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0．はじめに 

現代トルコ語には、bu、şu、o に代表される三系列の指示詞がある。これまでこれらの用法に関

して書かれたものは数少なく、その中で提案されている説では bu、şu、o におけるさまざまな用法

を充分説明できているとは言えない。本研究では、bu、şu、o に見られる多様な用法を明らかにし、

トルコ語の指示詞体系を記述することを目指した。 

 

1．先行研究 

トルコ語の指示詞における従来の研究・解釈は以下の三グループに分類することができる。 

 

(1) 単一の規準に基づいて bu、şu、o を三項に対立させるもの(三項対立)。 

近称 BU 自称 BU

中称 ŞU 対称 ŞU

遠称 O 他称 O
 

          表 1（Lewis 1967、飯沼 1995、       表 2（Kissling 1960） 

Banguoğlu 2004 他） 

 

(2) bu、şu、o を先ず一つの規準に基づいて一対二に二分し、さらにもう一つの異なる規準を用い

るもの(二つの連続した二項対立)。このグループには、 

a)  şu が bu 及び o と異なる性質をもっているというもの「bu・o 対 şu」（Underhill 1976、林 1984、

林 1989、Özyürek 1998 他) 

b)  o が şu 及び bu と異なる性質をもっているというもの「bu・şu 対 o」(Bastuji 1976、柴田 1991)

がある。 

既にディスコースに導入されていると
話し手が見做している対象を指示

未だディスコースに導入されていない
と話し手が見做している対象を指示

ŞU

　  話し手に近い　　　　　　　　　　　       話し手から遠い

    　       BU                                                 O   

    表 3 林（1984）の主張 
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伝達空間の中にある 伝達空間の中にない
O

　 　　　　他動的　　　　　　　　　　　　　　　　 再帰的
    　   　　 BU　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ŞU  

   表 4 Bastuji（1976）の主張 

 

(3) 二つの異なる規準に基づいて「bu・o 対 şu」という対立と「bu・şu 対 o」という対立を交差的に用

いるもの。 

 

 

 

 

 

 

                               表 5               (Hayasi 1988：236) 

 

(1)の立場の研究者は、距離または人称を唯一の規準として用いることを提案している（表 1、表

2 を参照）が、どちらの規準も批判されている(Hayasi 1988、Underhill 1976)。また、(3)について şu

は近距離をエンコードする bu と同じグループに属しているものとして扱われている。ところが、şu

には「空間に関する意味論的な区別をエンコードしない(原文は英語、訳は筆者)(Özyürek 1998, 

p.613)」という性質がある。次の（4）を見られたい。 

 

 (4)   2.1 Student mesela     hocam    su1      oval   mesela 

                   for example   sir    this/that   oval  for example 

                   sir for example, this/that oval for example 

                   (例えば先生、あの楕円形のものですが) 

2.2 sunun         dis   yuzeyine          koyup ta 

this/that-GEN  out  surface-POSS-DAT  put 

                      if you put on this/that’s outside surface 

                    (あれの表面に置いておけば) 

2.3 ondan     da   olabilir 

that-ABL  also  be 

it might be from that too 

(あんなものもよさそうです) (和訳は筆者) (Özyürek 1998：611-612) 

                                                  
1 Özyürek(1998)は「şu」を「su」であらわしている。 

ŞU BU O

referents are within the
space of

communication

referents are already
introduced into the

discourse
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(4)では、先生は陶器の事物が置いてある同じテーブルに学生達と一緒に座り、その事物につ

いて話し合っている。しかし、テーブルから離れている、部屋の中にある他の事物が時々話題にな

ることもある。その時、一人の学生はテーブルから一番遠いところにある事物を su で指し(2.2)、

（2.3）でその事物を o で指し示しているわけである。そして、この現象から、Özyürek は相対的距離

が変わらないのに対して、同じ人物は同じ事物を şu とも o とも指示できるとしている。 

また、(3)における主張を字義通りに解釈すると、コミュニケーション空間2の中にある対象を o で

指示することができない。しかし、次の(5)では対話者たちによって作られた共有の空間の中で聞

き手に近いものが o で指示されている。 

 

(5) (話し手は聞き手と立ち話をしている場面で、話し手は聞き手(マルコ)がポケットから取り出した

時計に気付く) 

Ne  güzel   saat   {*bu/*şu/o}  Marko  Paşa 

何  美しい  時計       それ  マルコ  閣下 

  「マルコ 閣下、それは何て美しい時計でしょう。」 

 

よって、本研究では、(2)における「bu・o 対 şu」という対立を前提に、これまで一つの体系の中で

捉えられていないトルコ語の指示詞を、堀口(1978)の日本語の指示詞おける分類に従って、現場

指示、観念指示、文脈指示3 に分けて考察し、bu、şu、o の用法を論じた。データを分析するにあ

たり、表 6 のような枠組を用いた。 

 

（bu,şu,o)

指示（Demonstrative) （bu,şu,o)

（bu,şu,o)

現場指示-------

観念指示-------

文脈指示-------  

表 6 本研究で用いる指示の分類 

 

 

2．現場指示 

(6) (話し手 B は変な鬘を付けたまま、話し手 A がいる部屋に入る。そこで、話し手 A に笑われた話

し手 B は鬘を外そうとしているその時) 

A: Tak     canım… çıkar-ma   hemen.  Yakış-ıyor   sana. 

                                                  
2 コミュニケーション空間について Hayasi(1988)は「The common space formed by interlocutors(対話者

たちによって作られた共有の空間である)(p.232)」としている。 
3 堀口（1978）によると現場指示とは、「話し手が現に知覚している事物を指示するものである（p.12）」。

また、そこで堀口は「観念指示が, 自己の観念に存在する事物を他に明示することなく指示するもの

であるのに対して, 話し手の観念に存在する事物が文脈の中に明示されており, それを指示の対象

とするものが文脈指示なのである(p.113)」としている。 
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 つける  感動詞…外す-否定  すぐに。  似合う-現在  君 

「つけてくれよ...すぐに外さないで。君に似合うよ。」 

B: Plastik,    şey...   öhööö,   sentetik    değil    mi    {bu/*şu/*o}? 

 ビニール、ええと   コホン,  合成物質  ではない  疑問   これ? 

    「ビニール、ええと...コホン、これは合成物質じゃないか?」 

 

(7) (スイッチが話し手より聞き手に近いので、それを押してくれと頼む) 

Hemen  yan –ınız -da         bir   düğme   var    ya.  

すぐ    隣-複数 2 人称-位格  一   ボタン   ある   感動詞 

{*bu/*şu/o}-na     bas-ar          mı-sınız?  

    それ-対格   押す-超越時制   疑問-複数 2 人称? 

  「(貴方の)すぐ隣に一つのボタンがありますよね。それを押していただけませんか?」 

 （和訳は筆者）(Hayasi1988：230) 

 

(8) (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: Gör-üyor   mu-sun         {*bu/şu/*o}-nlar-ı?... 

見る-現在  疑問-単数 1 人称   あれ-複数-対格? 

「あれが見えるかい?」 

B: Hepsi-ni   ben  yap-tı-m 

     全て-対格  僕   作る-定過去-単数 1 人称 

{*bu/*şu/o}-nlar-ın.  

あれ-複数-所有格 

     「あれは全て僕が作ったんだ。」 

 

(9)  bu： 「聞き手が既に対象の存在に気付いている」と見做した場合に、話し手は自分に近いと

判断した対象を bu で指示する。 

o：  「聞き手が既に対象の存在に気付いている」と見做した場合に、話し手は自分から遠い

と判断した対象を o で指示する。 

şu： 話し手は聞き手がまだ対象の存在に気付いていないと見做した場合に、その対象を şu

で指示する。また、şu は対象を談話へ新規導入する形式であると考える4。相手がまだ

気付いていないと認めた対象を şu で指示することは、結局その対象を新たに談話へ

導入することになる。 

 

 

                                                  
4 金水(他)(2002)も şu について「対象を談話に新規導入する標識であることはあきらかである(p.241)」

と述べている。 
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3．観念指示 

 

(10) (話し手は聞き手とヤークップという男について話し合った直後、隣にいる部下の人に次のよう

に命令を下す) 

Git      {*bu/şu/*o}   Efraim'-e 

行く(命令)    あの     エフライーム-与格 

bir    soruştur      bu   Yakup       denen   adam-ı. 

一つ   取り調べる   この  ヤークップ   という   男-対格 

「あのエフライームのところへ行って、このヤークップという男のことを訊いてみろ。」 

 

(11) (話し手は複数の聞き手にメキシコの砂漠で殺害された 2 人について語っている) 

Mr. Redbridge      siz-e     söz et-miş      mi-ydi? 

   レッドブリッジさん   貴方-与格  話す-不定過去   疑問-定過去? 

{*bu/şu/*o}  Meksika'-da    çöl-de       bul-un-an 

あの    メキシコ-位格  砂漠-位格   発見する-受身形-形容詞派生語尾 

iki  iskelet... Ne yazık ki  gerçekten   Richard   ve   Linda'-ya 

二  骸骨...  残念ながら  確かに    リチャード  と   リンダ-与格 

   ait-miş. 

   属する-不定過去 

    「レッドブリッジさんは貴方に話したかな?メキシコの砂漠で発見されたあの二つの骸骨は残念

ながらリチャードとリンダのらしい。」 

 

以上、観念指示における şu の用法に関しては次のように結論付けられる。 

 

(12) 対話者たちの共通の経験(又はそれに関する共有知識)に基づく場合、回想された場面と結

び付けられたものを指示の対象とし、その対象について聞き手の記憶を活性化させる働きを

持つ。 

(13) 対話者たちの共通の経験に基づかない場合、話し手は指示対象についてまるで聞き手が知

っているかのようにその対象を指し示している。この点は、一見(12)における条件に反してい

るかのように見える。しかし、聞き手との間で情報の差が少ないと仮定することによって話し

手は、聞き手を談話に引き込み、一体感を高めることができる。従って、この意味機能は条

件(12)からの拡張であると考えられる。 

 

今回のデータでは聞き手がいない場合に用いられる şu の用法は見当たらなかった。一方、bu 

(14)及び o (15)は、聞き手がいない場合に使用可能である。 
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(14) (話し手は一人の友達について聞き手と話した直後、その友達のことを思い浮かべ、心の中で)  

Amerika'-yı    terk  et-miş.                Peki 

アメリカ-対格  退去 する-不定過去(単数 3 人称) そうすると 

nere-ye    gid-iyor    {bu/*şu/*o}   adam? 

    どこ-与格  行く-現在    あの        男? 

   「アメリカを去ってしまったそうだ。そうすると、あの人はどこへ行くのかな? 」 

 

(15) (話し手は今聞いている音を、かつて聞いた音と比べて) 

Bu   {*bu/*şu/o}   ses   değil... 

   これ         あの  音   ではない 

    「これはあの音じゃない...」 

 

(16) bu： 話し手は聞き手への考慮なしに一方的にその対象を自分に距離感の近い(空間的・心理

的)ものと判断した場合に bu を用いる。 

o：  話し手は聞き手への考慮なしに一方的にその指示対象を自分に距離感の遠い(空間

的・心理的)ものと判断した場合に o を用いる。 

şu： 聞き手の存在を考慮する場合に、話し手は şu を用いる。 

 

 

4．文脈指示 

 

(17) biri-nin       anı-lar-ı-nı  

ある人-所有格  思い出-複数-単数 3 人称所有接尾辞-対格 

yaz-dığ-ı            bir  günlük-te, 

書く-定過去-連体形  一つ 日記-位格 

çok   açık     ve    net   olarak  {*bu /şu/*o}-nlar   yaz-ılı: 

より  明らか  そして  明白  の形で    これ-複数      書く-形容詞派生語尾 

Yaş-lan-mı-yor-lar-dı,  

「年齢-動詞派生語尾-否定-現在-複数 3 人称-定過去 

et-ler-i             çürü-mü-yor-du’              

肉-複数-複数 3 人称  朽ちる-否定-現在-定過去」 

「ある人が自分の思い出を記した日記の中で明確にこう書いている：『（彼らは）年をとってい

なかった、肉体は朽ちていなかった。』」 
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(18) İş     -e    şun  -lar  -ı     getir:   radio  -n     -u,  

    work  -Dat.  that  -pl.  –Acc.  bring   radio  -2.sg.  -Acc. 

bilgi        -sayar    -ın     -ı     ve   araba  -n      -ı  

information  -counter  -2.sg.  -Acc.  and  car    -2.sg.   -Acc. 

“Bring the following (things) to work: your radio, your computer and your car” 

    「職場にこれらをもってきて：(貴方の)ラジオ、パソコン、そして車」 

(和訳は筆者) (Kornfilt 1997:312) 

 
以上のことから、文脈指示における şu はその後方にあらわれる命題・事物を指し示す場合に用

いられるということが分かる。また、şu を含む発話がなされると同時に、新たな情報が文脈に導入

されていることから、şu は対象を文脈へ新規導入する形式であるということが導き出される。 

 

(19) O    tablet-ler-in          yer-i-ni 

    あの  粘土板-複数-所有格  場所-単数 3 人称所有接尾辞-対格 

ban-a     söyleyene   kadar   rahat   yok   san-a,  

   僕-与格     言う     まで    安らぎ  ない  君-与格 

   {bu /*şu/*o}-nu   iyice    kafa-n-a                     sok! 

    これ-対格      よくよく   頭-(単数 2 人称)所有格-与格  入れる(命令) 

   「あの粘土板の場所を僕に教えてくれるまで君に安らぎはない、これを念頭に置いておけ！」 

 

(20) A: Ben  siz-in      hayran-ınız-ım.  

      私  貴方-所有格  ファン-複数 2 人称所有接尾辞-単数 1 人称 

      「私は貴方のファンです。」 

B: {bu /*şu/*o}-nu   işitmek     bir   yazar  olarak  

      それ-対格      聞こえる  一人   作家  として 

 ben-i   kıvanç-lan-dır-ır.  

   私-対格 誇り-動詞派生語尾-使役-超越時制。 

     「作家の一人として、それを聞いて嬉しいです。」 

 

 (21) A: Bir     derd-in                  var-sa,  

      ある    悩み-(単数 2 人称)所有格   ある-仮定 

       şirket-te     görüş-ebil-ir-di-k.   

      会社-位格   会う-可能-超越時制-定過去-複数 1 人称 

      「悩んでいることがあれば、会社で会うことができたのに。」 

B: Önce  {*bura /*şura/ ora}-ya          

       先ず            そこ-与格 



麗澤大学言語研究センター(LinC) 

第 23 回研究セミナー 

 2006/02/16 

 8

       git-ti-m              yok-tu-n.  

      行く-定過去-単数 1 人称  いない-定過去-単数 2 人称 

      「先ずそこへ行ってみたんだけど、いなかった。」 

 

4．1 O 系列特有の用法 

ここでは、堀口(1978)の分類に入らない束縛変項の観点から、トルコ語の指示詞に簡単に触れ

る。次の用例を見られたい。 

 

(22) Bir   şey-in       doğru   olmaması,  

    ある  こと-所有格  正しい  でないということは 

{*bu /*şu/ o}-nun         "yalan"  

    {*これ/それ/*あれ}-所有格  「嘘」 

olduğun-u      göster-mez           ki...  

    であること-対格  証する-否定(超越時制)  感動詞... 

「あることが正しくないということは、{*この/その/*あの}ことが「嘘」である証拠にはなるまい。」 

 

(22)の場合、o によって標示されている「bir şey(あること)」は、特定の「こと」をあらわしておらず、

数多くの「こと」の中で特定できない一つの「こと」に相当する値をとるわけである。ここで、そのそ

れぞれの「こと」を X であらわすと、(22)に関して「X が正しくないということはその X が「嘘」である

証拠にはなるまい」という意味的構造を作り出すことができる。 

 

 

(X はこと) 

 

この言語現象はいわゆる束縛変項(Bound Variable)と呼ばれるものであり、bu 及び şu には見ら

れない意味的特徴なのである。 

 

(23) Kum  adam  ne  iste-r-se,          {*bu /*şu/ o}-nlar-ı  

砂     男   何  望む-超越時制-仮定   {*これ/それ/*あれ}-複数-対格 

gör-ür-sün              düş-ler-in-de. 

見る-超越時制-単数 2 人称   夢-複数-(単数 2 人称)所有格-位格 

「サンド･マンがあることを望めば、(君は自分の)夢で{*これ/それ/*あれ}を見る。」 

 

 

 

ある X に関して、X が正しくないということは、 

その X が「嘘」である証拠にはなるまい 
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(24) Nere-de    öl-ür-se-m,                     ben-i  

どこ-位格   死ぬ-超越時制-仮定-単数 1 人称  私-対格 

{*bura /*şura/ ora}-ya     göm-ün. 

   {*ここ/そこ/*あそこ}-与格  埋める-複数 2 人称 

「(私が)どこかで死んだら、{*ここ/そこ/*あそこ}に私を埋葬してもらいたい。」 

(25) 

 

 

 

             

まとめ 

現場指示においては、「聞き手が既に対象の存在に気付いている」と話し手が見做した場合に

おいて、話し手は自分に近いと判断した対象を bu で指し、自分から遠いと判断した対象を o で指

示していることが分かった。これに対して、「聞き手がまだ対象の存在に気付いていない」と見做し

た場合に話し手はその対象を şu で指示することが分かった。つまり、şu については対象を談話に

新規導入する形式であるということが明らかになった。以上の主張を表にあらわすと次のようにな

る。 

 
 
 
 
 

トルコ語の現場指示における体系 

 

観念指示においては、聞き手がいない状況において bu 及び o が圧倒的に用いられるのに対し

て、şu は基本的にそういう性質を備えていないということが分かった。また、話し手は聞き手を考

慮しない場合に bu 或いは o、聞き手を考慮する場合には şu を用いることが分かった。さらに、話し

手は自分に近いと判断した対象を bu で、自分から遠いものと判断した対象を o で指し示すことが

明らかになった。 

話し手は聞き手の存在
を考慮しない

話し手は聞き手の存在
を考慮する

ŞU

話し手に近い　　　　　　話し手から遠い
    BU                        O   

トルコ語の観念指示における体系 

BU 前方照応 命題を指示 ‐ 束縛変項（-）

ŞU 後方照応 命題・事物を指示 新規導入形式 束縛変項（-）

O 前方照応 事物を指示 ‐ 束縛変項（+）

聞き手が既に対象の存
在に気付いている

聞き手が未だ対象の存
在に気付いていない

ŞU

話し手に近い　　　　　　話し手から遠い
    BU                        O  
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文脈指示においては、bu はその直前にくる命題を、şu は後方にあらわれる命題・事物を、そし

て o は先行文脈にある事物・概念を指示している場合に用いられるということが分かった。また、

şu は対象を文脈へ新規導入するための形式であるということが分かった。さらに、束縛変項の解

釈を許すという点で、o は bu 及び şu と全く異なった性質を備えていることが明らかになった。 

 

今後の課題 

 bu、şu、o に見られる様々の用法が現場指示からの派生として説明できるかということを検討

する必要がある。 

 現場指示及び観念指示における bu、şu、o の対立(bu・o 対 şu)と文脈指示に見られる bu、şu、

o の対立(bu・şu 対 o)をどのような形で統一的に記述できるかということを検討する必要があ

る。 

 文脈指示について今回の分析ではデータから外した指示形容詞としての bu、şu、o の用法を

検討する必要がある。 
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