次の(14)は(12)の条件に違反しているようにみえる｡

(14) (話し手 Bは話し手 Aに無理やりマッサージをしている場面で)

A B汀且k boynum-u

放せ (私の)首一対格

俺の首はそのままにしておきなさい｡

BTylCe blr yO亘ur-a-ylm

よく 一 枚む一恵志形-1人称単数

よく棟んであげよう｡

A Laf anla-ma‡ m1-Sln. blrak rbu/su/●O, boynum-u

話 分かる-否定形 疑問形-2人称単数 放せ その (私の)首一対格

分からないのか､そこはそのままにしておきなさいO(0豆ut2004.117)

しかし､話し手Aは自分の首をそのままにしておかない話し手Bに腹を立て､命令文を含む発話の

中で強く発音しつつ対象(育)をsuで指示しているoこのような場合､話し手Aはまるで聞き手が指示

対象に気付いていないかのように捉えることによって､話し手Bに対してその対象に関する強調(注目

を指示対象に集中せよ)といった意味的なニュアンスを与えることができると考えられる｡パルプナル

(2006)で指摘しているように､このようなsuは命令文.感嘆文の中で現れることが多いoそれは､林

(2008)による以下の例においても確認できる｡

(15) (話し手が自分の肩に虫が逼っているのに気付き､聞き手にすぐ払ってくれるよう頼む)

at sun-u(?bun-u/?on-u)

すてる これ-杏

｢とりはらって､これ 1｣(林 2008228)

トルコ語の文脈には感嘆符が付いていないが､(15)の ｢at(とりはらえ)｣は命令というより聞き手

の感嘆 ･感動を呼び起こす表現として使用されていることが窺われる(和訳に感嘆符があることに注

意)｡この例に関して林(2008)は､指示対象(良)に関する聞き手の認識状態(聞き手が対象に気付いて

いるかどうか)には触れていないが､指示対象に聞き手が気付いていないと話 し手が見倣 している場

合､(12)の条件によりsuが問題なく用いられるということが分かる｡また､聞き手が指示対象に気付

いていると話し手が見倣している場合でも､前例の(14)と同じく､虫にまるで聞き手が未だ気付いて
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いないかのように捉えることによって,その対象に関する強調といった意味的なニュアンスを聞き手

に与えることができると考える120

以上のことから､(14)(15)のような用例は､(13)(又は78)のような使用から導き出された(12)の原

則の拡張であると言うことができる 13｡

次に.前節の(ll)の場合を考えることにする｡

(16) (話し手は聞き手とヤークyプという男について話 し合った直後､隣にいる部下に次のように命

令を下す)

Glt rbu/su/'orEfraLmlさ bJr SOruStur bu Yakup denen adam-1
行 く あの エフライムー与格 - たずねる この ヤータップ という 男一対格

あのエフライムのところ-行って.このヤータップという男のことをちょっと訊いてみろ｡

(ELdem200465)

話 し手もその部下も､(16)の場面が設定された時点より前に.エフライムという人物に関する知識

を共有 している｡言い換えれば､第3節において既述 した発話現場の竣合と同様に､内面的世界の対

象(ェフライム)も対話者たちに共有可能なものであり､かつ特定可能なものであるということである｡

このような場合､話 し手は部下が未だ気付いていないと見倣 した対象をsuで示す｡

(17) (マンションの居住者がマンションの色々な問題に関して相談 している場面である｡

話がある種皮まで進んだ段階で､管理人は)

Demek rbu/su/'ol nokta-tar uzerLnde anla8-mlS

では 次の 点一複数形 に関して 同意する一過去杉

bulun-uyor-uz Duvar･lar ve cat1 0nar-Ll-acak

補助動詞一現在形-3人称複数 章一複数形 と 屋根 修理する一受身形一未来形

それでは､次のことに関してはみんな意見が一致していますね｡とりあえず､壁と

屋根の修理が必要だということですね｡(Turkal1200431)

蘇 (2008)によれば､この例では一応いずれの指示詞も使えるという｡詳細な検討が行われていないが.Oを用

いると､例 (9)の妨合と同じく､あまりの驚き･恐怖に話し手がおぴえてしまい,そのものをできるだけ早く自

分から遠ざけようとする気持ちが拘くのではないかと思われる｡また､buを使うと､話し手は自分に近い虫の排

除を冷静な感じで聞き手に伝えることになるだろう｡

パルプナル (2CO633135)で筆者自身が､(14)のような用ml土(13)のような用例からの派生として説明でき

るということに触れている｡本箱もパルプナlレと同じ立坊である｡しかし,本箱で使用されているsuの使用条件

(12)はパルプナル (2006)で設定されたものと異なるo
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(17)ではコロンの直後に続 く文脈そのものがsuの指示対象となる｡この場合､マンションが抱えて

いる幾つかの間接が話し合われるが､それらは特に特定されることなく､漠然とした知粗の対象とし

て対話者たちの記憶に残る｡とすると､(17)においてもsuという発話の前に､指示対象に関する情報

が前例の(16)と同じく対話者たちに共有可能なものであり､かつ特定可能なものであると考え得るOこ

のような場合においても､聞き手は指示対象の存在にまだ気が付いていないと話し手が判断し､Suで

指示するのである｡

以下の(18)は.(17)と同じく､コロンの後に来る文脈がsuで指示される｡ しかし､(18)は､指示対

象に関する情報がsuという発話の直後始めて聞き手に提供されるという点で(17)の状況とは異なる 14｡

つまり､Suの直後に現れる文脈が聞き手にとって特定不可能 ･共有不可能な対象ということであるO

(18) (Aさんの父親の住所に他人からAさん宛てに不審な小包が届 くが､その任所はAさんが勤め

ている会社にある個人ファイルにしか記録されていない｡さらに､Aさんはその住所にはもう

住んでいない｡この話を友人のBさんにした後､Aさんは自分の個人情報が外部にもれている

かもしれないと不審に思いはじめ､聞き手に)

Bura･da rahatsIZed-1Cl nOkta l●bu/su/̀oi: 0 kayLt-Jar g】zll-dlr.

ここ･位格 気に掛かる･連体形 点 これ その 記録一複数形 秘密一確定

dlSarトdan klmSe bak･a-maz

外部-奪格 誰も 見る一意志形-アオリスト(否定形)

そこで気に掛かるところはこれだ その記録は秘密扱いされている｡外部から誰も見ること

ができない｡(Eldem2004210)

しかし､(18)のような場合.話 し手はsuを用いることによって指示対象をまるで聞き手に特定可舵

なものであり､かつ共有可能なものであるかのように捉えることができる'Soそうすることによって､

話 し手は聞き手との間で指示対象に対する心理的な一体感Ⅰ6を作 り出すことができ､聞き手を談話に

引き込むことができるのである｡

以上､(13)(16)のような状況と(17)(18)を比較すれば容易に分かるように､前者の場合､指示対象

はsuという発話と同時に聞き手により特定できなければ､対話者たちのコミュニケーションに困杜が

生じる可能性があるのに対し､後者の場合､指示対象はsuの直後に聞き手により直ぐ特定できるため

J4 (18)では;Uで指示される対象が聞き手によって事前に推測できないわけではないoLかし､本稿ではELdem

(2004)に著述されている文脈に関する情報をもとに議論を進めていくことにする｡

-5 この場合､!uを用いることによって話し手は､それが意味している言削 り行為i･引き起こすことができると考

える｡

16話し手 聞き手 指示対象の ｢心理的な一体感｣という概念については第5節を参照にしていただきたい0
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そのような問題はない｡(17)(18)と同じようなことが次の(19)についても考えられる｡

09) (聞き手に履歴啓の沓き方を教える場面で)

MeseJa. sutarLhte 塾! Sehlrde do豆dum. 堅 tarlhte 姓 IlkokuLa

例えば いついつに 何々 市で 生まれた(私) いついつに 何々 小学校に

glrlp, 辿 tarJhte bitlrdlm, gibl yaZILJr

入学し. いついつに 卒業した. のように 番かれます(tarih日付)(林 1989･101)

(19)では指示は行われているものの､指示される対象は一見存在 していないかのように見える｡し

かし､このような場合においても､話し手(又は聞き手)は記憶の特定可能な対象の中から特定の一つ

を選び出し､それを suで指し示す｡要するに､指示の対象となっているものは.話し手自身の生年

月EI･出身地 ･/ト学校入学日などの情報､知人又は友達の個人情報､或いは共有可能であると対話者

たちがお互いに思い込んでいるいかなる情報(生年月日･出身地 ./ト学校入学Elなど)ということであ

る｡話し手はこのような対象を suで指示することによって､前例(18)と同様に､聞き手との間で指

示対象に対する心理的な一体感を作 り出すことができると考える｡

以上のことから､(17)(18)(19)に関しては(16)のような用法からの拡張であり､従ってこれらの場

合でも(12)の原則の拡張であるということが導きLtIされるo

S 共通の空間 ･心理的な近接性とsUの用法

前節では､(12)の条件を用いることによって､SUにおける多様な用法に耗-的な説明を与えること

が可能であるということを観察してきた｡そこでは､Suで指示されるものは､話し手にも聞き手にも

特定可能なものであり､かつ共有可能なものであると述べた｡本節では.前例(18-19)の解説に用いた

｢心理的な一体感｣とはどういうことを表しているか､｢共通の空間｣という概念との関連で具体的に

見てみることにする｡また､Suは時間的に近称の指示詞であるという林(2008)の提案を一歩前進させ､

suは心理的にも近称の指示詞であるということを主張する｡

これまでの研究では､同一の話者はsuで指示した自分に近い同一の対象をbuとも指示できるとい

い(20)､また suで指し示した自分から遠い同一の対象をOとも指示できる(21)という主張が見られ

る(Ozyurek1998.Kuntayandbzyurek2(X旭)0

約 10 StudentlHanglS120puandahafazlaaldl?

WhlCh 20polntSmore took?

WhlChonetook20morepolntS?

(どちらの方が20ポイント以上を取りましたか)
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ll Teacher su17

thlS/that

(これ/それ)

12Stud2 polntJngatanotherobjectLnSilence

(黙って別のものを示して)

13(Teacher)o mualdl?

that Q got?

Thatonegotlt?

(あれが取 りましたか)

lA(Teacher)habenbu dedlm ama

ohhI thlS Sald but

ohhlbutIBaldtblSOne

(私はこれだと言いましたけど)(Ozyurek1998610･611)(括弧内は筆者による)

(20)では学生は先生にどちらの絵画が20ポイント以上を取ったかを訊く(10)｡そして.先生は回り

にある二つの絵画(一つは先生から近く､もう一つは先生から速い)のうち近いのを選び､suで指す

(ll)｡一方､他の学生が黙って遠くにある別の絵画を指し示す(12)際に､先生は自分から遠いその絵

画をOで指し示す(13)O次に､先生は点初に示した絵画に戻るが､今度は同じ事物をsuでなくbuで

あらわすというoこの現象から､Ozyurekは相対的距鞍が変わらないのに対して､同じ人物が同じ事

物をsuともbuとも指示できるとしているO

糾 2l Student mesela hocam su ovalmesela

forexample slr tわts/thatovalforexample

s】rforexample.thlS/thatovalforexample

(例えば先生､あの楕円形のものですが)

22]S sunun dlS yuZeylne koyupta

thlS/that･GENout surface-POSS-DAT put

lfyouputonthlS/that■soutsldesurface

(あれの表面に置いておけば)

17ozyurek(1998)は ｢iu｣を ｢su｣であらわしているO本箱では､この二つの形式に関する混乱を避けるために

(20)(21)の用剛こ限って ｢su｣を ｢su｣としてあらわすことにするO

" 22のsuに関してOzyurek(1998)は､何を指しているか又は誰 (話し手 聞き手 第三者)によって発されて

いるかということに触れていないC
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23(Student)ondan da o】abilir

that-ABL also be

Jtmightbefromthattoo

(あんなものもよさそうです)(Ozyurek1998611-612)(括弧内は雑音による)

(21)では､先生は陶器が退いてある同じテープJレに学生達と一緒に座り､その陶器について話し合っ

ている場面である｡しかしながら､テーブルから離れている､部屋の中にある他の陶器が時々話題に

なることもある｡その時.一人の学生がテーブルから一番速いところにある陶器をsuで指し(21)､23

においてそれをOで指し示すという｡そして､この例からOzyurekが導き出したのは､suがOの代わ

りに用いられるということである｡

以上の言語現象をもとに､Ozyurek(1998)はbu及びOと､SUとの間の相違が聞き手の視覚的注目

(vlsualattentlOn)の有無に関係しているとし,話し手から指示対象までの(具体的な)距鮭に関係なく

suが用いられると主張する(2_22節を参照)｡

上記の主張が正しいとすれば､下の(22b)19において suを使ってもいいということになるが､この

例では oLか用いることができないDこの場合.どうして同-の対象を suで指示することができな

いなのだろうか｡

銅 a_(聞き手が話し手のすぐ隣にいる場面で､話 し手が聞き手の腰にあるバッグに触って)

Hasan. 1bu/su/̀o暮 Canta-da ne var?

ハサン､ この バッグ･位格 何 ある

ハサン､(あなたの)このバッグの中に何があるの?

b(話し手が大声を出さない限り聞き手が聞こえない程両者が鮭れている場面で.話し手は聞

き手の厚にしているバッグを指しながら､大きい声で)

liasan, rbu/'su/ol canta-da ne ∨arl

ハサン､ その バッグ一位格 何 ある

ハサン､(あなたの)そのバッグの中に何があるの1

(22a)では､隣にいる聞き手が腰にしているバッグを buともsuとも指示できる却｡一方､(22b)で

は同じバッグでも両者が離れている場合､oLか用いることができない｡このことから､対話者たち

がコミュニケーションに無理が生じる程操れているような場合､!Uは使用できないということが窺わ

■9(22b)はやや特殊な状況でもあるが､Suを用いることができないと蓄し手が推測するに充分な状況である｡

ZD この場合,buは r宙し手がバッグに触った｣と聞き手が気付いた直後に用いるのに対して､ Suは芳し手がバッ

グに触ると同時に用いるという二ュ7ンスがある｡
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れる｡しかし､両者が焦れている場合でも､ Suが使用可能な場合もある｡(23a)をご覧いただきたい｡

t的 a (両者が速く難れている場面の中で､話し手は遠くにある山を指して聞き手<Ahmet>に)

Ahrnet. 1.bu/su/?ordaかa bakl

アフメット あの 山一与格 見ろ

77メット､あの山を見ろI

b_(テーブルに並んで聞き手と話し合っている場面で､話し手はそのテーブルの上にある

一枚の写真を聞き手<Ahmet>に示して)

AhmeL t●bu/su/lol foto豆raL-a bakr

77メット この 写英一与格 見ろ

77メット､この写真を見ろl

この場合 suが使用できるのは.｢指示対象が同じ条件で聞き手と共有できるものである｣と話し手

が判断しているからである｡要するに､(23a)では指示対象(山)が話し手からも聞き手からも遠く離れ

ており､話し手にも聞き手にもすぐに発見できるようなところにある｡また､(23b)では､話し手は

Ii"き手と同じテーブルに並んでおり.かつ指示対象(写fE-)が両者のすぐEIの前のところにある(このよ

うに､同様な条件で聞き手と共有できる空間のことを ｢共油の空間｣と呼ぶことにする2))｡従って､指

示対象をFitJき手とまるで共有しているかのような心理的な一体感を話し手は心中で作り出すことがで

きると考える｡このような場合,聞き手がまだ気付いていないと話し手が判断したそのような対象を

suで示すことは､その対象がすぐ眼前に現れるかのような印象を聞き手に与えることになり,それも

また才旨示対象に対する近接感を聞き手に与えることになる.

一方で.(22b)ではその近接感を聞き手に与えることはできないのは､指示対象が共通の空間内に

存在しないからである｡つまり,バ yグは話し手から遠く牡れており､かつ聞き手に近いため､その

対象を聞き手とまるで共有しているかのような空間を作 り出すことができない｡このことは､話し手

と聞き手とが同-の空間に共存しない､電話の場面においでも確認できる｡電話の場合､発給現場の

対象は聞き手に特定不可能 ･共有不可能なものになるため､共通の空間を作り出すことには困牡が生

じる22｡そのため､屯舌の場面においては話し手の発話現場のものをsuで指すことはできないのであ

る｡また､独 り言の場合､Suがなかなか出てこないのも2'､｢共通の空間｣の設定に必要な相手(聞き

このご意見を下さった和田道夫先生に感謝申し上げます｡

相手の周陶の事物を確認することができるようなデバイス (3G横能が付いている携帯電臥 ネットミーティン

グシステムなど)がある場合､suが使用可能である｡

今回のデータでは聞き手がいない場合に用いられるsuの用法は見当たらなかった｡このような中称のsuと同様

に､堀口 (1978)も日本語の中称のソについて ｢我々の内音･独白などにおける知覚対象指示の用法を内省する

と.コ･アを圧倒的に用いて ソを用いることはきわめて稀だ.という事が思われてくる (pl12)Jと述べている.
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辛)が存在しないからであろう21｡

共通の空間は回想された場面と結び付けられたものを指示の対象とする場合にも見られる(用例(11､

16)を参照のこと)｡次の用例を見ていただきたい｡

糾 (話し手 A<女性>は話し手 B<男性>のことが好きであるが､そのことを話し手Bには言え

ない｡このような状況で､話し手Aは以前一緒にいた女の子について話し手Bに開く)

A:Haydl.hem yuru-ye-Llm hem anJaL

さあ､ 副詞 歩く-意志形-1人称複数 副詞 話せ

l●bu/●su/ol gor-dug･um klZ ml?

あの 見る-過去杉-1人称単数 女の子 疑問形?

さあ,歩きながら話して｡(この前に私が)見たあの女の子ですか7

BEveL

はい｡(Ogut200471)

以前鮪し辛 Aが話し手 Bの降にいる女の子を見たことがあるとする(24)においでは､指示が対話

者たちの過去の共通の経験に基づいて行われているため､同様な条件のもとで聞き手と共有できる散

倉上の空間設定が可能となる｡このような状況で､聞き手がまだ気付いていない､と話し手が見倣し

ている観念上の対象(話し手 ･聞き手に共有可能な ｢その女の子｣)をsuで示すことによって､まるで

指示対象が限了削こ現れるかのような近接感を聞き手に与えることができる｡もし､この考え方が正 し

いとすれば､前例(23)の場合と同じく､Suが選択されるはずである｡しかし､(24)の場合使用されて

いるのはOである｡なぜなのか｡

それは､落し手 Aには(話し手Bが好きであるため)指示対象 ｢その女の子｣に対するライバル意紙

が働いていて､その対象をできるだけ自分から(時間的･心理的に)遠ざけようとするため suではなく

Oを用いるのであると思われる｡そうすることによって､話し手はまるで聞き手と共有していないか

のように指示対象を扱うことができ､発話時から見て時間的にかつ心理的に遠い(過去の)存在である

という意味的なニュアンスを聞き手に与えることができる｡そのような場合､Suを使うと､指示対象

を時間的 ･心理的に自分に近づけようとすることになるため､反って不適切になる｡

以上のように考えると､(24)の場合､Suを使用できるか否かということは話し手 A の心理的状況

によるものであると見ることができる.実際､場面設定が(24)とやや異なって､話し手 Aが話し手 B

に対する感情を抑えるか.話し手 Bに気がないか､又は ｢その女の子｣のことを好ましい相手と認め

21ozyurek(1998)は辞軌二ついて述べていないが､suは社会的.相互作用的意味(S∝JaJarLdlnteraCtlVemeanlng)
をエンコードするとしている｡この主張は､本箱で蒔き出された ｢共通の空間｣に関する意見と一致するもので

あると思われる｡
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る場合には､与uが使用可能となるのであるo

以上の(22-24)における言語現象をもとに､Suは時間的のみならず心理的にも近称の指示詞である

と考えることができる｡林(2008)は,Suによる指示が短時間のうちに達成されることから､SUは時

間的に近称の指示詞であるという結論に辿 りついている｡

suは時間的に近称の指示詞であるという林(2008)の主張を姦付けるものとして､Suan(只今､たっ

た今)という時間的表現が挙げられる250これは､通称の Oと時間的に対立しており､｢sulClndebul

.undu貞umuzan(たった今我々が存在 している醗間)｣のように他要素の介入も可能であるため､イ

ディオムである可能性はないと思われる｡また,｢buan｣とも言えないことからも､Suは時間的に近

称の指示詞であるということが窺われる｡

従って､Suにより指示されるべき対象は時間的･心理的に Oが指示する対象の範囲とは相補分布の

関係にあるということが導き出される26｡つまり､Suは時間的 ･心理的に近称の指示詞ということに

なる｡

6 あわりに

本稿では,｢共通の場所的IIL､理的スペースにおいて聞き手にも特定可能であり､かつ共有可能であ

ると話し手が認めた対象が､未だ聞き手によって特定されていない､と話し手が見倣している｣場合

に､SUが用いられると述べたOまた,Suにより指示される対象は時間的･心理的に話し手及び聞き手

に近いものであるということを示した｡このように考えることによって､従来説明できなかったsuの

使用に統一的な説明を与えることができたと思われる｡

しかし､本編では bu及びOの用法にはほんの少ししか触れることができなかった｡ トルコ語の指

示詞を ｢bu.su対o｣という対立関係で捉えるのが可能であれば､bu及びOの特徴を詳しく見る必要

があるものと思われるOまた､英語の定冠詞(the)とiuとの類似性 ･相違性を検討してみる価値があ

る｡対話者たちに特定可能であり､かつ共有可能であると話し手が認めたものは､英語では定冠詞

(the)によって示されるからである｡
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Turkish Demonstratives - Focusing on "~u" Series -

BALPINAR. Melin

Okayama University

Abstract

Modern Turkish has three demonstratives: ~bu~, "~u~ and ~o~. In recent years several

studies have been conducted. aiming at making clear the semantic functions of these

pronouns (or adjectives) by systematically dealing with their usage. However. it doesn't

seem precisely possible that we can explain the variety of use regarding ~~u~ in terms of

the ideas in those studies. In this paper. by extending our data analysis of "~u~ toward

its exceptional usage. we aim at giving a more comprehensive explanation to multi-mea

ning of "~u~. And it will also be claimed that "~u~ is not only a time-related proximal de

mostrative but also it is a demostrative that encodes psychological proximity.

Keywords: Turkish. demostratives. common space. psychological distance. time
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