
く特集「ヴォイスとその周辺」〉

(la) 《風などで》ドアが開いた．

Kapt ai;:・d・dt.

ドア 開ける・PASS・PAST

東京外国語大学『語学研究所諭集』第 17号（2012.3)'200・211

トルコ語l

菅原睦

トルコ語では動調の自他は一部を除いて形態的に区別されている．例えばこの例文中の自

動詞 ai;:li－「開く（あく）」は他動詞 ai;:・「開ける」から接尾辞－1＼－によって派生されている．

ただしこの自動調「聞く」は（le）に見られる受動の動調 ai;:1＼－「開けられる」と同形であ

り，文法書や辞書などでは両者を特に区別しないことが多い．ここでも便宜上同じグロス

PASSを用いることとする. 2 

(lb) （彼が）ドアを開けた．

Kap1・3凡 ai;:-t1.

ドア・ACC開ける－PAST

(le）入口のドアが開けられた．

Giri~ kap1・SI ai;:・d・dt.

入口 ドア－3SGPOSS 開ける－PASS-PAST

トルコ語ではほぼすべての動詞から接尾辞によって受動の動詞を派生することが可能であ

る. 3 (la）で述べたように a引I－「開けられる」は派生自動調 ai;:1l－「開く（あく）Jと同形で

あるが，逆に他動調が自動詞から派生する場合や，他動詞と自動詞が語量的に異なる場合

では，他動調の受動と自動調とはもちろん形態上区別される．

l本稿の作成にあたり ErsinTeres氏（イスタンプル大学文学部）のご協力を得たことに深く感謝した

い．むろん誤りはすべて菅原の責任である．
2派生自動調と受動の動詞とを明確に区別して扱っているものに Unde巾ill( 1985:336・337），栗林
(2010）がある．
3自動詞から派生された受動の動調は．主語をもたないいわゆる「無人称受動文Jで用いられる（（12)

にその例がある）．また上で述べた派生自動向からも， kat1］－「加わる」（＜kat－「加える」）から kat1lm-

「加才コることが行われる」のような受動化の例が存在する．ただし katthn－は知る限り辞書にはあげら
れておらず，また他の派生自動詞について同様の受動化がどの程度可能であるかもはっきりしない．
なお Goksel・Kerslake(2005:75・77）は以下に取り上げる受動・使役・再1帰・相互の接尾辞をすべて
inflexional suffixとして扱っている．
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自動調 対応する他動調 対応する他動調の受動

dil~－「落ちる」 dil~－ilr－「落とすj dU~－ilr-Ul・「落とされるJ

。1－「死ぬ」 。トdilr－「殺すJ 。1・dilr－剖ー「殺される」
kurtul－「助かるJ kurtar－「救うJ kurtar-1！－「救われるj

yan-r燃える，焼けるJ yak-r燃やす，焼くJ yak-11-r燃やされる，焼かれるJ

(2）私は（自分の）弟を立たせた．

Ben kard~－im-i ayag-a kaldrr・・d1-m.

私兄弟ーISGPOSS-ACC 足・DAT 立たせる－PAS下lSG

使役の動詞も接尾辞付加によって作られる．ただしいくつかの動調からは使役の動詞がつ

くれない．例えば kalk－「立つJに使役の接尾辞がついた動詞は存在せず，「立たせる，起

こすJの意味では kaldrr－という動詞が用いられる. 4 上の文は実際に手を取って立たせる

ような状況で用いられるようである．自動詞から形成される使役の動詞では，被使役者は

対格で表示される．

On-u sandalye-ye otur-t-tu-m.「彼を椅子に座らせた」．

彼－ACC椅子・DAT 座る・CAUS-PAS下ISG

後述のように使役と他動詞化との聞に区別はないが，自動詞と他動詞が同形となる少数の

動詞では，前者から作られる使役動調と本来の他動詞とが競合することになる．例えば

b~la- (1）「始まるJ, b~la- (2）「始めるj に対して ba~la- (I ）の使役にあたる b~lat- (l）「始ま

らせるj が存在する（さらに ba~la- (2）の使役 ba~lat- (2）「始めさせるJがある）．しかしこ

こで b~la- (2）「始める」と ba~lat- (l）「始まらせる」との聞に日本語のような意味の違いは

ないと思われる： Ekipleroperasyona国品単1.I Ekipler operasyonu h益恒旦．ともに「部隊は作戦

を開始した」. 5 

(3）私は（自分の）弟に歌を歌わせた．

Ben karde~－im-e 与ark.t soyle-me-sin-i soyle”di-m. 

私兄弟－lSGPOSS-DAT 歌 言う－VN-3SG.POSS-ACC 言う－PAST-ISG

4 ちなみに kalーは「残る」という意味の動詞であるが，この動調からも使役の動詞は作られず，「残す」
の意味ではb1rak・が用いられる．
5 ba与Ia-(2）「始める」は与格名調句をとるため，「作戦」は前者では与格 operasyona，後者では対格
operasyonuで出ている．
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st>yle・「（歌を）歌う，言うJに対する使役の動詞は st>ylet－「言わせる」であるが，この文

では使えないという．ここでは使役ではなく動名調を用いた間接命令文により「歌を歌う

ことを命じた6Jと表現されている．他動調から作られる使役の動調を含む文では，対格（ゼ

ロ対格を含む）の重複を避けて被使役者は与格で表わされるのが原則である．

Nuran Deniz-e kap1-yt ar,:・M・d1.「ヌーランはデニズに扉を開けさせたJ

ヌーラン デニズ－DAT ドアーACC開ける－CAUS-PAST 

(4a) 《遊びたがっている子供に無理やり》母は子供にパンを買いに行かせた．

Anne-si r,:ocug-u ekmek al-ma-ya yolla-d1. 

母・3SGPOSS子供－ACCパン 買う－VN-DAT 送る－PAST

git－「行く」も使役が作れない動詞である.git－に使役の接尾辞－Ar-1が付されたように見え

るgider－という動調が存在するが，意味は「行かせるJではなく「除去するjである．

(4b) 《遊びに出たがっているのを見て》母は子供を遊びに行かせた．

Anne-si 写ocug-un oyun o戸a-ma-ya git-me-sin-e izin ver-di. 

母国3SGPOSS子供－GEN遊び遊ぶ－VN・DAT行く・VN・3SGPOSS・DAT 許可与える

-PAST 

許可使役は使役の動調ではなく動名調の与格を用いてに．することに許可を与える」と

いう形で表現されるのが一般的である．ただしに．することを許さないJという不許可

は使役の動調で表わすことができる. 8 

Gorevli－戸 r,:anta・m・1 叫・trr-ma・d1・m.

係員・DAT かぱん・ISGPOSS-ACC 開ける－CAUS-NEG-PAST-I SG 

「私は係員にかばんを開けさせなかった（聞けることを許さなかった）」

動調の自他に関して l点補足しておくと，動調句内部にあった要素が，対応する使役文

において使役者の役割を果たす次のようなペアが存在する．

Stadyum~笠堅H笠l豆 doldu. 「スタジアムは観客で（INST）満ちた1

~註il笠 stadyumu doldurdu.「盟笠且スタジアムを満たしたJ

Hayvanl釘凶nes側同lmasmdanilrlctlyor.「動物たちは日食に＜ABUおびえる」

6動調st>yle-は，動名詞とともに用いられた場合「命令する」の意味をもっ．
7以下，大文字は子音の同化や母音調和による交替 （D= d/t; K = k/g; I= ih/il/u; A = e/a）を示す．
8一種の積極的な行為として強制使役の範暗に入るためであろう．
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Glines tutulmas1 hayv叩 Ianilr知的yor.「E金且動物たちをおびえさせる」

(6）私は弟にその本をあげた．

Ben karde干－im-e o kitab・1 ver-di-m. 

私兄弟・lSGPOSS・DAT その本－ACC与える－PAS下lSG

(7a）私は弟に本を読んであげた．

Ben kard~－im-e ki泊p oku-du-m. 

私兄弟ー lSGPOSS・DAT 本 読むーPAS下lSG

(7b）兄は私に本を読んでくれた．

Agabey-im bana kitap oku・du.

兄ー lSGPOSS 私に本 読む－PAST

いわゆるやりもらい表現は存在しない．動調 ver・・「与える」が動調の副動詞形に後続して

補助動調的に用いられることがあるが，その場合 ver・は恩恵や利益ではなく動作が急に／

素早く行われることを表わすとされる： 0andaodaya 凶 adamg也出i.「その時部屋にひと

りの男が（急に）入ってきた」， Kap明些些笠！「ドアを（ちょっと）開けて！」. 9 

(7c）私は母に髪の毛を切ってもらった．

Ben anne-m-e safi:-lm-1 kes-tir-di-m. 

私母－1SG.POSS-DAT 髪・lSG.POSS・ACC 切る－CAUS-PAS下lSG

使役の動詞 kestir－を用いて「私は母に髪を切らせたJと表現される．受恩恵の場合だけで

なく，裏返しにあたる「被害」も同じく使役を用いて表現される．

<;an ta・m-1 fi:al-drr・・d1-m.「私はかばんを盗まれた」

かぱん・ ISG.POSS・ACC 盗む－CAUS-PAST-I SG 

(8a）私は（自分の）体を洗った．

Ben yika-n・d1-m.

私洗う－REFL-PAST-1SG 

9補助動詞ver・・に先行する副動詞接尾辞は通常の－(y)Aではなく・(y)Iとなり，正書法上はgiriver-,ai;:1ver-

のように一語で書かれる．なおJaeckeland Erciye~ (2006: 420）のように，命令文での ver－の用法を「丁
寧な依頼」 (politerequest）を表わすものとする見解も見られる．
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戸kan－は他動調 y1Jca.・「洗う」に再帰の接尾辞4・が付されたもので，「自分を洗う，入浴する」

の意味をもっ．再帰的な動作はこのような再帰動詞によって表わされる以外に，再帰代名

詞 kendi「自分」と非再帰動詞を用いて分析的にも表わされる．例えば動調yikan・はある辞

書では‘kendikendini抑kamak,banyo yapmak’「自分自身を洗う，入浴する」のように言い換

えられている．

(8b）私は手を洗った．

Ben el-ler・・im-i yika-d1-m. 

私手・PL-1SGPOSS-ACC 洗う－PAS下lSG

(8c）彼は手を洗った．

0 el-ler-in・i 戸h・d1.

彼手－PL・3SGPOSS-ACC 洗う・PAST

(9）私はその本を自分のために買った．

Ben o kitab-1 kendi・m ic;:in al-d1-m. 

私その本－ACC 自分－ISGPOSS ために買うーPAST-ISG

再帰の接尾辞ー仰nーを付すことができる動詞は語葉的に限られており， al・「買うJなどは対

応する再帰の動詞をもたない．再帰の動調はその多くが「自分を．．．する」という意味を

表わす自動調であるが，同組e・「積む」に対する yilklen－や tak・「（アクセサリーなどを）着

ける」に対する匂km－のように「自分に．．．する」に相当する意味を表わす他動詞も存在

する. 10 

<;an ta・m-1 srrt-un-a 同kle-di・m.「かばんを背中にかついだ」

かぱん・ISGPOSS・ACC 背中・ISGPOSS-DAT 積む－PAST-ISG

C血 ta・m-1 同kle-n・di-m.「かばんをかついだ（＝自分に積んだ）J 

かぱん・ISGPOSS・ACC 積む・REFL-PAS下ISG

(10）彼らは（互いに）殴り合っていた．

Onlar dov-il~－ilyor-lar-dt. 

彼ら 殴る－RECIP-PRES11-PL・PAST.COP

10 さらに giy－「（服を）着る」（他動調）に対する giyin－「身支度をする」（自動詞）も再帰動調として
扱われているが，ここでの接尾辞－in－の働きは他の再帰動調一般の場合とはかなり異なるものである．
II ここで接尾砕のwは未完了アスペクトを表わしているが（菅原 2010:331，註4を参照），本稿の
グロスでは便宜上PRESを用いる．
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Onlar birbirin-i dov-liyor-lar-d1. 

彼ら お互い－ACC 段る・PRES-PL-PAST.COP

dovo~－「殴り合う」は動詞 dov・「殴るJ に相互の接尾辞－ti~－が付された相Eの動調で、ある．

相互的な動作は，このような相互の動調によって表わされる以外に，相互代名詞birbiri「お

互いJを用いて分析的にも表される. 12 両者の聞には若干の意味（あるいはニュアンス）

の違いがあるようであるが，相互の動詞の言い換えとして，相E代名調と非相互動詞によ

る「お互いを．．．する」が用いられることがある．例えばある辞書は dovo~－「殴り合う」

の意味のひとつとして‘birbirinidovmek, birbirine saldmp bogu~mak’「おEいを殴る，お互い

に攻撃し争う」をあげている．なお相互の接尾辞を付すことができる動調も語量的に限ら

れている．その一方で，名調に接尾辞”IA$－が付されて相互的な動作を表わす動調が作られ

ることがある： soz「言葉，約束J-sozle~司「約束を交わす，合意する J, e-mail 「e・メール」

-e・maille~－「メールのやり取りをし合う」など．

( 11）その人たちは《みな一緒に》町へ出発した．

Onlar (beraber) ~ehr-e dogru yol-a i;1k-t1. 

彼らは一緒に 町－DAT 向かつて道－DAT 出る－PAST

相互の接尾辞－（！）$－が相互の意味ではなく，多数からなる主語によって一斉にあるいはばら

ばらに行われる動作を表わすものに， kai;－「逃げる」に対する kai;1~－「一斉に逃げ散らばるJ'

ui;－「飛ぶJ に対する u写u~－「飛びかわす」などがある．

Ku~－lar agai;-lar-da ui;-u~－uyor-du. 「鳥たちは木々の間で飛びかわしていた」

鳥－PL 木－PL-LOC 飛ぶ－ RECIP -PRES・PAST.COP

また o戸1a・「遊ぶj に対する 0戸la~－「一緒に遊ぶJ, ho！－「分ける」に対する bolil~－「分け合

うJなども同じ接尾辞－（！）$－による派生であるが，元の動調の項構造を変えないという点で

上記 kai;1~－， w;:u~－などと共通する性質をもっと言える. 13 

(12）その映画は泣ける（その映画を見ると泣いてしまう）．

0 film-e agla-n-1r. 

その映画・DAT 泣く－PASS・AOR

12ちなみに相互の動調を相互代名調とともに用いるのは「誤用」とされている（Alpay2007：・124).

13 Goksel-Kerslake (2005:57）は， w;u~－「飛びかわす」や boIU~－「分け合う」なと、に含まれる接尾辞ー仰Jー
を相Eの接尾辞と区別して，派生接尾辞のひとつとして扱っている．
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0 film insan-1 agla-t-rr. 

その映画人－ACC泣く－CAUS-A OR 

無人称受動文を用いて「その映画に対して泣かれる（＝皆が泣く）」とするか，使役を用い

て「その映画は人を泣かせる」のように表現することができる．

(13a）私は卵を割った．

Ben yumurta・y1krr-d1・m.

私卵・ACC 割る－PAST-lSG

(13b) 《うっかり落として》私はコップを割った（割ってしまった）．

Ben bardag-1m・1 krr-d1-m. 

私コップ・1SGPOSS-ACC 割る－PAS下lSG

B紅白星－Im krr-1!-d1. 

コップ・lSGPOSS 割る・PASS-PAST

他動調krr－を使った「私はコップを割ったJ，自動詞kml・を使った「コップが割れたJのど

ちらも可能であるが，栗林（2010:164）によれば，有責任性は他動調表現と結びつくという．

(14a）きのう私はコーヒーを飲みすぎて（飲みすぎたので）眠れなかった．

D勘1 i;ok kahve ii;-tig－出1 ii;in uyu-yama・d1-m.

昨日多く コーヒー飲む－PART-lSGPOSS ために眠る－IPSB-PAS下lSG

Diln i;ok kahve ii;-tig-im ii; in uyku-m gel-me-di. 

眠気－lSGPOSS 来る・NEG・PAST

後者の表現については（22b）を参照．

(14b）きのう私は仕事がたくさんあって（たくさんあったので）眠れなかった．

D也1 i;ok i~－im ol-dug-u ii;in uyu-ma・d1-m.

昨日多く仕事・lSGPOSS ある－PART-3SGPOSS ために眠る－NEG-PAS下lSG

このような状況では（14a）のような不可能形uyuy；釘nad1mは使えず，単純な否定形uyumad1m

「眠らなかった」か，あるいはuyumayavak也nolmad1「眠る時間がなかった」のような表
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現を用いることになるという．

(15）私は頭が痛い．

Benim b~－lIIl agn-yor. 

私の頭・lSGPOSS痛む－PRES

トルコ語は二重主語構文をもたないため「私の頭が痛しリと表現される．

(16）あの女性は髪が長い．

0 kadm-m sa令I uzun. 

あの女性・GEN髪－3SGPOSS 長い

0 kadm 

あ の 女 性

uzun sa~l1. 

長い髪をもっ

0 kadm・m 山田 sa十l var. 

あの女心EN長い髪・3SGPOSS ある

2 番円の文は形容詞 sa~h 「髪をもっ」を述語とする. 3番目の文は存在を意味する述語var

「ある」を用いて「あの女性の長い髪があるJと表現されている．トルコ語には英語の have

にあたる動調はなく，所有の意味はこの最後の構文で表わされるのが普通である．

(l7a）彼は手で友人の肩を叩いた．

El-i-yle arka由~－m-m omz-un-a vur-du. 

手－3SGPOSS・INST 友人－3SGPOSS・GEN 肩－3SGPOSS-DAT 打つ－PAST

「叩く」を意味するもっとも一般的な動調vur－は与格名調句をとる．

(17b）彼は私の手をとった．

0 ben-i el-im-den 旬t-tu.

彼私－ACC手・1SGPOSS-ABL つかむ－PAST

対格をとる動詞である tut・「つかむ」では，人を対格で，部位を奪格で表わす上の構文が
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よく用いられる.14 「私の手」を対格においたObenim elimi岡山．も可能であるが，両者の

聞には動作の対象が「私」（全体）であるか「私の手」（部分）であるかという違いがある．

(18a）私は彼がやって来るのを見た．

Ben on・un gel-dig-in-i 

私彼－GEN来る－PART・3SGPOSS-ACC

gor-dii-m. 

見る－PAS下lSG 

(l 8b）私は彼が今日来ることを知っている．

Ben on-un bugiin gel-eceg-in-i 

私彼－GEN今日来る－PART・3SGPOSS-ACC G
 

n
b
 

明

郎

α

D

1

 

・
叩
る

凶

知

認識や伝達の動調の補文述語は「形動詞＋所有接尾辞＋格接尾辞」の形をとる．主動調と

の相対的な時間関係により， (18a）では非未来の形動調ーDJK, (18b）では未来の形動調

停 (y)AcAKが用いられている．これに対して要求，必要や勧めを表わす述語は「動名調＋所

有接尾辞＋格接尾辞」の補文をとる. cf. (23). 

Bana bir位 yardunet-me-niz・i isti-yor-um. 

私に少し手助けする－VN・2PL.POSS・ACC 欲する－PRES・ISG

「私に少し手助けしてほしい（あなたの手助けすることを欲する）．」

Doktor-um bana yoga k:urs-un・a git-me-m-i 

医者・lSGPOSS 私にヨガコース－3SGPOSS-DAT 行く－VN・1SGPOSS-ACC 

tavsiye et-ti. 

勧める－PAST

「医者は私にヨガのコースに行くことを勧めた.J 

(19）彼は自分（のほう）が勝つと思った．

0 kendin-i kazan-acak san-d1. 

彼自分－ACC勝つ－FUT 思う－PAST

いわゆる「小節」を含む文である．同じ内容は上述した通常の補文を用いて次のようにも

14同じく対格動詞である刊F 「撃つ」も同様の構文を作ることができる．
Polis zanh-yi sol bacag・m-dan vur-du. 「警官は容疑者の左脚を撃った」
警官容疑者－ACC 左脚・3SGPOSS-ABL 撃つ・PAST

またこれらを受動文にすることも可能である： Elimdentutuldum.「私は手をつかまれた」； Zanhsol 

bacagm白nvuruldu.「容疑者は左脚を撃たれたJ.
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表現できる．

0 kendin-in k沼叩－acag-m・I san・di.

彼自分－GEN勝つ－PAR下3SGPOSS・ACC 思う－PAST

小節が動詞述語を含まない場合は次のようになる．

0 kendin-i ilnlil san・1yor.「彼は自分を有名だと思っているJ

彼自分・ACC有名な思う・PRES

(20a）私は（コップの）水（の一部）を飲んだ．

Ben bardak-ta・ki su-dan i9・ti-m.

私コップ・LOC・ki1571<・ABL 飲む－PASl二lSG 

(20b）私は（コップの）水を全部飲んだ．

Ben bardak-ta-ki suy-un tamam-m-1 i9・h・m.

私 コップ四LOC・ki水・GEN全部・3SGPOSS・ACC 飲む－PAST-ISG

(21）あの人は肉を食べない．

0 ki~i et ye-mez. I ye”mi-yor. 

あの人肉食べる・NEGAORI食べる－NEG-PRES

(22a）今日は寒い．

Bugiln hava so魯Ik.

今日 天気寒い

(22b）私は（何だか）寒い（私には寒く感じる）．

Ben il~il-yor-um. 

私寒く感じる・PRES-ISG

泊~il－は「（人が）寒く感じるJ という意味を表わす動詞である． ここでは主体が主語になっ

ているが，知覚・感覚を表わす場合にしばしば用いられる構文として，事物を主語とし，

主体は所有接尾辞の形で文中の名詞に付加されて表わされるものがある．

Uyku-m 

眠気－ISGPOSS

gel-di.「（私は）眠くなった（＝私の眠気がやって来た）」

来る－PAST

15接尾辞・kiは位置格名調句を修飾語に変える働きをする．
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Can-un hirybir ~ey yap-mak iste・mi-yor.「（私は）何もする気がしないJ

命－lSGPOSS 何も する・VN 欲する－NEG・PRES

Bir ~ey dikkat-im・i 伊k-ti.「あることが私の注意を引いたJ

あること 注意ーlSGPOSS・ACC引く－PAST

(23）私は人がとても多いのに驚いた．

Bu kadar ins釦 ol-ma-sm-a ~~tr-dトm

これほど人 いる・VN・3SGPOSS-DAT 驚く－PAS下lSG

Goksel -Kerslake (2005:429）によればsevin－「喜ぶJ，也首I－「悲しむJなどの感覚動詞を述語

とする文では，形動詞による補文と動名詞による補文のいずれも可能であるという.16そ

の一方でインフォーマントによれば（23）で動名詞 olmasmaに代えて形動調 oldugunaを用い

ることはできないという．

(24）雨が降ってきた．

Yagmur yag-ma-ya ba~la-d1. 

雨 降る－VN・DAT 始める－PAST

(25）その本は良く売れる．

0 kitap iyi sat-ar I sat-lyor. 

その本 よく売る－AORI売る－PRES

kitap「本Jを主語に置き，他動調 sat・「売るj をそのまま用いて表現される．また他動詞

kes－「切るJ,y但・「書くJでは道具を主語に置いたBubtryak iyi keser.「このナイフは良く切

れる」； Bukalem i戸yazm但．「このベンは良く書けないJのような表現が可能である. 17 

I晶‘百】e-DIKI－似1AcAKforms are fully interchangeable with ’mA in such contexts ( ... )'. 
17 さらに「書かれている（書いである）」も動詞yaz－の能動形を用いて表わされる.Krem・inilretim ve 
son kullanma tarih-i ambal司j-m-malt・m-day位呼or. 「クリームの製造・最終消費年月日は包装の下に
書いてあります」（クリーム・GEN 製造と最終消費日付・3SGPOSS 包装，3SGPOSS-GEN
下－3SGPOSS-LOC 書く－PRES)
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略号

ABL 奪格 PASS 受動／自動調化

ACC 対格 PAST 過去

AOR 中立（形） PAST.COP 過去のコピュラ

CAUS 使役 PL 複数

DAT 与格 POSS 所有接尾辞

FUT 未来 PRES 現在

GEN 所有格 REC IP 相互

勘E 命令 REFL 再帰

INST 共同・手段格 SG 単数

IPSB 不可能 VN 動名調

LOC 位格 1人称

NEG 否定 2 2人称

PART 分調 3 3人称
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