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現代日本語の「ナル」表現の諸相 

      

序章 

 

1.はじめに  

本研究は現代日本語の「ナル」表現について、個別の文法的な現

象を記述しつつ、文法構造と意味構造との相関を探り、「ナル」表現

の全体像を捉えようとしたものである。現代日本語の「ナル」につ

いてはこれまでにも、個別の問題として論じた研究、特定の側面に

ついて特徵が述べられた論考は少なからずあり、大きな成果が蓄積

されている。しかしながら、ナル表現の意味的、文法的な特徵につ

いて総合的に論じられたものはないように思われる。本研究はそれ

を試みようとしたものである。  

 

2.変化表現における「ナル表現」の位置づけ 
 われわれの日常生活において最も頻繁に行われる言語形式の一つ

に「変化表現」がある。「変化」という概念は、動詞の意味を構成す

る諸要素の中で、「動作」「作用」「状態」などと並んで、もっとも基

本的なものの一つである。池上嘉彦（ 1981:24～ 25）が言語的表現を

意味論的に、「言語による表現の対象となる外界の出来事は＜変化＞

か＜状態＞かのいずれである」、そして「＜変化＞と＜状態＞という

二つの項はそれだけで余剰のない完全な分類を構成する。従って＜

変化＞と＜状態＞の言語的表現に用いられる構造型を規定すること

ができれば、外界の出来事を表現する際、言語によって用いられる

すべての構造型が規定される事になる。」と指摘しているように、「変
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化」という概念は動詞の意味論のみならず、表現論でも活用されて

いる重要な概念である。  

 表現論的な観点でもよく知られていることだが、「する」表現対「な

る」表現という区別がされることがある。従来、英語と日本語の表

現構造を対比させ、＜スル＞型言語と＜ナル＞型言語というような

表現の好みの差が指摘されてきた。この点においては、中国語と比

較してみても、日本語の「ナル」型言語という特徴がさらに顕著に

現れてくるのである。  

日本語の変化構文について、これまで多くの研究者によって様々

な立場から盛んに研究が行われてきており、大きな成果があげられ

ている。  

 変化文の構造に関するこれまでの研究では、やはり文は客体的な

事柄内容を表す部分と、話し手の主体的態度を表す部分からなると

いう考え方が広く採用されている。このような考え方は日本語文法

研究の中で特に伝統的文法研究においても有力な考え方である。  

それぞれの変化構文について、これまでに行なわれた非常に数多

くの研究の中で、特に変化動詞文について近年、例えば、奥津（ 1996

～1997）影山（ 1996）仁田（ 2002）などによるかなり詳しい論述が

提出されている。ただ、奥津は主に変化動詞文における連体と連用

の対応の問題に焦点を置き、影山は語彙概念構造の基本形に基づい

て、結果構文における働きかけと結果の合成の問題に分析の重点を

置いている。そして仁田は主に結果の副詞の出現と動詞の下位分類

との相関関係の解明を目指している。いずれも変化動詞文の個別的

な問題についての論考である。変化表現全体に関する体系的な研究

は筆者の知っている限り、まだないようである。  



13 
 

 なお、従来の変化表現の研究は主に形態論、統語論、意味論に重

点が置かれており、表現論、語用論の面からの研究はそれほど多く

はないというのが現状である。いわゆる変化動詞の非変化的用法（例

えば、モダリティ、コピュラ的用法）やヴォイスとの連続性（たと

えば、受動、可能、自発）、形式動詞化した「ナル」「スル」など、

即ち変化表現に関する未開拓の問題がまだたくさん残されていると

思われる。  

 

2.1.変化表現とは 
 ここで本研究の中心課題である「変化表現」の基本概念について

関連の先行研究を概観しながら本研究の立場を明らかにしておきた

い。  

 

2.2.「変化」と「変化表現」 
 変化表現とは何か  先行研究に当ってみると、色々違う定義のし

かたがなされていることが分かる。ここでまず意味論と統語論的な

立場からの変化構文の研究としてよくとりあげられる寺村秀夫及び

奥津敬一郎両氏の「変化」と「変化表現」についての定義を見てみ

よう。  

寺村（1982:118）は 

変化というのはある存在主体（ X）が或る状態、初めの状態（ S）

から他の状態、結果の状態（ G）へ移行することである。  

と述べているのに対して、奥津敬一郎（ 1996:77～78）は  

＜主体＞は t1 という時間において s1 という状態にある。その＜

全体＞が t1 より遅い t2 という時間において s1 と違う s2 という
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状態にあるとき、その現象を「変化」と言う。  

という捉え方をしている。変化自動詞文における「変化」について

はおおかた同じ定義のしかたをしているように見えるが、両者の間

にはやや異なるところがある。それは時間に関する表示が明確にさ

れているかどうかの違いである。  

 この極複雑な様相を呈している変化表現を考察するにあたって、

どうしても共通の理論と枠組みの設定が要請される。本研究では変

化他動詞文における「変化」と「変化表現」については意味的にも

統語的にも外延が広い寺村（ 1982）の考え方をとり入れ、論を進め

ていく。  

2.3.結果語の扱われ方 
 本研究の立場との関連で結果語の扱われ方を簡単に触れておこう。

変化動詞が要求する変化の結果状態を表す成分の統語的位置づけに

ついては、学説間には大きな違いが見られるようである。たとえば

寺村は変化の結果の状態「 Y ニ」は「ナル」類の変化動詞にとって

は必須補語である（一部の動詞にとっては準必須補語となる）と主

張するのに対して、奥津（ 1983）は「変化動詞文ニオイテ＜事物＞

ハ名詞トシテ実現シ、＜始発＞ハ名詞トシテ実現シテ「カラ」格マ

タハ「ガ」格をトリ、「結果」ハ副詞トシテ実現スル。」（点線は筆者）

というように結果語を副詞としてとらえている。  

 また、従来の研究では結果語は変化構文の一つの成分として捉え

ているのが主流であるが、奥津（ 1977）と城田（ 1993）のように結

果語は補文から来たものと主張する説もある。奥津は結果語につい

ては  

「名詞＋ニ」の形だけでなく、形容詞、形容動詞も結果語にな
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るし、さらに動詞も「ヨウニ」をとって結果語となる。  

というように、すべての形の文が変化動詞の結果語となると強調し

ている 1。また、結果語を変化動詞に対して、いかなる統語的関係に

あるものと位置づけるかについては、従来の扱い方は大体、形の上

で「名詞＋格助詞」は補語（あるいは補充語、補充成分）と、形容

詞、形容動詞の連用形及び副詞は「修飾語」（あるいは連用修飾語、

連用修飾成分）と呼んで、線を引いて区別するのが主流である。一

方益岡（ 1987）や早津（ 1995）のように変化動詞が必須成分として

要求する結果語を形の上から区別せず、一括して「補足語」（益岡）

や「必須補語」（早津）とする傾向が最近目立つようになってきたこ

とが注目されるべきである。  

 本研究も、文の基本的な構造を「命題」（客体的事柄を表す部分）

と「モダリティ」（客体的事柄に対する話者の態度）の結合において

捉えようとする考え方から出発する。「変化構文」においては命題部

分の中核（主要素）となるのは、変化、（変化）作用や働きかけを表

す変化動詞である。命題部分は主要素である。動詞と、動詞に様々

な形で従属する「主体」や「対象」「結果状態」を表す従要素との結

合により形成される。この従要素には、大別すると主要素の変化動

詞にとって必須成分となる要素（必須連用成分）と、変化動詞に付

加されることで、述語動詞が表す内容を詳しくする働きを持つ随意

的要素（非必須連用成分）とがある。変化構文は、主要素と連用成

分の結び付き方によって、質的に異なるいくつかのタイプに分類で

きる。  

本研究は変化動詞文の構文特徴と意味用法を考えるうえで、下位

                                                      
1奥津（ 1977  P90～ 93）参照  
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分類された動詞の種類による必須成分の設定が大変重要かつ意義を

持つと考え、以下で考察する変化動詞文において、結果語が必須成

分であることを前提にして、考察を進めていく。そしてその下位類

として名詞句の形をとるものを「補語」、形容詞、形容動詞の連用形

の形をとるものを「連用語」と呼ぶことにする。  

 

3.2.本研究の記述枠組 
 本研究で設定する研究課題は「ナル表現に関する諸問題」となる

が、考察の対象を「結果語が必須成分として要求される構文」に限

定する。考察の重点を文の命題（ proposition）の構造に置き、それ

ぞれの構文形式における格関係（格支配、格体制などを含む）や、

述語と補語（必須成分）との間の関係及び意味用法の特徴、語用的

条件などを論じる。そして、これまであまり取り上げられてこなか

ったナル表現が持つもう一つの側面、いわば変化の意味を持たない、

または変化の意味が非常にうすい用法も考察する。なお、その周辺

的側面、たとえばモダリティ、受身、可能、自発との関連づけ、そ

して“引用表現”“認識表現”“意義づけ表現”との連続性などを明

らかにする。それから、翻訳を通じてそれぞれの表現が中国語とど

のような対応関係を示すかを観察し、日中語の表現上のずれを究明

して、中国語話者への日本語文法教育に役立てることも考えてみた

い。以下、本研究の構成についてその内容をごく簡単に紹介してお

く。  

 序章では日本語の変化表現におけるナル表現の位置づけや本研究

の記述の枠組み、そして、結果語の従来の扱い方などについて説明

する。  
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第一章では述語動詞に変化自動詞が使われる構文を考察対象とす

る。まず第Ⅰ部において、 1）「 X ガ Y〈名詞〉ニ／ト  ナル」  2）

「X ガ Y(連用語 )ナル」の 2 つの構文をとりあげる。「名詞＋ニ／ト」

による結果補語に焦点を合わせると同時に、「形容（動）詞（連用形）」

にも目を向ける。  

 続いて、第二章では「（補文）ことになる」「（補文）ようになる」

及びモダリティ形式化した「なる」を中心に考察する。「（補文）こ

とになる」構文を典型的用法と非典型的用法（３つのタイプ）、そし

て「（補文）ようになる」構文を「漸次的変化」、「急な変化」、「動作

の習慣化」の３つの用法に分けて取り扱う。また、これらのタイプ

の構文に示される話者の意図的心理的状態を表すところのモダリテ

ィ的要素の究明を試みる。  

 第三章では「 N ニ／トナル」の非変化的用法及び他の表現との連

続性を考える。   

第四章では第二章～第三章で考察した成果をふまえ、翻訳を通し

て、ナル表現における日中語の対応関係を考える。  

第五章では「ナル表現」が持つヴォイス的意味・「自発」「可能  

」「受身」の意味形成の原理、そして「ナル」が持ついくつかの機  

能的特性の特徴付け、助動詞「（ラ）レル」との関連性を探求する。  

第六章では「ナル」表現の周辺的問題、おもにテンス、アスペク

ト、モダリティを中心に考察を行う。ナル表現には変化の意味を表

すと同時に規定や慣習、組織内部の仕組みなどといった非変化的意

味をも表す。そして認識内容、推論結果、聞き手に対する丁寧さ（心

的態度）を表す働き、つまりモダリティ形式化した意味特徵を明ら

かにする。  
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第七章ではナル構文における意味の受動化現象について、例えば「太  

郎は学校を退学になった」の文に見られる受動的意味の機能的特性  

に触れておく。  

第八章では特に「ニ」と「ト」の使い分けについて詳しく検討す

る。なお、日本語学習書に見られる変化表現の取り扱い方及び学習

者の作文に見られる変化表現の使用状態を概観する。  

第九章では「＜動名詞＞になる」の言語形式を持つグループを語

彙論、統語論と連動する運用論の立場から、その位置づけや記述の

あり方を検討する。 

第十章では「ナル」の文法化現象を考える。  

第十一章では認知言語学の観点から、「ナル」の多義構造を探求す

る。  

第十二章では認知意味論の観点から「ナル表現」の類型と意味構

造を考える。  

 

3.3.本研究の記述範囲と立場 
  本研究における記述のよりどころは基本的には格文法であるが、

そこで行った作業では格文法のわくの中に閉じこもることなく、生

成文法、認知言語学や語彙概念構造など、他の理論の中でも有為な

ものは、できるだけ援用を試みた。理論を広く見わたすことが必要

であるからである。  

 なお、日本語のナル表現は、中国語との対応のしかたに大きなず

れが存在する。中国語話者にとってなかなか把握しにくいものであ

るため、このような問題を克服するには、両語間の対応関係を解明

する事がどうしても必要である。翻訳を基礎とした対照分析を通じ
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て、同じ伝達内容が、日本語と中国語で別の構造を持った文で伝え

られる、その表現パターンを捜し出すことが有効な方法であると考

える。このような手順を十分に活用すれば、結果的に両言語の言語

構造の一般的モデルの形成に役立つだろうと思われる。  

凡例：本研究で記号として×、？はそれぞれ不適格な文、不自然だ

ったり、通常使われなかったりする文を意味する。  
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第一章       変化自動詞文（I） 

 

1.はじめに 
変化構文は質的に異なるいくつかのタイプに分類できる。  

ここではまずそれぞれのタイプの変化構文についてその用法及び

基本事項を整理し、諸学説を概観する。次に、変化の結果状態を表

す「名詞ニ／トナル」「形容詞（形容動詞も含む）連用形ナル」の構

文的意味特性を検討することを通して、二つのタイプの変化構文の

本質的な違いを論ずる。  

 

2.変化表現の類型及びその基本事項 
2.1 変化表現の類型 
変化表現の形式にはいろいろあるが、従来一般に認められてきた

ものや、本研究で認めるものを例挙すると、以下のようになる。  

 

2.1.1（Ａ）述語が自動詞によるもの  

（ⅰ）結果語を伴わないタイプ  

1. そこに一通のハガキが届き、情況は一変する。（五体）  

2. 国内では朝鮮半島の緊張緩和と平和への期待が高まってい

る。（6.18 読売）  

3. 今年十一月に大統領選を控え、米国では党派対決が激化する

一方だ。（ 5.23 読売）  

4. そうした異変が複数遺伝子で重なると細胞がガン化する。

（6.27 読売）  

（ⅱ）結果語を伴うタイプ  
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5. 宋氏は 94 年には台湾省長に当選した。（ 3.22 読売）  

6. その結果、出生数から死亡数を引いた人口の自然増加は十九

万五千六百四十三人にとどまり、これまた過去最低となった。

（7.1 読売）  

7. 私の日本語の先輩、茶々のおかげで、日本語も上手になった

し、犬が怖くなくなって、犬が好きになりました。「読解入

門」  

8. 諭吉は今更のように字も読めない自分が恥ずかしくなりま

した。「福沢」  

9. 四月介護が保険でカバーされるようになると、ホームが介護

費用を入居者と保険の双方から「二重取り」することになる。

（3.18 読売）  

10. そのつもりはなかったが、私はあの時手抜き教育をしていた

ということになる。 

以下では、以上の 6 つのタイプの変化構文それぞれについてその

意味、用法と基本事項を整理しておく。  

 

2.2 各種の変化表現の意味と用法  

2.2.Ⅰ  「Ｘが  Ｖ（変化自動詞）」 
11. 明治時代になって日本人の食生活も変わってきた。｢中級｣ 

12. 花瓶が棚から落ちて、二つに割れた。  

13. 日本へ来る留学生はこれからも増えていきます。｢中級｣ 

14. 大都市周辺の都市化のために、農業用地が減少している。｢中

級｣ 

15. 社会が近代化する。｢中級｣ 
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このタイプの変化構文は、動的事象（すなわち動き）を叙述し、

「ガ格」は非意志的な変化主体である。このタイプに該当する動詞

はいちおう変化自動詞に入れることができるが、その意味構造でま

た 5 つの下位類に分けることができる。  

 １）「変わる」類：変わる、変貌する、変化する、変更する、一

変するなど  

 ２）「割れる」類：割れる、崩れる、凍る、冷める、増える、減

る、伸びるなど  

 ３）「強まる」類：強まる、静まる、深まる、古びる、白む、赤

らむ、青ばむ、黒ずむなど  

 ４）「減少する」類：減少する、縮小する、短縮する、好転する、

半減する、黄変するなど  

 ５）「激化する」類：激化する、悪化する、鈍化する、都市化す

る、現代化する、マンネリ化する、高齢

化するなど  

１）の「変わる」類による変化構文は補語として「ガ格」だけを

要求し、動詞述語でその主体の変化を言うだけで充足する。  

 例：デザインが変わる  ／放送時間が変更する  ／ 30 年ぶりに

訪れた故郷はすっかり変貌した。  

すなわち変化前や変化後の状態については問題にせず、単にどうい

う事物に変化、変更があったのかを表現する文である。そして  

「Ｘガ  Ｙニ  変わる」、「Ｘガ  Ｙカラ  Ｚニ変わる」のように、

変化前の状態や事物を「～カラ」で表し、変化後の事物の状態を「～

ニ／ヘ」で表すこともある。なお「故郷は 30 年前とずいぶん変わ

った」のような場合は「変わる」ことで生じる変化の様相をとらえ
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た表現である。この場合の「～ト」は変化前の時、場所、事物を表

すが、「～ト異なる」「～ト」のような比較の対象でもある。  

２）の「割れる」類は変化の意味素性が内在するもので、動きが

実現した結果、主体に状態の変化が引き起こされるといった結果の

局面を持つ主体変化動詞である。すなわち、主体の動きの展開過程

の局面と動きの結果の局面との双方を自らが表す動きの内実とし

て有している動詞である。「割れる」を例にすれば、「割れる」とい

う動詞の表す動きは、主体の動きが実現した結果、主体は「割れて

いなかった」状態から「割れた」状態へと、自らの状態を変化させ

るといったものである。  

このタイプの変化自動詞文は下例のようにさらにもう一つの「結

果」を副詞的成分として任意に外在させることができる。  

 例：花瓶が二つに割れた  ／壁がこなごなに崩れた  ／氷がこ

ちこちに凍った  

３）～５）類の変化動詞は結果語編入派生動詞である。変化の結

果として生じてくる新しい状態を直接派生動詞のなかに取り込ん

でいるので、形態論的な分析が可能であり、その結果状態が可視的

である。例えば３）と４）では主に語基に形容詞や形容動詞、副詞

などが組み込まれ、変化後の結果を表す 2。そして接尾辞「～まる」

「～びる」「～む」「～らむ」「～ばむ」「～化する」などが「なる」

と同じく「変化」の意味を持つ。  

これらの結果語編入動詞すべてに共通するのは基体動詞（あるい

は動的接辞）そのものが何らかの状態変化を表す意味を本来的に持

                                                      
2
 厳格に言えば、結果語は派生動詞の形容詞語幹（例えば、「高まる」「強まる」の「高」

「強」）や名詞語幹（例えば、「ガン化」「黒字化」の「ガン」「黒字」）として機能し

ている。  
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っていて、そして結果語がその派生動詞の中に組み込まれていて意

味的にも統語的にも分析可能ということである。  

ただし、結果を編入した形態論的変化動詞の意味は特殊化してし

まうものも数多くあり、かなり複雑な様相を呈しているため、ここ

では深入りせず、これらの変化動詞の形態論的分析と意味用法の詳

述は第 7 章と蘇（ 2006）に譲ることにする。  

本章では、主に自動詞「なる」などによる変化構文を中心に考察

し、其の他のタイプの変化構文については別章で論ずることにする。 

 

2.2.Ⅱ  「Ｘが  Ｙ（名詞） {に／と } Ｖ」 
16. 信号が赤から青になった。  

17. 息子が医者になった。  

18. 証言参加者は 延べ 人数で一万五 千人 近く に達して いる 。

（2000.6.18 読売）  

19. 2000 年 1～3 月期の実質成長は前期比年率 10％となり、99

年度平均でも３年ぶりにプラス成長となった。（ 2000.6.17 

読売）  

20. 日本が占領していた都市と占領日本軍の連隊所在地の都市

とが戦後姉妹都市となった例もあるという。（読売）  

このタイプは変化の主体Ｘがある過程を経て「Ｙに／と」で表さ

れる変化後の状態に至るということを表すものである。例 23、 24

がもっとも標準的なタイプの変化構文である。変化というのはある

存在自体がある状態から他の状態へ移行することであるから、普通、

変化には例 23 で示されるように、三つの要素、つまり変化の主体（主

体）、変化の前の状態（始点）、そして変化の後の状態（結果）が必
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要である。しかし、変化の表現では始点より結果の方に関心があり、

始点の方は表さずに結果だけを表すことが多い。例 22 のように「か

ら格」があれば変化のもとの状態が表されるが“信号が青になった”

のように「から格」がなければ変化の結果だけが取りあげられるこ

とになる。前述したⅠ類の「変わる」などは結果的な補語を要求で

きるが、必ずしもつねに要求するとは限らない。例えば、“信号が（赤

に）変わる”。これに対してⅡの「なる」類の動詞は結果的な補語を

要求する度合いが非常に強く、具体的な文脈、場面の中でも省略さ

れることはまれである。また、例 23 の「息子が」「～が」という主

体自身が変化の前の身分、状態、性質などを表すことも多い。  

「なる」で表される変化の意味には属性に変化が生じるものの他に

捉え方の変化、役割の変化など多様なものが見られる。  

 

2.2.1 「名詞に」「名詞と」による結果語についての従来の取り扱

い方とその問題点  

「名詞に」「名詞と」による結果語における「に」「と」をめぐっ

ては従来語彙論的にさかんに論じられてきた。（これについてⅢのタ

イプとの関連で次節 2.3.Ⅲで触れることにする）ところが「になる」

と「となる」の意味的な違い及びその使い分けについての言及は十

分とは言えないのである。一般の文法書における両者の使い方の指

摘は次のようにまとめられる。  

（イ）表現論的なとらえ方  

（ⅰ）「となる」は古語的、「になる」は口語的である。  

（ⅱ）「になる」が状態の変化に重点を置いた表現であるのに

対して、「となる」は変化した後の状態に重点を置いた
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表現である 3。  

（iii）「になる」は次第に変化することを表す。「となる」は

突然に変化することを表す 4。 

（ロ）意味論的なとらえ方  

（iv）「に」も「と」も変化の結果を示すのに用いられる。 5 

なかには「になる」が「となる」より使用範囲が広く「となる」の

多くの部分を代替できると見て「となる」を捨象して「になる」の

みをとりあげて論じる文法書（文法説）も少なくない。 6 

では実際に上述した諸説が指摘したように「と」はどんな場合で

も「に」に置きかえられるだろうか。置き換えられた場合に意味に

違いが生じないだろうか。以下の例をみてみよう。  

28. 東京ではちょうどそのころサクラの花が満開になります。一

本の木で最初の花が咲いて、約 10 日間で満開となり、２週

間目ごろにはほとんど全部散ってしまいます。「読解入門」  

29. 人間誰しも褒められるとうれしくなり、次の行動の原動力と

なる。人の短所も見方を変えれば長所となることも多い。短

所に目くじらを立て長所となる部分も摘み取ってしまうよ

うな今の子供の育て方は間違っていると思う。（ 3.18 読売） 

30. 学生確保に悩む大学、短大が時代の要請に合った教育内容に

転換することも可能になり、事実上の「救済策」になりそう。

                                                      
3  （ ⅰ）には奥津（ 1978）がある。（ ⅱ）には丸田（ 1997）などがある。  
4  田中（ 2001： 421）は「に」と「と」使い分けについて実例は挙げて次のように説明

している。「暴風雨ニなる」の場合は、次第に暴風雨という結果に至った、あるいは、

自然にそうなったという意味合いであり、一方、「暴風雨トなる」には、「一転して

暴風雨が吹き荒れる」といった気持ちが、根底にある。すなわち、「ニ」は、徐々に、

自然変化した結果を示すのに対して、「ト」は、転化を示すといいうる。  
5 湯 沢（ 1977）『口語法精説』では「に」と「と」の使い方について「化成の結果を

表すに用いる」と全く同じ解釈をしている。  
6 例えば寺村（ 1982）、奥津（ 1978）。  
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（2000.5.13 読売）  

例 28 は同じ文の中で「に」と「と」の両方が用いられている。例

29 の「原動力となる」を「原動力になる」に置き換えられる。置き

換えられても意味上の差異は生じない。また統計数字を見る 7と確か

に「となる」の方がより文語的と言えなくもない。ところがはっき

り「になる」に置き換えできない場合もある。例 30 の「教育内容に

転換する」の「に」を「と」に換えると非文となる。  

31. でんぷんなどの炭水化物が酵素、酸素などの働きでぶどう糖

などの糖類に 変化する。「集英社、国語辞典」  

32. しかし北朝鮮との友好ムード一色に 染まった韓国が経済協

力のスピードを加速させ…（ 2000.6.18 読売）  

例 30、31、32 から分るようにあるものＮＰ 1 がＮＰ 2 に明らかに変

化した場合、そして変化の結果に重点が置かれている場合「になる」

が使われる。  

炭水化物が酵素、酸素などの働きでぶどう糖などの糖類に変ってしまう。 

ＮＰ 1                   ＮＰ２  

ということは「ＮＰ１→ＮＰ２」の意味関係であり、「ＮＰ１＝ＮＰ

２」の意味関係ではない。要するに現在どういう状態にあるだけで

なく、その前の状態はどうであったか、前の状態と現在の状態とど

う変わったかを問題にする場合「に」だけが使われる。一方「とな

る」は結果に重点がおかれているというより、動詞「なる」の内容

を表していると言えよう。  

33. シーズンの折り返しとなる  68 試合目は打線に自信を付け

                                                      
7  小学国語（日本書籍 1988 年） 6 上下を調べたところ｢になる｣と「となる」の占める

割合はそれぞれ 93％と 7％となっている。『ジュニア朝日年鑑』（社会学習 1990 年）

を調べても大体同じ数字を示しているのに対して読売新聞（衛星版朝刊）（ 2000 年 7

月 6 日）を調べると｢になる｣と「となる｣の占める割合は 34％対 66％となり、｢にな

る｣より｢となる｣のほうが圧倒的に多い。  
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させる大事な節目となったはずだ。（ 2000.7.1 読売）  

34. （テレビがデジタル化すれば、ハイビジョン並みの精細な映

像が楽しめるし、双方向放送の可能性も広がる。）その第一

歩となるチャンネル変更に早く着手したい。（ 2000.7.6 読

売）  

こういう場合の「となる」は、たいてい意味的「である」に近い。

ＮＰ１とＮＰ２の関係は「ＮＰ１＝ＮＰ２」になる。  

もっとも「と」を使うか「に」を使うかはある情況をどうとらえ

るかによって違う。例 29 に戻り、中の「長所となる」の意味用法を

見てみよう。例 29 では、短所であったもの（ＮＰ 1）が長所（ＮＰ 2）

に変化しているわけではない。人間性の中で短所はあくまでも短所

として存在しているが、角度を変えれば、短所であったものが長所

となって映る。プラスになっているという意味である。ＮＰ 1 とＮ

Ｐ2 の関係は「ＮＰ１＝ＮＰ２」であって、「ＮＰ１→ＮＰ２」では

ない。ところが言い方を次のように少し変えると  

29′人間誰しも褒められるとうれしくなり、次の行動力となる。

それで短所であったものが長所になることもある。  

その人間性の中では短所ＮＰ 1 が長所ＮＰ 2 にとってかわる、つまり

「ＮＰ１→ＮＰ２」の関係を示すという感じが強くなる。  

 

2.3.Ⅲ  「Ｘが  Ｙ形容（動）詞連用形  Ｖ」  

35. 最近は韓国勢の攻勢が目覚しく なった。（ 2000.6.23 読売） 

36. 受験戦争中の成績がすべてという価値観が支配的と  なって

いるこの世の中が…（ 2000.6.27 読売）  

37. その間に幼いルリ子の行方が知れなく  なったのだ。｢氷点
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（上）｣ 

38. やさしい洪庵の言葉に諭吉は胸がいっぱいに  なりました。

「福沢」  

39. 彼は校番のむさ苦しい部屋が無性に恋しく  なってきた。「次

郎」  

40. 諭吉はまず石川の家の玄関番をしている青年と仲良く  なり、

その青年を通して色々なことを教えてもらうようになりま

した。「福沢」  

41. ただただ休み時間が早く終わらないかと願うばかりに なる

のだ。「五体」  

「形容（動）詞連用形ナル」型の変化構文には前述した「名詞に／

となる」のような用法の分化は見られない。ここで、この型に関し

て「なる」の前の結果語の品詞によって整理しておくことにする。

その前にまず結果語についての諸説を見てみよう。  

 

2.3.1 品詞論からみる結果語の取り扱い方  

変化構文における結果語については様々に考究されてきた。とく

に形容詞、形容動詞の連用形のいわゆる副詞法については非常に説

が多く、本章ではこれらすべてを検討することはできないが、従来

どのような見解が出されているか、代表的な文法説を簡単に挙げて

おく。  

橋本文法  

医者ニナル  →［体言＋格助詞ニ＋ナル］  

静カニナル  →［形容動詞（連用形）＋ナル］  

指定の助動詞の「ダ」と形容動詞の「ダ」とは違うものとしてい
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る。そして指定の助動詞の「ダ」には「ニ」という活用形を認めて

いないから、「医者ニ（ナル）」は格とされている。それに対して「静

カニ（ナル）」は形容動詞「静かだ」の活用形と認めている。  

時枝文法  

医者ニナル  

静カニナル  

形容動詞を認めず「静カ」を体言とし、「医者ニ（ナル）」「静カニ

（ナル）」はいずれも体言「医者」「静カ」に指定の助動詞「ダ」の

連用形「ニ」がついたものと考える。「ダ」の連用形として「ニ」も

「ト」も認めている。  

松下文法 

医者ニナル  →［体言＋ニ活の動助詞＋一致性動詞ナル］  

静カニナル  →［動詞（形容詞）＋ニ活の動助詞＋一致性動

詞ナル］  

松下文法では名詞の他に動詞（形容詞そして、いわゆる形容動詞

も動詞に含まれる）にも格を認めている。「子供が大きくなる」「波

が静かになる」「息子が学者になる」の下線部はどちらも動詞の客語

（一致格）であるとする。一致格をとる動詞を一致性動詞と名づけ

ている。そして変化文の中では形容詞、形容動詞、名詞＋「ダ」の

三者を等しく扱っている。  

山田文法  

医者ニナル  →［体言＋格助詞ニ＋ナル］  

静カニナル  →［副詞＋ナル］  

形容動詞を認めず、「静かだ」の情態副詞の「静カ」に説明存在詞

の「ダ」がついたものとしている。しかしこの「ダ」には活用を認

→ [体言＋指定の助動詞（連用形）＋

ナル ]  
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めていないようである。したがって「静カニナル」の「ニ」は「ダ」

の活用形ではなく、副詞としての「静カニ」に変化動詞「ナル」が

ついたものとされている。  

上にあげた諸説から分るように結果語を述語部に対してどのよう

な統辞構造と考えるかに関してはその見方が大変多様に分れている。 

結果語を述語部に対して、いかなる統語的関係にあるものと位置

付けるかについては、文法研究者の間に考え方の違いが見られるが、

大体形の上で「名詞＋格助詞」は「補語」（あるいは補充語、補充成

分）で、「形容詞ク」「形容動詞ニ」及び「副詞」は「修飾語」（ある

いは連用修飾語、連用修飾成分）と呼ばれ、線を引いて区別されて

いる 8。 

上の例文 35～ 41 で明らかなように、それぞれの文の述語部の変化

動詞にかかる結果語は多様なかかり方を呈している。ざっとまとめ

てみると①形容詞②形容動詞③副詞④助動詞連用形⑤補文＋助詞の

五つのタイプがある。形は一般的に連用修飾語とされる形容詞、形

容動詞、助動詞の連用形及び副詞からなるが、意味的には主要素の

変化動詞の不完全な意味内容を補充する働きをしている。意味論的

機能は「補語」とされる「名詞ニ／ト」で表す結果語と何ら変わり

はない。構文論的にもどちらもそれが欠けると意味が分らなくなる

だけでなく、文としての形式が整わなくなる。そういう意味でそれ

ぞれの文における結果語は形は何であろうと、変化動詞にとっては

補充成分則ち補語になる。  

諸説の中で特に注目されるのが松下文法での扱いである。松下文

                                                      
8 橋本進吉や時枝誠記は両者を形式からではなく、「補語」を意味的にとらえて「名

詞＋格助詞」以外の引用成分や結果語を表す他の形のものも「補語」と認めている。  
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法では動詞（形容詞、形容動詞を含む）に格を認め、「大きくなる」

「静かになる」、「学者になる」のような下線部を共に「なる」の一

致格を担う成分として、統一的に扱っている。格を述語と体言との

関係とだけ見るのではなく、述語と動詞（形容詞、形容動詞）、また

述語と副詞等との関係にまで拡大している。  

 

2.3.2 結果語の二つのタイプとその扱い 

「ＸがＹ連用形Ｖ」形式の変化構文の結果語は大きく二つのタイ

プに分けることができる。まず「形容（動）詞連用形」が直接「な

る」に係り、単独で結果語を構成するタイプである。35、36 がその

例である。例 37 の「知れない」は形態的に「動詞＋助動詞」からな

るがここでは形容詞に準じたものとして扱う。もう一つの例は 38、

39、40、41 のように複合述語が「なる」に係り、結果語を構成する

タイプである。  

先述したように松下は変化構文において「形容詞連用形」と「名

詞＋に」「いわゆる形容動詞＋に」を共に「なる」の一致格を担う成

分として扱っている。そして  

細君が氣狂に、彼の人はなつた。  

の文を次のように説明している 9。 

「氣狂に」は主語たる「細君が」に對する叙述語である。下

の「なつた」は細君が氣狂に」の全體を客語とするものであ

る。  

例 38 下線部の構造は「細君が気狂に」全体で「なる」に係るのと

同じように「胸がいっぱいに」全体で「なる」に係っていくと考え

                                                      
9 松下大三郎（ 1977 :199）参照。  
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られる。つまり「諭吉は（胸がいっぱいに）なる」という構造にな

り、「いっぱいに」が「胸が」を受けた形で「なる」に係っている。

文から変化動詞「なる」を除くと、いわゆる二重主語構文となる。

すなわち「胸がいっぱいだ」が複合述語となり「諭吉」がその主語

に立つというものである。複合述語部分全体で主語に立つ「諭吉」

の感情状態を述べるものである。例 39 は「部屋」が「恋しい」の主

語ではなく、対象を表すものであるが、構造的には両者（例 38、39）

には違いはない。例 40「諭吉は…青年と仲良くなり…」の文中にお

ける「青年と仲良く」も全体で「なる」に係ると見るのが自然であ

る。結果語が複合述語からなる例をもう二三あげておこう。  

42. シロのまわりは野菜くずで いっぱいになってしまった。「筑

波山」  

43. 啓造は…  子の前に出るとなぜか自分の心にひどく素直に

なると感じた。「氷点」  

44. 諭吉は今更のように字が読めない自分が 恥ずかしくなりま

した。「福沢」  

奥津（ 1978）は変化表現について「どんな型の文でも結果語にな

る」と主張している。結果語についてそのとらえ方はかなり松下に

近いといえよう。奥津に倣えば、上の文の結果語をそれぞれ「いっ

ぱいだ」「素直だ」「恥ずかしい」のような述語を含む補文と考えら

れる。そしてこれらの述語に格がかかるのである。それぞれの述語

がどの格をとるかという共起関係は下例 42～44 のそれぞれの文が

示すように、すでに単文のレベルで記述されている。そしてそれを

そのまま変化文の中に埋めこめば、あとは若干の変形をすればそれ

ぞれｂの変化構文になる。  
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42ａシロのまわりは野菜くずでいっぱいだ。  

 ｂシロのまわりは野菜くずでいっぱいになってしまった。  

43ａ啓造は…自分の心に素直だ。  

 ｂ啓造は…自分の心に素直になる。  

44ａ諭吉は…自分が恥ずかしい。  

 ｂ諭吉は…自分が恥ずかしくなりました。  

例 41 の文についても同じ原理が働いて、こんな変化文になったもの

と解釈できると思われる。  

41 ａただただ休み時間が早く終わらないかと願うばかりだ。  

 ｂただただ休み時間が早く終わらないかと願うばかりになっ

た。  

なお品詞論で副詞とされるものでも下例のような変化構文では必

須成分となる場合もまま見られる。  

45. 今年の巨人は先手を取る勢いに乗るか、取られるとシュンと

なることが多かった。（ 2000.7.1 読売）  

46. 激しい剣幕にたじたじとなる。「集英社  国語字典」  

一般に構文論的にとらえると、副詞ならば任意の要素であるが、

この場合は必須の要素で、「なる」だけで文は成立しない。だから「こ

うなる」「シュンとなる」「たじたじとなる」の「こう」「シュンと」

「たじたじと」は辞書では大体副詞と品詞分類されているが、構文

的には立派に結果補語の役目を果たしている。  

 

3. 「なる」による変化表現のもう一つの側面  

上述したように主体の状態変化をその基本的な意味であるとする

のが一般的な考え方であろう。しかし実際には次のように変化の意
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味を失い、もっぱら発話時における話者の心的態度（モダリティ）

（例 47、48）や認識（例 49）などを表していると思われる用法が数

多く見られる。なお受動表現と連続している用法（例 50）も見うけ

られる。  

47. トイレは階段を上がっ二階に  なります。  

48. すみませんが、ロビーは禁煙に なっています。  

49. 個人主義の時代といわれる昨今では「おせっかい」「物好き」

と なるのだろうが、こういう人がたくさん現れてこそ思い

やりのある社会になるのではないだろうか。（ 2000.6.27 読

売）  

50. 春希が撮影場を 首になった。「春よ」  

したがってナル表現の意味用法を体系的に論じる際にはどうしても

受身、認識、モダリティ表現などといったカテゴリーからの考察も

要求される。  

 

4. 終わりに  

自動詞「なる」などによる変化構文は変化表現の一方法であり、

日本語全体の変化に関する表現にはまだまだ取り上げなければなら

ないものが多い。本章では主として「なる」による変化構文を中心

に考察してきた。当初の予定では例 47～ 50 で示される「なる」の周

辺的用法（「受身」や「認識」、モダリティ表現など）についても触

れたいと考えていたが、他のヴォイス性（自発、可能など）とも深

い関連性を持っていると思われるため、こういった問題はまた別の

章を設けて詳しく論じることにする。  
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第二章            変化自動詞文（Ⅱ）  

            ～ことになる/～ようになる 

 

1. はじめに  

「～ことになる」と「～ようになる」の統語的特徴及びその意味

用法については従来ずいぶん研究され、さまざまな見解が示されて

きている。ここでは各学説の相違にまでくわしく言及できないが、

ここでとりあげようとする問題と関連があると思われるところだけ

をそのつど触れることにする。以下両者のそれぞれの構文的特徴と

典型的用法、そしてその周辺と思われるモダリティを表す用法を中

心に検討することにする。  

2. 「～ことになる」・「～ようになる」の構文形式と意味用法  

2.1 「～ことになる」・「～ようになる」の構文形式 
1. 実際幼稚園の時に手の先端部分が次第に化膿し始め、手術を

することとなった。「五体」  

2. 私の家は最寄りのバス停留所からでも四キロ離れた山の中

にあるので、どうしても日常の行動は車に頼ることになる。

「筑波山」  

3. そのうちに中学の同級の友だち三人が交替でシロの世話を

するようになった。「筑波山」  

4. このこともボクのワガママぶりを助長させた。ガキ大将の典

型だ。次第に親や先生にも生意気な態度をとるようになった。

「五体」  

このタイプの変化構文も変化後の状態が文の中に実現されている

が、実現の手段は本章第Ⅰ部変化自動詞文（Ⅰ）で考察したⅠ、Ⅱ
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のタイプと異なっている。Ⅰ、Ⅱのタイプは形態的に単語のレベル

の要素が変化後の状態を表しているが、このタイプはともに文（埋

め込み文）のレベルの要素によって表わされる。また前述した 2 つ

のタイプと違って変化後の結果状態が「～ことに／と」（例 1､2）ま

たは「～ように」（例 3､4）を介して、変化動詞の「なる」に続けら

れていく。両者は構文の形式はかなり似ているが、意味用法はずい

ぶん異なるので、以下では両者を分けて考察を進めていく。  

 

2.2 「～ことになる」  

2.2.1 「～ことになる」の典型的用法 

5. 多佳子ちゃんは今年中学一年になった。いわゆる年頃である。

本人の意志で筑波山の向こうの下妻市にある養護学校に入

ることになった。「筑波山」  

6. 寛美さんは小学校教員十年の経歴が知られて､乞われて近所

の小学生七、八人の勉強をみてあげることになった。「筑波

山」  

7. 水泳記録会はなんとしても 25ｍを泳ぎ切らなくてはならな

い。25ｍ泳げない他の子も途中で立ったりしながら泳ぎきる

のだ。しかしボクは「立つ」ことができない。そこで今年は

補助具を使っての 25m 完泳を目指すことになった。「五体」  

これらの「～こと」は文中で一つの名詞句として働いていると見

ることができる。 5､6､7 の「～ことになった」はそれぞれはっきり

と主格の名詞を持っている。5 は「多佳子ちゃん」、6 は「寛美さん」、

7 は「ボク」が主格語である。しかし、以上三つの文とも、埋め込

まれた文（波線部）によって示される行為は意志的動作ではあるが、



38 
 

「ことになる」に包みこまれることによって、話し手がそのことを

「（事態が）…なった」というとらえ方をし、客観的な事実として伝

達されている。述べ方が説明的、かつ間接的になると同時に客観性

をおびるものになる。一方では、これらの文はどれも「ことにする」

という他動詞的な構文と対応する自動詞的構文だと考えられるが、

動作主の意図を前面に出さず、その行為の実現があたかも自発発生

的であるかのように表現される。ある意味では責任を回避するため

に、この間接的な「～ことになる」が選択されたということも考え

られる。  

もっとも下例のように無主格の形式と見ることができる例もずい

ぶんある。  

8. 発表当日は雨。そこで母が見にいってくれることになった。

「五体」  

9. ひととおり掃除が終わって、いよいよ幟をあげることになっ

た。「筑波山」  

10. とうぜんながら、わが家の人間の出入りにムラの人たちの関

心が集まることになる。「筑波山」  

構文的には  

8′ 母が見にいってくれることになった。  

9′ いよいよ幟をあげることになった。  

10′  わが家の人間の出入りにムラの人たちの関心が集まる

ことになる。  

という係り方で主格も文末の「なる」には係らないようである。三

つの文とも“（事態が）…になる”という意味の無主格文と見てよか

ろう。  
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ところがこれらの文が提題化されると形勢が多少変わってくる 10。 

8″ 母は見にいってくれることになった。 

9″ 幟はいよいよあげることになった。  

10″  ムラの人たちの関心はわが家の人間の出入りに集まる

ことになる。  

「母」「幟」「ムラの人たちの関心」は、もちろんそれぞれ「見にい

く」「あげる」「集まる」にも係るが、「母は…なった」「幟は…なっ

た」「ムラの人の関心は…なる」という係り方もしているように感じ

られる。この分析が成立すれば、上の例 5、6、7 の文においても、

文の主題が主格として文末の「なる」にも係っているということに

なる。  

 

2.2.2 「～ことになる」の周辺的用法 

2.2.2.1  思考結果を表すモダリティ形式化したもの  

「～ことになる」は、論理的思考が展開される中で導かれた結論を表す表

現形式である。  

11. 当時はまだ閉山などは考えられないほど、活況を呈していて、

棟割り長屋のいわゆる“炭住”の一部がわれわれ教員の宿舎

にあてられていたのである。思い返せば、私は現在の山に入

るまでの二十数年を長屋住まいで通してきたことになる。

「筑波山」  

12. その筋を当たってみたところ、現場渡しで一キロ一円（昭和

五十八年当時）が決まりらしい。平均一本の重さを七〇キロ

と見積もって、七十円で払い下げてもらった。四百本は運ん

                                                      
1 0 三上章（ 1970）参照。  
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だだろうか。今では、需要が多いらしくＪＲ駅を通じて買う

と、一本五百円以上もするというから私はいいときに安い買

物したことになる。「筑波山」  

13. 子供のない日本人夫婦が夫の精子とアメリカ人女性の卵子

を使って体外受精し、これを別のアメリカ人女性の子宮に戻

し、妊娠に成功した。ふた子が生まれることが検査によって

明らかになり、この夫婦は生まれた子を自分たちの子供とし

て届ける予定である。その結果、生まれてくる子には戸籍上

の母親と卵子を提供した遺伝上の母、そして代理母と、3 人

の母親が存在することになる。「上級」  

14. 原形をそのまま残したハンバーグステーキや厚焼き玉子、そ

れに豚肉や小エビやマッシュルームの入ったシチューなど

をみると、わが農園の豚は独りでとる私の昼食よりは明らか

に贅沢なものを食べていることになる。「筑波山」  

このタイプの「～ことになる」は「誰かの決定によりそうなった」

という「～ことになる」の本来の意味から離れ、また状態変化の意

味も失って、発話時点で話者が一定の事実から推論して、当然こう

なるといういわゆる叙述態度を表すモダリティ形式化したものと位

置付けられる 11。  

統語的には、上例のような「～ことになる」はそれに対する主格

の名詞を考えることができない。その判断の主体は話し手自身で、

それを包み込んだ表現になっている。寺村（ 1984）の説を借りれば  

Ｐ（前提）→（推論）→Ｑ（結論）  

ある事柄（命題）Ｐをまず確定した事実として聞き手に認識さ

                                                      
1 1
 安達太郎（ 1997）参照。  
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せ 、 そ の Ｐ を 前 提 と す る と 当 然 Ｑ と い う 結 論 に 到 達 す る 。

（Ｐ.268）  

こういうタイプの「～ことになる」はＰ（前提）→Ｑ（結論）のＰ

が常に文の表面に出ている、則ち、その推論が言語化された文に現

われているのが特徴である。これに対して先に考察した「名詞にな

る」の場合は、例えば次の例で  

15. 私たちの知っている小説『西遊記』末尾の大団円におけるか

れの年齢はだいたいのところ八百数十歳となる。 (読売 ) 

P を言わないことが多いということから「名詞になる」タイプの変

化構文はを心内における推論を経てその結論に達したことを表す表

現形式だとすると、こういうタイプの「～ことになる」構文は前提

から必然的帰結へという推論そのものを客観的に述べる表現である

と言えよう。  

なおこういう用法では「～ことになる」の前に下例のように「と

いう」が自由に挿入できる。  

16. これは普通の折れ方じゃないぞ。やはりここを泡の爆風が通

ったのじゃないだろうか。もしそうだとすると、この松と宿

舎のあった地点を結ぶ北東方向の線上に宿舎はとばされて

いるということになる。「高熱」  

ただし、内容を表す埋め込み文の述語に名詞が来る場合には、意味

の不自然さを避けるために「という」の使用が義務的になる。下例

がそれにあたる。  

17. しかも新所帯の住所の最後が「○○番地外」となっていたか

ら、義母からすれば、さしずめ、私は大事な娘を奪ったあげ

く、手の届かない遠い世界に連れ去った男ということになる。
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「筑波山」  

 

2.2.2.2  認識の既決性を表す用法 

モダリティ的要素を持つ用法をもうひとつあげておく。これは動

詞承接の前後の形態（時制）の変化によって異なる意味が付与され

る例である。  

18. この説によると、私が所有していたことになっている株式の

評価額は一億ドルを下らない計算だ。（ 2000.12.29 読売）  

19. 両親にはぼくがここで働いていることになっている。  

これはいわゆる認識の既決 12、つまり株式を所有していない、ある

いはここで働いていないという状況で他者にはそれが実現している

かのように認識されているということを表わす。埋め込み文の述語

が「ている形」や「た形」によって、その命題の実現が示され、そ

の認識が既決のものとして受け入れられていることが示される。  

 

2.2.2.3 規則・習慣を表す用法 

「ことになる」のもう一つの用法である。前述した 2.2.2.2 の「～

ことになっている」と同じように、形態が固定化されているが、用

法は全く違う。  

20. 墓堀りは六道以外の人は誰も立ち合わないことになってい

る。「筑波山」  

21. 俺の家は代々ソバは作ってはいけないことになっている。

「筑波山」  

22. 用賀小学校は登校時に地域ごとに集団登校をすることにな

                                                      
1 2
 用語は安達太郎（ 1997）からの借用。  
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っていた。「筑波山」  

このタイプは規則や習慣、あるいはそうすることが期待されている

ことを表す。構文的には埋め込み文の述語が肯定形にしろ、否定形

にしろ、必ず現在形でなければならないという特徴を持ち、2.2.2.2

の「認識の既決性」を表す「～ことになっている」と区別される。  

以上結果事態における、いくつかの意味が派生した例を考察して

きた。いずれもその動作や事態の過程に関与する発話時との意味的

な成立、非成立の関係を表示する点において、話し手の意図的な心

理的状況を表すところのモダリティ的要素をもつものである。  

 

3 「～ようになる」  

変化後の状態が補文（あるいは節）によって表される変化構文と

しては「～ことになる」以外に「～ようになる」がある。この節で

は「～ようになる」を取りあげて考察する。  

 

3.1 従来の扱い 
「ように」についての扱い方は様々である。橋本文法のように助

動詞説もあるが、時枝文法のように形式名詞とする説も多い。また

構文論的観点から奥津（ 1978）は“ヒデリノアトデヤット少シ雨ガ

降ルヨウニナッタ”の文中の「ヨウニ」を「殆ど無意味でただ動詞

文 を 変 化 文 の 結 果 語 と す る た め に つ け ら れ た 補 文 化 辞

（Complementizer）と考える」（ P98）と述べ、「ヨウ」を形式副詞と

する考え方もある。また、柴谷方良（ 1978）のように生成文法の立

場から“山田先生がよく訪れてくるようになった”の「～ように」

節を副詞節とする（ P102）主張もある。諸説を一々再吟味すること
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はできないが、ここでは「～ようになる」の構文的特徴とその意味

用法について考えることにする。  

 

3.2 「～ようになる」の構文的特徴と典型的用法 
「～ように」は動詞文を補文化するいわゆる補文化辞としての機

能を持つと同時に「よう」は本来視覚、感覚、知覚などによって外

から観察された状況、ありさまを表す意味特徴を持っている。「～よ

うになる」による変化構文には話し手がそのとらえようとする変化

以前の事態状況を脳裏に置いて、話す時点で「変化がある／あった」

ということを含意していると言えよう。要するに「～ようになる」

構文は「ように」で先行する動詞を述語とする動作や事態全体を包

みこむことによって、事態の変化をなす表現であると考えられる。  

23. 藤善さんの日誌には、次第にからだの不調を訴える記述が多

く見られるようになった。「筑波山」  

24. 次第に右手でボールを扱うことにも慣れ、左右どちらでもド

リブルができるようになった。「五体」  

25. 一時期の興奮が冷めてきて、住民からの苦情抗議の声がぼつ

ぼつ事務所に寄せられるようになった。「筑波山」  

26. １～２ヶ月と経っていくうちに、その子を中心としてクラス

全体に優しい気持ちが芽生えるようになったの。「五体」  

上の例 23、24 のように、先行する動詞に可能形が多いのは「～よ

うになる」の変化構文の一つの特徴である。不可能な事態が可能な

状態となることが変化の典型であると考えていい。したがって「～

ようになる」構文に可能形が多いのは自然なことであろう。勿論「～

ように」に可能形でない動詞が現れることもよくある。  
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27. ところがそれが今回違う。紙幣も一元化され、食堂もこぢん

まりとこぎれいになっており、服務員と日本人専門家の間で

会話がはずむようになった。「中国エリート学生」  

28. それを機会に、かたくなっていた彼も遠慮がとれて、新妻の

家族とうちとけるようになる。「菩薩」  

29. そうした品物は台湾で一時秘匿するようになったという説

もある。「菩薩」  

上の文では「ように」に先行する動詞が三つとも能動態で無意志

動詞である。そして文全体はその無意志動詞を述語とする事態の状

態が「今回、それを機会に、一時…など」の急変的副詞句と共に用

いられ、異なる状態に急に変わるという意味を表している。  

先行の動詞が意志動詞である場合は意味が変わることがある。次

の例文がその例である。  

30. その次の回からプールに入るようになった。「五体」  

31. その日以来ボクは自己紹介などで「特徴、手足がないこと」

と書いていたのを「特長」と書くようになったのを覚えてい

る。「五体」  

意味としては、そのような習慣が身についたということを表してい

る。どちらかといえば変化後の状態に重点が置かれていると言えよ

う。勿論、習慣化は事態の状態化の現象の一つと言えなくもないが、

従来「～ようになる」は森田、松木（ 1989）の「「ようになる」は次

第に事態が変化しながら何らかの状態、帰結に達するその過程、そ

のものに重点が置かれている。」（ P.242）の見解に代表されるように

変化の過程それも漸次的変化過程の表現であると説明されてきた。  

「漸次的変化過程」の説明は例 23～ 26 などのように漸次的意味の
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副詞「次第に、ぼつぼつ、～のうちに」などと共に用いられる場合

にはあてはまるが、 27、28、29 の状態変化の成立が急な場合や 30、

31 の動作の習慣化の場合にはあてはまらないのである。表現論の立

場から言えば状態変化の成立が急な場合と動作の習慣化は変化の過

程に重点が置かれた表現というより、変化の成立後の結果の状態に

重点を置いた表現であるというべきである 13。  

 

3.3 「形容詞（連用形）なる」型の変化構文との関連性 
「～ようになる」構文は、本章第一部の 2.3 で考察した「形容（動）

詞連用形ナル」型の変化構文に対応していると考えられる。「～こと

になる」のような用法の分化は見られないが、埋め込み文（節）の

述語にははっきりした制限が出てくる。例えば形容詞は「～ように

なる」構文を取らない。  

×昨日から寒いようになった。  

昨日から寒くなった。  

×弟は日本語が好きなようになった。  

弟は日本語が好きになった。  

これはより単純な表現として「形容詞連用形なる」型がすでに存在

しているからだと考えられる。つまり形容詞や形容動詞はもともと

状態を表すものであるから、述語が形容詞や形容動詞である状態文

なら、そのまま「～ようになる」の補文として使えるのである。  

 

4. 終わりに 
以上補文（節）をともなう「～ことになる」「～ようになる」構文

                                                      
1 3
 小谷博泰・原田登美（ 1995）参照。  
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を取り上げ、いくつかの概念範疇を設定しながら、文末表現として

の意味的、形態的側面から考察を行った。「名詞ニ／トナル」タイプ

の表現形式もこれらに加わり、事態変化の結果を表すと同時に、思

考結果や婉曲的な表現も意図されるということが分かった。これら

の表現形式は助動詞、終助詞主導のモダリティと類似する。また、

そのいずれも述語性成分が間接的、または直接的にその前の結果補

語や補文（節）を受け、文面の事物に関係（命題）したり、話し手

の叙述態度（モダリティ）になったりすることが明らかになった。

従来の助動詞、格表現や、複合辞的な概念をもってしても、なお覆

いつくせない広がりを持ち、それらの個別的言語表現に内在する要

素を理解するには巨視的な把握が必要である。   
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第三章  「N ニ／トナル」の非変化的用法及び他の表現と

の連続性 

 

1. はじめに  

1.1 本章の目的 
第一、二章の考察で分かったことであるが、「 N ニ/トナル」にお

けるニ/ト格の名詞と動詞「ナル」の結びつきという共通の構文形式

の中に、さまざまな意味構造を読み取ることができる。典型的とも

いうべき変化を表す用法と、それとなんらかの係りをもった派生的

な周辺的用法や非変化的用法をも持っている。  

動詞「ナル」が持つ体系的な意味用法を知るために中心的な用法

と周辺的な用法の間の相互関係をもう一歩深くつっこんで探究する

必要があると思われる。構成要素の意味特徴や他の文法構造によっ

ての言い換えなどを手がかりに意味構造のタイプを明確にしていく

ことが本研究の目的である。  

 

1.2 本章の記述の枠組 
第一、二章で変化自動詞文を構文的特徴から 4 つのタイプに分類

した。そして特にその中の、述語に「ナル」が用いられる文の考察

を行い、できるだけ多くの実例を挙げ、その意味用法の特徴を記述

することを試みた。それによって「 X ガ Y（名詞）ニ／トナル」形式

の文には、下例が示すように、実質的変化の意味（例 1、2）を表す

ほかに、形式的変化（例 3～ 6）を表すものもふくまれる 14。そして

変化の意味を失い、もっぱら発話時における話者の心的態度（モダ

リティ）（例 7、8）や認識（例 9、10）などを表すと思われる用法が

                                                      
1 4

 実質的変化とは主体のあり方の変化を表すもので、形式的変化とはある量、

期間に達する、至るの意味や、ものごとの属性、推論過程を経て得た結果を

表すものを指す。  
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数多くあることが分かった。  

（1）信号が青になった。  

（2）  子供は大人になった。  

（3）  ドイツ語の勉強をはじめてから 3 年になる。  

（4）  新しい銀行の店舗数は一挙に約六百店になった。  

（5）  さしずめ、田上先生は三浦環の弟子、そして光栄にも、この

私は曽孫弟子になる。（『筑波山』）  

（6）  旧暦による来年の元日はグレゴリオ暦の一月二十四日とな

ります。  

（7）会議室は階段を上がった二階になります。  

（8）この車両は女性専用となります。 

（9）シーズンの折り返しとなる 68 試合目は打線に自信を付けさ

せる大事な節目となったはずだ。  

（10）テレビがデジダル化すれば、ハイビジョン並みの精細な映

像が楽しめるし、双方向放送の可能性も広がる。その第一

歩となるチャネル変更に早く着手した。  

（11）春希が撮影場を首になった。  

（12）私のつとめている軍需会社は解散になった。         

（1～12 の例文は第一、二章より再録）  

なお構文的には能動文であるが、受動的意味が含意されている用法

（例 11、12）もずいぶん見うけられる。そして後の考察で分かった

のであるが、下例 13、14 の下線部の  

（13）これじゃ、仕事にならないということがおわかりでしょう

か。（「窓ぎわ」）  

（14）最終報告書は現場教師には大いに参考になるのではないか。

（毎日 2000）  

「仕事にならない」｢参考になる｣のように、変化としての意味解釈

ができず、変化から可能へ意味転換する用法も少なからずあった。  

上述したように「 N ニ／トナル」形式の文の意味特徴は変化の意

味が強いものと変化の意味が弱いもの、あるいは殆ど変化の意味を
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表さないものの二つに分けられる。ここで第一、二章の考察で得た

結果を再確認しながら、後者、すなわち、変化の意味が弱いものと

変化の意味を表さないものの構文的特徴を考察の対象とする。そし

て変化表現と、モダリティ化した用法、認識表現、可能表現、受動

表現との連続性を考慮しつつ考察する。なお従来「イディオム」と

して片づけられがちな「 N ニ/トナル」形式の慣用句を認知意味論の

観点からその下位分類を試み、それぞれのタイプの意味特徴を考え

る。  

 

2. 「N ニ/トナル」の非変化的用法  

2.1 思考過程を経て得た結果を表す 
本節ではまず第一、二章で論じた内容の再確認を行う。「ナル」の

語彙的意味であるが、辞書にあたってみると、どの辞書にも文字通

りの意味と同時に、文字通りではない、すなわち慣用的意味を乗せ

ている。例えば『広辞苑』5 版では 15「ナル」については文字通りの

意味として「（ 1）現象や物ごとが自然に変化していき、そのものの

完成された姿を表す。①……②別のもの、状態にかわる」と記述さ

れている。すなわち変化の意味を表す「ナル」の基本義は「あるも

のや状態からそれとは違うものや状態に変わる」ということになる。

そして「 X ガ Y（名詞）ニ／トナル」形式の変化構文は、変化の主体

「X」がある過程を経て、「 Y ニ／ト」で表される変化後の状態に至

るという基本的意味を表す。ところが主体がなんら変化の状態を呈

していないにもかかわらず、やはり「 X ガ Y ニ／トナル」形式の構

文をとっている次の 15～16 のような文がある。これらの文は「ある

状態からそれとは違う状態に移行する」という基本義から大きく逸

                                                      
1 5

 『広辞苑』５版では変化動詞としての「なる」の意味について次の通りに記

述されている。  

 ①以前と違った状態、内容にかわる。②ある状態にいたる。③その時刻、時期

になる。④あるものの用を果す、また、ある役を演ずる。⑤成り果てる。⑥

将棋で、王、金以外の駒（こま）が敵陣に入り、また敵陣から動いて裏返し

になり、飛車と角行は元来の力のほかに金、銀の資格を併せ持ち、他の駒は

全部金の力を得ることを言う。  
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脱した非変化的用法である。  

（15）米国が航空の自由化を掲げて、業界が激しい闘いの時代に

入ってからもう 20 年になる。（毎日  2000）  

（16）旧暦による来年の元日はグレゴリオ暦の一月二十四日とな

ります。  

 

このタイプの変化構文は 15 を例に取れば「業界が激しい闘いの時

代に入ってから」今年までどれだけの時間が経過したかと考える思

考過程の後、「 20 年」という結論を得たことを表している。しかし

「20 年になる」は「変化の結果」を表すとは言えない。先にあげた

実質的変化を表す例 1、2 で名詞に続く「ニ／トナル」の意味を「変

化の結果」という概念で表したが、この 15 に代表される用法（形式

的用法）はこの概念にあてはまらないのである。例 15 の「ニ／トナ

ル」の表す意味は「数える」などの語によって示される主体的作用、

つまり、計算や思考過程を経て得た結果として示した表現である。  

例 15 は量を表す表現であるが例 16 のような時間的位置を表す場

合についても同じことが言える。すなわち、この表現は「一月二十

四日」を「来年の元日」が変化して生じた結果として表しているの

ではなく、「一日、二日……二十四日」と数えたことの結果として表

しているのである。これは客観的な時の推移を表したものではない

ことは明らかである 16。なお結果語を示す「 Y」には経過時間を表す

名詞の他、年齢や金額を表す名詞もよく登場する。  

（17）（義父は）生きていれば今年は 113 歳になりますが。 

（18）客「これとこれ、お願いします。」  

店員「はい、全部で 8000 円になります。」  

この形式的変化を表す構文形式の文にはもう一つのタイプがある。 

（19）さしずめ、田上先生は三浦環の弟子、そして光栄にも、こ

の私は曽孫弟子になる。  

                                                      
1 6

 鈴木（ 1975： 58～ 59）を参照。  
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（20）リンクーンはアメリカの第 16 代の大統領になる。 

（ 17～ 20 は第一章より例文再録）  

これらは主体の属性や対象とのあいだに何らかの関係があるとい

うことを表す。意味的には「ナル」は「あたる」「相当する」に言い

換えてもいい。  

 

2.2 丁寧さを表すモダリティ用法 
（21）往復航空機とも経由便又は乗り継ぎ便となります。（読売） 

（22）保証利用回数ご利用金額にかかわらず、保証期間内一回（＝

1 事故）限りとなります。（略）お支払いは毎月五日となり

ます。（読売）  

（23）すみません。ここは禁煙となっております。  

（24）この車両は女性専用となります。  

例 21～24 は発話時における話し手の心的態度の表現、つまり丁寧

さを示す対人的態度のモダリティが含意されている用法である。そ

の違いは上掲した諸例と比べると、はっきりと分かるが、「ナル」に

よるモダリティ用法はいくつかの種類のものに分けられ、それぞれ

の用法に色々な要素が複雑に絡んでいる。これについては第 8 章で  

詳しく考察する。  

 

3. 他の表現との連続性  

3.1 受動表現との連続性 
 「ナル」が他動詞系の動作名詞と結びつくと、全体で他動詞の受

動系相当の「サレル」という意味に変質する。以下の例がそれであ

る。  

 （25）公務員などほかの公職の場合、有罪となった人は懲戒免職

になるなどして仕事を追われるのに、彼らが立候補するこ

とは庶民感情としては受け入れられない。（毎日 2000）  
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 （26）年齢を重ね、習練を積んで、いつか巧者になり、他人や世

間から評判になると慢心が生じる。（同上）  

 （27）面接さえ受けられなかったり、面接は受けても不採用にな

るのがほとんどです。（同上）  

 （28）教育課程の修了者は１次試験が免除となる。（同上）  

 （29）夜の会食も各省庁に置かれる倫理監督（事務次官）の許可

を得た場合などを除いて禁止となる。（同上）  

 （30）薬剤の別途負担は 1977 年 9 月から医療費抑制のため導入さ

れたところが日本医師会は「診療抑制となる」と強く反対、

政府はそれを受け入れ…（同上）  

25～30 の例では受動文として表現することも可能である。（ 25）

「免職になる←→免職される」、（ 26）「評判になる←→評判される」、

（27）「不採用になる←→不採用にされる」、（ 28）「免除となる←→

免除される」、（ 29）「禁止となる←→禁止される」、（ 30）「診療（が）

抑制となる←→診療（が）抑制される」の交替が成立し、いずれの

文も受動文相当である。その表すところは殆ど変わらない。類似の

表現に「退学、閉校、免停（免許書停止処分）、停職、罷免、減給、

起訴、戒告、処分、採用、除籍、除名、送還、追放、全廃、中止…」

などがある。人や物に対する制度的な措置、処分を表す意味的特徴

を持つ他動詞系の動作名詞はだいたいこの構文形式の交替が成立す

る。  

 （31）有権者が不適格と思う最高裁判官に「×」印を付け、有効

投票の過半数に達すればその裁判官は罷免となる。  

    ---その意味で司法の場合にも国民主権は貫かれている。た

だし制度的にはそうであっても国民審査で罷免された裁判
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官は過去にいない。（同上）  

 （32）2001 年 4 月から財政投融改革が動き出す。財投機関の多く

を占める特殊法人が原則全廃されれば、財投そのものが抜

本的な見直を迫られることになる。---第三に特殊法人全廃

となれば、官僚の天下り先が大幅に減り、公務員改革を促

進することにもなる。（同上）  

 （33）事件となった２件は後者である。一方は殺人罪で起訴され、

もう一方は不起訴となった。（同上）  

こういった特徴は（ 31）の例のように前文で「罷免となる」、後続す

る文では「罷免される」が用いられている。そして（ 32）（33）の例

ではそれぞれ前文で「全廃される」、「起訴される」、後続文では「全

廃となる」、「起訴となる」が用いられているということからも裏付

けられよう。  

なお、「ナル」が自動詞、他動詞双方の用法をもつ動作性名詞と結

びつくと、全体は能動とも受動とも解釈できるような表現をつくる。

以下の 3 例はそのようなタイプであると考えられる。  

（34）雪印乳業は 21 工場が操業停止となった。  

            操業停止した  

操業停止された  

（35）回収や販売中止になったら大損害をこうむってしまう。  

      販売を中止したら  

販売中止されたら  

（36）星野さんにとって懐かしい風景が次々と現われ、まもなく

閉校になる母校の小学校が映りました。  

      閉校する  
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閉校される  

 

なお他動詞の連用（名詞）形が「ナル」と結びつき、他動性が失

われる表現もよく見られる。以下がその例である。  

（37）また首相だけでなく、閣僚も質問の趣旨からはずれた答弁

をし、再度同じ質問の繰り返しになることが多い。  

              （繰り返される）  

（38）---利潤追求の研究が重視され、社会科学、人文科学、基礎

学問、天文学、災害、環境などの分野や、心の豊かさにと

って不可欠な文化の切り捨てになることは明らかである。                

（切り捨てられる）                                     

                                          

（39）しかし、最終的には、住民の同意項目が基準から消え、こ

れに伴って可動堰も正規の見直し対象から外され、  

別枠扱いとなった。     

（別枠扱いされる）  

（37）～（39）の「動詞（名詞形）ニ /トナル」はそれぞれの文脈

によって <（物事）が ---される >という受動態に言いかえられ、受動

的な意味になる。  

 これらの用法は実質的変化の用法とはかなり異なっている。「ニ /

トサレル」に言い換えても、その表す意味は殆ど変わらない。これ

は「免職になる」「禁止となる」「不起訴となる」…がそうなった背

後に人や制度など何らかの媒介があってそうさせたことを示してい

る。これに対して先述した実質的変化の場合は直接的、無媒介的な

ものであったという違いがこれらの例文を通じて見てとれる。  
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3.2 可能表現との連続性 
「（名詞）ニ /トナル」構文形式の文にはもう一つの意味用法の特

徴が見られる。変化表現の形式を用いてはいるものの、変化の意味

構造に拘束されずに可能の意味を表すものが存在することである。

以下の例を見てみよう。  

（40）手伝うことが増え、いつかそれが私の主な仕事になるだろ

う。＜変化的意味＞  

（41）このように電話の応対ばかりさせられてはとても仕事にな

らないよ。＜可能の意味＞  

（42）これからはもっとハードな練習になる。＜変化的意味＞  

（43）「朝練」言ってみれば、早朝に近所の散歩をしているような

もの。はっきり言って、彼には何の練習にもならない。＜

可能の意味＞  （五体）  

（40）と（41）そして（ 42）と（ 43）を照し合わせると「ナル」

の表す意味が変化的意味から可能の意味へ発達するのが見られる。

こうした「変化」から「可能」への意味転換が成立するのは他にど

ういったものがあるだろうか。またその転換にどういう要因が働い

ているのだろうか。例をもう少し挙げておく。  

（45）最終報告書は現場教師には大いに参考になるのではないか。 

（45）’------------------------------参考にすることができる

のではないか。  

（46）「女の気持ち」「男のコラム」「文芸欄」などいずれの面も読

者の声がたくさん反映されていて、とても親しみが持てる、

勉強にもなる。  
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（46）’----------------------------------------------------

良い勉強できる  

（47）犯罪少年を強制的に排除するなどの方法だけでは再発防止

になるとは思えない。  

（47）’______________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿再発を

防止することがてきるとは思えない。  

（48）たとえ１次エネルギーに占める比率が１％にも満たさない

世界としても消費者の意識改革にもなる今回の試みを評価

した。  

（48）’-------------消費者の意識を改革することができる今回

の試みを評価した。  

「N ニ/トナル」形式の構文がなぜ「可能」の意味を表すことが可

能であるかを考えるには、もう一度「ナル」の持つ本質的な意味の

検討に立ち返らなければならない。「 N ニ /トナル」の「ナル」は先

述したように「ある状態からそれとは違う状態に移行する」という

基本義を持っているほか、「可能」の意味もある。 17 

なお「可能」はもともと「能力可能」と「状況可能」「許容の可能」

「自然可能」に分けられる。いずれの可能も「希望」の結論（結果）

として存在する。結果可能の論理すなわち「“～したい”→“～する

ことができる”」を反映しているように、動作主の意図（希望）がか

なえられて、あるいは努力が実って動作が実現することである。  

（41）、（ 43）、（45）～（ 48）の文ではいずれも「動作性名詞ニ /トナ

ル」の述語句に可能の意味を帯びていることは（ 41）’（ 43）’（ 45）’

                                                      
1 7 因みに、『日本国語大辞典』（巻 15、頁 358）でこの「ナル」の意味用法につ

いての解釈を見ると次のような注釈が記されている。補注（ 1）動詞「なる」

にはもと、成立する、できる、許される（差し支えない）などの意がある  
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～（48）’のように「～することができる」という有標識の可能表現

形式に置き換えても表現の趣旨と知的意味が変わらないということ

から検証される。  

もっとも（ 47）と（48）の「再発防止になる」「意識改革になる」

は「再発が防止される」「意識が改革される」のように自然可能（自

発）としても捉えられる。  

もとより、「ナル」と可能表現との関係づけは、上述した能力可能、

状況可能、許容の可能、自然可能の区別を前提に考察しなければな

らないし、受動表現との連続性についても、より深く踏み込んだ分

析が必要があると思われるが、ここではこういった問題についての

言及はこれぐらいにしておく。詳しい考察はまた別稿に譲ることに

する。  

 

3.4 文法化した「ナル」 
3.4.1. 二つの節を結ぶテキスト機能に転じた「ナル」  

本章の中心課題からすこしずれているかもしれないが、文法化 ( 

grammaticalization)との関連で「ナル」の多義構造を体系的に考

えるにはもう一つ見逃せない次の用法がある。  

(49)   N（のこと）トナルト、...... 

（50）「世襲候補」の当選確率は過去の例を見ると極めて高く、7,8

割にも達している。「世襲」でも、新人候補となると、当選

率は低くなり、前回は 28％だ。（毎日 2000）  

（51）それにしても、本件や不登校のように子供の場合は少しず

つでも前述の傾向に変化が見られるようになったが成人と

なるといまだしだ。（同上）  
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（52）青木長官はとくに入院直後の記者会見で詳しい病状になる

と、専門の医師ではないので分からないと答えた。 (同上) 

（53）日本の警察はことのほか警察の研修、教育に熱心だ。ノン

キャリア組の警視クラスになると、巡査として採用されて

から週に 1 月の割合で警察学校などを講習を受けた計算と

なる。（同上）  

例 50、51 のような複文における「ナル」は文と文をつなぐ接続

表現として〝名詞トナルト〞の形で使われる場合もある。（例 52,53

のように「二ナルト」という形でもいい）。出来事や段階、役割な

どの名詞を受け、「そのことが話題 /問題になるときは」や「このよ

うなものに至った場合は」あるいは「そのレベル、その段階に至っ

たときに」という意味を表す。ほかに「～ともなれば」「～となっ

ては」「～となったら」などがある。これらの用法は二つの節を結

ぶテキスト機能が備われるイディオムとして見てもよい。そしてど

ちらかといえば話し言葉より書き言葉として使われる傾向がある。

このような用法には「ナル」が一般的な語彙が文法要素へと拡張し

ているのが見てとれる。やはり一つの文法化の現象と見てもさしつ

かえない。  

 

3.4.2. 形式動詞化した「ナル」 
「ナル」の周辺的用法としてもう一つ次のような「動名詞＋ナル」

のような迂言的 18構文が挙げられる。  

（54）堺屋太一経済長官は「しっかりしたプラス成長になった」

                                                      
1 8

 迂言的というのは種々の文法は範疇や統語関係を二語またはそれ以上の語

を用いて表す特性で分析的言語の特徴である。  
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と述べた。（毎日 2000）  

（55）99 年度がプラス成長となった理由はことし 1～ 3 月期の前

期比成長率が 2.2％、年率にして 10％と、 4 年ぶりに 2 ケ

タの伸びになったことが大きい。（同上）  

（56）それが 99 年度に 0.5％の下落となったのは為替相場が円高

に動いたことや国際商品市況の軟化のほか、規制緩和や流

通革命の進展によるところが大きい。（同上）  

（57）公共事業は昨年 11 月の経済新生策や年度初要因などで前期

比 13.6％増の伸びとなった。（同上）  

（58）例えば勤め人の介護保険料は今年 4 月から 1 人平均 2630 円

（労使折半）の負担増となった。（同上）  

ここではこのタイプの構文を形式動詞構文と呼んでおこう。形式

動詞構文というのは「ナル」という変化の意味の軽い動詞（ light 

verb）を本動詞として、その目的語（結果語）には変化自動詞（漢

語も和語もある）をそのまま名詞に転換した動名詞を取る。したが

って、表面的に（ 54）の「プラス成長になった」、（ 55）の「 2 ケタ

の伸びになった」、（ 56）の「0.5％の下落となった」、（ 57）の「 13.6％

増の伸びとなった」、（58）の「負担増となった」はそれぞれ「プラ

ス成長した」、「 2 ケタ伸びた」、「 0.5％下落した」、「13.6％増えた／

13.6％伸びた」、「負担が増えた」に言い換えることができる。  

（54’）プラス成長になった     →  (54’’）プラス成長した  

（55’）2 ケタの伸びになった   →  （55’’） 2 ケタ伸びた  

（56’）0.5％の下落となった   →    （ 56’’）0.5％下落した  

（57’）13.6％増の伸びとなった  →  （57’’） 13.6％増えた

／13.6％伸びた  

（58’）負担増となった       →  （58’’）負担が増えた  

(54’)～(58’)と（54’’）～（ 58’’）の文は各々下線部の形式

が異なってはいるが同義性が保たれ、（ 54’）～（ 58’）の文の動詞

の意味は (54’’)，～(58’’)，の文での「成長、伸び、下落、増」
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などの、広い意味での変化性の名詞によって表現され、これらの名

詞と組み合わさっている。「ナル」動詞は実質的意味が希薄で、述語

形式を作るための文法的機能を果していると見てもさしつかえがな

い。これは村木（ 1991）が提出した「機能動詞」とずいぶん似てい

る性質を持っている。  

 

  機能動詞は形式的には、動詞として動詞文を成立させ、統語構

造のかなめとして働くが、意味的にはそえものとしての存在で、

中心は名詞に移され、その結果名詞表現の性能を帯びることに

なる。機能動詞表現では内容的には、名詞が主役で動詞が脇役

である。（村木 1991：233） 

 

 この「ナル」と結合する名詞は典型的には広い意味の変化を表す

「変化名詞」であり、漢語と、和語の連用形名詞（例えば、伸び、

下げ、上がり、落ち込み）があるが、漢語がその多数を占めている。

例えば、成長、増加、増、減少、減、下落、増益…などである。  

 こういう形式動詞「ナル」による二重変化構文における動詞的表

現と平行的に対応する点から、連用形名詞や漢語動名詞による日本

語の表現の特色の一つとして位置づけられよう。因みに以下の（ 59）

～（63）の日本語の文は中国語ではすべて普通の能動文が対応して

いる。（括弧内の中国語訳はいずれも、「日本社會剪影」蘇琦編譯に

よる）  

（59）ある CF が放映一週間で中止になった。  

  （電視有一部廣告片僅播放了一個星期就中止了）  

（60）日本人がさらに長生きになっていることが判明した。  

  （調査表明、日本人更加長壽了）  

（61）放送時間と重なったため、修道院でのお祈りの時間が変更に

なった。  

  （因為同播出時間衝突、修道院調整了祈禱時間）  

（62）春闘の賃上げが 4 年ぶりに 5％割れになる。  
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  （春闘調薪、 4 年來首次降到 5％以下）  

（63）3 年 12 月末における一世帯あたりの平均貯蓄高は、1465 万円

で、前年に比べ 7.6%の増加となった。  

  （1991 年 12 月底的毎戸平均儲蓄額為 1465 萬圓、比前一年増長

了 7.6％）  

したがって、中国語話者にとっては、これらの二重変化表現は各々

の語種や形式動詞「ナル」との結合を意識的に学習しない限り、動

詞的表現と名詞的表現とを自由に使い分けるまでに行かないことが

多いのではないかと思われる。  

 日本語のこういった特色（特徴）は以下の、「ナル」による二重変

化構文と普通の能動文形式が同じテクストで交互に使われる例 64、

65、66 からも裏付けられよう。もちろん、両者には意味的、語用論

的相違が存在していることがみとめられる。  

 （64）宇宙開発には失敗がつきものだ。だが、H2 では 5 回続けて

打ち上げに成功した後 2 回連続して失敗した。M5 では 2 回

続けて成功し、 3 回目で初めての失敗となった。なぜか打

ち上げ経験を十分積んだはずのロケットで一転して失敗す

るという繰り返しになっている。（毎日 2000）  

 （65）17 日県警の幹部が記者会見し、これらを認め、謝罪してい

る。「病院関係者が第一発見者であると発表した場合、迷惑

がかかると考え」そんな発表になったという。（毎日 2000） 

 （66）配達日：＜ 16 年産新米予約、 1 回コース＞ 9 月末に発送の

予定をしておりますが、生産地の天候状況により変更とな

る場合がございます。変更する場合には予めご連絡いたし

ます。（スカイワード 2004.9） 

 

3.5 「ナル」が用いられる慣用句の下位分類と意味特徴 
前節の３ -１～３ -３で、「ナル」の典型的意味及びそこからなんら

かの仕方で派生された、あるいは転用された色々な派生義を見てき
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た。派生ないし転用のすがたはさまざまであるが、「比喩」と結びつ

けられるものも数多くある。以下比喩にどのような種類があり、ま

た具体的にどの表現形式をどのタイプと認めるかについて、考えて

みることにする。  

意味の拡張を生じさせる比喩の重要な下位類として、メタファー、

シネクドキー、メトニミーという 3 種類が認められる。この 3 種類

の比喩は「ナル」の多義語の複数の意味を関連づける重要なメカニ

ズムであると言えよう。  

では①メタファー②シネクドキー③メトニミーの定義と具体例

を見てみよう。  

①  メタファー（隠喩； metaphor） 19 

  二つの事物、概念の何らかの類似性に基づいて、一方の事物、

概念を表す形式を用いて他方の事物、概念を表す比喩。  

 （67）強い風にあおられて、傘が御猪口になってしまった。（学

研国語）  

（68）正月休みに食べすぎて、ブタになってしまった。  

上の例における「お猪口になる」や「ブタになる」はもちろん傘

がお猪口というものに変化したのでもなく、そして人間が豚と言う

動物に変化したことを表しているのでもない。67 は開いた傘が強い

風にあおられて裏返し、お猪口のような形になったという形の類似

性に基づき、お猪口と言う語を使っているのである。そして、68 は

人間がブタという動物に変化したことを表しているのではない。ブ

タの太っている（と一般に思われている）体型と例 68 の文を発した

人の体型の類似性に基づき、ブタという語を〈太った人間〉を表す

                                                      
1 9

 メタファー、シネクドキー、メトニミーの定義は松本（ 2003： 83）による  
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のにも使っていることになる。  

このタイプに属する実例は外にも、例えば  おさらばになる／唖に

なる／蛇足になる…などがある。  

 

②  シネクドキー：（提喩； synechdoche）  

  より一般的意味を持つ形を用いて、より特殊な意味をあらわす、

あるいは逆により特殊な意味を持つ形式を用いて、より一般的な意

味を表す比喩。  

（69）年齢を重ね、練習を積んで、いつか巧者になり他人や世間か

ら評判になると、慢心が生じる。 (毎日 2000) 

（70）明日天気になるといいね。  

（71）彼の着物姿はてんで様にならない（学研国語）  

例 69 の「評判」は〈高い評価〉を表し、例 70 の「天気」はよい

（好ましい）天気〈（＝晴れ）〉のことである。例 71 の「様になる」

は格好が付く、それらしくなる、あるべきようになるの意味を表す。

すなわち、これら（肯定形）はいずれもより特殊な意味を表してい

ることに加えて、なんらかの意味でプラス方向に限定された意味

（相対的に優れている、あるいは好ましい、格好が付くなど）を表

しているという共通点がある。他に「ものになる」「薬になる」な

どもこのタイプに属するものと思われる。  

 

③  メトニミー：（換喩； metonymy）  

 二つの事物の外界における隣接性、さらに広く二つの事物、

概念の思考的、概念上の関連性に基づいて一方の事物、概念

を表す形式を用いて、他方の事物、概念を表す比喩。  
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（72）戦争で持ち物が全部灰になった。  

（73）おれたちが一緒になった年に浦上を歩いたとき、お前はなん

というた。（学研国語）  

例 72 の「灰になった」は字義通りには「物が燃えたあとに粉状の

ものになる」という意味になるが、例 72 では「焼けてしまう、焼失

してしまう」という意味を表す。例 73 の「一緒になる」は字義通り

には「二つ以上のものが一つになる」ということであるが、例 73

のように慣用的意味として「夫婦になる」という意味を表す。この

タイプの比喩の例には〝水になる／汗になる／土になる…〞などが

ある。  

 

４．終わりに 
「ナル」は他の変化自動詞と比較して意味特徴が極めて錯綜して

いる動詞である。一つの動詞の中に色々な機能用法がみとめられる

こと、そしてそれぞれの用法の間に飛躍的でなく、連続的であるこ

とを確認できた。  
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第四章   翻訳に見る変化表現における日中語の対応関係  

 

1. 本章の目的  

 本章では、第一章と第二章で考察した I、II、III、IV の文型に

属する日本語の変化構文が翻訳を通じて中国語とどういう対応関係

を示すかについて考察する。  

前の考察で日本語の変化構文における変化動詞「なる」は、文字

通りの意味「変化」を表す以外に、しばしばある種の付加的意味を

帯びているということが分かった。こうしてある語彙の実質的意味

が絶えざる使用につれて逐次薄れ、その一方、文法機能的な意味付

けが述語形式として次第に固定化してモダリティ表現になる現象が

日本語の中に数多く見られる。  

 本章は中国語訳を通じて、日本語の動詞「なる」がに実質的に「変

化」を表す用法だけではなく、きわめて多様な意味を持つモダリテ

ィ的用法をも備えることを明らかにする。  

 

2. 考察の背景 
台湾の日本語学習者が日本語を学習する時、日本語の文型「Ｘが

Ｙ（名詞）になる」を中国語の「Ｘ変成Ｙ」と対応として学習する

せいか、日本語の変化表現「～なる」がすべて中国語の「変成～」

に翻訳できると思いがちである。ところが、以下の二本の日本語の

文章の中国語訳を見てもわかるように、日本語の「ＸがＹ {に／と}

なる」変化構文は必ずしも中国語の「變成～」に対偶せず、様々な

文型に翻訳されている。Ａの文章ではモダリティを表す二つの「～

ことになる」を除けば、中国語は殆ど日本語の原文に対して［Ｘ  Ｖ  
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{成／為} Ｙ］で典型的な対応をしている。ところが、Ｂの各文は中

国語訳では「變成～」という変化表現は一つも使われていない 20。 

Ａ：銀行は今なぜ合併  

預金量で七番目に大きい銀行である三井銀行と同じく八番

目の太陽神戸銀行が 1990 年 4 月 1 日を期して合併、一つの大

銀行が誕生することになった。新しい銀行の店舗数は一挙に約

六百店となり、国内トップ、預金量で第一勧業銀行についで、

世界第二位のマンモス銀行となる。  

存款額分別佔全國第七、第八位的三井銀行和太陽神戶銀行訂

於 1990 年 4 月 1 日合併成為一家大銀行。新銀行的分行數一舉

增加到六百家，躍為國內首位，而存款額則繼第一勸業銀行之

後，成為世界第二位的巨型銀行。  

二つがいっしょになって大きな銀行となり、多くの預金を集

め多くの企業などに貸し出しすることができるので、利益は多

くなる。  

兩家併成一家大銀行之後，由於可增加存款額和企業貸款，所

以利益很大。  

こうした得になることは分かっていても、二つの銀行や会社

が合併するのは早い話が二人の頭取（社長）が一人に減ってし

まうように、役職が半分になるだけに大変難しいことなのだ。

にもかかわらず、三井と太陽神戸銀行はなぜ合併することにな

ったのだろうか。  

                                                      
2 0
 Ａの文章「銀行はなぜ合併」は 5 つの文に変化表現が 10 も含まれている。そして

Ｂの 8 の例文は『五体不満足』（Ｐ 84～ 85）の 2 ページ足らずの一節「やった、浮

いたぞ」からとったものである。変化表現がなんと 8 回も出ている。このことから

日本語における変化表現の使用の頻繁さがうかがえる。  
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雖說明知有利，然而兩家銀行或公司要合而為一，談何容易。

譬如職位將減半，原來的兩位董事長要減為一人。儘管如此，三

井銀行和太陽神戶銀行還是合併了。原因何在？（「日本社會剪影」 

蘇琦譯）  

（例文はオリジナルを先にあげ、その後ろに翻訳をつけた）  

 

Ｂ：やった、浮いたぞ  

1. 先生の手に支えられて、水の上に仰向けになる。  

我被老師用手撐著，仰躺在水面上。  

2. しかし、水の上にうつぶせに  なり、顔を水に浸ける練習を

している時、先生が支えている手をパット離した。  

然而，當我趴在水面上，練習把臉浸到水裡時，老師撐著的手

突然放開了。  

3. 促されて、手足をまっすぐに伸ばすと先生の手が下にあるも

のの、浮いているような感覚に  なる。 

等我在老師的催促下伸直手腳，雖然有老師的手在下面撐著，

但我還是感覺到浮起來了。  

4. その次の回からプールに入るようになった。  

下一次上課時，我開始試著下水。  

5. しかし何とか先生の手を借りて、潜るところまでできるよう

になった。  

不過最後總算靠老師的幫助，可以潛到水下。  

6. 最後には 10 秒以上の浮くことができるようになった。  

最後，我已經可以浮個十秒鐘以上了。  

7. 6ｍ、ボクが 5 年間かけて泳げるようになった距離だ。  
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六公尺。這是我花了五年時間，學會游泳的距離。  

8. やはり何度練習をしても息継ぎができない。そこで息の続く

限り、自分の力で前に進む他ないということになった。  

雖然我練習了很多遍還是不會換氣，我只好憋住一口氣，靠自

己的力量盡量向前游。（1～8 の例文の中国語訳は『五體不滿

足』劉子倩訳による）  

原文と訳文に現れている変化表現を比較してみると両国語の対

応のしかたに大きなずれがあることに気がつく。例えば日本語

の原文には変化動詞が使われているにもかかわらず、中国語訳

文の中には変化動詞がなかったり、他の品詞に置き換えられた

りしている。このことは取りも直さず、日本語の変化動詞と中

国語の訳語の間に「一対多」の対応関係が存在することになり、

中国語話者にとって、日本語の変化表現は習得が困難なものに

なると言えよう。表面的に見れば、中国語では様々な形で表現

されているのに、日本語ではみな「～なる」構文によって表現

されているので日本語の変化構文は至極簡単だと思われる人が

あるかもしれないが、「～なる」の前に現れる表現形式は必ずし

も一様ではないうえに、どんな中国語の表現が日本語の「～な

る」構文に対応するのかつかみにくいのである。そういう意味

で、日本語の変化表現の使い方を正しくとらえ、日本語と中国

語における変化表現の対応関係について体系的に分析、理解す

ることが大切なのである。  

以下、翻訳を通して前に考察した I、II、III、IV の文型に属す

る日本語の変化構文が中国語とどういう対応関係を示すのか、

文型 I、II、 III、IV の順に考えていくことにする。  
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日本語の対応関係の検討に入る前に、まず中国語の自動的変化

表現の形式について簡単に触れておく。  

3. 中国語の変化表現  

3.1 中国語における変化表現の主な手段 
中国語では変化表現を表す手段はいろいろあるが、形態的に大き

く二つに分けられる。一つは述語が変化動詞 21によるもの、もう一

つは文末にアスペクト助詞“了”をつける表現法である。前者は一

般に「Ｘ  Ｖ{成／為 }Ｙ」の構文をとる。次の例がこれにあたる。  

9. 這個白姑娘，會成為咱們家的福星哪。「白狐」  

この娘は我が家の福の神と なりましょう。  

10. 於是銀霜是白狐所幻化的說法就變成了一項不移的事實。「白

狐」  

そこで吟霜は銀狐が姿を変えたものだというのがゆるぎの

ない定説となってしまった。  

11. 她真是化為白狐回歸山野了嗎？「白狐」  

「彼女が本当に銀狐に なって野に帰ったのであろうか。」 

12. 小女願為奴婢，粉身碎骨，在所不辭。  

私は下女に なりたいのです。そうすれば身を粉にして働き

ます。  

構造的には日本語のⅡタイプの変化構文「ＸがＹ（名詞） {に／と}

Ｖ」に典型的に対応しているものである。勿論日本語のこれに対応

しない表現形式もあるが、これについては次節で考えることにする。 

 

                                                      
2 1
 劉月華他（ 1988）では変化を表す「成為」などの動詞は関係動詞とされている。動

詞後ろの「成」「為」などを「介詞」と解釈する｡  
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3.2 変化を表すアスペクト助詞“了” 
次いで“了”の用法について触れる。周知の通り“了”の用法は

大変多岐にわたっている。“了”の機能を簡単にまとめることは難し

いが、機能上、構造上の特徴の違いに基づき、一般に動作動詞につ

いて、その動作の完了を示す“了”と、非動作動詞や形容詞、数量

詞などについて状態の実現、あるいは情況の変化を表す“了”の二

つに分けられる 22。  

13. 昨天我們看了二場電影。  

昨日私たちは映画を二本見た。  

14. 路上遇見了高中時代的同學。  

道で高校時代の同級生に出会った。  

15. 明天我吃了早飯就去找你。  

明日朝ごはんを済ませたら、あなたのところへ行くよ。  

以上は動作の完了、実現を表す“了”の用例である。これに比べて

状態の実現、情況の変化を表す“了”はさまざまな述語文に用いら

れ、表す“変化”も多種多様である。ここでは日本語の変化表現と

の関連で主なものをいくつかとりあげる。  

16. 花紅了。（形容詞述語文）  

花が赤くなった。  

17. 天色已經暗下來了。（形容詞述語文）  

もう暗くなってきた。  

18. 現在１１點了。（名詞述語文）  

もう１１時になった。  

                                                      
2 2
 文末の“了”は語気を表すはたらきもある。ここではこれについての言及は省くこ

とにする。  
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19. 小女明年就２０歲了。（名詞述語文）  

うちの娘は来年２０歳になる。  

20. 現在這隻狐狸是我的了。（コピュラ文）「白狐」  

これでこの狐は私のものになったよ。  

21. 從今天起，你就是這個學校的學生了。（コピュラ文）  

今日からあなたはこの学校の生徒になった。  

22. 最近父親體力開始在衰退了。（主述述語文）  

最近、父は体力が衰えてきた。  

23. 於是，白吟霜在葛家留下來了。「白狐」  

こうして、白吟霜は葛家にとどまることになった。  

24. 於是，從此家下人等都兢兢業業再也不敢惹事生非，偷雞摸狗

了。「白狐」  

それからいうもの、召使い達はみな身をつつしむようになっ

た。  

25. 到明年暑假我們就八年沒見了。  

来年の夏休みになれば、わたしたちは８年間会っていないこ

とになる。  

26. 我在台北住了 15 年了。  

私は台北に住んで 15 年になる。（今もまだ台北に住んでい

る）  

27. 她們似乎安靜了下來。  

女の子たちはおとなしくなったようだった。  

以上の例文に示されているように、状況に変化が生じたことを表

すのがこの“了”の主なはたらきである。動作の完了を表す“了”

と比較すると、述語にはまったく制限がないといってよい。上の例
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文では、形容詞述語文（ 16､17）名詞述語文（ 18､19）、コピュラ文（ 20、

21）の文末の“了”、そして否定文（述語動詞の前に否定副詞“不”

“没”のある文 23、24）の文末の“了”はすべて“変化”を表す“了”

である。例 26 のように、一つの単文に二つの“了”が含まれていれ

ば、動詞の後の“了”は完了の“了”であるが、後にさらに数量補

足語がついているときは、それにも“了”をつけることによってそ

の動作がなおひきつづき行われていることを示す。  

なお“了”は派生的意味を表す複合方向補足語（例えば…下來、

…下去、…起来など）の前に置くことができる。したがって例 27

の文の意味には次の文の意味とまったく同じである。  

27″她們似乎安靜下來了。  

次は変化を表す“了”とテンス・アスペクトとの関係について触れ

ておく。まずは変化を表す“了”が動作の行われる時間や事態の成

立時間とは無関係であることに注意されたい。19、25 のような未来

のことでも“了”によって未来のある時刻になるとその年令に達す

ることの実現（ 19）、あるいは文中に設定された時点までにその状況

がどのくらいの時間持続するか（ 25）が表される。また 16、17、20、

22、23 では事物の性質状態に変化が生じたことを表し、18 では発話

時点においてすでに達した期日、あるいはその人がすでに達した年

令を表す。上述した“了”の働きは下の例に示される用法と照らし

合わせればなおさら明らかになるだろう。  

28. 這種貨昨天有，但今天沒有。  

この品物は昨日はあったが、今日はない。  

29. 這種貨昨天有，但今天沒有了。  

この品物は昨日はあったが、今日はなくなった。  
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30. 這種貨，今天有但到明天就沒有了。  

この品物は今日はあるが、明日になればなくなる。  

28 には変化の意味が含意されていないが、29 は“了”は今までとは

異なった新しい状態になったということ、30 は未来において異なっ

た新しい状態になるという意味を持つ。  

勿論“了”の働きを考える時、文脈及び時点（あるいは「場」）を

無視してはならない。上の例では、文中における過去、現在、未来

を表す語の存在により、または前後の文脈により、さらにはその文

が作成された時点により判断される。つまり、語彙、文脈に依存す

るとともに具体的な「場」というものが重視され、「場」によって判

断されるのである。次のような例文はその意味の判断が文脈と場に

よるしかない典型的な例である。  

31. 他不去美國了。  

（ⅰ）彼はアメリカへ行かなくなった。  

（ⅱ）彼はアメリカへ行かないようになった。  

（ⅲ）彼はアメリカへ行かないことになった。  

（ⅳ）彼はアメリカへ行かないことにした。  

中国語から日本語にするとき、四通りの意味解釈ができる。例文

の中国語だけでは意味が不明だが「他以前常去美國但現在已經不去

了。」（彼は以前よくアメリカへ行ったが、今はもう行かなくなった

／行かないようになった。）あるいは「他決定不去美國了。」（彼はア

メリカへ行かないことにした。）などのように文脈を補えば意味がは

っきりするが、これは日中両語の変化表現に示す表現上及び文法上

の大きなズレと言えよう。これについてはまた次節で触れることに

する。  
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3.3.翻訳に見る日中語の対応関係 
 以下では、ナル構文に見る「ナル」の意味とそれに対応する中国

語の表現を見てみたい。  

3.3.1.「ナル」の意味と文型 23 
1. 何かが他のものに変る  

  （変化、推移、変わって～となる。 /～に変化する）  

1.a.［人・生き物・自然現象・物］{が /は }（人・生き物・自然

現象・物から）［人・生き物・自然現象・物］{に /と}なる。 

    ①日本語：「なる」＝中国語：“變”  

    32.天気が雨から雪になる。（天氣由雨變雪）  

    33.信号が赤から青になる。（信号由紅變綠）  

②日本語：「なる」＝中国語：“變成”＋名詞  

    34.農地が宅地になる。（農地變成住宅地）  

    35.短期大学が四年制大学になる。   

（短期大學變成四年制大學）  

③日本語：「なる」＝中国語：各動詞＋名詞  

    36.地震から津波になる。（地震引起海嘯）  

    37.梅雨になる。（進入梅雨期）  

④日本語：「なる」＝中国語：名詞＋形容詞  

    38.悲しい気持ちになる。（心情悲傷）  

    39.叔父が危篤になる。（叔叔病危）  

 1.b. ［人・組織］{が/は}（ [地位 ]から）［地位］｛に /と｝なる。  

                                                      
2 3

 1～ 9 の「ナル表現」文型の分類方法は主に『日本語基本動詞用法辞典』によ

る。中国語との対応関係及び用例は藤田（ 2002）から引用したものである。文

型 10 と 11 は必要と思われ、筆者が付け加えたものである。  
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   ①日本語：「なる」＝中国語：動詞“升”＋“為”  

    40.父は課長から部長になる。（父親從科長升為處長）  

2. 結果としてある数量・金額・時期・状態などに達する  

2.a. ［人・生き物・物・事・時・所］ {が/は}［数量・金額・

時間・時・人・状態］になる。  

   ①日本語：「なる」＝中国語：“變成”＋名詞  

    41.バーゲンであのセーターが五千円になった。   

（大拍賣時、那件毛衣變成五千日幣）  

   ②日本語：「なる」＝中国語：“變”＋補語“得”  

    42.事態は大変なことになる。（事態變得很嚴重）  

    43.就職のことを考えると憂鬱になる。（一想到找工作的

事、心情就變得很憂鬱）  

   ③日本語：「なる」＝中国語：“當” /“成為” /＋名詞  

    中国語における使い分け  

       “當”：自らの意思を以って～になる。  

       “成為”：結果として～になる。  

    44.社長になる。（當總經理）（成為總經理）  

    45.歌手になる。（當歌星）（成為歌星）  

    46.大統領になる。（當總統）（成為總統）  

   ④日本語：「なる」＝中国語：“成為”＋名詞  

    47.有名人になる。（成為著名人士）   

    48.未亡人になる。（成為寡婦） 

   ⑤日本語：「なる」＝中国語：“做” /“為” /＋名詞  

    49.四十歳で初めて父親に（と）なる。（四十歳才做父親）  

    （四十歳初為人父）  
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    50.正直者になれ。（要當正直的人）  

   ⑥日本語：「なる」＝中国語：“快／就要”～“了”  

    “快～了”などは「もうすぐ～になる」という意味を持つ。  

    “快要” /“快”/“就要”～“了”：ごく近い未来を表す。 

    51.時刻は正午になります。（時間快到中午了）  

    52.父はまもなく定年になる。（父親就要退休了）  

   ⑦日本語：「なる」＝中国語：各述語  

    53.娘は今年二十歳になる。（女兒今年二十歳）  

    54.不合格となる。（不及格）  

    55.今ネックレスを買うと、イアリングもセットになります。 

    （現在買項項鍊的話、配贈耳環）  

2.b.［人・生き物・物・事・所］{が /は } 「形容詞」・「形容動詞  」

く/になる。  

   ①日本語：「なる」＝中国語：“變”  

    57.木の葉が赤くなる。（樹葉變紅）  

    58.気持ちがよくなる。（心情變好）  

   ②日本語：「なる」＝中国語：各動詞  

    59.子犬がどんどん大きくなる。（小狗眼看著迅速地長大）  

    60.暗闇で彼の姿が見えなくなる。（他的身影消失在黒暗中） 

③日本語：「なった」＝中国語：各動詞＋補語  

    61.プレゼントを見て、子供の表情が明るくなった。  

（看到禮物、孩子們的瞼上露出了笑容）  

    62.日本語が好きになった。（喜歡上日語）  

④日本語：感情的な変化の「なる」＝中国語：“想要 /覺得“  

    63.やっぱりその話を聞くと、あなたも子供が欲しくなりま
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すか。（聽了那故事、你仍然還想要孩子嗎 ?）  

   64.その話を聞くと腹立たしくなりますか。  

（聽那件事你會覺得生氣嗎 ?）  

    65.散歩をしたくなる。 (想散歩了 ) 

  ⑤日本語：「なる」＝中国語：“就”～“了”  

    “就”～“了”：ごく近い未来を表す。  

   66.月末になると銀行は忙しくなる。（一到月底、銀行就忙了） 

2.c.「文」ことになる。  

   ①日本語：「ことになる」＝中国語：“將”～“了”  

“將”～“了”：  ごく近い未来を表す。  

67.このままだと、彼は留年することになる。  

（就這様的話、他將留級）  

68.集まったお金は寄付される事となる。  

（収上來的銭、將被作為捐款）  

②日本語：「ことになるだろう」＝中国語：“會”  

“會”：起こりうることを表す。  

69.君も幸福で、すばらしいい人生を送ることになるだろう。 

 （你也會幸福地度過美好人生吧）  

70.やがて彼らも死ぬことになるだろう。（不久他們也會死的） 

③  日本語：「ことになった」 /「ことになる」＝中国語：各        

動詞  

71.テロにより、大統領の訪問は中止されることになった。    

 （由於恐怖行動、総統的訪問被停止了）  

72.ひとつ賭けをしょうということになった。  

（決定打一個賭試試）    
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73.日本史上、最も重要な映画ということになるとやはりこれ

しかない。（要提起日本歴史上最重要的電影就只有這個了） 

2.d.「文」ようになる。  

   ①日本語：「なった」＝中国語：“變”＋補語“得”  

   74.子供達がよく勉強するようになった。  

（孩子們變得非常用功）  

②日本語：「なる」＝中国語：各動詞  

   75.うがいをすることで、風邪を引かないようになる。  

（嗽口能防止感冒）  

   76.女性の力が見直されるようになった。   

（女性的力量得到重新評價）  

   ③日本語：「なる」＝中国語：“就”～（“了”）  

“就”～（“了”）：ごく近い未来を表す。  

77.機械が動くようになる。（機器就會動）  

78.練習すれば、まちがえないようになれる。  

（如果練習的話就不會出錯了）  

3.ある関係・状態が生じる  

 3.a.［人・組織］ {が/は}［人・組織］と［関係］になる。  

  ①日本語：「なる」＝中国語：“成為”＋名詞  

   79.娘が結婚して、山本家と親戚になる。     

80.（女児結婚後、將和山本家成為親戚）  

   81.友達になる。（成為朋友）  

   82.競争相手になる。（成為競争對手）  

  ②日本語：「なった」＝中国語：“成”＋“了”（アスペクト）  

   83.親戚になった。（成了親戚）  
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  ③日本語：「なった」＝中国語：各動詞＋“了”（語気）  

   84.彼は父と口論になった。（他和父親吵架了）  

   85.我が国は隣国と戦争になった。（我國和隣國打仗了）  

   86.卒業して彼女とは疎遠になった。（畢業後和她疎遠了）  

④日本語：「なった」＝中国語：“相同”  

   87.カロリーはご飯一杯分とほぼ同じ値となる。  

（卡路里的數値與一碗飯大致相同）  

 3.b. ［人］は［事］が［習慣］になる。  

  ①日本語：「なる」＝中国語：“成”“了”（アスペクト）＋名詞  

   88.彼は朝食前の間食が習慣になった。  

（早飯前散歩、成了他的習慣）  

   89.間食するのが癖になる。（吃零食成了習慣）  

  ②日本語：「なる」＝中国語：“成為”＋名詞  

   90.「頑張る！」が口癖になる。（“加油”  成為口頭禅）  

 3.c. ［人］は［事］が習慣化し始める。  

    ①日本語：「なる」＝中国語：各動詞  

   91.母親がいないと、却って子供が手伝いをするようになる。 

    （母親一不在、孩子反倒幫忙了）。  

   92.タバコは最初は好奇心でも、毎日すようになるらしい。  

   （盡管吸煙最初只是出於好奇心、（後來）就毎天都得抽了）  

4.ある物事が別の物事の代理の働き、または何かの役に立つ  

4.a. ［物・事］ {が/は｝［物・事］になる。  

①日本語：「なる」＝中国語：“成為”  

 93.散歩は良い運動になる。 (散歩可以成為有益運動 ) 

94.マーガリンがバターの代用になる。  
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（人造黄油成為奶油的代品）  

②日本語：「なった」＝中国語：“成”＋“了”（アスペクト）  

  95.留学は良い経験になった。（留学成了很好的經験）  

 ③日本語：「なる」＝中国語：“替代” /“代替”  

  96.チーズがないが、何か代わりになるものはないか。  

（没有奶酪、没有甚麼可以代替的嗎？）  

97.姉が母の代わりになる。（姊姊代替媽媽）  

  ④日本語：「なる」＝中国語：動詞“起” /“鼓励”等。  

   97.多少の酒は薬になる。（少量的酒、會起到薬的作用。  

   98.いくらかの金になる仕事ならばしてもいい。   

（這個工作能賺到一點銭的話、就可以幹）   

   99.先生の言葉が励みになる。（老師的話給與我鼓勵）  

    この本は参考になる。（這本書有參考價値）  

5.物事が決まる  

 5.a. ［人・物・事・時・所］{が /は}［人・物・事・所・時］｛に

/と｝なる。  

  ①日本語：「なった」＝中国語：“變成”＋“了”（アスペクト） 

   100.開催地が名古屋になった。（擧辦地變成了名古屋）  

  ②日本語：「なった」＝中国語：“改成”＋“了”（語気）  

   101.コンサートの演奏曲目はショパンになった。  

（音楽會演奏曲目、改成蕭邦的了）  

③日本語：「なった」＝中国語：“成為”＋“了”（アスペクト） 

   103.対戦相手は去年の優勝校になった。   

（去年的冠軍校成為了比賽對手。）（比賽對手是去年的冠軍校） 

④  日本語：「なる」＝中国語：動詞“改”＋補語“到”＋（時
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間）“了”（語気）  

104.会議が 8 時になる。（會議改到 8 點了）  

   105.出発は明朝になった。（出發改到了明天早上了）  

⑤日本語：「なった」＝中国語：“獲得” /“得” /＋“了”（ア          

スペクト）  

106.山田君の作品が一等賞になった。  

(山田君的作品獲得了一等奨 ) 

107.一等賞は小学生の作品になった。  

(小学生的作品得了一等奨 )  

⑥  日本語：「なった」＝中国語：（動作が「進行」から「停止」

を表す）動詞＋“了”（語気）  

108.計画が延期になった。（計畫延期了）  

109.旅行は中止になった。（旅行停止了）  

110.試験は廃止になった。（考試廢除了）  

⑦  日本語：「なった」＝中国語：動詞＋“了”（語気）  

111.試験科目は英語だけになった。（考試科目只考英語了）  

 6. 病気にかかる  

6.a. ［人・生き物］ {が/は} ［病気］になる。  

  ①日本語：「なった」＝中国語：“病〔了〕”  

   112.彼は病気になった。（他病了）  

   113.彼はガンになった。（他得了癌症）  

②日本語：「なる」＝中国語：“患”＋補語“上”  

114.ノイローゼになる。（患上神經官能症）。  

③日本語：「なる」＝中国語：“得”  

115.病気になるな。（不要生病）  
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 7.（形式的動詞）ある物事が結果として別の物事と同じであると

みなされる  

  7.a.「文」ことになる。（用法）文の述語動詞は過去形をとる  

   “就”：主観の強調の語気を表す。  

①  日本語：「なる」＝中国語：“就”＋“成”＋“了”（アスペ

クト）＋名詞＋“了”（語気）  

116.これで君は一人前の社会人になったことになる。  

（這様你就成了一個夠格的社會人了）  

②  日本語：「なる」＝中国語：“就”＋“算”＋“了”（アスペ

クト）  

    117.この仕事は一応終わったことになる。  

（這項工作就算基本結束了）  

    118.代金を払ったことになる。（款就算付完了）  

8.（形式的動詞）もう少しで何かをしてしまうところまでいく（差

し迫った状態での変化への傾き）  

 8.a.「文」そうになる。（述語動詞は連用形をとる。）  

①日本語：「なる」＝中国語：（“（快）要～（了）”  

“（快）要～（了）”：ごく近い未来を表す。  

   119.会社が倒産しそうになる。（公司快要倒閉了）  

   120.飛行機が墜落しそうになる。（飛機要墜落了）  

   121..計画がつぶれそうになる。（計畫要落空了）  

 9. 「副詞＋なる」  

        ①日本語：「擬音語・擬態語＋と＋なる」＝中国語：“變”＋補

語“得” /その他の動詞  

   120.会場がしんとなる。（會場變得鴉雀無聲）  
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   121.彼はすぐカッとなる。（他動不動就發火）  

③  日本語：「擬態語＋と＋なる」＝中国語：“變”/餓/＋補語“得” 

  122.乾燥して肌がざらざらになる。  

（因為乾燥、皮膚變得粗糙）  

  123.運動しておなかがぺこぺこになる。  

（因為運動肚子變得很餓）  

④  日本語：「そう /どう」＋「なる」＝中国語：“怎麼樣 /哪様“  

124.おたくの会社はどうなりますか。  

(您們公司會變成怎麼樣？ ) 

  125.そうなると、彼がこまるだろう。  

(這麼一來、他會傷腦筋吧 !) 

 10. 慣用句  

       気になる  

       泡になる  

       灰になる  

       土になる  

       骨になる  

       むきになる  

ものになる  

 11.その他  

  「＜動名詞＞ニ/トなる」   

  11.a. 状態の持續  

   126.宿題がやりかけのままになっている。  

     （作業還停留在才開始動手作的状態）  

   127.彼は絶望から酒浸かりになっている。  
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（他因絶望而毎天沉耽在酒裏）  

  11.b. 受け身の意味を表す。  

   128.下敷きになる。 (被壓在下面 ) 

   129.犯人扱いになる。 (被當犯人對待 ) 

   130.仕事を首になった。 (被辭掉工作 ) 

  11.c. 可能の意味を表す。  

   131.このワクチンはインフルエンザの予防になる。  

（這役苗可預防流感）  

 

3.4. 実際例に見る日中語対応関係  

3.4.1.「ＸがＹ（名詞）に／となる」 
132.おたまじゃくしが蛙に なった。  

蝌蚪變成了青蛙。  

133.信号が青から赤に なった。  

交通號誌由綠燈變成了紅燈。  

134.資生堂が昨春売りだしたリンス入りは年間売りあげ 40 億

円のヒット商品と なった。  

資生堂去春推出的洗髮護髮香波，成為年銷 40 億日圓的暢銷

貨。  

135.新しい銀行の店舗数は一挙に約六百店となり、国内トップ、

預金量では第一勧業銀行についで世界第二位のマンモス銀

行となる。  

新銀行的分行數一舉增加到六百家，躍為國內首位，而存款

則繼第一勸業銀行之後，成為世界第二的巨型銀行。「日本社

會」  
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136.そこは坂と なっている。  

那裡是坡道。  

137.ガン、心疾患、脳血管患は日本人の死亡の三大原因に  なっ

ている。  

癌症、心臟病、腦血管病是日本人死亡的三大主因。  

138.全部で 15000 円と なります。  

總共是一萬伍千圓。  

139.会議室はこの階段を上がった二階に なります。  

會議室是這樓梯上去二樓。  

140.この車両は女性専用と  なります。  

這車廂是女性專用。  

141.すみませんが、このロビーは禁煙と なっています。  

很抱歉，這大廳是禁煙的。  

142.放送時間と重なったため、修道院でのお祈りの時間が変更

に なった。  

因為播出時間衝突，修道院調整了祈禱時間。「日本社会」  

143.先生の手に支えられて、水の上に仰向けに  なる。  

我被老師用手撐著，仰躺在水面上。「五體」  

144.あるＣＦが放映一週間で中止に  なった。  

有一部電視廣告片僅播放了一個星期就中止了。「日本社会」 

145.促されて、手足をまっすぐに伸ばすと先生の手が下にある

ものの、浮いているような感覚に  なる。  

等我在老師的催促下伸直手腳，雖然有老師的手在下面撐

著，我還是感覺到浮起來了。「五體」  

以上 132～145 の日本語の変化文と中国語の対応関係をざっとま
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とめてみると次のようになる。  

 

 日本語  中国語  

 １．変化構文：Ｘ変成（成為）Ｙ  （ 132～ 135）  

ＸがＹ（名詞）に／となる  ２．コピュラ文：Ｘ是Ｙ  （ 136～ 141）  

 ３．動詞文：Ｘ  Ｖ（動詞）  （ 142～ 145）  

 

132～145 のように実質的変化（色、形、数量など）、しかも変化

の結果に視座を置く場合、中国語でもいわゆる典型的対応の表現形

式「Ｘ変成（成為）Ｙ」が用いられる。  

しかし変化の意味が弱いもの、また、単に今現在どういう状態に

あるか、あるいはそれを単に静止状態としてとらえる場合にはコピ

ュラ文の「Ｘ是Ｙ」で表す傾向がある。 136 と 137 がそれである。

日本語では「～に／となっている」の形で表すのがこのタイプのも

う一つの特徴である。  

そして日本語の「なる」の対応形式とされている中国語の「変成

～」には、様々な事態が経過して、その結果、ある状態に到達する

という意味合いが強く、思考結果を表す 138 のような場合では不適

切である。  

なお、139、140、141 のような心的態度、丁寧さを表すモダリテ

ィ用法は中国語にはない。中国語は直接判断の表現形式のコピュラ

文「Ｘ是Ｙ」で対応する。  

142、143、144、145 のように結果語に動的名詞が来る場合、中国

語では、その「（動的）名詞になる」の組み合わせを動詞句にして  

142′変更になる  → 變更  
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143′仰向になる  → 仰躺  

144′中止になる  → 中止  

145′感覚になる  → 感覺到  

のように、それを動的状態としてとられる表現となる。  

思考結果の表現であるがテンス・アスペクトの問題と関連して一

つ指摘しておかなければならないことがある。それは、ある事象が

起った結果の状態がある期間継続していることを、日本語では「日

本語の勉強を始めて５年になります」のように複文を用い、そして

主文が現在形で表されるのに対して中国語では単文で、しかもアス

ペクト助詞「了」で表すということである。次の例もそうである。

日中両語の発想の差が感じられる。  

146.あなたがたのクラブは成立して、何年になりますか。  

你們的俱樂部成立幾年了？  

147.彼女と知り合ってから 3 年になります。  

我認識她已經 3 年了。  

 

3.4.2. 「ＸがＹ（形容詞連用形）なる」 
148.若い海女は一人の男と仲よくなりました。「日本昔話」  

那年輕的海女跟一個男子變得很要好。  

149.四人はまっ青になりました。「日本昔話」  

四個人臉都白了。  

150.「まあ、おじいさん、すっかり若くなって」「日本昔話」  

「啊！老伴兒，你變得好年輕呀。」  

151.その反対側をたたいて「鼻低くなれ、鼻低くなれ」という

と鼻がするするっと低くなりました。「日本昔話」  
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再敲鼓的另一邊，並說「鼻子變低，鼻子變低」時，鼻子就

很快地變低了。  

152.そのうちにハつあんのいる部屋が静かになりました。「日本

昔話」  

一會兒哈贊的屋裡寂靜下來了。  

153.ところが一番大きな地蔵さまにかけてあげる布が足りなく

なってしまった。「日本昔話」  

可是輪到最大的菩薩，布不夠了。  

154.ところでそのうちにこのおばさんがほとんどご飯を食べな

くなりました。「日本昔話」  

可是不久這位老太婆幾乎不進飲食了。  

155.みんなは急に心配になってきました。「日本昔話」  

大家突然擔心起來了。  

156.よくみると鴨をとるワナでした。これを知るとごんべえさ

んは悲しくなりました。「日本昔話」  

仔細一看，原來是捉野鴨子用的圈套，他覺得很難過。  

157.さむらいはすっかり恐ろしくなり、そのまま家にももどら

ず逃げていきました。「日本昔話」  

武士嚇壞了，再也不回家去，就這麼逃走了。  

158.おじいさんはおもしろくなって、おにぎりをつぎからつぎ

となげ込みました。「日本昔話」  

老公公他可覺得好玩了，就一個接一個把飯團扔了進去。 

159.お爺さんはこれを見ると猿が本当に可哀相になりました。

「日本昔話」  

老公公看了覺得猴子很可憐。  
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160.内税、外税であったりして、買い物が面倒になりました。  

因為商品價格有時含稅有時不含稅，所以感到購物不便。 

「日本社會」  

161.さむらいは前の奥さんが急に恋しくなりました。「日本昔

話」  

武士突然想念起從前的太太。  

148～ 152 では先行する述語に「仲良い、まっ青だ、若い、低い、

静かだ」と、いずれも状態形容詞（形容動詞も含む）が使われてい

る。これらの表現は中国語では構文上「變＜形容詞＞」「＜形容詞＞了」

にほぼ対応する表現であると見てもいい。変化動詞は「變」以外に

「轉暗（暗くなる）」「翻新（新しくなる）」「發白（白くなる）」など

のように、「轉、翻、發  など」が使われることもある。  

状態形容詞が「變  ＜形容詞＞」のように後つき成分にしかなれな

いのに対して「好轉、惡化、高漲、低落、短縮」のように「好、惡、

高、低、短」の前つき成分として用いられることもある。筆者の考

えではこれらは構文のレベルの問題というより、語構成、つまり語

彙形態論のレベルの問題と見るべきである。この問題についてこれ

以上深入りせず、詳しい考察は別の章に譲ることにする。  

なお、153 と 154「足りなくなる」「食べなくなる」のように動詞

否定形が前接されたような場合は上述した形容詞に準じたものと考

える。  

ところが、 155～161 を見ると「變～」「～了」以外に様々な表現

が対応することがわかる。なかでも 156、 157、158、159、160 のよ

うな前接した形容詞が感情、感覚形容詞である場合、中国語では文

型選択に何らかの基準が働いたことが分かる。つまり 157、158、159、
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160、161 の文に対して、中国語はいずれも「變得  ＜形容詞＞」の文

型をとらない（いや、とれないというべき）ということである。  

158″×老公公可變得好玩了，就一個接一個把飯團扔了進去。  

59″×老公公看了變得猴子很可憐。  

160″×因為商品價格有時含稅有時不含稅，所以變得購物不便。

「日本社會」  

161″×武士突然變得想念起從前的太太。  

これは日中両語間の表現上および文法上の大きなズレと言わなけ

ればならない。158～161 の文では主語は感情、感覚作用を行う主体

者を表し、目的語は感覚、感情作用の内容を表している。両言語間

の表現上、文法上のズレを解明するにはまずこの二つの要素に対す

る考察が必要であろう。  

まず、以上の感覚、感情形容詞文の構文は次のようになる。  

 
感情主      感覚感情作用の内容  

158′おじいさんは〔これがおもしろい〕   なる。  

159′お爺さんは  〔猿が本当に可哀相だ〕  なる。  

160′私は    〔買い物が面倒だ〕    なる。  

161′さむらいは  〔前の奥さんが恋しい〕  なる。  

埋め込み文（括弧内）による感覚、感情作用が表すのは感情主（下

線部）の感覚、感情の内容そのものであり、静的心理状態の描写で

ある。「なる」をつけることによって感情主の感覚、感情作用を動的

心理状態の変化としてとらえることになる。これに対して、中国語

ではまず指摘しなければならないのは中国語において「おもしろく

なる」「可哀相になる」「面倒になる」などに対応する言い方は「感

到～」「覺得～」をつけて「覺得有趣」、「覺得可憐」、「感到不便」の
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ように表現するという点である。 158、 159、160 の文にはいずれも

「（感情主）感到／覺得～」の形で対応している。以下の日本語の訳

文から分かるように、  

160′我感到購物不便。  

（ⅰ）（私には）買い物が面倒だ。  

（ⅱ）私は買い物が面倒だと思う。  

（ⅲ）私は買い物が面倒になった。  

「覺得」「感到」は静的感情感覚作用（ⅰ、ⅱ）と動的感情感覚作用

の変化（ⅲ）を表す働きを両方あわせ持っている。したがって、感

情形容詞文を補文とする以上のような日本語の変化構文に対して中

国語では「なる」に対応する「變得」を介しなくても、感情感覚作

用の変化が表わせることになる。感情表現において静的感情感覚作

用の描写のとき、日本語と違って、中国語は感覚動詞「覺得」や「感

到」を介してはじめて感情主と感情感覚作用の内容が結ばれるので

ある。この点は日中両語のこうした感情表現の変化構文の差異を考

えるに当たって無視できないことである 24。 

 

3.5. 「～ことになる」 
日本語の「～ことになる」構文が中国語においてどのように把握

され、またどういう対応のしかたを示すかを知るために、第二章第

Ⅱ部で考察した「～ことになる」の各類型をもう一度掲げ、例文と

照らしあわせながら検討していくことにする。  

 

 Ａ：典型的用法：事態の変化の結果を表す  

                                                      
2 4
 感覚、感情表現については拙著蘇（ 1997）（ 1998）で詳しい考察があるので、それ

を参照されたい。  
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  （ⅰ）思考の結果を表すタイプ  
 Ｂ：周辺的用法  （ ⅱ）認識の既決性を表すタイプ  
  （ⅲ）規定、習慣などを表すタイプ  

 

162.この委員会試案は関係各界の意見を聞いたうえで、来年三月

に文部大臣に答申することにしており、これで戦後続いた国

語政策の見直しもひとくぎりつけることとなる。  

該委員會的試行方案在聽取有關各界的意見之後，將於明年三

月向文部大臣提出報告，由此，戰後持續進行的國語政策修訂    

工作將告一段落。「日本社會」  

163.日本はハイテクの分野で真に創造的になれるか、あきらめて、

模倣者に甘んじるかという問題に直面しなければならなくな

るとし、その答えを発見すれば、教育制度が挑戦を受けるこ

とになろうと述べている。  

於高科技的領域上，日本在不得不直接面對是否能成為真正的

創造者，抑或死心塌地甘於扮演模仿者角色的問題時，若得到

了答案，其教育制度勢將受到挑戰。「新聞日語」  

164.政治局の決定は去る十一月、ブルガリアの各紙を通じて報じ

られた。街頭の政治スローガンは「空疎になりがち」だとさ

れ、今後は努力で具体的な情報を国民に知らせることになっ

た。  

政治局的此項決定透過保加利亞各報報導出來，街頭的政治標

語被視為「易疏於空洞」，今後將儘量把具體性的資訊消息告知

給國會。「新聞日語」  

165.三井銀行と太陽神戸銀行が 1990 年 4 月 1 日を期して合併、一

つの大銀行が誕生することになった。 

「～ことになる」の

類型  
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三井銀行和太陽神戶銀行訂於 1990 年 4 月 1 日合併成為一家大

銀行。「日本社會」  

166.都のはずれにとても貧乏なさむらいがいました。仕事にもあ

りつけず、その日食べるのがやっとでした。ところが知り合

いの人が遠い国の殿さまになり、その人の家来としてついて

行くことになりました。「日本昔話」  

在都城偏遠的一角住著一個很窮很窮的武士，也找不到事做，

每天勉強糊口過日子。可是有一天，他的一個熟人成了遠地的

諸侯，他就決定跟著走，在門下做事。  

167.春希は翌日東京へ出るのを機会に強引に高志を病院へ身体検

査に連れていくことになった。「春よ、来い」  

春希決定利用隔天到東京去這個機會強行把她先生高志帶去病

院做身體檢查。  

168.そこで今年は補助具を使っての 25ｍ完泳を目指すことにな

った。  

於是我決定今年要用輔助道具游完 25 公尺。「五体」  

169.だが、父にしたがえば、夫婦の約束をした女をだますことに

なる。  

但聽從了父親，結果就等於是欺騙了已論嫁娶的她。「日本昔話」 

170.「辞書はあくまで言葉の現象の後追いですが、いったん取り

あげるとその言葉に市民権を与えることになるので、その辺

のかねあいも難しくなっています。」  

字典總是跟隨在語言現象後面，但是一但收錄了，就等於使那

個詞語有了公民權。「日本社會」  

171.87 年度までの修士課程入学者 71 人のうち 65 人が修士号を取
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った。9 割以上が目的を達したことになる。  

1987 年入學就讀碩士課程的 71 名在職生，其中已有 65 人取得

了學位，即有 90%的人達到了目的。「日本社會」  

172.この説によると、私が所有していたことになっている株式の

評価額は一億ドルを下らない計算だ。（読売  2000.12. 16）  

照這種說法，被認定為是我所擁有的股票其評估價值不下一億

美金。（中訳は筆者）  

173.両親にはぼくがここで働いていることになっている。  

我父母親一直認為我是在這邊工作。  

174.その日に雨が降ると翌日に順延されることになっていた。  

如果那天下雨，就順延到第二天。「五体」  

175.用賀小学校は登校時に地域ごとの集団登校をすることになっ

ていたが。  

用賀小學規定上學時必須按照各區排隊集體上學。  

まずＡの典型的用法であるが、162～168 がこれにあたる用例であ

る。意味は物事の決定の結果または事態の変化、則ち“（事態が）…

なる／なった”ということを表す。勿論事態の変化といっても 162

～ 164 に示されるように、“自然のなりゆきで最終的に必ずこうな

る”（ 162）、“そういう事態が起きれば結果は必ずこうなる”（ 163）、

“何か物事が決定され、それによって必然的に何か新しい状況が現

れる”（ 164）、という話し手の判断に意味の分化が見られる。  

対応する中国語はどうなっているだろうか。上にあげた 162～168

の文のうち「變成～」の表現で訳されたものは一つもない。日本語

のこういう“（事態が）…なる／なった”といった表現（ 162～164）

に対応して、中国語では一般に副詞“將、勢將、勢必、結果”ある
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いは連詞“到頭來、（就）…了”などで表現される 25。 

因みに以上あげた副詞や連詞を使った中国語の文が日本語にどのよ

うに訳されているか、その例文を二、三あげておく 26。  

［勢必］  

176′看不到群眾的力量，勢必要犯右傾保守的錯誤。  

176.大衆の力に目を向けなければ、いきおい右傾保守の過ちを

犯すことになる。  

〔結果〕  

177′經過一番爭論，結果他還是讓步了。  

177.ひとしきり論争したあげく、やっぱり彼が譲歩することに

なった。  

［到頭來］  

178′誰要光給自個打小算盤，到頭來他就得吃虧了。  

178.自分のことだけを考えて目先のそろばんをはじくものは結

局損をすることになる。  

［就…了］  

179′「願意唱一曲給我聽嗎？」他問，心裡忽然湧上一股惻然的

情緒，等她嫁後，再想聽她唱曲，就難如登天了。「白狐」  

179.「私に一曲聞かせてくれぬか？」急に悲しく心から痛んだ。

この娘が嫁にいってしまったら、この娘の歌を聞きたいと

思ってもかなわぬことになってしまう。  

166～168 の「～ことになる」は中国訳ではいずれも他動詞的用法

                                                      
2 5

 ここで「一般に」と使ったのは他の言い方で表現されることもあると思うからであ

る。  
2 6

 175′～ 177′の中国語の例文及び日本語訳は香坂順一編著・光生館出版『現代中国

語辞典』、 78′は「白狐」（著者  瓊瑤）（日本語訳  柴田まこと）からとったもので

ある。  
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の “決定”に翻訳されていて、そして動作主が主格となる動的表現

で対応している。“決定”は中国語では他動詞として使われるのが普

通である 27。日本語で 166～168 のように補文において動作の主体が

自らの意志で動作、作用を行うことが明示されているが「～ことに

なる」をつけることによって結果（の状態）に、焦点をおいた自動

詞的表現になっている。これによって話し手の関心の中心が「（動作

主が）どうしたか」から「事態がどういう状態になったか」に焦点

が変わる。そして文全体の意味はその結果（の状態）がどうである

かを述べている。表現論でよく出される例だが、日本人は自分の意

志で決めたことでも「この度結婚することになりました」という言

い方をする。「事態が（私が結婚する）ことになった」すなわち自分

の意志を越えた事態が自然とそうなったという言い方をして、主体

の意志をぼかし、それによって丁寧な響きを与えようとする。一方

中国語で 166～ 168 の例を見て分かるように、日本語のこういった

「～ことになる」表現には通常、中国語訳のように動作主が主格と

なる他動詞的表現で対応することが多い。中国語には、日本語のよ

うに意志的決定を「～ことになる」で包み込むことによって話し手

の意志とは無関係に決められ、状態化する、しかも、丁寧な響きを

与えるというような表現に対応する言い方はないように思われる。

したがって、両語間の発想上の違い、また表現上の違いで日本語学

習者から次のようなすわりの悪い表現がよく出てくる。  

180. ？結局あの先生はこういう事情で日本へ帰ることにしま

した。（ 2001 年全国高校日本語スピーチコンテストからと

                                                      
2 7
 因みに『現代中国語辞典』（香坂順一）では“決定”についての意味と用法につい

て、意味：決定する、決める。そして実際の用法として、例“我決定不去上大學（私

は大学に行かないことに決めた）”を挙げ、説明されている。  
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った例）  

169～ 171 はいわゆる論理的な思考が展開される中で導かれた結

論を表す用法である。中国語ではこれには「亦即（即）、也就是、算

是、（也就）等於（是）…」などの連詞による表現で対応するのが普

通である。中国語においてもこれらの表現は発話における話し手が

結論を示す、いわゆる叙述態度を表すモダリティ的用法として位置

付けることが可能である。日中両語とも推論の前提が常に文の表面

に出ている、すなわちその推論が言語化された文に現れているとい

う共通の特徴をもっている。また日本語では 172 のように埋め込み

文（節）が「た形」をとることもある。しかし、過去の事態であろ

うと未来の事態であろうと「～ことになる」という形式自体が推論

過程を経た結果を表す一種の名付けとして現在形の形態が固定され

ている。対する中国語も「等於是、亦即是、也就是…」などのよう

にコピュラ詞「是」をつけるのがよく見られる。中国語の日本語訳

の文を一つあげておく。  

181′由我的舉動使對方動了感情，如果讓她失望，即使一個晚上

的時間，我也算是玩弄她的心。「莎喲娜啦、再見」  

181.私が積極的に彼女の気持ちを動かしておきながら、もし彼

女を失望させるなら、つまりは今夜私は彼女の心を弄んだ

ことになる。  

先述したＡタイプの「～ことになる」に示された用法の分化がな

いことと、中国語の表現のし方ともある程度対応していることから

この思考結果を表す「～ことになる」の用法の理解と習得はさほど

難しいものではないと思われる。  

172 と 173 の例は認識の既決性を表す用法の例であるが、中国語
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ではこれといってぴったり対応する言い方はないようである。あえ

て、訳してみれば、日本語に含意されている“それが実現している

かのように認識されている”ということを、“被認為是”のような言

葉を付けくわえ、含意された意味を明示し、直接的な表現にする。

このタイプの中国語訳の実例が欠けているため、ここでは日本語の

はっきりした対応関係は提出できないが、これが両語間における大

きなズレを見せる表現の一つと言えよう｡こうして他のタイプの表

現との対照を通じてこそ学習者にはじめてこのタイプの用法と意味

が理解できると思われる。  

最後の 174、175 であるが、形態が「～ことになっている」と固定

していて、意味として規則、習慣、あるいはそうすることが期待さ

れていることを表す用法である。中国語では「（學校）規定、（當地

的）風俗是…」の形で対応している。この用法で変化の過程が失わ

れていることは、中国語訳でも変化を表す「變成～」「～了」で対応

しないことからも分かる。  

 

3.6 「～ようになる」 
日本語では「～ようになる」は第二章の考察で分かったように“漸

次的変化”、“急な変化”及び“動作の習慣化”という三つの類型に

分けられるが、変化のしかたこそ違うが、三つの類型とも変化を表

すのに変わりはない。「～ことになる」に見られるような意味の分化

はない。ところが対応する中国語は以下 82～91 の例文の中国語訳を

通じていろいろな表現のしかたで対応していることが分かる。  

182.三井と太陽神戸の合併を引き金として大銀行から地方銀行、

信用金庫、農協など様々な金融機関の合併が今後行われる
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ようになるだろう。  

看來以三井銀行和太陽神戶銀行的合併為導火線，大銀行、

地方銀行、信用金庫、以及農業協同組合等各種金融機構在

今後也行將走向合併。「日本社会」  

183.数年後にはすべての預金は利子が自由に決められるように

なる。  

這種可自由商定利息的存款，再過若干年將會適用於一切存

款。  

184.こうしたことはいつも起こるわけではないが、起こり得る

ようになった。「新聞日語」  

這種事雖然不是經常發生的但已成為可能發生的事了。  

185.少しの親切でも身に染みて感じるようになった。  

即使是一點點的善意，也變得刻骨銘心。  

186.あの赤ん坊はわずか十ヶ月あまりで歩くようになった。  

那個小娃娃才十個多月就會走了。「中国語の作文」  

187.手があったら身の回りのことが何でもできるようになる。  

如果有手，你就可以打理自己的一切了。「五体」  

188.たとえば、預金の利子は最近では銀行と預金者の話し合い

で自由に決められるようになってきた。  

譬如，最近存款利息開始由銀行和存戶雙方自由商定了。  

189.そのことを知った弟の十兵衛もそこから漆を取って売るよ

うになりました。「日本昔話」  

知道了這件事的弟弟十兵衛也開始從那兒採漆來賣。  

190.そんな彼が中学に入って少しずつ変わり始めた。何事をす

るにも面倒くさそうで、次第に授業をサボるようになった。 
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可是他上國中後，卻開始逐漸轉變。好像什麼事都懶得做，

漸漸地也開始翹課。「五体」  

191.このころから、歴史小説に力を注ぐようになった。  

從此他開始傾注寫歷史小說。  

182、183 では副詞“行將、將（會）”、 184､185 では変化動詞“成

為、變得”、186､187 ではアスペクト助詞“了”、そして 188､189､190､

191 では動詞“開始”が使われている。  

182､183 の「～ようになる」の意味用法は「～ことになる」の典

型的用法つまり物事の決定によって何か新しい事態が起きるという

用法と似たものである。182 は“三井と太陽神戸の合併（の影響）”、

そして 183 は制度が変わることによって「様々な金融機関の合併が

行われる」や「利子が自由に決められる」という事態が起きるとい

うように解釈される。このような例では「～ことになる」と置き換

えてもそれほど大きな意味の違いは出てこない。そして対する中国

語も日本語と似た現象が見られる。つまりこの用法の“行將、將（會）”

は「～ことになる」の典型的用法に対応する“將、勢將、勢必”と

置き換えられる。  

184～187 では中国語はそれぞれ変化動詞“成為、變成”（ 184、185）

と変化を表わすアスペクト助詞“了”（ 186､187）で対応している。

両者は中国語においては変化表現の典型的用法と見てもよかろう。  

188～191 は中国語との対応関係ではやや特殊な例であるが、日本

語では「～ようになる」は変化の結果、あるいは動作、作用の習慣

化したことを表わすが、中国語ではいずれも動詞句“開始～”に訳

されている。  

中国語の「開始」は動作、行為、作用の「開始」を示す働きと事
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柄の成立つまり未成立な状態から成立した状態を表わす働きを持っ

ている。したがって、190"の文の意味は 190′ a、190′b いずれにも

解釈できる。  

190″他漸漸地也開始蹺課了。  

190′a 彼が次第に授業をサボり始めた。  

190′b 彼が次第に授業をサボるようになった。  

一方、対する日本語は動作、行為、作用の「開始」は「～（し）は

じめる」によって表され、事柄の成立は「～ようになる」によって

表され、ちゃんと使い分けられている。したがって  

189′弟の十兵衛もそこから漆を取って売り始めた。  

190′彼が次第に授業をサボり始めた。  

191′このころから歴史小説に力を注ぎ始めた。  

189′、190′、191′のように言い換えられても（勿論意味が変わっ

てしまう） 188′のようには言い換えられない。  

188’. × 預金の利子は最近では銀行と預金者の話し合いで

自由に決められ始めた。  

188′の非文法性は補文の述語動詞「決められる」の「態」とも関連

があるが、文全体が事柄の成立つまり「決められない」状態から「決

められる」状態に変わるという意味しか表せないからである。  

なお「～ようになる」の文構造は  

188″［預金の利子は最近では銀行と預金者の話し合で自由に

決められる］ようになる。  

189″［弟の十兵衛もそこから漆を取って売る］ようになった。 

188″、189″のように「よう」が動作や行為ではなく、事柄を包む

構造となっている。そして「～ようになる」は事柄や動作全体を「よ
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う」によって、いったん全体的に捉えなおしたうえで、「～になる」

によって、未成立な状態から成立した状態を表す表現だと言える 28。 

もっとも日本語では現象を変化ととらえて表現される事態が中国  

語で変化としてではなく、事実として現象を叙述されていることは

日、中の事態の成立に対する認識の違いが表現の違いとして現れる

からだとも考えられる。このことに関しては今後さらに詳細な観察

が必要であり、日中語の表現の根本的相違にも関係してくるのでは

ないかと思われる。  

 

4. 終わりに 
以上の考察で分かったことは日中両国語は変化表現においてその

意味用法が一対多の対応関係を見せていることである。日本語のタ

イプⅠの「ＸがＹ（名詞）{に／と }ナル」、タイプⅡの「ＸがＹ（形

容詞連用形）ナル」、及びタイプⅢとⅣの「Ｙ（補文） {ことになる

／ように }ナル」のいずれも、一つの構文に、対する中国語は何通り

もの構文で対応する。これは日本語の変化構文における「～になる」

が内容的に非常に多種の意味用法を表すことに起因する。  

語彙レベルで、日本語の「なる」に対応する中国語の「變成」「成

為」は原則としてその文字通りの意味しか表さない。従って、無色

透明な存在といえる。一方、日本語の変化表現における「ナル」は

文字通りの意味「変化」を表す以外にしばしば一種の付加的意味を

帯びている。こうした、語彙の実質的意味が薄れ、機能的な意味づ

けが述語形式として固定化し、モダリティ形式化した用法が数多く

存在しているため、日本語の変化表現を大変複雑なものにしてしま

                                                      
2 8
 小谷博泰・原田登美（ 1995）参照。  
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っているわけである。  

本章では中国語訳を通じて、日本語の「なる」による実質的「変

化」を表す用法だけでなく、きわめて多様な意味を有している側面

を持つモダリティ的用法をも明らかにすることができたように思う。 

日中両語のこういう形態的、意味的特徴の根底にある構造を認識

しておくことは少なくとも実際の教育現場において、教育者にとっ

て必要しかも有益だと思われるし、文法研究においても変化表現の

本質を解明する上でも決定的に重要だと思われる。  

なお、「ナル」は初級段階から基本文型に多用される動詞であるだ

けに、このように数多くの用法が用いられることは日本語学習者に

とって非常に複雑奇異に映るものであろうし、日本語教師や日本語

を研究する側にとっても、これらの現象の背景、成立の諸条件を理

解することは指導面のみならず、文成立の意図、すなわち話し手の

発話意図とともに文の意味構造への認識の方向性をめぐるうえでき

わめて重要であると思われ、日本語教育の立場から日本語の個別的

な特徴をはっきりさせ、対応する中国語を対照語論的に考察し、日

本語の教授にあたって積極的に取り込むべき課題の一つだと思われ

る。  
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第五章     「ナル表現」が持つヴォイス的意味  

1.ヴォイスとは 
ヴォイスとは、典型的には、動詞の基本形（辞書形）の取る格関

係と、その動詞に接辞（助動詞）や補助用言などを付加した場合に

取る格関係に、変化が生じるという現象である。日本語研究におけ

る「ヴォイス」という用語は、国語学においては伝統的に、「相」

という訳が当てられているが、最近ではほとんど「態」と訳される。  

寺村（1982）では、ヴォイスという概念を日本語の文法体系の記

述に組み込むために、形態・統語・意味の 3つの面からの明確な特徴

づけが必要と主張し、ヴォイスというのは「補語の格と相関関係に

ある述語の形態の体系」であると規定している。そして、格の移動

と対応する動詞の形の中に、出現予測ができる形態素を抽出できる

ものを「文法的な態」と、そして、予測が不可能な、つまり辞書に

個別に記述すべき形態的対応関係にあるものを「語彙的な態」とし

た。  

          受動態  

使役態  

可能態  

自発態  

語彙的「態」－（同一の語根からわかれた）自動詞・他動詞の対立  

 

これまでのヴォイス研究は、主に寺村の言う「文法的な態」につ

いて論じられてきたが、語彙的「態」の問題についてはヴォイス体

系に組み込まれず、個別的に記述されるのが現状である。  

現代日本語では、広義のヴォイスとして取り上げられるのは能動、

文法的「態」－  
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受動、使役、可能、自発、動詞の自他、授受表現などである。この

うち、最も典型的なヴォイス性を持つのは、能動、受動、使役と自

発であろうが、現代日本語における「ヴォイス性」はかなり広く諸

形式に認められる性質である。  

ところが、従来の研究において、「ナル表現」は変化形式の一つと

して扱われることが多かったが、〈変化〉以外に〈自発〉〈可能〉〈受

身〉〈尊敬〉の意味を表すことがあり、「受身」、「可能」、「尊敬」

と相補的・連続的に関係を持ちつつ体系をなしている。  

ナル表現は「（動詞） (ラ )レル」とともにヴォイス体系の一環を

なしていると捉えるべきだというのが本論文の立場である。  

以下では、「ナル」が表す〈自発〉〈可能〉〈受身〉的意味に焦点を

当て、その機能的特性と用法について考察を試みる。  

 

1.1. 文法的ヴォイスの「ラレル」が持つ多義性 
現代日本語では「（ラ）レル」は、下例に示されるように、おな

じ文法的な形で「自発」「受動」「可能」そして、「尊敬」の意味

を表すという意味では、この文法的な形式のもつ文法的な意味は多

義的である。  

1.それを口に出すのはためらわれる。  (自発) 

2.妹が弟にたたかれる。 (受身 ) 

3.彼があす来るとは考えられない。 (可能 ) 

4.先生は 6時のバスで帰られました。（尊敬）  

 

2.「ナル」のヴォイス性との相関 
日本語においては、ヴォイスを動詞の語形変化と主語の選択とが



107 
 

関わり合う文法カテゴリーだとする伝統的な考え方で捉えるうえに、

このナル表現が表す意味や機能がどのように相関し、張り合ってい

るかを見出していくことが個別言語としての日本語のヴォイス体系

の本質を正しく捉えられるためにも大切であろう。  

 

2.1.受動的意味を表す「ナル」の機能的特性  

2.2.1. 機能動詞「ナル」の持つ受身的特性  

2.2.2.従来の捉え方  

受身はヴォイスの一つとして位置づけられ、その機能と構造は多

様である。伝統的な日本語文法の捉え方では「（ラ）レル」という

文法的な形のなかに、「受身」という文法的な意味をもとめる。だ

が、それはヴォイスのカテゴリーのなかにすえたうえで、「スル」

という文法的なかたちとの対立のなかでとらえる必要があるとし、

このなかで、一方が「他者からの動作の受け取り (受動 )であるとす

れば、他方は「他者への動作の働きかけ (能動)を表し、互いに他の

存在を前提としたうえでヴォイスのカテゴリーをつくる。というよ

うに、他者への働きかけを表さない自動詞のナルは、その語用的な

意味の性格から言って、ヴォイスのカテゴリーのなかには入りこま

ないことになる。つまり、このカテゴリーを形成し、能動と受動と

いう文法的な意味の対立をなすことができるのは、「他動性」とい

うカテゴリカルな意味をもった動詞にかぎられるということになる。

すなわち、ある文法的な形をとることができるかどうか、ある文法

的なカテゴリーのなかに入りこむことができるかによって、動詞の

持つ自動性・他動性を特定することができるとされ、ナルはヴォイ

ス体系から排除されている。  
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 しかし、下の例（3）、（4）を観察すると、  

（3）a. 山田氏は太郎の世話をした。（ Xガ  Yノ Nヲスル）〔世話を

する〕  

（3）b. 太郎は山田氏に世話になった。（ Yガ X二Nニナル）〔世話

になる〕  

（3）c. ＃太郎は山田氏に世話をされた。（ Yガ  X二 Nヲサレル）〔世

話をされる〕  

（4）a. 山田氏は太郎に御馳走をした。（ Xガ YニNヲスル）〔御馳

走をする〕  

（4）b. 太郎は山田氏に御馳走になった。（ Yガ  X二 Nニナル）〔御

馳走になる〕  

（4）c. ＃太郎は山田氏に御馳走をされた。（ Yガ  X二 Nヲサレル）

〔御馳走をされる〕  

働きかけの主体（仕手）を X、受け手を Y、実質的な意味を担う基幹

部の名詞を N とし、「世話になる、ご馳走になる」は、それぞれ「世

話をする」、「御馳走をする」との対比において、仕手と受け手の交

替による降格現象が認められ、「～ニナル」と「～ヲスル」は対にな

り、自他の対立と同時に受動・能動の意味の対立をも示しているこ

とがわかる。  

上掲した例文の観察を通じて、c は働きかけの事実関係は同一で

も、使用される発話環境は a、 b と著しく異なる有標の表現であり、

能動文aと組み合わされ、ヴォイス的な意味を特徴づけるのはむしろ

「ナル」を用いた bであるということが確認できよう。  

つまり、これらの連語における「ナル」は、自他対立と受動・能

動との二重の語彙的ヴォイスを特徴付ける機能動詞として振る舞っ
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ているのである。  

このことは、一つの際立った特徴であるように見受けられる。「ス

ル」と「ナル」が他動詞・自動詞の対立を担うのは一般的だが、同

時に能動・受動の対立も担い、基本的な受身形であるはずの「 N（ヲ）

サレル」が殊更に被害を含意する有標の表現として体系から排除さ

れているという特徴は、ここに挙げた「世話になる、御馳走になる」

タイプの連語にしか認められない。  

このタイプの連語における「ナル」は、文法的受動態を押えて語

彙的受動態を確立させる、いわば語彙統語論レベルで“ナル形の受

動文”を形成する役割を担っている機能動詞と認定されよう。 29 

（5） 2014 年 11 月 16 日 - インターナショナルマッチウィーク中

にインテルのワルテル・マッザーリが解任された【写真： Ge

tty Images】 ... てまで駆けつけたが、監督経験のない彼に

チームを崩壊から救うだけの力はなく、就任からわずか 5 ヶ

月後にあえなく解任となった。 www.footballchannel.jp > 

（6） a 維新の党から除名された上西小百合衆院議員  

    b 維新の党を除名され、無所属となった上西小百合衆院議員  

   c 維新の党を除名になった上西小百合衆院議員  

    （2015.04.Yahoo）  

 

2.2.自発的意味を表す「ナル」の機能的特性  

2.2.1.従来の扱い方  

日本語の文法における自発とは、動詞の表現形式で、行為・動作

                                                      
2 9

 （沢田  1992）参照。例文も借用  
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を人が積極的意志を持って行うのではなく、自然にあるいはひとり

でに実現する現象・作用のように言う表現である。  

自発は、一つの文法カテゴリーとして確立しているが、量的にも

少なく、その認定は研究者の間でも、微妙に異なる。例えば、自発

の定義に関して、「思われる、惜しまれるなど感情動詞に限られる」

（村木 1991）、「しのぶ、悔やむ、判断する、思いやる、悩む、推定

するなど心的作用を表す叙情の自発を中心に、受身や可能、無意思

性の自動詞と隣接関係を持つ」（杉本 1988）などがある。一方、寺

村（1982）は「動作・作用の主体が意識されず、X（ガ格）がひとり

でにそうなるということを表す」とする。また、受動表現との違い

を「述語の表す事態を引き起こしたものの存在が意識されているの

といないのとの違い」とし、焼ける、割れる、抜ける、売れる、き

れるなども自発表現として扱っている。  

また、川崎（ 1970）のように、〈自発〉の特徴とされる「自然に

そうなる」ということを広く捉え、次のような形式を〈自発〉とし

ている。  

   1 動詞自体に自発的意味の認められる場合  

   2 副詞が自発的意味を表す場合  

   3 「なる」が自発的意味を添える場合  

   4 〈主語＋動詞〉に自発的意味の認められる場合  

   5 〈主語＋副詞＋動詞〉即ち (４)が更に自発的意味を表わす

副詞を伴う場合  

   6 〈主語＋形容詞＋なる〉  

   7 〈眼に留まる〉〈心に浮ぶ〉に類する言い方  

金谷武洋（ 2000）は「日本語では「ある状況における制御不可能
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性」こそ受身・可能・尊敬・自発の共通の意味」とし、古代日本語

ナルをめぐる考究においても、日本語文法の「受身・尊敬・自発・

可能」は検討すべき重要な課題であると指摘している。  

金谷の指摘した通り、「ナル」は「（ラ）レル」と同様、一つの形

式で〈自発〉〈可能〉〈受身〉〈尊敬〉をも表し得るのである。意味的

だけでなく、語源的にも「（ラ）レル」は「ナル」と深い関係を持っ

ていると考えられる。  

 

2.2.2. 自発的意味を表すナル構文の機能的特性分析  

「自発」を「そうしようと思っていないのに、自然とそのよう

な状態になる」という無意図的実現の意味として捉えるならば、

下の 7～9 の例に示された無意図的実現の意味を表すナル構文も

自発表現の一つとして入れられる。  

7.空は高く、じっと見ていると目が痛くなるほどだった。  

 （ノルウエイ）  

8.僕はときどきひどく不安な気持ちになってしまう。  

 （ノルウエイ）  

9.この曲聴くと私ときどきすごく哀しくなることがあるの。  

（ノルウエイ）  

 では、ナル文がどういう場合に自発表現になり得るか、またその

形式が持つ自発表現の働きはどのようなものであるか、典型的な自

発表現とどのような違いがあるのか、さらになぜ自発表現になり得

るかなど、ナル文が自発表現として成立する条件やその性格につい

て考えてみることにする。  
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 10～19の「ようになる」文は、自発表現といってよいような例で

ある。  

10.震災１年前の高校１年の春のことを思い返すようになりまし

た。塾から自宅へ帰る車内で、「将来は何になりたいんだ」と

父に唐突に尋ねられたのです。（ 2015.03.Yahoo）  

11.医療ソーシャルワーカーは、治療方針や療養後の生活面まで患

者さんや家族の相談に乗る仕事です。大学に進み、ゼミや講義

で仕事内容や社会的意義を学ぶ中で、自分がめざすべき目標と

考えるようになりました。（同上）  

12.あまりにもあっさりとみんなが信じるのでそのうちに僕も当

にそうなのかもしれないと思うようになった。（ノルウエイ） 

13.なにしろ二日たてばケ口ッとしちゃうわけでしょ、だからまあ

放っておけばそのうちになんとかなるだろうって思うようにな

ったのね。（同上）  

14.我々三人だけでどこかに出かけたり話をしたりするようにな

った。（同上）  

15.そういうのを見ているうちに、僕は少しずつ直子に対して好感

を抱くようになってきた。（同上）  

16.夏休みが終って新しい学期が始まると直子はごく自然に、まる

で当然のことのように、僕のとなりを歩くようになった。（同

上）  
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18.「ここは静かだからみんな自然に静かな声で話すようになるの

よ」直子は魚の骨を皿の隅にきれいに選りわけてあつめ、ハン

カチでロもとを拭った。（同上）  

19.病院に入って少ししてから小指は動くようになったから、音大

に復学してなんとか卒業することはできたわよ。（同上）  

 いずれの例も、事態が主体の意志とは関係なく、自然に、おのず

から、ひとりでに発生することを表しており、意味的な自発表現で

あると考えられる。  

 したがって、ナル文が、自発表現になる場合は、「なる」の前接

語が、感情、感覚、知覚、思考、判断、自動作用を表す形容詞や動

詞、あるいは主体の身体的変化によるなりゆきを表す動詞あるいは、

主体におこる自然現象を表す動詞である場合、 習慣・反復を表す連

用修飾語、非意志性・自然性を表す連用修飾語と共起する場合、そ

して 「なる亅がおかれた文脈から「自発」と捉えることができる。

また、ナル文は典型的な自発表現「（ラ）レル」文よりひろい範囲

で用いられることが検証できた。  

 

2.2.3「自発」と「可能」の違い  

いわゆる「可能」は、「やっとピアノが弾けるようになった。」の

「弾ける」のように、「そうしよう、そうしたいと思っていたこと

の実現」を表し、実現に向けての意思・希望があらかじめ存在する

点で、それがない「自発」とは区別される。  

これまでも先行研究を見ていると、日本語の可能表現は、その歴

史変遷の中で、その意味内容を「自発」概念から「受身」「可能」
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「尊敬」と範囲を拡大し、さらに外部条件によって可能・不可能が

決まるという「外的条件」中心から、動作を行う「有生物 (動作主)

の主体性」重視への、二方向の関わりによってさまざまな内容が提

示されるようになった。また形態的にも意味内容の拡大・発展とと

もに様々な可能形が存在するようになってきていることが見て取れ

る。この結果として共時的に、現在の可能表現には様々な意味と形

態が共存、入り組んで存在しているという状況が発生しているので

ある。 30 

 

2.3. 可能的意味を表すナルの機能的特性  

2.3.1「可能」の意味をめぐる可能表現の研究  

 これまで「可能」の意味そのものに言及した先行研究が数えきれ

ないほどたくさんある。それらは自ずから「可能」の意味の多様性

に言及し ,列挙的に述べる場合が多い。例えば青木 (1980)では,可能

表現の用法を四つ挙げている。そして、 4つ目の意味用法の説明に  

（ⅳ）動作主体の意志や能力とは無関係な動作の実現。例「昔

のことが偲ばれる」。  

を挙げている。青木 (1980)の上げている（ⅳ）は非意志的動作の実

現であり ,通常は「自発」に区分され ,可能とは一線を画すものとさ

れている。  

非意志的という点でこれと共通しているが ,人の動作以外の事象

の実現にまで「可能」の用語を当てているという点で更に徹底して

いるのが金子 (1980)である。そこでは ,「同じような事件が今後も起

                                                      

30  （中野 2008）参照  
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こり得る」のような文を ,見込みの存在を問題にする可能として ,「認

識の可能」と呼んでいる。これらは可能の意味をより広く取ろうと

する志向性の線上に把捉された意味であるという点で共通している。

31 

その一方で ,表現の方を広く取ろうとする志向性の論考もある。張

(1998)では,「ブレーキをかけても車が止まらない」「洗濯したら汚

れが落ちる」のような表現は可能動詞を用いないものの、「動作主

の意図した状態変化を表現している」として ,可能表現の一種と位置

づけ,「結果可能表現」と呼んでいる。このような表現を可能表現の

一種として範疇化するための根拠として ,「可能」の意味の中で「動

作主の意図」を意味上の必須要素と規定していることは ,構文的にも

意味的にも動作主の存在しない非意志的事象の実現可能性の表現を

「認識の可能」という可能表現の一種として認めることとは異なる

タイプの拡大と言える。  

この種の表現は中国語で可能表現の形式を取ることなどから ,日

本語教育や対照研究の観点からも大変興味深く、重要であると思わ

れる。  

 

2.3.2.「ナル」の可能的意味形成の原理  

2.3.3.可能の意味解釈  

Jacobsen (1989)は自発表現でも特に否定の自発表現に可能の意

味が生じやすいと述べ、その根拠として、20a が  20b のように置き

換え可能であることを挙げている。  

                                                      

31（  山岡  2005  ）参照  
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20 a. いくら押しても窓が開かない。  

b. いくら押しても窓を開けることができない。  

Jacobsen はナルに関して「可能の意味が生じるのは否定の場合に

限られているようである」とし、 21の例を挙げて説明している。  

21.長年辛抱していた夫の行為がとうとう我慢ならなくなった。  

Jacobsen (1989) では、自動詞文の表現と自発表現をほぼ同じ意

味で用いているようである 32。また、蘇  (2005)では、ナルの可能の

意味は否定表現に多いが肯定表現にも見られると指摘している。そ

して、ナルに可能の意味があるとする根拠としては、 22a、22b文の

ような、ナルがデキルという形態と置き換え可能であることを挙げ

ている。  

 22 a. 最終報告書は現場教師には大いに参考になるのではないか。  

b. 最終報告書は現場教師には大いに参考にできるのではない

か。  

3.「（ラ）レル」が「ナル」に源を発している説  

 現代日本語の助動詞「（ラ）レル」には「自発」「可能」「受身」

「尊敬」の意味を表しうることはもう証明済みで自明のことである

が、この助動詞の起源についてはまだ不明な点もあるが、「（ラ）レ

ル」の基本的な意味的機能は「ナル」から派生してきたという次の

考え方がある 33。  

〔自発〕ナル（為る）という動詞は「現象や事物が自然に変化する」という

のが本義である。「以前とちがった状態・內容になる。これより彼に移る。

改まる」ことを「…にナル」「…とナル」という。このナル（為る）は魔

                                                      
3 2（  Jacobsen 1989）を参照、例文も引用  
3 3

 『日本語の語源』参照。用例も引用  
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法の杖を持っていて他動詞を自由自在に自動詞にかえた。下二段の他動詞

にこれを補助動詞としてつけて、「あげなる」「あてなる」といった。早

口に発音するとき、ゲナ［ g（ en） a］、［ t（ en） a］の部分がそれぞれ縮

約されて「上がる」「当たる」に変化し、ラ行四段の自動詞が成立した。  

〔受身〕漢文の受身表現は「人の言ふ所となる」である。これを国文調に言

い換えた「人に言ひなる」は、これを早口に発音する時、ヒナ［  h（ in）

a］の部分が縮約されて「人に言はる」になった。ちなみに、連体詞の「い

わゆる（所謂）」は「言はるる」の転音である。「所謂」は四書に見えて

いる受身形の漢語である。 i 

［可能］ナル（成る）という動詞はある行為の結果として完了・完成・成功

するというのが本義である。ナル（成る）には「することができる。なし

得る」という可能の用法がある。＜汝はさやうなことはナルまいな（デキ

ナイダロウナ）＞（狂・あかがり）。＜成らぬ堪忍、するが堪忍＞。  

  四段動詞に可能の意味をそえようとするとき、このナル（成る）を補助動

詞としてそえて「飲みなる」「言ひなる」といった。ミナ［  m（ in） a］、

ヒナ［  h（ in）a］の部分が縮約されて「飲まる」「言はる」になり、可能

の助動詞「る」が成立した。  

この「自発」「可能」「受身」「尊敬」の意味を表す古語の「ル」

「ラル」にはまだ「ナル」の痕跡が残っているという起源説は学界

の支持を得られるかどうかは分からないが、現代語の「 (ラ)レル」

を「文語的な形」に戻し、この表現の形態、語構成、意味などにつ

いて考察を加えることにより、有意義な事象を見出すことも可能と

なる。これを対象に考察すれば、現代日本語と古典語の関係のみな

らず、現代日本語が古典語から受けた変容の実態もいく分かは垣間

見ることが期待できる。  
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3 可能の意味解釈が成立する条件  

蘇（2005）では、ナルという形態がデキルという形態に置き換え

ることができることからナルには可能の意味機能があると主張して

いる。では、ナルとデキルを置き換えることができる条件、すなわ

ち、ナル構文が可能の意味を帯びているとの解釈が成立する条件に

ついて関（2010）では次の二点を挙げている。  

 (i) 有情物動作主の存在  (明示、非明示を問わず )があること  

  (ii) 文脈からその有情物動作主または話し手における達成感、

喜び、利益を読み取れること 34 

可能の意味を「そうしよう、そうしたいと思っていたことの実現」

と捉えたら、結果可能の論理はすなわち「“～したい”→“～するこ

とができる”」を反映しているように、動作主の意図（希望）がかな

えられて、あるいは努力が実って動作が実現することである。  

（23）犯罪少年を強制的に排除するなどの方法だけでは再発防     

止になるとは思えない。  

（24）たとえ１次エネルギーに占める比率が１％にも満たさない

世界としても消費者の意識改革にもなる今回の試みを評価

した。 35 

そのことは、 23、 24 の文がいずれも「動作性名詞ニ /トナル」の

述語句に可能の意味を帯びていることは「～することができる」と

いう有標識の可能表現形式に置き換えても表現の趣旨と知的意味が

変わらないということから検証され、上述の二つの条件  (ⅰ )(ⅱ) 

                                                      
3 4

 関（ 2010）からの引用  
3 5

 例文 23， 24 は蘇（ 2005）から再録  
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を共に満たすことにより、ナル構文が可能の意味を帯びているとの

解釈が成り立ったわけである。  
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第六章           ナル表現の周辺的問題 

－テンス、アスペクト、モダリティとの関連を中心に－  

 

1.はじめに 
第一、二章では文の命題 (proposition)の構造に考察の重点を置い

て、それぞれの構文形式における格関係 (格支配、格体制などを含む )

や述語補語 (必須成分 )間の関係及び意味用法の特徴、語用的条件な

どを探究した。そして上にあげた一連の考察を通じて、ナル表現に

は変化の意味を表すと同時に認識作用、推論結果、聞き手に対する

丁寧さ（心的態度）を表す働き、そして、慣習、既定状態、組織内

部の仕組みなどといった非変化的意味をも表すという面も合わせ持

っていることが明らかになった。  

つまり、ナルが表す意味と形式には中心的基層的な部分があり、

その周辺的個別的な表現がさまざまな形態的な広がりを見せている

ことにも気づいた。  

本章ではこの問題について触れてみたいと思う。     

問題の糸口として、次のような文を考えてみたい。  

1.a.この車両は女性専用となります。(テンス、モダリティ )：   

丁寧さ  

  b. ? この車両は女性専用となる。  

   c. この車両は女性専用となった。(テンス、アスペクト )：変化  

2.a.阪神大震災から今年でもう 6 年になる。 (テンス、モダリ  

ティ)：推論結果  

   b.阪神大震災から今年でもう 6 年になった。(テンス、アスペク

ト)：変化  
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3.a. 客：「これとこれ、お願いします」  

店員：「はい、全部で 8000 円になります。」。(テンス、モダリ

ティ )：丁寧さ  

× 店員：「はい、全部で 8000 円になりました。」  

4.a.（ホテルのロビーで）すみません。ここは禁煙となっていま

す。(アスペクト、モダリティ )：丁寧さ  

b.? ここは禁煙となります。  

 5.（泊客の対話）ここは禁煙となったね。（テンス、アスペクト）:

変化  

1～5 の例文に共通して考えられる特徴としては、前接部の言表内

容である命題的性格の情報を包みこむような付加的意味を形成して

いる点である。それぞれの文末述語の「となる /となります /となっ

ています」は話し手の主観的認知、判断を表明したものである。ま

た次の文を見てみよう。  

6.a.そこは坂となっている。（アスペクト）単純状態  

   b.？そこは坂となる。  

7.多佳子ちゃんは本人の意志で筑波山の向こうの下妻市にある養

護学校に入ることになった。（筑波山）  

8.その結果、生まれてくる子には戸籍上の母親と卵子を提供した

遺伝上の母として代理母と 3 人の母親が存在することになる。  

9.原形をそのまま残したハンバーグステーキや厚焼き玉子、それ

に豚肉や小エビやマッシュルームの入ったシチューなどをみる

とわが農園の豚は独りでとる私の昼食よりは明らかに贅沢なも

のを食べていることになる。（筑波山）  

10.この説によると、私が所有していたことになっている株式の評
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価額は一億ドルを下らない計算だ。（ 2000.12.29 読売）  

11.両親にはぼくがここで働いていることになっている。  

 「～となっている」は「結果の状態」を表すこともあるが、例 6

の文は一歩すすんで「単なる状態」を表す文である。単なる状態を

表す「に /となっている」を「～である」と言いかえることができる。

一方、7 の「ことになった」はそのようにものごとが決まるという

ことを表す用法であるのに対して、8、9 のタイプの「～ことになる」

は「誰かの決定によりそうなった」という「～ことになる」の本来

の意味から離れ、また状態変化の意味も失って、発話時点で話者が

一定の事実から推論して、当然こうなると、いわゆる叙述態度を表

すモダリティ形式化したものと位置付けられる。  

10、11 の「ことになっている」はいわゆる「認識の既決」 36、つ

まり「株式を所有していない」あるいは「ここで働いていない」と

いう状況で他者にはそれが実現しているかのように認識されている

ということを表す。埋め込み文の補文の述語が「テイル形」や「タ

形」によってその命題の実現が示され、その認識が既決のものとし

て受け入れられていることが示される。  

 上に挙げた例文を通して語彙的な要素と文型的要素とが未分化の

状態にありながら、文法化への過渡的機能を担っていることが分か

った。  

 

2.文の意味構造についての基本事項  

2.1 述語句の階層構造と文構造 
近年、文を階層構造で図解する方法が広く行われている。その一

                                                      
3 6

 安達（ 1997）を参照。用語も安達（ 1997）からの借用。  
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例として、仁田義雄 (1991)の構造図を挙げておく。  

 

一般に文は叙述すべき客体的事柄部分（叙述内容、命題）と、そ

の事柄を表現、伝達する際の表現主体の判断、態度を表す部分（モ

ダリティ）として大きく二分され、後者が前者を包摂している形で

モデル化されることが多い。先行研究で文の意味は客観的要素であ

る命題と主観的要素であるモダリティという包み包まれる階層から

なるととらえられている（仁田（ 1991）益岡（ 1991）岩淵（ 2000）

など）。たとえば「きっと雨が降ったに違いない」という文において、

「雨が降った」かどうかは誰もが事実と照らし合わせることができ

るという点で文の客観的な要素である。それに対して「きっと」や

「にちがいない」が表しているのは話し手以外にはうかがい知れな

いという点で文の主観的な要素である。この二極構造を図示すると

次のようになる。  

 

  

 

 

しかし上掲した 1～ 11 の文を見てみると、両者（命題とモダリテ

ィ）は個別に存在するわけではなく、常に構造と意味において相互

有機な連関を成している。そして構造的、機能的特徴もまたその双

 

きっと    雨が降った   に違いない

い  

     命題     モダリテ

ィ    

 雨が降った  

命題  
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方にわたりあっていると言わざるを得ない。文は意味的な観点から

は表現主体から独立した客観的事態を表す部分と表現主体の表現時

における心的態度を表す部分から構成されるという見方に立ったと

き、具体的にどの範囲の要素が命題に属し、どの範囲の要素がモダ

リティに属するのか問題になる。例えば益岡（ 1997）は、（ 1991）で

アスペクトまでが命題に属すると主張したのに継いで、テンスまで

が命題に属するとまた考えを改めた。命題とモダリティの境界を具

体的にどこに求めるかについて学説間にかなり大きな立場の違いが

見られる。アスペクト、テンスまでを命題内容要素と認める立場を

とっているのは益岡以外にも仁田（ 1991、1997）と中右（ 1994）も

同じ見解を述べている。  

モダリテイの定義は研究者によって少々異なりがあるが、表現主

体の主観的な態度を表すという認識で一致しているが、上掲した例

1～ 5 の文に見られる命題要素のモダリテイ化の問題については学

説間では主張がまちまちで体系的な言及は殆ど見ない。そこで、本

章では以下に、こうした問題を中心に考察を試みることにする。  

 

2.2.問題の原点 
問題の考察に入る前にまず、テンス、アスペクト、モダリティと

は何かについて簡単に見ておこう。テンス、アスペクト、モダリテ

ィの定義について諸説をまとめると大体次のようになる。  

テンス（ tense）：発話時を基準としてある出来事が現在起こって

いるのか、過去に起こったのか、未来に起こる

のかといった時間的位置の相違を表し分ける文

法的カテゴリーのことである。  
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基本的に発話時を基準とするという点でアスペクトとは異なる。  

アスペクト（ aspect）：ある出来事が時間の中でどのような局面に

あるのかを表し分ける文法的カテゴリー

のことである。  

表現主体がその出来事を時間的にどのような視点からとらえ、表

し分けるのかという点で、テンスとは異なる。テンスとアスペクト

はそれぞれ以上のように規定されるが、出来事を時間的に認識する

という点では共通している。  

モダリティ（ modality）:本来、表現主体の心的態度‧ムード（ mood）

37が動詞の活用形式として現れるものを

言い、伝統的には印欧語の直説法、接続

法、希求法、命令法などの区別を指す。

日本語の場合には、述語の変化だけでな

く、さまざまな方法によって、表現主体

の心的態度が表現される。  

テンスとモダリティはともに＜発話主体の発話行為＞に関わる点

で共通している。  

 

2.3.テンス、アスペクト、モダリティの相関性 
現代日本語のテンス、アスペクト、モダリティの相関性をめぐっ

て諸家により様々な見解が出されているが、その中で最も包括的な

ものとしては工藤（ 1995）を挙げることができる。工藤（ 1995）で

は三者の関係を次の表のように整理している。  

                                                      
3 7

 ムード（ mood）とモダリティ（ modality）は一つの連続するシステムと見、

広い意味のモダリティでムードをすべてモダリティの中に吸収してしまう理論

もある。本研究では以下、これに従う。  
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まず工藤（ 1995）の見解の要点をまとめておく。  

１）文の陳述性を担う終止形においては、アスペクト、テンス、ム

ードの文法的カテゴリーが、相対的に分化しつつ、同時に、アス

ペクト、テンス、ムード体系として統合化されている。従って、

1 つ 1 つの文法的形式は、アスペクト、テンス、ムード的意味の

三位一体的統一のなかにある。（例えば、シテイタは「継続相、

過去、叙述法断定」）  

２）アスペクトは、基本的に、完成相と継続相の対立によって示さ

れる、同一の動態的事象に対する  <時間的展開（内的時間）の

側面からの捉え方の相違 > である。  

  テンスは、基本的に、過去時制と非過去時制の対立として示さ

れる、<事象と発話時との外的時間関係の相違 > である。  

３）ムードとは、基本的に、叙述法（断定法－推量法）と実行法（意

志、勧誘法－命令法）の対立として示される、 <事象（と現実と

の関係）に対する発話主体の態度の相違 >である。叙述法は、発

話主体の認識的態度を示し、意志、勧誘＝自らの実行的態度と

命令＝相手の実行への要求的態度に、下位区分される。（工藤

1995：46～48） 

以下、上掲したテンス、アスペクト、モダリティの基本概念を踏
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まえて、ナル表現に関するいくつかの問題を考えてみることにする。 

 

3. ナル表現におけるテンス、アスペクト、モダリティの関連性と

問題点 
 アスペクトとテンスはともに、＜時間＞に関わる点で共通し、テ

ンスとムードはともに、＜発話主体の発話行為＞に関わる点で共通

するが、ナル表現においては、次のような問題点が観察できる。  

 

3.1.テンスもアスペクトも捨象した関係概念を表す「ニ /トナル」 
動的事象でなく、関係概念を表す次のような連体修飾で基本形を

とる。その中の多くは述定に使われるとき、～テイルの形をとるこ

ともあるが、述定でも基本形で現れることがある。いずれにしても、

これらが連体修飾で「トナル」形で使われるときは、テンスもアス

ペクトも捨象した、純粋な関係概念を表していると見るべきであろ

う。これについては蘇（ 2001）ではつぎのようなことを指摘してい

る。  

12.シーズンの折り返し  となる  68 試合目は打線に自信を付けさ  

NP1                    NP2 

せる大事な節目となったはずだ。 (2000.7.1 読売 ) 

13.（テレビがデジタル化すれば、ハイビジョン並みの精細な映像

が楽しめるし、双方向放送の可能性も広がる）その第一歩と  

                         NP1 

なる チャンネル変更に早く着手した。（ 2000.7.6 読売）  

14.人間誰しも褒められるとうれしくなり、次の行動の原動力と

なる。人の短所に目くじらを立て、長所となる部分も摘み取
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ってしまうような今の子供の育て方は間違っていると思う。

（2000.3.18 読売）  

14’人間誰しも褒められるとうれしくなり、次の行動の原動力

となる。それで短所であったものが長所  になることもある。 

                  NP1               NP2 

12、13「となる」はたいてい意味的に「である」に近い、 NP1 と

NP2 の関係は「 NP1＝NP2」になる。  

ところが 4.では「短所であったもの（ NP1）が長所（ NP2）に変化

しているわけではなく、人間性の中で短所はあくまでも短所として

存在しているが角度を変えれば短所であったものが長所となって映

る。プラスになっているという意味である。NP1 と NP2 の関係は「 NP1

＝NP2」であって、「 NP1→NP2」ではない。言い方を 14’のように少

し変えると、その人間性の中では短所 NP1 が長所 NP2 にとってかわ

る、つまり「 NP1→NP2」の関係を示すという感じが強くなる。  

（蘇 2001 から再録）  

 

3.2.モダリティ的用法に転換した「ナル」 
前で述べたように、変化の意味を表す「ナル」の基本義は「ある

状態からそれとは違う状態に移行する」ということになる。そして

「X ガ Y（名詞）ニ／トナル」形式の変化構文は、変化の主体「 X」

がある過程を経て、「 Y ニ／ト」で表される変化後の状態に至るとい

う基本的意味を表す。ところが主体がなんら変化の状態を呈してい

ないにもかかわらず、やはり「 X ガ Y ニ／トナル」形式の構文をと

っている次の 15～18 のような文がある。これらの文は「ある状態か

らそれとは違う状態に移行する」という基本義から大きく逸脱した
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非変化的用法である。このタイプの文はコピュラ「 X ハ Y である」

の文に置き換えても意味が大きく変わらない。  

15.往復航空機とも経由便又は乗り継ぎ便となります。(2001.1.21

読売) 

16.保証利用回数：ご利用金額にかかわらず、保証期間内一回 (＝

１事故)限りとなります。 ---お支払いは毎月五日となります。     

(2001.1.21 読売) 

17.しかし、日本が 1％成長では小さい。 3％成長を目指せという

サマーズ長官のメッセージは実は市場が円買いを準備する布

石になる。（毎日新聞 2000. CD-ROM） 

18.米国が航空の自由化を掲げて、業界が激しい闘いの時代に入っ

てからもう 20 年になる。（毎日新聞 2000.CD-ROM） 

ただし、例 15、16 では発話時における話し手の心的態度の表現、

つまり丁寧さを示す対人態度のモダリティが含意されているという

違いが認められる。なお雰囲気的に話者の側に責任があることがら、

あるいは部外者である聞き手に何か言いづらさがあることを納得し

てもらおうとする状況で使われるのが多いようである。したがって、

形態的に常に丁寧体の「マス形」、しかもテンスが現在形で発話時現

在を表す構文的特徴を見せている。  

例 17、18 ではこの「ナル」が変化動詞として使われると過去形「ナ

ッタ」になるはずなのだが、実例は非過去形「ナル」のほうが多か

った。非過去形になるのはたぶんコピュラ化しているためで「布石

だ」「もう 20 年だ」と同じだろう。このタイプのナル構文は 18 を例

に取れば「業界が激しい闘いの時代に入ってから」今年までどれだ

けの時間が経過したかと考える思考過程の後、「 20 年」という結論
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を得たことを表している。思考過程の結果としての結論が典型的な

変化の過程における変化後の状態になぞえられるものと考えてもい

い。だとすれば、名詞述語文相当だということになる。ともあれ、

これは現在の時間的な属性をしめしている。なお結果語を示す「 Y」

には経過時間を表す名詞の他、年齢や金額を表す名詞もよく登場し

ている。  

19.（義父は）生きていれば今年は 113 歳になりますが。  

（毎日新聞 2000.CD-ROM）  

20.a. 客：「これとこれ、お願いします。」  

b. 店員：「はい、全部で 8000 円になります。」  

   （例文 3 再録）  

もちろん、下の例のような現在における時間、量的な到達を「ナ

ッタ」で表される場合もある。  

21.こちらに来て十年になった。  

22.ひさしぶりだな。おまえいくつになった。  

これは前者（思考結果を表すナル）との間に、時間、量的な到達

の実現に重点を置いて述べられているという違いがあると思われる。 

この構文形式の文にはもう一つのタイプがある。  

23.さしずめ、田上先生は三浦環の弟子、そして光栄にも、この私

は曽孫弟子になる。 (筑波山 ) 

24.リンクーンはアメリカの第 16 代の大統領になる。  

これらは現在未来形で主体と対象とのあいだに何らかの関係があ

るという現在の状態（あるいは性質）を表す。意味的には「ナル」

は「あたる」「相当する」に言い換えても良い。そして歴史的事実を

表現するのに、現在のテンスが使われるのが特徴である。  



131 
 

変化動詞として、いわゆる終止形（現在未来形の一つ）の普通の用

法は変化を表すものと意識されやすい。しかし、以上で考察した非

変化的用法の「ナル」は現在未来形で、基本的な用法として現在に

おける状態を表し、潜在的な用法として、現在未来におけるそのよ

うな状態変化が起こることを表すと認めることができ、 2 つの用法

の関連がはっきりするのである。ただし、「ナル」は現在未来形で主

として、現在の状態を表す基本的用法に用いられるという点で他の

変化自動詞と違った特殊な性格をもっているとしなければならない。

38  

 

3.3. 結果の状態を表す「ナッテイル」と単なる状態を表す「ナッ

テイル」 
 動詞「なる」は「する」に対する自動詞である。この動詞は変化

そのものを表す、いわば変化を表す動詞の基礎語である。変化は過

程としてとらえられるから「なっている」は継続（ 25）か結果の状

態（26）を表すことができる。  

25.でも今年は３年目、献立のリストも心の準備も万事 OK。タケ

ノコたちも鍋の中でゆっくり、おいしくなっているはず。－

継続（毎日新聞 2000.CD-ROM）  

26.嫌煙の鉄道ファンとして、禁煙車が増えてきたことは誠に喜ば

しい。おおむね、 6 割となっているが、ここにきて、頭打ち

の感がある。－結果の状態（毎日新聞 2000.CD-ROM）  

もっとも、以下のように継続を表すとも結果の状態を表すとも捉

えられる用例も少なくないが、どちらの意味として捉えるかは文脈

                                                      
38  これは「ナル」が本来持っている状態を表す―存在詞「にあり」に源を

発するものとも位置づけられる。  
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によるしかない。  

27.日本人がさらに長生きになっている。（継続、結果の状態）  

28.企業の競争が激しくなっている。（継続、結果の状態）  

さらに、「なっている」が「～だ」と言うのと殆ど変わらないく

らい「変化」の意味の弱いものがある。いわば単なる状態を表す「な

っている」である。                         

29.勲一等の受章者は決まって国会議員、裁判官、大使に限定され、

次いで大学学長、名誉教授のランクづけになっている。 

（毎日新聞 2000.CD-ROM） 

 

30.‧‧‧それが 20枚たまると 100円の金券と交換してくれるシステ

ムになっている。（毎日新聞 2000.CD-ROM）  

この種の表現は 29、30 の「ランクづけになっている」「システム

になっている」以外によく見られるものに「内容となっている」「背

景となっている」「仕組みになっている」「暗黙ルールとなっている」

「基本となっている」などがある。いずれも意味上過程としてとら

えられないから、「テイル」という形にしても、過程の途中としての

「継続のアスペクト」や過程の「結果としての状態」の意味も全く

担っていないと言わざるを得ない。  

したがってこの、「なっている」は統辞的な面では動詞の機能や活

用を担っていると言えるが、語彙的に基本的な意味が失われている

と言えるだろう。  

 

3.4.未来のテンスも実現のアスペクトも表す連体節の「ナル」 
「ナル」は連体節に用いられると、例 31～ 33 のようにル形で未来の

変化の動き（テンス）、タ形で変化の実現（アスペクト）を表すのが

一般的である。  
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31.私にはこの 29 日で 93 歳になるおばあさんがいます。（毎日新

聞 2000.CD-ROM）  

32.私が望むことは高齢者となった私が精いっぱい書いた作品を

2000 年には 70 歳になる夫の誕生日に贈ることができれば、そ

れだけでいいのである。（同上）  

33.（松坂大輔は） 88 年カルガリー冬季五輪でスピードスケート

500 メートルの銅メダリストとなった現運営部長の黒岩彰氏

（42）に「やっと追いつきましたよ」とメダルを見せた。（ YAHOO

日本 2004.8.30）  

次の例 34、35 の文においてもこれらの連体節の中の「ナル」は一

見過去のテンス「ナッタ」にすべきと思われるかもしれないが、こ

れもいわゆる相対的テンスに移行している。  

34.99 年 1 月のことだった。まだ横浜高を卒業していない時、テ

レビ局のスポーツ大賞の表彰式でハンマー投げの室伏広治

（現 29）と対面した。前年に甲子園を制した松坂はアテネ五

輪の金メダルとなる男からアドバイスを受けた。（ YAHOO 日本

2004.8.30） 

35.昨年学長になる中嶋嶺雄氏の講演を聴き「絶対この大学だ」と

確信したという。（国際教養大学ガゼット）  

すなわち、34、35 ともル形の「ナル」は時間的境遇性のある表現

であって、場面（発話の瞬間）との関係ではない。文中の他のでき

ごととの前後関係にうつるものである。34 では「この金メダリスト

となる男」とされたのは現在を基準にしての話しではなく、「 99 年 1

月」を基準にしたのだから、金メダリストとなるのは相対的テンス、

それ以後の 2004 年のオリンピックのことだということである。 35
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についても同じことが言える。中嶋嶺雄氏が（新しい大学  公立大

学法人  国際教養大学（秋田県）の）学長になったのは「昨年以後」

の 2004 年 4 月のことだから、やはり未来テンスになる。  

上の 5 つの例のル形の「ナル」とタ形の「ナッタ」で陳述される

事象が現実世界の時の流れの中のどこに位置しているかは文中の

時間の副詞や文脈で決まる。  

ところが、以下の例 36、37 における「ナル」のル形の文法的意

味を独立文のそれと同じものと見るべきではない。  

36.その結果、事件から二週間ばかりに N さんという 25 歳になる

無職の青年が事件の容疑者として逮捕された。 ....逮捕され

てから 30 年にしてやっと勝ち取った無罪までの長い道のり

を歩んだ 25 歳の青年はそのとき、既に 55 歳になっていた。

（上級で学ぶ日本語）  

37.ところで、3 か月余りになる私の禁煙生活は 5 歳の孫娘との約

束が契機だった。（毎日新聞 2000.CD-ROM）  

36、37 の「25 歳になる無職の青年」「 3 か月余りになる私の禁煙

生活」はそれぞれ「 25 歳になった無職の青年」「 3 か月余りになっ

た／達した私の禁煙生活」に言い換えても意味としてはちっとも変

わらない。この連体節のル形「ナル」は変化が実現し、その状態が

持続している、いわゆる結果状態のアスペクトを表しているとも解

釈できる。これは前節で考察した独立文の「ナル」の機能とはかな

り違う。独立文のル形はもっぱら現在（認識）や未来（変化）を表

すが、連体節の「ナル」のル形は変化の動きが話し現在の基準時よ

り以前に実現したことをも表しうる。したがって、この「ナル」の

ル形の用法は決して一般によく指摘されているように  
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テンスは終止法では絶対的―話しの瞬間を基準とするもので

あるか連体法では相対的テンスに移行する。 39 

という一義的な解釈ができなくなる。  

 

3.5.「テイル」が持つもう一つの機能 
38.Ａ：ここはたばこを吸ってもいいですか。  

  Ｂ：ここは禁煙です。  

（ホテルのロビーで）  

39.Ａ：ここはたばこを吸ってもいいですか。  

  Ｂ：すみません。ここは禁煙となっております。  

 

38.Ｂと 39.Ｂの構文上の違いは 38.Ｂがコピュラ文であるのに対

して 39.Ｂが動詞文で「テイル形」が使われていることである。二

文の間に微妙なニューアンスの違いが感じられる。まず 38.Ｂの方

は単に現状を述べるというだけでなく、表出的であると言える。そ

れに対して 39.Ｂは話し手の問いかけに対して忠実に現状を報告し

ている感じがする。すなわち 38.Ｂの「ここは禁煙です」ではきっ

ぱりと言い切っている感じがするのに対して、39.Ｂの「テイル」形

はその発話に話し手の主観や意志性を抑えた一種儀礼的な表現であ

るように感じられる。このような「テイル形」の報告的機能は次の

ような場合にも顕著に現れる。下の例は変化表現の例ではないが  

40.（ホテルのフロントで）  

  Ａ：プールだけお借りすることができますか  

  Ｂ：あのう、こちらではプールだけの使用はお断りしておりま

                                                      
3 9

 宮島（ 1994： 511）参照  
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すが（池上 2000 からの借例）  

 ここでもこのテイル形がＢの発話に儀礼的なニュアンスを与えて

いるのが感じられる。前で述べた「～となります」と同じように、

話し手が相手に対する心理的配慮が感じられ、一種の婉曲的な表現

となっていることが分かる。  

 

４. 結語 
以上の考察で下のことが明らかになった。  

○1 「ナル」が統語的な面では動詞の機能や活用を担っていると言え

るが、語彙の基本的な意味が失われる用法も数多くある。  

○2「～ト/ニナリマス」は現実的には話者の話し相手に対する「丁寧

さ」を表し、一種のモダリティ表現となっているが、「～ト /ニ

ナッタ」となればムード的な意味はなくなる。  

○3 「ナッテイル」には結果の状態を表す一方、変化の意味を持たな

い単なる状態を表す用法として、話し相手への心理的配慮で一

種のモダリティ的表現にもなる。  

○4「タ形」は現在、未来形と違って、テンスの意味は多義的でなく、

すべて過去を表す。  

したがって日本語の変化動詞「ナル」の「ル形」「タ形」「テイル

形」の機能について従来のテンス説、アスペクト説という一義的解

釈はできないことが分かった。  

なお、語用論的用請からある表現が別の表現機能を帯びるように

なっているという転用形式の問題は形式的に問題になる範囲で扱う

必要がある。なぜこのような転用が起こりうるのかということと、

このような形式にどんな用法上の制約を持っているのかということ
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との両面から考察する必要がある。これらの問題も含めて今後の研

究課題としていきたいと考える。  
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第七章      ナル構文における意味の受動化現象 

 

1. はじめに  

1.1. 本章の目的 
 これまで、日本語のナル表現を形態、統語、意味の 3 つの側面か

ら詳しい考察を行い、かなり具体的な成果を上げることができた。

その中でナル表現のヴォイス（ Voice）性の解明の重要さにも気付い

て関連する限りで触れてきた。特に、第三章でも、「＜動作名詞＞ニ

／トナル」構文が持つ、受身との連続性について論及がなされた。

しかし、そこではナル表現における能動と受動の関連性及び意味の

受動化原理などについては、体系的な考察にいたらず、また他の変

化構文にも意味の受動化現象が見られ、その受動性について新たに

加えるべきことも発見された故、ここに改めて取り上げる。  

1、投稿した写真が採用になったとか不採用になったとかで、

まさに喜怒哀楽の日々である。…苦労して撮った写真が

採用されたのだからいつまでも「アルバム」みたいに見

た。/sapipp.sakura.ne.jp/ 

2、敗戦から再建までの長い日々。…鬼ごっこが禁止された。

さらに中等学校や師範、高専でも剣道、柔道、薙刀、弓

道等の武道が禁止になった。 /home.page3.nifty.com/ 

3、「七人の侍」。最初に観たのは多分中学の…見いだせそうな

この老婆の悲惨なシーンは生け捕りになった一人の野武

士３人のうち、かろうじて斬り殺されず生け捕りにされ

たひとりは野武士たちの数… .巣窟/www.h4.dion.ne.jp/ 

4、…キリアスは避ける間もなく焼けた瓦礫の下敷きになった。
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キリアスの上半身に落ちて来た赤く焼けた瓦礫が…の様

な重さだった。キリアスは瓦礫に下敷きにされたまま、

微かに顔を上げた。 /www.interq.or.jp/ 

上掲した１～ 4 文中における下線部の述語動詞  １、「採用になる

／不採用になる」２、「禁止になる」３、「生け捕りになる」４、「下

敷きになる」はいずれも形態的には能動文であるが、受動的意味が

含意されているのが共通している。それぞれの文中の動詞は能動形

と受身形（点線部）との交替が成立する。いわば、いずれの文も受

動文相当であるということである。  

 

１.2. 考察範囲 
 本章はナル表現の研究の一環として主に 1～ 4 の例文に見られる

次の 2 つの類型の「＜動名詞＞二 /トナル」形式の変化構文をとりあ

げる。  

1）（漢語系）動名詞ニ／トナル  

2）（和語系）動名詞ニ／トナル  

それぞれの構文の能動と受動との関連性を統語的及び意味的の二側

面から考察を試みる。そして、その受動的意味を持つに至らしめる

原理をも考える。  

 

2. 先行研究と本研究の立場 
ナル構文は伝統文法から生成文法、認知文法に至るまで文法観の

違いを超えて、各種各様の論議を呼び、その理論的な意味合いが模

索されつづけてきた最も重要な構文の一つである。その中心的な問

題は一般的にいえば、変化動詞の自動性や他動性、あるいは結果語
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が変化述語動詞にとって必須成分であるか副詞的成分であるかなど

に集中しているのが実情である。本章の中心課題とするナル動詞が

持つ受動性と、それを産出する原理についての言及は筆者の知る限

り皆無である。  

周知の通り、日本語の受身は動詞に接尾辞「れる」「られる」を付

加することによって作られる統語的受身と、動詞自体が既に受身的

意味を持っている、いわゆる語彙的受身に分けられる。そして村木

（1991）は以上の二者のほかに「動作名詞＋格助詞＋動詞」いわゆ

る迂言的受動表現もあるということを指摘している 40。それらは以

下のように要約できる。  

 （ⅰ）統語的受身：動詞語幹に接尾辞「れる」「られる」が付加さ

れてできたもの。  

例：褒められる、喜ばれる、愛される、教えられ

る、怒られる、憎まれる ...など  

 （ⅱ）語彙的受身：動詞それ自体が既に受身的意味を持っている

もの。  

        例：教わる、助かる、見つかる、掴まる、授かる

…など  

 （ⅲ）迂言的受身：実質的な動作、作用を表す名詞と動詞を組み

合わせたもの。  

        例：反発／反感／ひんしゅくを買う  

          注意／影響／評価をうける  

          関心／支持／期待／尊敬を集める  

          逆転／リード／得点／独走を許す  

                                                      
4 0村木新次郎（ 1991： 239～）参照  
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          保証／許可／承認／評価を得る  

          好評／絶賛を博す  

          誤解／批判を招く  

金田一（ 1957：235～240）は日本語の動詞のヴォイス（態）を「主

語がその動詞の表す動作・作用に対してどのような関係に立つかを

表し分ける語形変化である」と定義し、そして態を能動態と受動態

と使役態、さらに中相態を設けている。ここで特に注目されたいの

は「中相態とは受動的な意味をもった受動態ならざる自動詞」であ

るという金田一の定義である。  

 金田一によると日本語ではこの中相態の言い方が好まれ、動詞の

中には「中相動詞」というべきものが数多く存在する。煮エル（＝

煮た状態になる）売レル（＝売った状態になる）クズレル（＝くず

れた状態になる）キマル（＝決めた状態になる）などが、その例で

ある。また自動詞だけではなく、「を」格の補足語をとる  授カル（授

けた状態になる）教ワル（教えた状態になる）アズカル（あずけた

状態になる）のような他動詞なども中相動詞に数えられている。な

お、中相態は「状態の変化」という意味が加わることで自然受動態

（いわゆる自発態、例えば、偲ばれる、泣けるなど）とは区別され

るべきだというのが金田一の主張である。  

 本章で取り扱う受動的意味の含意される 3 つの類型の変化構文は  

金田一の「中相態」と村木の「迂言的受身」と重なるところがある。  

ただ、金田一（ 1957）、村木（ 1991）においては、この 3 類型の変化

表現に中相態や迂言的受身の用法があることは指摘されていない。

また、両者とも中相または迂言的受身と受動の意味の違いが具体的

にどの点にあるかについては特に言及していない。  
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本章では構文の意味受動化現象を考察するにあたり、その下位分

類として、「サレル」という形による受身文を本質的受動文と呼び、

「サレル」によらない受身文を意味的受動文と呼ぶことにする。  

 

3. 考察  

3.1. 「動作名詞ニ／トナル」  

3.1.1. 漢語系のもの 
日本語には「漢語動作性名詞＋ニ /トナル」形式のものが数多くあ

る。その用法や意味特徴に基いて大きく分類すると次のようになる。 

5.  制度的な措置や処分に関するもの 41 

   解雇、減俸、除籍、免除、延期、改定、厳禁、増額…など  

6. 「～した（する）ことになる」や「～にあたる（該当する）」 

を意味するもの  

   違反、欠勤、失礼、贈賄、横領、挑発、違約、強制…など  

7. 「～がおこる /始まる／生じる」を意味するもの  

   喧嘩、競争、渋滞、心配、議論、騒動、戦争…など  

8. 「可能」の意味が含意されるもの 42 

   参考、練習、勉強、証明、説明、予防…など  

ここでは主に受動的意味が含意されると思われる（ 5）の制度的な

措置や処分に関するものを取り上げて論ずる。  

9. …六年生の担任教諭が個人で開設していた学級紹介などのホ

ームページが市教育委員会の指導で閉鎖された。…を検討し

                                                      

4 1丸田（ 1997）参照  
4 2変化表現と可能との連続性や「ナル」の多義構造については本書の第 5 章で

論及があるので詳しくはそれを参照されたい。   
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た  うえでの公開を指導していく」としている。 教諭は「閉

鎖に なったのは残念…」。 /internet.watch.inpress.co.jp/ 

   10. 猫虐殺事件の加害者が、昨日８月７日、書類送検から逮捕・

起訴になったそうです。…でも法的にも悪いことだと、

もっと世間の人に認識して欲しい。起訴されたけれど、

まだ終わりじゃないんだ…。/www.ne.jp/asahi/ 

   11. 除名になったのは、綿貫氏のほか、衆院選で当選した亀井

静香、亀井久興…過去にも新党参加などの政治行動で除

名された議員も多く、８９年以降、そのうち１３人…。

/snsi-jee.jp/boyakif// 

   12. …わずかの法律違反を鳥居につかまれ、欠所の上、江戸追

放になった。それから九年後の赦免まで江戸市民…。と

その召使合わせて、三百人の女中が江戸城から追放され

た。 /www.tosako-kanto.org/ 

   13 . 小田原城主・大久保加賀守の…おはまは弥三郎が勘当に

なったと聞かされて、彼を捜しに行くが、途中で金蔵と

いう男にだまされて吉原に…やがて、弥三郎が宗我の息

子であり、勘当されたというのは嘘だったことを知り、

自分を。/esaki-ochi.hp.infoseek.co.jp/ 

 上の例を見ると「ナル」が他動詞系の動作名詞と結びつくと全体

で他動詞の受動系相当の「サレル」という意味に変質することが分

かる。9～13 の例では（ 9）「閉鎖された→閉鎖になった」（ 10）「起

訴になった→起訴された」（ 11）「除名になった→除名された」（ 12）

「追放になった→追放された」（ 13）「勘当になった→勘当された」

などのように、いずれも能動文と受動文の交替が許される。類似の
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表現としては、次の  Ａ）とＢ）のようなものが挙げられる。  

Ａ）「処分」の意味が含意されるもの：  

退学、退場、閉校、停職、罷免、戒告、処分、除籍、送還、

全廃、中止、減給、減点、解任、破門、解散、…..など 

Ｂ）「措置」の意味が含意されるもの：  

逮捕、変更、配置、配給、公約、調整、採用／不採用、許

可、返品、再開、選出、却下、発表、発売、増刊、 ..など  

人や物に対する制度的な処分や何らかの措置を表す意味的特徴を

持つ他動詞系の動作名詞は、おおむねこの構文形式の交替が成立す

る。言い換えれば、「～になる」は処分や措置の意味が含まれる動作

性の名詞と組み合わさると受動的な意味をおびるということである。

「処分」や「措置」が含意される動作名詞のみがこのタイプの意味

受動文になれるのはまさしくこの語彙的意味特徴、すなわち人為的

要素が含まれることによるものと言えよう。こういった特徴は上掲

の例文のように前文と後文で「動作名詞ニ／トナル」と「動作名詞

サレル」が交互に用いられるということからも裏付けられよう。措

置の意味が含まれる用例をさらにいくつか掲げる。  

              14. …..6951（日本電子）の株式、株価情報をいち早く入手し

よう。…鈴木ムネオさんが反対して、結局、逮捕になった。 

前社民党幹事長辻本さんも国会で「総理、総理」と詰問して、

最終的にも逮捕された。 /messagas.yahoo.co.jp/ 

        15. …..情報処理技術者試験は平成 13 年春の実施分から試験区

分が変更になった（変更された背景については後で触れる）。

加えて、平成 13 年秋から新設される試験（情報セキュリテ

ィ…../jibun.atmarkit.co.jp/ 
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                 16. …..日にボス級モンスター達の能力が上向き調整されたこ

とに対して多くの方々から気になっているため…..によ

ってボス級モンスター達の能力が上向き調整になった点、

そして多くのモンスター達の能力

…../www.nozomiyuki.com/ 

                 17. 丸の内消防署の沿革   誕生から第二世界大戦前まで誕

生（大正 12 年 11 月１日）… ..その一ヵ月後「ベンツ」の

はしご自動車が配置された。帝国議事堂火災（大正１４年

９月 18 日）…..翌年には国産はしご車第一号の「チヨダ」

が配置になった。/www.tfd.metro.tokyo.jp/ 

 なお、「ナル」が自動詞、他動詞双方の用法を持つ動作性名詞と結

びつくと、全体は能動とも受動とも解釈できるような表現となる。

以下の 3 つの例はそのようなタイプであると考えられる。  

      18. 発売間もなく１５人が死亡したために、販売中止になっ  

        た皮膚病の薬ソリプジンの事件では薬剤の「併用禁忌…副

作用を予測する手段がない」こともあって、フランスで

は、この薬剤は販売中止になった。/www.npo.jip.org/ 

               （販売中止した）  

           （販売中止された）    

  19. もう高運の ATC 車は全廃になったんでしょうか。  

（全廃した）  

（全廃された）      

20. ----本日からフィットネスクラブが再開されたので、早速 11 時

に行っ  てみました。…ああー、せっかくフィットネスクラブが        

再開になったのに、いきなり一日目から負傷とは ----------------。                                               
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（再開した）  

（再開された）           

 これは「動作名詞＋サレル」が「ナル」に言い換えられることに

よって受身の要素が締め出され、捨象されたものとして、「結果状態」

の意味が派生されたとも考えられる。なお  

    首になる  

ご馳走になる  

お世話になる  

厄介になる  

笑いものになる   

などの連語や慣用句もこのような意味的特徴を示している 43。 

 

3.1.2 和語系のもの  

 漢語系のものと同じく、和語系の他動詞の連用（名詞）形が「ナ

ル」と結びつき、他動性が失われる表現もよく見られる。以下がそ

の例である。  

   21. 直径は 5～7 センチで、1 センチくらいの厚さで輪切りに

された真っ黒い色の、ところどころにクルミらしい粒が

入った。…ところであの黒い輪切りになった物体はいっ

たいなんだったんだろう。 /www9.ocn.ne.jp/ 

   22. 日本政府の戦死者への謝罪の仕方…出張先で缶コーヒー

を買いに行き、交通事故に会った人が会社を訴えたら労

                                                      

43
慣用句について、詳しい考察は別の章に譲り、ここでは深入りを避けること

にする。  
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災扱いになったとも聴きます。…方も戦死扱いにされた

ようです。ただし、自決された方全員が戦死扱いになっ

たとは思って…/tseiso.hp.infoseek.co.jp/ 

   23. 碑の側の立て札によると生け捕りになった重衡を、土地

の人が哀れんで濁り酒をすすめたところ…の駿馬「夜目

無月毛」を奪って逃亡するという不幸によって、不覚に

も生け捕りにされたのである。

/www.suma-kankokyokai.gr.jp/ 

   24. 「えっちゃんのせんそう」は、中国のハルビン…を歩む

ことになった。この道中に置き去りになった子どもたち

が、いわゆる中国残留孤児となったのである。…が、大

多数の市民は、終戦の翌年になっても日本に帰れず、大

陸に置き去りにされた。 /www.cinema-indies.co.jp/ 

   25. 北海道新幹線 10【 4 時間以内】  … 360km 試作車がちょ

うどいい燃料になって、これまで何度も繰り返された議

論が、また燃え上がっちゃった。もちろんまた同じ事の

繰り返しになっただけだったけど。

/sinkansen.s53.xrea.com/ 

 （21）～（ 25）の「動詞（名詞形）ニ／トナル」はそれぞれ文脈

によって＜（物事や人）が ---される＞という受動態に言いかえられ、

受動的な意味になる。  

 これらの用法は実質的変化の用法とはかなり異なっている。「ニ／

トサレル」に言い換えても、その表す意味は殆ど変わらない。3-1-1

で触れた漢語形動作名詞の「閉鎖になる」「起訴となる」「除名とな

る」（下線部）などはそうなった背後に人や制度など何らかの媒介が
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あってそうさせたことを示しているのに対して、この場合は直接的、

無媒介的なものであるという違いがこれらの例文を通じて見てとれ

る。  

 （21）～（ 25）には前後の文の中でその両文が対立する形（受身

と能動）で現れている。むろん能動形の「ナル」は受身の意味に解

釈できる。言い換えれば、意味の上から「サレル」による本質的受

動文も「ニ／トナル」による意味的受動文もそれぞれ表す意味は同

じであることになる。違いは話し手の事柄に対する認知のしかた、

すなわち認知主導の構文構築か動詞主導の構文構築かである。「サレ

ル」構文は「人が外部から働きかけた結果」という捉え方を強く表

現しているのに対して、「ニ／トナル」構文は「自分の意思とは関係

なしに行われた結果」や「人が働きかけた結果というより自然にそ

うなった」という捉え方を表している。因みに、「サレル」構文にお

いては下例のように、必要なときに動作主を文脈中に明示できるの

に対して、「ニ／トナル」構文では殆どの場合それができない。明示

すると非文となる。  

   26. ….マユエイリアンに生け捕りされた生物が全身麻痺状

態で繭の中に丸められ… .。  

/keade.pekori.to/yybbs// 

27. ×…マユエイリアンに生け捕りになった生物が全身麻

痺状態で繭の中に丸められ….。  

 これらの意味で使われている「ナル」は村木の言う機能動詞 44と

同じ働きをしていると思われる。  

                                                      
4 4村木（ 1991： 203）は機能動詞について次のように定義している。  

 「実質的な意味を前の名詞にあずけて、みずからはもっぱら文法的機能を果す動

詞」である。   
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 例えば下例 27～30 の「ナル」の補語になる和語系動作名詞「薄切

り」「固ゆで」「四つ割り」「二段組み」などはその基体動詞「切る」

「ゆでる」「割る」「組む」がある変化を引き起こす、いわゆる使役

変化を表す動詞で、その意味構造に動作と状態の両方が含まれてい

る。そして、結果状態である付加詞「薄」「固」「四つ」「二段」と複

合して「薄切り」「固ゆで」「四つ割り」「二段組み」という複合語を

形成する。この場合、文の項構造は述語動詞「ナル」によって決ま

るのではなく、動名詞の項構造がそのまま受け継がれ、動名詞の項

構造の中で受身の動詞に関する「ヴォイス」(Voice)の変化が起こっ

ていることが観察できる。  

   27. そこにいくと、刺身に使える新鮮な魚や薄切りになった

牛肉など、近所のスーパーで…。  

/ww.asahi-net.or.jp/ 

   28. 温泉卵といってもすっかり固ゆでになったゆで卵でした。

/www.town.kurodasho.hyogo.jp/ 

   29. 今も村役場の正面には、四つ割りになった、南無阿弥陀

仏の文字を刻んだ大きな石碑記念に置かれている。  

/www.008.upp.so-net.ne.jp/ 

30. 派手さはないけれど、分厚いだけじゃなく２段組みにな

ったその長大な描写が醸すビジョンを瞼に浮かべる…あ

る作品も障子の桟みたいな薄い格子をロールにしたもの

とか、網とか…。/www.asahi-net.or.jp/ 

ちなみに英語では「薄切り」「固ゆで」「四つ割り」のような状態

を表す複合語は  thin-sliced, hard-boiled, four-devided のよう

に「-ed」による受動化が動詞の意味変化を明示しているが、日本語
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では受身接尾辞を使わず、意味構造の変化によって結果の焦点化が

なされている。つまり「薄切り」「固ゆで」「四つ割り」「二段組み」

などの結果状態を含む複合語は意味構造の組み替えを通して、ある

種の「受身化」に近い意味を得ているのである。  

このタイプに属する類似の表現には「棚上げになる」「横付けにな

る」「箱詰めになる」「塩付けになる」「雁字搦めになる」「ガラス張

りになる」「生き埋めになる」「後回しになる」などが挙げられる。  

認知言語学的観点では、この自他交替は結果の状態を前景化

(foregrounding)し、出来事を背景化 (backgrounding)することであ

る 45。つまり結果の状態が焦点化されることにより、それに対して

関与性の高い項のみが写像の対象となるとも捉えられる。そして、

語彙概念構造（ LCS）による捉え方で捉えると次の 31 のような構造

になる。  

  31. a.[  x  ACT ON  y ] CAUSE  [BECOME]  [y  BE AT-z/c]]] 

          ↓  

          抑制  

        b.[ BECOME [ y BE AT z/c]] 

 つまり、変化他動詞の LCS 鋳型（ 31.a）の使役事象を抑制するこ

とによって変化自動詞の LCS 鋳型（ 31.b）ができることになる。  

なお、これらの自動詞表現と受身表現はともに、行為の対象に視

点を当て、それを主語にした点で同じである。  

 このタイプの構文において、実質的受動文と意味的受動文は次の

点で異なるそれは後者においてはナル表現がその変化を生じさせた

                                                      
4 5前景化とは、所与の対象、事態の一側面が注意、関心の焦点となって、描か

れることである。他方、背景化は注意、関心の焦点からはずれて、背後に退く

側面であり、認知的に、前景化を補足する効果を持つ。（『認知言語学キーワー

ド事典』 P137 による）   
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動作主、原因などを無視して、それが自然変化したように表現する

という点である。実例と照らし合わせると、まず（1）「写真が採用

になった」（2）「弓道等の武道が禁止になった」（ 3）「野武士の一人

が生け捕りになった」（13）「弥三郎が勘当になった」など、ナルに

よる自動詞表現の場合には背後に動作主（ Agent）の存在も含意され

ないし、特定もされない、そして言語的にも明示されない。 46これ

に対して（1）「写真が採用された」（ 2）「弓道等の武道が禁止された」

（3）「野武士の一人が生け捕りされた」（ 13）「弥三郎が勘当された」

など「ラレル」による受動文の動作主は特定化して言語的に明示す

ることもが可能であることである。 47  

もう一つの違いは実質的受動文の場合は状態変化の一次的責任

（responsibility）は動作主にあるが、意味的受動文の場合は状態

変化の表現は被動作主（ Patient）にあるということである。実質的

受動文の場合は動作主が状態変化をもたらす要因の一次的源泉であ

ると言えるであろう。  

いずれの構文の場合にも、前景化されているのが、認知的に卓立

している被動作主である点は共通している。したがって統語的には

この被動作主が表層構造の主語の位置に来ているわけである。  

 

                                                      
4 6寺村（ 1976）ではそれを「不問」と呼んでいる。また「ラレル」による受身

表現でも動作主が現れない場合も多くあるので、受身表現の場合を「不明、不

特定」と呼んで、自動詞表現の「不問」と区別している。  
4 7もっともこれらの「～が～される」形式の受身文は田中（ 2001： 633）が指摘

しているように「中相としての受身」による客観的表現として捉えることもで

きる。この種の表現は、報道 .演説 .講演など、主観をまじえずに事実を客観的

に描写するため、動作主を明示せず、中相的な表現が必要な文体によく見られ

る。  



152 
 

4. 結語 
以上の考察で変化動詞「ナル」が他動詞系の動作名詞（漢語系及

び和語系の両方を含む）と結びつくと全体で他動詞の受動系相当の

「サレル」という意味に変化することを検証した。また意味の上か

ら、「サレル」による本質的受動文も「ニ／トナル」などによる意味

的受動文もそれぞれ表している意味はおなじである。しかし、この

能動構文と受動構文による行為や出来事また結果状態の把握のしか

たは認知的に異なる。つまり、受動態「サレル」による表現形式は

動詞主導の構文構築で、他の形式によるものは認知主導の構文構築

であるということである。  

 なお、「ラレル」による実質的受動文が他動詞その他の意図的動詞

から派生した有標の形式を取っており、その背後に動作主の存在が

潜んでいるものであるのに対して、「ラレル」によらない意味的受動

文はもともと動作主不在の意味がそのまま単独の形で表されている。

金田一の「中相態」により近い無標の形式である。またこれは何ら

かの変化を被る対象物が文の主語になることによって意味の中心的

役割を担うという特徴が非意図的自動文と受身の両方にあり、他者

の影響を受けているかいないかの境界線でしか両者が区別されてい

ないとも言える。したがって「＜動作名詞＞ニ／トナル」や他の能

動態による自動変化表現に、受身の意味が生じやすいのもごく当然

のことと言えよう。  
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第八章   「＜動名詞＞ニ/トナル」の語形成と意味 

 

1. はじめに 
本章はナル表現の研究の一環として「＜動名詞＞ニ／トナル」形式の構文

をとりあげ，形態，統語，意味の三つの側面から考察を試みる。 

「＜動名詞＞ニ／トナル」形式の構文においては統語的に述語動詞の「ナル」

が殆ど固有の意味を持たない形式動詞となり，構文の主な意味は「動名詞」に

よって規定される。従ってその動名詞の内部構造の探究が意味特徴を理解する

には不可欠なものとなる。なお，意味の受動化現象の追究にも必要と思われる。 

 

1.1 「動名詞ニ／トナル」に関する基本事項  

1.2 動名詞の種類 
A) 自動詞：揺れ，騒ぎ，生まれ変わり，ひきこもり，落ち込み，うつぶせ 

B）他動詞：あきらめ，助け，救い、生け捕り 

C）名詞＋動詞（自動詞）→型落ち，横倒れ，目覚め，前のめり，仲直り…

（他動詞）→横付け，横倒し，瓶詰め，値上げ，命取り… 

D）形容詞＋動詞（自動詞）→黒焦げ，長生き，早寝早起き… 

（他動詞）→固ゆで，白塗り，薄切り，厚揚げ，粗挽き… 

E）副詞＋動詞（自動詞）→半煮え，二つ割れ，丸潰れ… 

（他動詞）→三本締め，上積み… 

F）漢語系の動名詞：変更，閉鎖，除籍，喧嘩，不許可，総動員，内政干渉 

 

1.3 先行研究とその問題点 
複合語の研究においては、“ V＋ V”形式の複合動詞や“Ｎ＋Ｖ”形

式の動名詞に関する語構成論的な考察は従来から数多く行われて来

ており、特に項構造や格関係の観点から考察された“ N＋ V（動名詞）”

についての研究成果には著しいものがある。一方、結果複合語に属

するもの、特に上掲したＣ～ F 類型の動名詞は、単なる動詞句から

の派生・転成語、あるいは複合語として見られるためか、この、結

果状態を表す動名詞の問題は従来の統語的分析では不問にされがち

で、「＜動名詞＞ニ /トナル」全体を変化構文として取り上げて論じ
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たものはあまり見られない。  

 本研究では「＜動名詞＞ニ /トナル」構文を包括的に捉え、それを

統一的に説明しようとする立場において、具体的な言語事実に基づ

いて、認知言語学の観点を取り入れて、その成立要因を記述し実証

的に分析していきたい。  

 

1.4 考察範囲 
本研究の根本的な目標は動名詞の形態及び意味構造全般に対する

理解を深めていく点にあるため、考察は次の事項に重点を置いて進

めていく。  

（Ⅰ）統語構造及び意味構造における複合現象  

（Ⅱ）「＜動名詞＞ニ /トナル」における意味的特徴  

（Ⅲ）「＜動名詞＞ニ／トナル」に見られる有界性  

（Ⅳ）意味の受動化現象  

（Ⅴ）中国語との対応関係  

 

2.「＜結果動名詞＞ニ／トナル」に関する基本事項と本研究の立場  

2.1 「ナル」の本質：形式動詞化しての用法 
 本動詞「ナル」が形式動詞化した変化構文として次のような例が挙げら

れる。 

（1）堺屋太一経済長官は「しっかりしたプラス成長になった」と

述べた。（毎日 2000）  

（2） 99 年度がプラス成長となった理由はことし 1～ 3 月期の前

期比成長率が 2.2％、年率にして 10％と、 4 年ぶりに 2 ケ

タの伸びになったことが大きい。（同上）  
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（3）それが 99 年度に 0.5％の下落となったのは為替相場が円高

に動いたことや国際商品市況の軟化のほか、規制緩和や流

通革命の進展によるところが大きい。（同上）  

（4） 公共事業は昨年 11 月の経済新生策や年度初要因などで前

期比 13.6％増の伸びとなった。（同上）  

（5） 例えば勤め人の介護保険料は今年 4 月から 1 人平均 2630

円（労使折半）の負担増となった。（同上）  

ここではこのタイプの構文を形式動詞構文と呼んでおこう。形式

動詞構文というのは軽動詞（ light verb）「ナル」を本動詞として、

その結果語には変化自動詞（漢語も和語もある）をそのまま名詞に

転換した動名詞を取る。したがって、表面的に（ 1）の「プラス成長

になった」、（2）の「 2 ケタの伸びになった」、（ 3）の「 0.5％の下落

となった」、（4）の「 13.6％増の伸びとなった」、（ 5）の「負担増と

なった」はそれぞれ「プラス成長した」、「 2 ケタ伸びた」、「 0.5％下

落した」、「13.6％増えた／13.6％伸びた」、「負担が増えた」に言い

換えることができる。  

（1）プラス成長になった  ＝（1）’プラス成長した  

（2）2 ケタの伸びになった  ＝（ 2）’ 2 ケタ伸びた  

（3）0.5％の下落となった  ＝（ 3）’ 0.5％下落した  

（4）13.6％増の伸びとなった  ＝（ 4）’13.6％増えた／ 13.6％伸

びた  

（5）負担増となった  ＝  （ 5）’負担が増えた  

(1)～(5)と（1）’～（ 5）’の文は各々下線部の形式が異なってはい

るが同義性が保たれ、（ 1）～（ 5）の文の動詞の意味は（ 1）’～（5）’

の文での「成長、伸び、下落、増」などの、広い意味での変化性の

名詞によって表現され、これらの名詞と組み合わさっている。「ナル」

動詞は実質的意味が希薄で、述語形式を作るための文法的機能を果

していると見てもさしつかえがない。これは村木（ 1991）が提出し
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た「機能動詞」 48とかなり似た性質を持っている。多くの場合、「～ス

ル」に変えても基本的な意味はほぼ変化しない。いわば変化自動詞の「～ニ

/ナル」による表現と少なくとも知的同義性が保たれていると言ってもよか

ろう。こういった意味的特徴は下の例文に示されているように、後接の文に

自動詞表現が交替で使われているということからも裏付けられよう。 

（6）宇宙開発には失敗がつきものだ。だが、 H2 では 5 回続けて打

ち上げに成功した後 2 回連続して失敗した。M5 では 2 回続け

て成功し、 3 回目で初めての失敗となった。なぜか打ち上げ

経験を十分積んだはずのロケットで一転して失敗するという

繰り返しになっている。（毎日 2000） 

（7）17 日県警の幹部が記者会見し、これらを認め、謝罪している。

「病院関係者が第一発見者であると発表した場合、迷惑が

かかると考え」そんな発表になったという。（毎日 2000） 

（8）配達日：＜ 16 年産新米予約、1 回コース＞ 9 月末に発送の予定

をしておりますが、生産地の天候状況により変更となる場

合がございます。変更する場合には予めご連絡いたします。

（スカイワード 2004.9）  

（9）あなたの同性の友人とケンカしたことに関するエピソードを教

えて下さい。 旅行は危険  ？ 旅先で。おたがいに疲れていて、

翌 日 の 行 動 を 決 め る と き に ケ ン カ に な っ た 。

escala.jp/job/relation_hakusyo/081014/02.html  

（ 10）いつ順位相関が頭打ちになったと判断するかですが、 +85.6

のものが +85.4 に下がったとき  は、頭打ちしたのでしょうか、

+84.0 に な っ た な ら ど う で し ょ う か 。

www.tokensoft.co.jp/chart242/h90001.htm  

 この「ナル」と結合する動名詞は典型的には広い意味の変化を表

                                                      
4 8 村木 (1991:233)：  機能動詞は形式的には、動詞として動詞文を成立させ、

統語構造のかなめとして働くが、意味的にはそえものとしての存在で、中心

は名詞に移され、その結果名詞表現の性能を帯びることになる。機能動詞表

現では内容的には、名詞が主役で動詞が脇役である。  
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す「コト名詞」であり、和語の連用形名詞（例えば、伸び、下げ、

上がり、落ち込み）と漢語（例えば、成長、増加、増、減少、減、

下落、増益…など）である。そして構文的には二重変化構文になる。  

 こういう形式動詞「ナル」による二重変化構文における動詞的表

現と平行的に対応する点から、連用形名詞や漢語動名詞による日本

語の表現の特色の一つとして位置づけられよう。下の例文（11）（12）

からも分かるように、「X ガ Y＜結果動名詞＞ニナル」は一般変化自動文「Ｘ 

が Ｖ」と違って、典型的な二重変化表現の様相を呈している。 

（11）元琴光喜、ひきこもりになった。（Yahoo スポーツ）  

（12）奥島座長がけいこ総見で居眠り……。白鵬ら横綱大関陣が稽

古を終え、ぶつかりげいこに入ったところでお目覚めとなっ

た。（同上）  

「動詞連用形」（11）や複合語形式の「名詞＋動詞（連用形）」（12）の結

果語動名詞は全体で一つの項をなしている。ここに項構造の融合や、「ナル」

の形式動詞としての用法を強くする一側面も見られる。 

日本語のこういった特色（特徴）は以下の、「ナル」による二重変

化構文と普通の能動文形式が同じテクストで交互に使われる例（ 13）

（14）から見て取れよう。もちろん、両者には意味的、語用論的相

違が存在していると思われ  

（13）このため、08 年 9 月以降の世界的な金融危機が、深刻な通貨

危機や国際収支の危機につながってはいない。  ... 韓国、シ

ンガポール及び ASEAN 諸国で輸出の名目 GDP 比が比較的高いタ

イにおいては、前期比でみた実質経済成長率も年率で 20％程度

の大幅 な落ち込みとなった。  

（14）設備投資も大幅に落ち込んだことから、アジア各国で  失業率

の上昇がみられ、台湾では 09 年 3 月に 5.8％まで高まってい
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る。  

例文（13）の「落ち込みになった」と（14）の「落ち込んだ」とは表現意

識に多少の差はあるものの、両者が持つ意味特徴、すなわち自然的に起こる

変化の意味は歩み寄っていると言えよう。「ナル」は語彙的意味を持たず、

もっぱら統語的機能を表す形式動詞として使われていることがはっきりし

ている。したがって「ナル」の本質を探るには変化動詞としての用法と形式

動詞としての用法の二側面からアプローチする必要があると思われ、る。 

このタイプの変化自動文における結果語動名詞は次のような語彙概念構

造（Lexical Conceptual Structure：LCS）で表すことができる。 

 

（15）  [  [ BECOME  [ y BE  AT－z ] ] ] 

                                 ︱  

                 ＮP＜state＞ 

 項構造：  ＜Th(eme)   Re(sult)＞ 

 統語構造： Ｘガ     ＮP ニ     ナル 

意味構造： ＜対象＞    ＜結果＞ 

つまり、LCS から得られる項構造は 2 項のもので、[Theme Result（state）]

のようになる。ここで state は開放項でこの値については統語レベルのＮP

動名詞から供給される。そして＜対象＞がＸの値を決定するように、動名詞

は state の値を完全に決定しているので、統語項とみなすことになる。 

述語動詞「ナル」は本来、変化自動詞的意味を持たないため、変化動詞の

意味をもつにはＮP による出没が必要であることから、ここではこの結果語

の動名詞を意味的には「ナル」の項、統語的には補部と考えることにする。 
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3. 動名詞の内部構造と意味特徴  

3.1 内部構造 
基本的に理解しておきたいことは「＜動名詞＞ニ/トナル」構文において

統語的には述語動詞「ナル」はほとんど固有の意味を持たない形式動詞とな

り、構文の主な意味は前接成分動名詞によって規定される。また動詞的意味

を保つ複合語 NV に（16）（17）に示されたように様々な内部関係がみられ、

種々の項構造を持つことに注目すべきである。 

（16）名詞＋動詞（自動詞）→型落ち、横倒れ、目覚め、前のめ

り、仲直り、縦揺れ、日焼け、値

上がり、横伸び  

          （他動詞）→横付け、横倒し、瓶詰め、値上

げ、命取り、輪切り、釘付け、

下敷き、山積み、角刈り  

形容詞＋動詞（自動詞）→黒焦げ、長生き、早寝早起き、  

（他動詞）→固ゆで、白塗り、薄切り、厚揚

げ、粗挽き  

    副詞＋動詞  （自動詞）→半煮え、二つ割れ、丸潰れ、  

びしょ濡れ  

（他動詞）→五階建て、三本締め、上積み  

 

3.2 項構造 
では NV が持っている項関係49に焦点を当ててみよう。 

（17）（a）＜着点（Goal）と状態、移動変化動詞の組み合わせ＞50 

                                                      
4 9

 項関係というのは名詞が述語（動詞、形容詞、形容動詞）に対して、主語や

目的語の文法関係を結ぶ場合を指す。  
5 0  用例の前に括弧＜ ＞で示した但書きは複合語ＮＶ内部の文法的関係を示すものであ
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瓶詰め、格子組み、棚上げ、横付け、横倒し、下敷き、

前のめりなど 

（b）＜数量、状態副詞と変化動詞の組み合わせ＞   

四つ折り、あと回し、半煮え、二つ折れ、たんざく切り、

縦揺れなど 

       （ｃ）＜性状形容詞と変化動詞の組み合わせ＞ 

黒焦げ、長生き、早寝早起き、固ゆで、白塗り、薄

切り、厚揚げ、粗挽き、厚焼きなど 

（ｄ）＜主体と変化動詞の組み合わせ＞ 

         目覚め、型落ち、仲直り、値上がりなど 

その意味構造は大きく四つに類別できる。そして用例が最も多いのは他動詞

的な後項（基体動詞）に対して、前項がその補語（着点や状態を表す成分）

や数量、状態副詞（a～ｃ類）に当たる場合である。 

ＮＶの内部構造を、用例を通していくつか見てみよう。 

      （18） 大根が輪切りになる。 

（19） ワインが瓶詰めになる。 

（20） 卵が半煮えになる。 

（21） 体が二つ折れになる。 

（18）の「輪」は「ナル」ではなく「切る」の項（結果/Result）であり、（19）

の「瓶」は「詰める」の項（着点/Goal）である。そして（20）の「半」は

「煮える」の項ではなく副詞である。（21）の「二つ」も副詞である。もと

もとＮは項構造でいえば内項または間接内項に当たるが、注目すべきはもと

もと結果を表す副詞的要素｢輪｣、｢瓶｣「半」、「二つ」が複合語化によって、

すっかり必須成分に変身してしまうということである。 

                                                                                                                                                        
る。 
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3.3 語彙概念構造による意味分析 
このような特徴は日本語の付加詞を含む動詞由来複合語が派生されるも

ととなる意味構造から説明できる。前述したように、付加詞はそれが表す意

味によって、異なる意味述語を修飾すると考えられる。下の 22（ⅰ）と（ⅱ）

を見ればその対立関係が分かる。 

（22） 意味述語     複合される付加詞（下線部） 

 ⅰ）ＡＣＴ（動作）  様態     道具      着点 

               前にのめる 塩でつけこむ   棚に上げる 

 ⅱ）ＢＥ（状態）結果（輪の形に切る／二つに折れる/半分煮える

／格子状に組む／黒く焦げる） 

結果語は状態（ＢＥ）によって選択されるので「結果語＋動詞」の複合

語は状態を表し、「半煮えの卵」「相手が黒焦げになった」「屋根が格子状だ」

のように、「－の」や「－だ」の形で用いられる。 

このように複合語が「動作」「状態」のどちらを表すかは、付加語の種類

から予測される動詞の意味述語（ＡＣＴ または ＢＥ）が決めているので

ある。なお「切る」「組む」などのような、ある動作（ＡＣＴ）がある変化

（ＢＥＣＯＭＥ）を引き起こす（ＣＡＵＳＥ）という使役変化を表す動詞で

は、23 のようにその意味構造に動作と状態の両方が含まれている51。 

（23）[ｘ ＡＣＴ－ＯＮ ｙ] ＣＡＵＳＥ [ ＢＥＣＯＭＥ[ｙ ＢＥ[結果状態]]] 

結果語の NV は構文中において「に格」をとっているが、一般の動名詞とも

違う。名詞としての面と動詞としての面を合わせ持った特殊な組み合わせな

のである。動詞「ナル」も「NV に」を必須項として要求するから変化自動詞

と解釈するのが自然であろう。ただし、この場合は他の変化自動詞文と違う

                                                      
5 1

 影山（ 2001： 258 参照）。  
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振舞い方をしている。というのは「ナル」は文中の NV の意味構造（様態か、

それども結果状態か）を決定する力がなく、NV の中の V がその肩代わりをす

るのである。これで「ナル」は単なる統語的機能を果たす純然たる形式動詞

であることが検証できたと思われる。 

 

3.4 意味特徴 
ではこの表現形式にどういう意味特徴が見られるだろうか。 

ここではあらためて、言語表現の背後に存在する言語主体の認知

作用を重視する認知言語学の言語観に基づき、「形式が違えば、意味

も違う」という観点を前提として考えれば、言語主体による事態把

握の仕方に注目し、その認知的メカニズムを考察する必要がある。  

例えば（19）の「ワインが瓶詰めになる」は、単にワインを瓶に入れる（つ

まり単なる移動変化行為）のではない。瓶詰めワイン独特の状態変化が主眼

であり、そして（18）の文は単に大根を「輪」の形に切るという動作のあり

かたが問題ではなく、切ったあとの、「輪の形になった大根」特有の状態変

化が主眼であるから、こういう「ＮＶニナル」の表現形式が用いられると変

化行為（作用）と、結果状態の連鎖が際立つことになる。すなわち、この「名

詞＋動詞（連用形）」の方には、「に」との結合が強く、動作性より、結果状

態性が強調されるという表現意図が見られる。たとえば形容詞的な名詞の

「黒焦げの魚、瓶詰めのワイン、千切りの大根」のように対象物（theme）

が変化した後の状態を描写し、そのため、動詞連用形の前には結果状態を表

す表現がつく。「黒こげ」は魚がこげて黒くなることであるし、「瓶詰め」は

ワインが瓶の中に詰められた状態をあらわす。これら日本語の複合語で興味

深いのは、単純に名詞と動詞を複合しただけで「結果」という重要な性質を

表現できるという点である。 
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 しかしながら、すべての例がそのように分析できるわけではない。まず語

彙的な主要部（つまり基体動詞）が変化動詞である場合と、そうでない場合

とでは、しばしば意味の違いが観察される。ここで異なる複合語の「ＮＶ」

における前接語Ｎの種類に注目してみると、様態や道具のＮが複合すると、

動作の意味を持ち、結果状態を表すＮがつくと状態の意味になるということ

が観察される。それぞれ具体例を見てみよう。たとえば「下敷き」、「釘付け」、

「棚あげ」52、「横付け」、などいずれも「名詞＋非変化他動詞」で構成され

ているが、「ＸがＹに力を加えて、Y をある状態に変化させる」という意味が

なく、むしろＮＶ全体が動作の様態や、処置のしかたなどのように多様な意

味を表している。前にあげた状態変化を表す類型の構文と区別されるべきで

ある。53 

 

3.3.1 動詞と動名詞の違いについて  

動詞が行為の流れを時間的に順序付けて描くのに対して、動名詞

は時間の流れを超越して行為全体をひとまとめにして表すという違

いが例えば、「体が前にのめる」という動詞と、「体が前のめりにな

る」という動名詞で説明すれば、「体が前にのめる」というと、体が

安定した状態から、不安定な状態になって前の方へ倒れかかるとい

う行為から変化、結果へと至るという一瞬一瞬の局面、過程を表し

ている。つまり動詞は出来事に関する時間的局面を一つ一つ描写す

るもので、過去か現在か、あるいは未来かというテンスや開始、進

行中、完了などのアスペクトを表示しなければならないし、「誰が何

                                                      
5 2

 影山（ 1997： 50）では「テレビに釘付けになる」や「重要な問題を棚あげに

する」のようなものについては、名詞だけの意味が転義しているのではなく、

複合語全体の意味が比喩化しているものとされる。  
5 3

 蘇（ 2006）を参照  
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を」、「何がどう？」という動作の参与者も常に我々の念頭に置かな

ければならない。それに対して、動名詞は時間を超越する概念なの

で、テンスやアスペクト情報はすべて捨象され、しかもコトに用い

る名付けであるため、「誰が何を」、「何がどう？」といった情報は必

ず必要ではない。「体が前にのめった」は行為から変化、結果までの

連鎖全体をカバーしている。これに対して、「体が前のめりになった」

という「＜動名詞＞ニナル」になると、体の姿勢変化過程を時間を

追って、順々にたどるのではなく、はじめから終わりまでひとまと

まりの結果の概念として提示する。「前のめり」は連鎖の結果の部分

だけしか備えていない。  

このことを解明するには認知文法の有界性の概念が有効と思われる。 

 

3.3.2 「＜動名詞＞ニ／トナル」に見られる有界性 
認知文法では、象徴的文法観に基づき、名詞、動詞、形容詞、と

いった文法カテゴリーは意味的な概念を用いて定義づけがなされる。

たとえば、すべての動詞は「プロセス」を表し、すべての名詞は「モ

ノ」を指示しているとされる。モノとはある領域における「区域」

のことである。したがって、名詞は全て何らかの区域を指し示して

いる。このような名詞の種別を考えるとき、その区域内に何らかの

境界が設定されているかどうか、即ちその区域の有界性（ telicity）

/非有界性（ etelicity）が重要となる。  

 この「有界性 /非有界性」という区別は、動詞の種別を考える際に

も重要である。動詞が表すプロセスは、完了プロセスと未完了プロ

セスに分けられる。  

時間領域においては、前者は有界的であるが、後者は非有界的で
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ある。完了プロセスでは、変化の始点と終点が意味スコープの内部

に存在しているが、未完了プロセスでは均質な状態がそのような区

切りなく連続しており、境界が存在しないと考えられる。  

 動作の終結点を持つ動詞を「有界動詞」、終結点を持たない動詞を

「非有界動詞」と呼ばれる。  

 Vendler（1967）の動詞分類 54では、到達動詞は〔完結・主体変化〕

の相を持つ限界動詞であるが、活動動詞は〔活動・未完結〕の相を

持つ非限界動詞であった。しかし、活動動詞であっても、目的語を

量化することによって限界性を獲得することができるのであり、量

化された目的語を持つ活動動詞は、達成動詞と呼ばれるのであった。

それは、到達動詞と同様、期限を表す副詞と共に使うことが許され

ることからも分かる。動名詞句に見られる終了限界の解釈は下例の

ように  

（24）午前 10 時の開店を前に  約 400 人が行列を作り、午前中は

最大 4 時間待ちとなった。

blog.livedoor.jp/arbu/archives/1155924.html 

行為に伴う時間を示す名詞句「４時間待ち」において、さらに顕著

に現されている。「４時間待ちになった」ということはその動作の期

間が終了の限界に到達することを表しているのである。このように

両者ともに時間軸にそった行為や期間の推移的な変化を表している

と考えられる。  

 また「揺れる、騒ぐ、関わる、励む、流れる…」のような自動詞

も 

（25）どう見ても本当は 80 キロはありそうで、超わがままで自

                                                      
5 4

 影山（ 1996）参照  
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己中でドブスで、関わりになりたくない女です。

tak.gger.jp/archives/1339964 

(26) ではその時に「ようこそ 21 世紀」などと言って英国人は

騒いだかと言えば、これが実は  全く騒いでいない。私が気

付かなかっただけかも知れないが、少なくともどえらい騒

ぎにはなっていない。

www5b.biglobe.ne.jp/~mizutani/zak02.htm  

(27) 風の揺れは地震と比べてゆっくりになるとのことですの

で、やっぱり大きく揺れた  ように感じたかもしれません

ね。 .... そもそも揺れるのですから、それ以上何と  申

し上げましょうか？  もちろん程度問題で、欠陥住宅は大揺

れになります。 oshiete.goo.ne.jp/qa/ 

いずれも非有界的な動作・行為を指し示す活動動詞であるが、

動名詞の形にして、「～ニ／トナル」と結合することによって、

その動作・行為が終了の有界に到達し、有界性を有するように

なると考えられる。  

3.5 <(他動的）動名詞ニナル >による受身的意味への転換 

日本語では「＜動名詞＞ニ ナル＞」という複合形式に「受身」的意味が

含意されることがある。いわゆる形式的にはこの能動態「＜動名詞＞ニナル」

が用いられながら、意味的には受身であるといった意味と形式が対応してい

ないパターンが観察できる。 
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このような意味構造と統語構造が対応していない言語事実はどのように

捉えればいいのだろうか。つまり、受身含意のこの「＜動名詞＞ニナル」構

文の成立はどのような意味的、認知的要因によって規定されるものなのだろ

うか。この問題ついてはまた次の章で取り上げ、さらに深入りして論じたい

と思う。 

 

4. 中国語との対応関係 
日本語で「＜変化動名詞＞ニ /トナル」のような二重変化表現が使

用される事項が中国語ではすべて普通の能動態の動詞文で対応して

いることに注目したい。因みに以下の（ 42）～（ 46）の日本語の文

は中国語ではすべて普通の能動文が対応している。（括弧内の中国語

訳はいずれも、蘇琦編譯＜日本社會剪影＞による）  

（42）ある CF が放映一週間で中止になった。  

  （電視有一部廣告片僅播放了一個星期就中止了）  

（43）日本人がさらに長生きになっていることが判明した。  

  （調査表明、日本人更加長壽了）  

（44）放送時間と重なったため、修道院でのお祈りの時間が変更に

なった。  

  （因為同播出時間衝突、修道院調整了祈禱時間）  

（45）春闘の賃上げが 4 年ぶりに 5％割れになる。  

  （春闘調薪、 4 年來首次降到 5％以下）  

（46）1991 年 12 月末における一世帯あたりの平均貯蓄高は、 1465

万円で、前年に比べ 7.6%の増加となった。  

  （1991 年 12 月底的毎戸平均儲蓄額為 1465 萬圓、比前一年増長

了 7.6％）  

日本語の文にはこういった二重変化表現が多いことが目につく。  

中国語は、さまざまな形態論的考察や統語論的考察に基づき、英語
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と同じく「＜スル＞的な言語」に位置づけられている 55。また、先

行研究からしても、中国語よりも日本語では変化のできごとがもっ

とも活発に結果複合語の形で表現されるのが明らかになっている。  

日本語では無標の動詞能動態「～がＶ（変化自動詞）」という表現

より「～が＜動名詞＞ニナル」という表現が好まれ、中国語では好

みが逆になるというに表現上の特徴が見られる。ここでも、中国語

の「N1 V」「N1 V N2」に対して、日本語の「 N が＜動名詞＞ニナ

ル」「 N1 が N2V ニ  ナル」という図式になるのは興味深い問題であ

る。  

 

5. 終わりに 
日本語の“ＸガＹ＜動名詞＞ニ/トナル”形式の変化自動詞文は文中の要素

とのかかわりからいろいろな類型に分けられる。そして述語動詞「ナル」は変

化の意味を表す実質的用法と機能動詞としての形式用法そして話し手の心的

態度を意味としての用法，即ち「命題的意味」「文法的意味」「ムード的意味」

を合わせ持っている。なお，日本語のこの「ＸガＶ」「Ｘガ＜動名詞＞ニ／ト

ナル」のようなペアも形式が異なることから，知的意味ないし解釈において異

なる。その意味で統語的特徴と意味的特徴が一致しない「＜動名詞＞ニ／トナ

ル」構文についての記述と分析は意味と統語のインターフェイスに関して重要

な論理的意味合いを持っていると思われる。 

 

 

 

 

                                                      
5 5  中川（ 1992）Ｐ 3～ 21 参照  
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第九章  ナル構文における結果語の「ニ」と「ト」の使い

分け 

1. はじめに  

1.1 本章の目的 
 本研究はこれまでナル表現における諸類型の構文を、要求される

結果補語の種類によって、いくつかのタイプに分け、形態、統語、

意味といった３つの側面から詳しい考察を行い、かなり具体的な成

果を上げることができた。しかし、そこではナル構文における結果

語の「～ニナル」と「～トナル」の意味的な違い及び両者の使い分

けについては体系的な考察に至らず、また両者の間に文法化の度合

いの違いが見られ、それによって意味構造に変化をきたす現象など

について、新たに加えるべきことも発見された故、ここに改めて取

りあげることにする。  

 

1.2. 先行研究及び問題点 
 変化構文における変化動詞「ナル」及び「ニ」と「ト」をめぐっ

て従来統語論、意味論、表現論など諸観点から盛んに論じられてき

た。今まで見られる両者の使い方の違いについての指摘を大体次の

ようにまとめられる。  

1）意味論的なとらえ方  

i）「になる」は次第に変化することを表す。「となる」は突然に

変化することを表す 56。  

                                                      
5 6

 例えば、田中（ 2001）は「に」と「と」の使い分けについて実例をあげて次

のように説明している。「暴風雨になる」の場合は次第に暴風雨という結果にな

った。或いは自然にそうなったという意味合いであり、一方「暴風雨ト」には、

「一転して暴風雨が吹き荒れる」といった気持ちが根底にある。すなわち、「ニ」

は徐々に、自然変化した結果を示すのに対して、「ト」は転化を示すとしている。  
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ⅱ）化成の結果を表す 57。 

 2）表現論的なとらえ方  

ⅲ）「になる」が状態の変化に重点を置いた表現であるのに対し

て、「となる」は変化した後の状態に重点を置いた表現であ

る。  

ⅳ）「となる」は古語的、「になる」は口語的である 58。 

また中には「になる」が「となる」より使用範囲が広く、「となる」

の多くの部分を代替できるものと見て、「となる」を捨象して「にな

る」のみをとりあげて論じる文法説も少なくない。  

 では、上述した諸説が指摘したよう「ニナル」は口語的で、「トナ

ル」は古語的と、簡単にかたつけられるだろうか。また「に」と「と」

はどんな場合でも置き換えられるのか、置き換えられた場合にどん

な意味の違いが生じるだろうか、以下の実例を見てみよう。  

  １．人間誰しも褒められるとうれしくなり、次の行動の原動力

となる。人の短所も見方を変えれば長所となることも多い。

短所に目くじらを立て長所となる部分も摘み取ってしまう

ような今の子供の育て方は間違っていると思う。（ 2000.3.18

読売）  

２．学生確保に悩む大学、短大が時代の要請に合った教育内容

に転換することも可能になり、事実との「救済策」になり

そう。（ 2000.5.13 読売）  

 

                                                      
 
2 例えば、湯沢（ 1977）『口語法精説』では、「に」と「と」の使い方について「化

成の結果」を表すに用いる」と全く同じ解釈をしている  
5 8

 ⅲ）タイプの指摘には丸田（ 1997）などがある。ⅳ）には奥津（ 1978）があ

る。  
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例１の「原動力となる」を「原動力になる」に置き換えられる。置

き換えられても意味上の差異は生じない。それに対して「長所とな

る」を「長所になる」に置き換えると、意味が変わったり、用法と

してそぐわなくなったりしてしまうというような問題が起こる。  

 

1.3 変化構文における「に」と「と」の統辞構造 
従来変化構文における結果を表す「ニナル」と「トナル」につい

ての見方は極めて多岐にわたっていると言わざるを得ない。  

例えば「医者になる」の文については  

医者ニナル  

橋本進吉      [体言＋格助詞＋ナル ] 

時枝誠記      [体言＋指定の助動詞（連用形）＋ナル ] 

松下大三郎     [体言＋ニ活の助動詞＋一致性動詞ナル ] 

上掲の諸説から分かるように述語部に対して結果語がどのような統

辞構造になっているかと考えるかに関して、その見方は大変多様で

ある。本研究はこの「に」と「と」を格助詞とし、またこの助詞の

示す意味は「結果」であると考え、考察を進めていく。  

 

2. 「ニナル」と「トナル」の意味用法の分類 
 「ニナル」と「トナル」の表す意味は大きく二種類に分けられる。  

  ３．最近は新規株式公開やストックオプション（株式購入権）

の行使で一気に「金持ち」になるが多い。（朝日新聞 2006 年 9

月 25 日）  

  ４．ＩＰ電話は従来の固定電話に取って代わって通信網の主役

になると期待される。（同 23 日）  
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  ５．体験が心の財産となった。（同 23 日）  

  ６．ヒンドゥー的なるもの称揚するこの動きは……政治を左右

する一大勢力にまでなってきた。（同 24 日）  

  ７．５５年、「曽根崎心中」の復活上演で抜擢された「徳兵衛」

が当たり役となり、生涯で１１３０回務めた。（同 25 日）  

  ８．白票運動や集団棄権運動という時代になってしまうだろう。

（同 23 日）  

  ９．Ｊリーグデビューは３０日以降に先送りとなった。（同 23

日）  

  10．化粧品に対しても安全検査が強化され、中国安全域でファ

クスファクター（神戸市）製の化粧品「ＳＫ－Ⅱ」がすで

に販売中止になっている。（同 24 日）  

 11．数人で相乗りすれば初乗り運貨ぐらいになる。（同 23 日）  

 12．海全体が蓄えた熱は気温を２１度あげる量になる。（同 23

日）  

13．もう１０年後前のことになるか。（同 23 日）  

 14．厚生年金は支給開始年齢を６０歳から徐々に引きあげ、中

で２５年度（女性は３０年度）以降は６５歳からになる。（同

24 日）  

 15．千秋楽を待たずに優勝を決めたのは１１回目となった。（同

24 日）  

つまり例３～８は実質的用法で、例９～ 15 は形式的用法である 59。

                                                      
5 9

 「実質的用法」と「形式的用法」は鈴木（ 1975）の古代語の「ニナル」と「ト

ナル」意味用法を分析する時に使われる分類の仕方であるが、現代日本語の「ニ

／トナル」の相関用法の分類にもかなりの程度まであてはまるし、有益と考え、

あえて本研究にも取り入れることにした。  
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実質的用法は意味的には主体のあり方の変化を表すものだから、「 N1

（主体）は N2（結果）ニ（ト）ナル」のように一般化できる。 N2

は主体の N1 のあり方を表すことが多いので、「主体のあり方の変化

を表すもの」と名付ける。勿論主体 N1 は人間に限らず、物であった

り事柄であったりすることがある。一方、形式的用法は一般に主語

が表現されなかったり、主体が明確でないので、一般化すれば「 N2

ニ（ト）ナル」のようにしか表せない。N2 に使われるのは量、程度、

年齢、位置などのようなものである。  

上掲の例を通してみると、実質的用法と形式的用法に一括される

ものの中にも更に様々な用法上の違いがあることに気がつくであろ

う。以下新聞や小説から例をとって実質的、形式的のそれぞれの用

法について詳しく見ていく。  

 

2.1 実質的用法 
変化主体 N1 と結果として生ずるあり方 N2 との関係から更に下記

の３種に分けることができる。  

（ⅰ）身分・資格・人物の変化を表すもの  

  16．遅咲だったマドンナも……二つの世紀をまたいで、進化を

続ける。歴史的なスケールのアーティストになっていた。

（同 26 日）  

  17．ブッシュ政権の対応次第では小泉氏は有名なパートナーに

なり得る。（同 26 日）  

  18．延江君は貴重な左の先発として期待している。２３年後に

戦力となり、将来的にはエースになってチームに貢献して

もらいたい。（同 26 日）  
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（ⅱ）転成（発展変形）を表すもの  

19．戦地グアム島が日本人向けのリゾート地となったきっかけ

は皮肉にも横井さんの「発見」という研究者の指摘もある。

（同 22 日）  

例 19 の結果としてのあり方が全く別物に変わる。非常に強いインパ

クトを与えるような変わり方である。  

  20. 鮮烈なエロチシズは伝説となり、徳兵衛は玉男さんの代名

詞となった。（同 25 日）  

例 20 はそれ自体が他のものに取って代ったのではなく、以前の状態

が発展して別の状態事柄へと変形したものである。  

  21. 自分がお客となって他社製品の説明を聞くのも勉強だ。  

なお、例 21 のような場合は「お客となる」には文字通りのお客さん

になるのではなく「お客さんの立場に立つ」という意識が含意され

ている。したがって３つの例とも「と」が「に」にとってかわると

意味が変わってしまうことになる。  

 

（ⅲ）状態の変化を表すもの  

22．池江泰郎調教師（６５）は「いつでもレースに出られる体調

になっている」と調子のよさを強調した。（同 26 日）  

23．僕は仕事をしている時以外は酔っている状態になった。  

（同 24 日）  

これは主体（ N1）と変化の結果（ N2）が結果として一致（ N1＝N2）

していた（１）と（２）の用法と違って、あくまでも変化の結果が

状態ないし一側面であるので、N1＝ N2 とはすぐに言えない関係にあ
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る。しかし、これらの表現は状態の変化を客観的な事柄として描写

しているから、実質的用法と見てもさしつかえなかろう。  

 

2.2. 形式的用法 
 これは実質的用法と違って「ニ／トナル」の表す意味が「変化の

結果」というスキーマの概念にあてはまらない用法である。  

24．田中が４球団競合となれば、０１年の寺原隼人（日本南学

園＝現ソ）以来となる。（同 25 日）  

 25．数人で相乗りすれば、初場運貨ぐらいになる。（同 23 日）  

 26．独連邦下院では０２年からは乖離１５％（日本の１．３５

倍に相当）が限度になった。（同 26 日）  

これらの例はいずれも「ニ／トナル」の持つ「あるものや状態 N1

からそれとは違うもの、状態 N2 に変わる」という変化のプロトタイ

プ的用法から逸脱して非変化的用法である。前掲した実質的変化を

表す例 16～23 で、名詞に続く「ニ／トナル」の意味を「変化の結果」

という概念で表したが、この 24～26 に代表された用法は形態は「ナ

ル」であるが、本動詞「ナル」の持つ「変わって生ずる」という意

味がうすれて、「計算」や「思考」の主体的作用を表すものに変質し

た形式的用法である。  

 例 24 は時間の位置、そして 25 は量を表す表現であるが、例 26

のような程度的位置を表す場合についても同じことが言える。  

 これに似た構文形式の文にはもう一つのタイプがある。  

 27.「公共施設の建設事業」にあたるかどうかが争点となった。

（同 26 日）  

  28.（円波哲郎さんは）「００７は二度死ね」ではショーンコネ
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リーと共演し、話題になった。（同 26 日）  

 29．中国人民銀行の周小川総裁は会議の合間に世界の記者が追

いかける対象となった。（同 26 日）  

これらの用法は実質的変化の用法とも形式的変化の用法とも異な

る。「ニ／トサレル」に言い換えても（争点となる→争点とされる／

話題になる→話題とされる／対象となる→対象とされる）というふ

うにその表す意味は殆ど変らない。これは「争点となる」、「話題に

なる」、「対象となる」がそうなった背後に人や制度など何らかの媒

介があって、そうさせたことを示している。これに対して先述した

実質的変化の場合も、形式的変化の場合も直接的、無媒介的なもの

であったという違いがこれらの例文を通じて見てとれる。  

 

2.3. 非変化的意味の連体修飾用法 
30．せめて地域の中核となる国公立の病院または診療所は助産

所が連携できる指定施設となるよう、省令に盛り込むべき

ではないか。（同 22 日）  

31.ドラマの軸となるこの人物になりきって、感銘を誘うにはも

うひとひねり工夫が必要だ。（同 25 日）  

32．行政ができないことを市民がやっていくことが必要だ、そ

のモデルとなるのが米国で飲酒運転の防止や被害者救済を

手がける「ＭＡＤＤ（飲酒運転反対する母たちの会）」だ。

（同 23 日）  

30～32 各例文中の「となる」は内容語から機能語に変化して全体が

「である」に近い意味を表している。 N1 と N2 の関係は「 N1＝N2」

になる。 N1 から N2 に変化するという意味が含まれていないため、
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「ニ」はこのタイプの連体修飾構造にそぐわないと言えよう。ちな

みに例文 30 に含まれる連用修飾用法の「指定施設となる」は「変化」

を表す「なる」であるため、「と」を「に」に言い換えても知的意味

は変わらないが文章体的な言い方になる。ここには、連体修飾用法

におけるもう一つの特徴、つまり時制を失うという脱カテゴリー化

（decategorialization）という現象が見られる。これは文法化によ

って元の「なる」の内容語としての文法的特徴を失い、機能語とし

ての特徴を持つようになることによって、時制を失う現象である。  

 

3. 「に」と「と」の使い分けに相関する要素 
 以上実例を通して「になる」と「となる」の意味用法の分類を試

みた。「に」「と」の使用分布を調べてみると、両者の使い分けの根

底に、なんらかの原理が働いていることに気がつくのである。それ

は文法化の度合いが高いほどその主体性（主観性）も高くなり、「と」

をとりがちになること、そして文体性も「に」と「と」の使い分け

に一役買っているということである。  

 以下この三つの要素「主体性」「文法化」「文体性」と「に」「と」

の使い分けの相関について、先述した実質的用法及び形式的用法と

照し合わせながら順次検討していくことにする。  

 

3.1. 主体性 
 33．a．戦地グアム島が日本人向けのリゾート地となった。        

b．グアム島は日本人向けのリゾート地になった。  

 34．a．戦後日本を覆っていた混濁不安全の体制を一新し、主体

性ある日本へ姿を明らかにすべき時代となった。（同 22
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日）  

    b．戦後日本を覆っていた混濁不安全の体制を一新し、主体

性ある日本へ姿を明らかにすべき時代になった。  

ここの主体性というのは、ある物事をどう見るか、主観的に見るか

客観的見るかの違いである。上の例を比べた場合、33a、34a では主

観的に突然の変化に驚きを感じてその現状を見ているのに対して

33b、34b の方では客観的に現状をとらえている。情況の変化に重点

を置いて述べる場合、「と」より「に」の方が使われる傾向にある。

この主体性の関与は実質的用法、形式的用法ともに見られる。いや、

この主体化は文法化のプロセスにおいてしばしば中心的役割を果す

と言うべきであろう。  

 

3.2. 文法化  

 文法化（ grammatiocalization）とはもともと内容語であったもの

が機能語としての働きを持つようになる現象のことである 60。 

 「なる」は現代日本語において内容語としても機能語としても用

いられる語である。以下では文法化された「なる」の機能語として

の主な用法を見てみよう。先掲のすべての形式的用法における「な

る」は実質的変化を表すマーカーから「認知」や「判断」、つまり話

し手の事態の捉え方を表すマーカーに変身した。例をまた二、三あ

げておく。  

 35．遺族が「権威を嫌う賢治の精神に反する」と建立に難色を

                                                      
6 0

 内容語とは、名詞、動詞、形容詞などのことで、何らかのものや、動作や性

質、状態などの実質的内容を表す語のことである。他方、機能語あるいは機能

形態素とは助詞、接続詞、助動詞、接辞などのことで、文法関係、文と文との

関係、話し手の事態の捉え方、語の文法範疇（品詞）などを表すものである。

籾山（ 2002）による。  
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示してきた経緯もあり、全国初の立像となった。（同 22 日） 

 36．まずは中国とどう向き合うか安倍外交を占う試金石になる。 

  37．写真も俳句もそれぞれ独立しても見事な表現となっている。 

（同 26 日）  

主体化の認知メカニズムが文法化に深く関与すると述べたが、上

の例を通してこの文法化に主体化の関与が深いほど「と」を取りが

ちになるということも判明した。  

「なる」が文法化された用法としてもう一つあげられる。それは

「動名詞＋ニ／トナル」のような構文形式をとるものである。  

38．○a 漢語系のもの：  

上場廃止となる／自国開催となる／適用除外となる  

    分限免職となる／継続審議となる／事実上の更迭となる  

    不採用になる／不起訴になる／楽な展開になる  

 ○b 和語系のもの：  

取りこぼしとなる／新たな旅立ちとなる／看板倒れとる  

時間切れになる／深き彫りになる／橋渡しとなる  

板挟みになる／釘付けになる  

 

3.3. 文体性  

 文体性（つまり口語体的か、文章語的か）は変化構文における「に」

と「と」の使い分けに関与する無視できない一大要素である。この

点については今まで盛んに論じられており、今さら何も加える必要

もないが、本研究の論点との関連でいくつか付け加えることがある

ため、簡単に触れることにする。  
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3.3.1 一般文章に見られる「に」と「と」の使用分布  

 筆者は日本の小学国語教科書（日本書籍出版 1988 年）『小学国語

６ 上／下』を調べたところ「になる」と「となる」の占める割合

はそれぞれ９３％と７％となっている。子供向けの『ジュニア朝日

年鑑』（社会学習 1990 年）を調べても大体同じ数字が示されている

のに対して、朝日新聞（国際版）（ 2006 年 9 月 22 日～26 日）を調べ

ると、「になる」「となる」の占める割合は４５％対５５％となり、

「になる」より「となる」のほうが多いということが分かった。日

常の会話文となると「となる」を用いるのはきわめて稀になること

も明らかになった。統計数字を見ると確かに「となる」の方がより

文章語的（あるいは文語的）と言えなくもない。  

 

4. 日本語学習書に見たナル表現の取り扱い方及び学習者の作文

に見たナル表現の使用状況 
日本語の変化表現は台湾の日本語学習者にとって、なかなか習得

が困難である。これは変化の意味を表さない文を中訳するときに、

両国語の対応関係から見ても分かる。因に前章に掲げた次の 43～46

の例文を中国語に訳してみると、  

43. トイレは階段を上がっ二階になります。  

43′廁所是這樓梯上去二樓。  

44. すみませんが、ロビーは禁煙になっています。  

44′很抱歉，大廳是不能抽煙的。  

45. 個人主義の時代といわれる昨今では「おせっかい」「物好き」

となるのだろうが、こういう人がたくさん現れてこそ思いや

りのある社会になるのではないだろうか。  
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45′在當今被稱為個人主義的這個時代，這種人或許會被認為是

「多管閒事的人」「好事者」，但就是要出現很多這種人，這個

社會才會變成一個互相關懷的社會吧！  

46. 春希が撮影場を 首になった。  

46′春希攝影場的工作 被革職了。  

日本語との構文上の対応関係はかなり大きなズレを見せている。こ

のことは中国語話者にとっては「になる」「となる」文が習得の難し

い項目であるということを意味する。  

日本語の変化表現が台湾の日本語学習者にとって習得が困難であ

るもう一つの理由は日本語教科書におけるその取り扱い方にあると

思われる。筆者は台湾で出版された日本語の教科書を何冊か調べて

みたが、殆どが「になる」だけ取り上げている。「になる」と「とな

る」の使い分けに言及しているものは皆無に近い。文法解説書を調

べてもほぼ同じ状態である。中に簡単に触れるものもあるが、両者

の差異についての指摘は次のようにまとめられる。  

（１）「に」は変化の過程に重点を置いた表現であるのに対して

「と｣は変化の結果に重点を置いた表現である。  

（２）「に」は次第に変化することを表す。「と」は突然に変化

することを表す。  

（３）「に｣は実質変化、「と」は名目上の変化を表す。  

というふうに、とらえ方が抽象的であるため、学習者にとってどれ

だけ参考になるか疑問に思われる。  

教科書の記述においてさえこのように「になる」「となる」の使用、

扱い方がまちまちであり、一定の決まりのない現状では、結局学習

者の変化表現の習得にいかにマイナスの影響を及ぼしているか、学
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習者の書いた作文からも分かる。筆者は変化表現に関する使用状況

について調査を行った 61。次の特徴が見られた。  

（１）変化の意味を表す「名詞になる」及び「名詞となる」の  

使用比率は９４％対６％、圧倒的に「名詞になる」に集中

している。  

（２）変化の意味を持たない、あるいは変化の意味がうすい「と

なる」の表現は殆ど見当たらない。  

なぜこういう現象が現れるか。考えられることは学習者が変化の表

現において「になる」の文型の使い方に慣れてしまって、これしか  

ないと思い込んで、すべての場合に機械的に当てはめてしまうとい

うことである。  

 

5.終わりに  

 実質的変化を表す意味において、「に」の方が無標であると感じら

れる。しかし、それを「と」に換えれば、そこに主体性への転換、

つまり客観的描写から主観的叙述に転じると意味付けられる。形式

的変化の用法では通例なら、「に」ですむ筋合いのものが主体性の関

与で「と」にすれば、文体的効果を生み出す。いずれの場合もこの

主体性の関与は文法化のプロセスにおいて、しばしば中心的役割を

果す。  

総じて言えば、文法化の度合いが高いほど、主体性（主観性）も

高くなり、それが「と」の選択につながる。  

                                                      
6 1 Ｔ大学日本語学科三年生（３７名）が「地球サミット」「ＰＫＯ法案」という題で

書いた作文を調査対象にしたものである。  
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第十章      「ナル」の文法化現象 

 

1.1 本章の目的 
筆者の過去における一連の考察を通じて、変化を表す日本語の諸

種の意味と形式には、中心に基層をなす部分があると同時に、その

周辺に個別的含意がさまざまな広がりを見せていることが明らかに

なった。特に内容語（ content word）として変化動詞「ナル」が機

能語（functional word/ grammatical word）としての性格を持つも

のに変化する現象、いわゆる文法化（ grammaticalization）現象が

随所観察される。  

ここでは主に「なる」 62を例として取り上げ、その実質的な意味

を持つ述語動詞としての用法から、テキスト的機能を帯びた複合辞

化やムード助動詞的用法への転化などの諸現象を考察し、その文法

化の過程における実質語的性質の喪失及び機能語的性質の獲得にか

かわる統語的特徴と語彙的意味の変化を明らかにすることを目的と

する。  

 

1.2 文法化とは 
文法化とは何か、概ね以下のように定義できる。  

内容語だったものが機能語としての性格を持つものに変化  

する現象 63 

文法化というその概念と用語は、一般言語学から来たものと思わ

れているようであるが、日本語の研究においてもかつて、三上

（1972：194）が「或る単語が慣用の結果、一方的な用法に固定して

原義からもそれ、時には品詞くずれも引き起こすというような場合

                                                      
6 2

 「する」「なる」は語彙的意味を持たず、もっぱら統語的機能を表す形式

動詞とされることが多い、例えば村木（ 1991）である。本研究では内容と格

や結果語「に／と」格がとれる「する」と「なる」を引用動詞と変化動詞と

して扱うことにする。  
6 3三宅（ 2005）を参照。  
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にその単語は形式化したという」と述べ、文法化に通じる概念を提

出している。三上のいう「品詞くずれ」は文法化のプロセスで生じ

るとされる「脱範疇化（ decategorization）」という概念と同義であ

り、両者の概念の間には共通性も多いと考えられる。文法化は日本

語の引用構文や変化構文に即して言えば、もともと内容語として使

われる引用動詞や変化動詞が助詞や助動詞のような機能を有するよ

うになる現象と言い換えることができる。  

このように、文法化とは内容語と機能語の区分を前提として定義

される現象ということになるが文法化に関する研究は結果として両

者の連続性を捉えることになろう。  

そして、文法化は典型的には「漂白化（ bleaching）」とも呼ばれ

る実質的意味が抽象化、希薄化あるいは消失するという意味的な変

化の側面、及び「脱範疇化（ decategorization）」と呼ばれる、語と

しての自立性が失われ、専ら文法機能を担う要素になる、という形

態的、統語的な側面を合わせ持っている。  

この文法化における二つの側面に関して、問題となり得る「なる」

が含まれる表現の類型は大きく 1）テキスト的機能を帯びた複合辞

と化したもの、 2）連体修飾用法のもの、 3）ムード助動詞と化した

もの、の 3 つに分けられる。  

 1） テキスト的機能を帯びた複合辞と化したもの  

   （テキスト的機能）  

ⅰ）提題助詞的なもの、例：～となると／～となれば  

ⅱ）続助詞的なもの、例：～となると／～となれば  

ⅲ）続詞的なもの、例：となると  

2） 連体修飾用法のもの、例：～に /となる  Ｎ  

  （つなぎ的な機能）      

 3） ムード助動詞化したもの、例：  ～に /となる（推論結果）  

    （表現的機能）       ～に /となります（丁寧さを

表す／対人的態度）  
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2. 考察：複合辞化に見られる「ナル」の文法化諸相 
この節では前節で述べたような視点に立って各現象ごとに問題点

を整理し、考察していくことにする。  

ナルの複合辞化現象は複合辞のタイプに対応して提題助詞化、接

続助詞化、接続詞化の 3 つのタイプが考えられるが、以下、順を追

ってそれぞれの特徴を見ていくことにしたい。  

 

2.1 提題助詞化のもの 
 （1）用法例：～になると／～となれば／～となったら  など  

 （2）脳死問題となれば、学者も安易な発言はできない。（日本語

文型辞典）  

 （3）いつもは生気のない彼の目もサッカーのこととなれば、急に

生き生きと輝いてくる。（同上）  

このタイプの複合辞化したものは最も助辞化が進んだものと見ら

れる。用法例（ 1）の「なる」はもはや主語（動作主や変化主体）を

とれなくなっている。実質語の「なる」は「（なにものか）が（なに

ものか）に／となる」といった命題を表すものであったが、機能語

の「～となると」「～となれば」などからは上記の命題を表す働きが

失われ、「～となると」「～となれば」全体で前の名詞を受けて「そ

のことが話題になると」という意味でそれを主題として取り上げう

という談話レベルの機能を表す単位に変化している。そして（ 2）の

文は「脳死問題については学者も安易な発言はできない」という文

と近似した意味を表しており、「～となれば」それ全体で副助詞の

「は」や「については」と同様に主題を提示する機能を持つことに

なる。すなわち「～となれば」全体で「は」に相当する機能語と化

しており、その範疇内で他の表現とパラディグマティックな関係を

成立させている。たとえば、「～となれば」は「～となると」「～と

なったら」「～となると」のようなものがある。  
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2.2 接続助詞化したもの 
（4）用法例：～となると／～となれば／～となったら  など  

  (5)医学部に進むとなると、相当にお金がかかるだろう。（同上） 

(6) 甲子園での優勝経験がなく真壁という 2 番手投手と併用さ

れながら登板していたダルビッシュですら肘の故障を発症し

たとなると、いよいよ高校野球での投げ過ぎに対する処方箋

を野球に携わる大人達が考えなければならないだろう。（スポ

ーツナビ）  

助詞の「と」に「なると…」が付いた形で前の節を受けて「それ

が事実だと考えれば」「実現する場合は」「このような事実、現状を

ふまえれば」或いは「～のような場合は」「～のような状況になった

場合は」などといった意味を表す 64。  

一般的に、先述した 2.1 の提題助詞化したものと、 2.2 のこの接

続助詞化したものは意味的にも統語的にも、非自立語的な表現、つ

まり拘束的なものと見なされ得るであろう。  

 

2.3 接続詞化したもの 
 （7）用法例：となると／となれば  

（8）この時間になってもまだ帰って来ない。となると何かの事件

に巻き込まれている可能性がある。  ＜接続詞相当＞  

機能的には文頭に用いられ、（ 8）にあるような「となると」など

の用法は推論による「結論」を導く談話標識と考えられ、前の文や

相手の発言を受けて、「このような現状 /事実をふまえると」という

意味を表す。このタイプの「となると」の用法は 2.1、2.2 に挙げら

れたものと違って、先行する文脈から導かれる結論を導入する接続

詞相当の自立的な単位と見てもさしつかえはなかろう。  

  

                                                      
6 4

 『日本語文型辞典』を参照  
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3. 連体修飾用法の「～に /となる～」 65 

 （9）橋本派の幹部となる野中氏は党 3 役に強い影響力を発揮する

だろう。（ 2000.2.24 読売）  

 （10）それだけに、イメージも重要なな決め手となる公開討論で

は期せずして似たような服装にたどりついたのかもしれな

い。（同上）  

 （11）原因は回遊先の北洋でエサとなるプランクトンが減ってい

るためらしい。（同上）  

 （12）介護保険で介護認定の根拠となる所見を書く「かかりつけ

医」の比重はきわめて大きい。（同上）  

（13）受賞に結び付いたプラスチックに導電性を持たせる研究の

意味に早く気づいたのは共同受賞者となる米国人で白川さ

んの渡米によって研究は大きく花開いた。（同上）  

（9）～（ 13）の例の「となる」には少なくとも二通りの解釈が可

能である。たとえば、（ 9）の文を例として見る場合、「今後橋本派の

幹部となる野中氏は」のように、下線部の「なる」が変化動詞「な

る」であると解釈する場合、今ひとつは「現在橋本派の幹部の／で

ある野中氏は」のように「橋本派の幹部だ／である」という属性を

表す節が「野中氏」を修飾していると解釈する場合である。前者の

「野中氏」は「なる」の変化作用の主体であるのに対して、後者の

「野中氏」は属性の持ち主という解釈を受ける。  

「となる」を意味的に属性を表す「の／である」に解釈すれば前接

名詞句 NP1 と後接名詞句 NP2 の関係が「 NP1＝NP2」いわゆる同格関

係にあるという文法的機能を果たしていることになる。こういった

特徴は下の例文 14 のように前文と後文で「 25 歳になる」と「 25     

歳の」が交互に用いられているということかも裏付けられよう。  

（14）その結果、事件から二週間ばかりに N さんという 25 歳にな

る無職の青年が事件の容疑者として逮捕された。…逮捕さ

                                                      
6 5

 もう一つの連体修飾用法の「～というＮ」は砂川（ 2006）や藤田（ 2000）

で包括的な研究が行われているため、本研究では取り扱わないことにする。 
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れてから 30 年にしてやっと勝ち取った無罪判決である。…

無罪までの長い道のりを歩んだ 25 歳の青年はそのとき、既

に 55 歳になっていた。（『上級で学ぶ日本語』Ｐ 39）  

以上のことから、属性を表す「なる」は「なる」という動詞の持

つ実質的意味が希薄化し、「に／と」と結び付いた「に／となる」の

形全体で属性を表す節とその節が修飾する名詞を結びつける機能語

へと変化していると言うことができる。  

（15）今度 3 年生になる娘はサークル活動を楽しんでいたが。  

（15’）去年の 4 月に 3 年生になった娘はサークル活動を楽しん

でいたが。  

 （16）わが家では 3 歳になる長男が 0 歳の時からチャイルドシー

トを使用している。（同上）  

また、例文（ 15）の「なる」は「なった」が使えず、過去のテン

スを表す場合には（ 15’）のように「なった」にしなければならな

い。つまり、「非過去」対「過去」の対立があるが、（ 16）の「なる」

にそのような対立はなく、「なる」と「なった」がほとんど同じ意味

を表す。  

 （16’）わが家では 3 歳｛になる／になった｝長男が 0 歳の時か

らチャイルドシートを使用していた。  

（16’）の場合、「になる」と「になった」がもはやテンスの対立

を表さなくなっており、動詞「なる」の持っていたテンスというカ

テゴリーを失っていることが分かる。  

 

4. ムード助動詞化した用法 
 （17）用法例： D：～に/となる（推論結果）  

        E：～に /となります（丁寧さを表す／対人的態度） 

 

4.1 推論結果や対人的態度を表す「なる」 
 変化動詞「なる」の基本義は「ある状態からそれとは違う状態に
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移行する」という意味を表す。そして「 X ガ Y（名詞）ニ／トナル」

形式の変化構文は、変化の主体「 X」がある過程を経て、「 Y ニ／ト」

で表される変化後の状態に至るという基本的意味を表す。ところが

主体がなんら変化の状態を呈していないにもかかわらず、やはり「 X

ガ Y ニ／トナル」形式の構文をとっている次の（ 18）～（21）のよ

うな表現をよく目にする。これらの文は「ある状態からそれとは違

う状態に移行する」という基本義から大きく逸脱して、コピュラ「 X

は Y である」の文に置き換えても意味が大きく変わらない。これは、

実質語がモダリティ的用法に転換したものと思われる。  

 （ 18） 往 復 航 空 機 と も 経 由 便 又 は 乗 り 継 ぎ 便 と な り ま す 。

（2000.1.21 読売）  

 （19）保証利用回数：ご利用金額にかかわらず、保証期間内一回

（＝1 事故）限りとなります。---お支払いは毎月五日とな

ります。（2000.1.21 読売）  

 （20）しかし、日本が 1％成長では小さい。3％成長を目指せとい

うサマーズ長官のメッセージは実は市場が円買いを準備す

る布石になる。（毎日新聞 2000 CD-ROM） 

 （21）米国が航空の自由化を掲げて、業界が激しい闘いの時代に

入ってからもう 20 年になる。（毎日新聞 2000 CD-ROM）  

例（18）、（19）では発話時における話し手の心的態度の表現、つ

まり丁寧さを示す対人態度のモダリティが含意されていることが認

められる。そして、形態的に常に丁寧体の「マス形」、しかもテンス

が現在形で発話時現在を表す構文的特徴を見せている。  

 例文（ 20）、（ 21）ではこの「なる」が変化動詞として使われると

過去形「なった」になるはずなのだが、実例は非過去形「なる」の

ほうが多かった。非過去形になるのはたぶんコピュラ化しているた

めで「布石だ」「もう 20 年だ」と同じであろう。このタイプの変化

構文は（ 21）を例に取れば「業界が激しい闘いの時代に入ってから」

今年までどれだけの時間が経過したかと考える思考過程を経た後、

「20 年」という結論を得たことを表している。思考過程を経た結果
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としての結論が典型的な変化の過程における変化後の状態になぞら

えられるものと考えてもよい。だとすれば、これは名詞述語文相当

だということになる。  

これは、「なる」が変化動詞から状態を表すコピュラ詞へ移行しつ

つあるものと位置づけられる。  

 

5. 終わりに 
以上の考察を通じて「トナル」という同一の形式であっても、文

法化の度合いに応じてさまざまな異なる文法的性質を持つことや、

また同一の形式の中にも、重層的な文法化の現象が共時的に存在し

ていることが観察できた。本研究はナルの諸用法の内容語的な用法

と機能的な用法、そして用法間の連続性及び有機的な関連性を全体

的に捉えることを心がけたが、明確化されていない問題がまだ多々

あると言わざるを得ない。これらの問題の解明をまた次章に讓るこ

とにする。  
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第十一章   認知言語学の観点から見る「ナル」の多義構

造 

 

1.はじめに 
動詞「ナル」はさまざまな意味を担う多義語 66である。本章では

主に変化の意味を表し、そして「Ｎ 1（変化主体）ガＮ 2 ニ /ト（変化

結果）」の格支配をする「ナル」の句や文を扱い、「ナル」の多義構

造を明らかにしようとするものである。具体的にこの「ナル」動詞

の連続的に変化する意味の中で、節目をなすような例を取りあげて

意味成分の違いを指摘するとともに、それぞれがいかなる原理によ

って派生したものであるかを分析する。  

１-１、変化動詞「ナル」の項構造と語彙概念構造  

状態変化を表す「ナル」は次のような項構造と統語構造を持つ非

対格動詞（ unaccusative verb）である。  

項構造：   ＜Th、 Go＞  

統語構造：  ガ   ニ/ト  

主として状態や位置が変化するものに、対象物（ Theme）─を主語に

取る動詞で、これらの主語が自らの意志で動作するのではなく、自

然に何らかの変化を被って他のものや状態、位置─着点（ Goal）に

変わるという意味特徴を持っている。「ナル」の持つ基本義を語彙概

念構造で表すと次のようになる。  

〔BECOME〔y BE AT-z〕〕 67 

すなわち状態変化動詞「ナル」は概念構造において BECOME を持ち、

                                                      
6 6 多義語（ polysemic word）とは同一の音形に意味的に何らかの関連を持つ二

つ以上の意味が結び付いている語を言う。（國廣 1982： 97 による）  
6 7

 影山（ 1996： 66）参照  
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これが「変化」を表す。そして変化後の結果状態は AT-として表さ

れる。この AT-z は BE という述語を介して、内項 y（ Theme）の有様

を叙述している。そして AT-という場所概念は日本語では「ニ」や

「ト」という格助詞で表される。  

例：  信号が赤になる。  

項構造：＜ Th、Go＞ 

意味構造：＜変化主体＞ガ＜結果状態＞ニ /ト  

ところが以下の実例を通して「ナル」が変化の意味を表す以外に、

「変化」の基本義を逸脱した用法も数多く存在していることに気が

つく。  

 

1.2.「ナル」の意味の本質 
1.信号が青になった。  

2.2000 年 1～ 3 月期の実質成長は前期比年率 10％となり、９９年

度平均でも 3 年ぶりにプラス成長となった。  

3.会議室は階段を上がった二階になります。  

4.この車両は女性専用となります。  

5.シーズンの折り返しとなる 68 試合目は打線に自信を付けさせ

る大事な節目となったはずだ。  

6.春希が撮影場を首になった。  

7.これじゃ、仕事にならないということがおわかりでしょうか。  

8.最終報告書は現場教師には大いに参考になるのではないか。  

（1～ 8 は第 2 章から例文再録）  

以上の例文から「ナル」は変化の意味を（例 1、2）表すほか、実

際には変化の意味を失い、もっぱら発話時における話者の心的態度
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（モダリティ）（例 3、4）や認識（例 5）などを表していると思われ

る用法が数多くあることが分かった。なお構文的には能動文である

が受動的意味が含意されている用法（例 6）もずいぶん見うけられ

る。そして例 7、8 のように項構造が変わっていないが文字通りに意

味解釈できない、変化から可能へと意味拡張する用法も少なからず

あった。  

 

2.従来の「ナル」の扱い方と本研究の目的 
 従来の国語辞典類 68はこの語が持つ多くの意味を掲げているが、

その意味記述が諸意味を列記してそれらの間の関係は問わないのが

実状である。また日本語教育の観点から書かれたものとして小泉他

（1989）があるが、｢ナル｣については、多義派生の原理からでなく、

単に見る対象を示す補語という文脈に依存した分類をして、別義と

して 19 の項目にも細分化している。「ナル」自体の多義性には焦点

があてられていないし、意味相互の関連性も無視されている。これ

は一つの多義語を全体的に理解しようとするときはあまり助けには

ならない。 69 

                                                      
6 8

 たとえば『日本語国語大辞典』（小学館）では変化動詞としての「ナル」の

意味について次の通りに記述されている。 <二 >（成：為）あるものや、状態

から他のものや、状態に変わる。①あるものから他のものに変化する。②あ

る状態から他の状態に移り変わる、また、ある状態に達する。③その時刻や

時期に達する。その時に至る、また、時が経過する。④ある場所やある高さ

に達する。⑤官職に任ぜられる。任命される。⑥みじめな状態になる、おち

ぶれる。→なれる果て⑦将棋で王将、金将以外の駒が敵陣の三段目以内には

いったり、そこで動いたりしてその性能が変わる。飛車は龍王に、角行は龍

王に、小駒は金将と同等の性能になり、駒を裏返すことによって表す。  
6 9

 多義語のあるべき記述のしかたについては國廣（ 1999）は多義は一つの基本

義から派生するという形で生じるものであるから、基本義か現象素をまず設

定しそこから意味的あるいは認知的な関連性を確かめながら、多義を配列し

てゆくべきであると主張している。  
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近年盛んになった認知意味論の研究 70では諸意味を出来る限り相

互連関的に結びつけ、多義を支配する統一的な原理を見出そうとす

るアプローチのしかたがとられている。それによって多義語のより

本質的な理解が出来ることを出している。  

本章の目的は認知言語学の観点をもとりいれ、「ナル」の多義の相

互連関的、統合的解釈を試みることにある。この観点からの分析は

「ナル」の全体像を捉える上で有意義だと思われるからである。  

 

3.「ナル」の多義構造  

3.1.基本義 
あるものや状態から他のものや状態に変わる。  

--基本義〈第 1 義〉 

9.青になる／はだかになる／敵になる／夜になる／ひとりになる

／大人になる／いい天気になる。  

変化の意味を表す「ナル」の基本義は「あるものや状態からそれ

とは違うものや状態に変わる」ということになる。そして「Ｎ 1 ガ  

Ｎ 2 ニ/ト  ナル」形式の変化構文は変化の主体「Ｎ 1」がある過程を

経て、「Ｎ 2 ニ/ト」で表される変化後の状態に至るという基本的意味

を表す。  

変化結果を表す補語は「ナル」の意味を判断する上で最も決定的

な情報を提供する言語的文脈である。  

また前接の結果補語に来る語に意味的制約の有無という観点から

9 に掲げた例の場合は制約がないのに対して、  

                                                      
7 0 認知意味論の研究には中右実（ 1994）、國廣哲彌（ 1999）、松本曜（ 2003）、

籾山洋介（ 2003）などがある。  
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10.失敗がいい薬になる。  

11.この話は金になるよ。  

10、11 の「薬になる」「金になる」の場合は制約があるということ

が分かる。10 と 11 の「薬になる」「金になる」は着点（ Goal）があ

って起点（ Source）がないのが、 9 の諸例文と対照的である。以上

から「ナル」は状態変化を表す 9 の意味のほうがプロトタイプ的意

味的（基本的な意味） 71であることになる。 10、11 はそれぞれ「損

なわれた体や心が回復する効果のある物事」、すなわち「あるもの用

を果す」、「それによって金銭が（たくさん）手に入る、もうかる」

という意味縮小による意味の特殊化（ semantic  specialization）

が生じる比喩的な用法になる。比喩的用法は非プロトタイプ的意味

と認定する。これについては３ -７で一節を設けて論ずる。  

 

3.2. 思考過程の結果としての結論 ---〈認識、判断〉を表す派生

義〈第 2 義〉 
12.しかし、日本が 1％成長では小さい。 3％成長を目指せという

サマーズ長官のメッセージは実は市場が円買いを準備する布

石になる。（毎日 2000）  

13.さしずめ、田上先生は三浦環の弟子、そして光栄にもこの私は

曽孫弟子になる。（筑波山）  

このタイプの変化動詞「ナル」は思考過程の結果としての結論が

                                                      
7 1

 プロトタイプ（典型、原型； prototype）は認知意味論における基本概念の

一つである。この概念を中心に語の意味を規定しようとするのがプロトタイ

プ意味論（典型意味論； prototype semantics）である。プロトタイプ意味論

ではある意味がカテゴリーに属する成員は均等ではなく、そのなかに典型的

ケースと周辺的なケースがあることを認め、その典型的なケースに注目して

記述を行う。   
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典型的な変化の過程における変化後の状態になぞえられるものと

考えてもいい。  

14.当時はまだ閉山などは考えられないほど活況を呈していて、棟

割長屋のいわゆる〝炭住〞の一部がわれわれ教員の宿舎にあ

てられていたのである。思い返せば、私は現在の山に入るま

での二十数年を長屋住まいでとおしてきたことになる。（筑波

山）  

15.これは普通の折れ方じゃないぞ。やはりここを泡の暴風が通っ

たのじゃないだろうか。もしそうだとすると、この松と宿舎の

あった地点を結ぶ北東方向の線上に宿舎はとばされていると

いうことになる。（高熱）  

12、13 の「名詞ニ /トナル」と 14、 15 の「（補文）コトニナル」

の二つの表現を比べてみると、「～コトニナル」の方は具体的な判

断材料の存在を前提にして、推論部分を取り込んだ〈判断‧認識〉

を表すのに対して、「名詞ニ /トナル」は推論部分を取り込まれてい

ないが、やはり話し手が推論に基づいた上でその結論を得たという

意味にとらえられる。したがって、いずれも推論される行為が語の

意味に転化したもので、第 1 義からこの第 2 義を派生するプロセス

の延長線と言えよう。 72 

この「ナル」による意味拡張は話者の認知の仕組みを反映する主

観 的 な も の で あ る 。 認 知 文 法 で は こ の 現 象 を 主 体 化

（subjectification）という。いわば、ここでいう主体化は「変化」

の意味内容を持つ語彙「ナル」が徐々にその意味内容を希薄化させ、

                                                      
7 2

 『ことになる』と「ことになっている」の意味用法の違いについて、蘇（ 2002：

446～ 451）  

 で論述があるので、詳しくはそれをご参照されたい。    
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表さなくなり、そこに反映している認知のプロセスのみと対応する

ようになる過程である。 73 

なお、このタイプの構文形式の特徴の一つとして、＜認識、判断

＞の結果を表す「Ｎ２」は形式名詞「コト」と同格の関係にある「命

題」（ Proposition）であることが多い上に、「Ｎ１」は文中に現れる

ことが少ないことが分かる。  

 

3.3. 受身要素が背景化し、ついには捨象化された派生義〈第 3 義〉 
16.公務員などほかの公職の場合、有罪となった人は懲戒免職にな

るなどして仕事を追われるのに、彼らが立候補することは庶民

感情としては受け入れられない。（毎日 2000）  

17.年齢を重ね、練習を積んで、いつか巧者になり、他人や世間か

ら評判になると慢心が生じる。（毎日 2000） 

18.面接さえ受けられなかったり、面接は受けても不採用になるの

がほとんどです。（毎日 2000）  

これらの「ナル」は他動詞系の動名詞（ verbal noun）と結んでい

て、全体で他動詞の受動系相当の「サレル」という意味に変質する。

「ナル」にいいかえられることによって受身の要素が締め出され、

捨象されたものとして「結果状態」の意味が派生されたと考えるこ

とができる。そのプロセスは受身要素の痕跡を示す次の 19、20 のよ

うな例に見てとれる。  

19.2001 年 4 月から財政投融改革が動き出す。財投機関の多くを

占める特殊法人が原則全廃されれば、財投そのもの抜本的な見

直しを迫られることになる。‧‧‧第三に特殊人全廃となれば官

                                                      
7 3 中村芳久（ 2004： 21～ 23）参照。  
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僚の天下がり先が大幅に減り、公務員改革を促進することにも

なる。（毎日 2000） 

20.事件となった 2 件は後者である。一方は殺人罪で起訴され、も

う一方は不起訴となった。（毎日 2000） 

19、20 には一つの文の中でその両文が対立する形（受身と能動）

で現れている。むろん後者の能動形の「ナル」は受身の意味に解釈

できる。言い換えれば、意味の上から「サレル」による本質受動文

も「ニ /トナル」による意味受動文もそれぞれ表している意味は同じ

であることになる。違いは話し手の事柄に対する認知のしかた、す

なわち認知主導の構文構築か動詞主導の構文構築かである。「サレ

ル」構文は「人が外部から働きかけた結果」というニュアンスを強

く表現しているのに対して、「ニ /トナル」構文は「自分の意思とは

関係なしに行われた結果」や「人が働きかけた結果というより自然

そうなった」というニュアンスを示している。因みに、「サレル」構

文において下例のように必要なときに動作主を文脈中に明示できる

のに対して、「ニ /トナル」構文では殆どの場合それができない。明

示すると非文となる。 74 

21.植民地時代、被統治者は統治者に母語の使用を禁止された。  

×21’植民地時代、被統治者は統治者に母語の使用を禁止になった。 

またこの場合、文の項構造は述語動詞「ナル」によって決まるの

ではなく、動名詞の項構造がそのまま受け継がれ、動名詞の項構造

の中で受身の動詞に関する「ヴォイス」（ voice）の変化が起こって

いることも観察できる。これらの意味で使われている「ナル」は軽

                                                      
7 4

 この本質変動文と意味変動文の言い換えが成立する動詞の語用条件や意味

的制約について、蘇（ 2001： 19～ 21 頁）で詳しい考察があるので、それをご

参照されたい。  
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動詞（light verb）として使われていると思われる。  

 

3.4.自発的意味原型からの派生義 ---〈可能〉〈第４義〉 
受身の意味と並んで、「ナル」の能動表現に生じやすいもう一つの

意味要素は可能の意味である。可能の意味は次の例からも分かるよ

うに特に「ナル」の否定表現になることが多い。  

22.このように電話の応対ばかりさせられてはとても仕事になら

ないよ。  

23. 「朝練」言ってみれば、早期に近所の散歩をしているような

もの。はっきり言って、彼には何の練習にもならない。（五体

不満足）  

22、23 は形の上では単独の自動詞に否定形態素「ない」が付いた

ものであるにすぎないが、それぞれ「仕事ができない」「練習できな

い」などと置き換えてもいいということからも、やはり可能の意味

が絡んでいることがわかる。  

24.最終報告書は現場教師には大いに参考になるのではないか。  

25.犯罪少年を強制的に排除するなどの方法だけでは再発防止に

なるとは思わない。 (毎日 2000) 

自発的状態変化と可能のこうした意味的関連性は「ナル」の肯定

表現（24、25）にもよく示されている。  

26.手伝うことが増え、いつかそれが私の主な仕事になるだろう。

＜自発的変化＞  

27.これからはもっとハードな練習になる。＜自発的変化＞  

26、27 と 22～ 25 の例を照らし合わせると 26、27 のような自発的

（状態変化）意味から 22～ 25 のような可能な意味への発達が見ら
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れる。  

「ニ /トナル」形式の構文がなぜ可能の意味を表すことができる

かを考えるにはもう一度「ナル」の持つ本質的な語義の検討に立ち

返らなければならない。「ナル」は先述したように「ある状態から

それとは違う状態に移行する」という基本義を持っているほか、「可

能」の意味もある。  

 

3.5 話し相手に対する丁寧さを表すモダリティ用法への転換 ---<

文法化> 

「ナル」の意味用法転換の問題について、もう一つ注目すべき現

象の一つに、内容語（ content word）である動詞「ナル」の語彙の

要素が機能語（ function word）の文法的要素に変化するという現

象がある。この言語現象は文法化（ grammaticalization） 75と呼ば

れている。  

28．この車両は女性専用となります。（ＪＲの車両案内）  

29．対象車両はキャンペーン期間中のジャガージャパンならび正

規販売店におけるストック車両（新車）となります。（ジャガ

ーセンクーション 21 キャンペーン）  

30． お一人様で第 1回、第 2回の両方に応募することができます。

ただし、2 回の応募期間を通して当選は一回のみとなります。

（読売  2000） 

31． ツアーは成田空港発着となります。国内での交通費や宿泊費、

またパスポート取得の渡航手続き費用、任意海外旅行保険料

                                                      
7 5 松本（ 2003）では文法化とは自立語であったものに文法的特性が付与される

ようになることであると定義している。  
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並びに旅行中の個人的諸費用はご当選者のご負担となります。

（ 〃  ）  

３ -２で考察した第２義「認識‧判断」を表す「ニ /トナル」と違

って、上に挙げた 28,29,30,31 の「ニ /トナル」は発話時における

話し手の心的態度、または対人態度のモダリティが含意されている

ことが認められる。  

この文型の「ナル」は「変化」という基本的意味から大きく逸脱

している。上掲した 28～31 の各例文には状態変化の意味は認められ

ない｡このタイプの文はコピュラ「 N１は N２です」の文に置き換えて

も意味が大きく変わらないが、コピュラ文と比較してみれば、発話

時における話し手の心的態度の表現、つまり丁寧さを示す対人態度

のモダリティが含意されているということがみてとれる。以上の各

例文に共通して見られる特徴は、次のようにまとめられる。  

１）形態的に常に丁寧体の「ます形」が使われている。  

２）雰囲気的に話者の側に責任があることがら、あるいは聞

き手に言いづらさがあることを述べている文脈である。76 

１）と２）が互いに関連しあっていることは自明である。つまり

こうしたお客さんなどの部外者である相手に何か言いづらさがあ

ることを納得してもらおうとする状況では丁寧体を使うことによ

って、普通体を使うときよりいっそう丁寧な表現になる。では、コ

ピュラ文の「 N１は N２です」ないし「 N１は N２でございます」だけで

十分ではないかと言いたくなるが、上述した文脈ではやはりこのよ

うな言い方になってしまうのである。このような「ナル」を好む傾

向は日本語の中に非常に強く根ざしているようである。  

                                                      
7 6
 佐藤琢三（ 1997）参照  
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次の 32～34 のような例文に示されるもう一つのモダリティ用法

がある。  

 32.私たちはこの度結婚することになりました。  

33.ここは禁煙となっています。  

34.後へお下がりください、電車が到着になります。（池上 1982

からの借例）  

32 の〈結婚する〉ということに関しては当然二人の主体的な意志

決定が存在したはずであるが、この表現ではそのようなものは表出

されずに、自分たちの意志などといったものを越えた何かによって

そのような事態に立ち至ったという感じである。「私たちはこのた

び結婚することにしました」のような言い方に変えてしまうと自己

の判断や意志を断定的に述べる表現形式になる。それには発言内容

に対する発言者の関与（保証）を暗示する。それに伴って生じるか

もしれない責任の可能性を前もって排除しておく心理で“周囲の状

況または自然のなりゆきによってそうなる”という意味特徴を持つ

「なる」を使ってしまうのである。 33 と 34 の文をそれぞれ非変化

構文「ここは禁煙です」「後へお下がりください、電車が到着しま

す」に置き換えてみるとその違いがよく分かる。  

言いかえれば「なる」構文を使うことによって話者が自己の判断

を断定的に述べることを避ける、いわば事態に対する責任をあいま

いなものにする。そして発話の効力が直接性を軽減し、聞き手との

摩擦を緩和するという対人機能をも果たす、婉曲的な表現として働

くことになる。  

「ここは禁煙です」の言い方はきっぱりと言い切っている感じを

与えるし、「電車が到着します」には「電車が到着すると私は宣言
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する」という意味構造を有し、アナウンスした人間として電車の到

着についての責任を負うという意味合いを伴う。 77 

要するに、状態を表す「ダ、デス」や行為を表す「スル、シマス」

よりも、変化を表す「ナル、ナリマス」のほうが既存状態の事実性

や動作主の意欲性を含まず、単なる自体の変化として命題を陳述す

るという機能があるということである。この二つの側面が重なり合

い、「こうこうです」と状態助動詞「デス」で状態を判断したり、「こ

うこうした」と行動動詞「シマス」で行動を宣告したりするよりも、

「こうこうなります」と変化動詞「ナリマス」のなりゆきを伝達す

るほうが丁寧さが増すものと思われる。  

「ナル」が語彙的要素から文法的要素へと至る途中には両方の用

法が共存する段階があることが上の諸例文から見てとれる。  

 

3.6. 「ナル」が用いられる慣用句 78に見られる意味拡張 
前節の３ -１～３ -５で、「ナル」の基本義及びそこからなんらか

の仕方で派生された、あるいは転用された色々な派生義を見てきた。

以上の考察で分かったことは派生ないし転用のすがたはさまざま

であるが、その多くは「比喩」と結びつけられることである。以下

比喩にどのような種類があり、また具体的にどの表現形式をどのタ

イプと認めるかについて、考えてみることにする。  

意味の拡張を生じさせる比喩の重要な下位類として、メタファー、

                                                      
7 7 池上（ 1982： 103）参照。  
7 8

 本論文は町田（ 1995： 116 頁）の定義にしたがい、個々の語が単独で使われ

るときの意味が分かっていても、句全体の意味が分からないもの、あるいは

文字通り以外の意味を持つものを慣用句とする。そして、以下にあげる「 N

になる」形式のものは比喩（隠喩、換喩、提喩）に基づき、慣用的意味が成

立していると考える。  
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シネクドキー、メトニミーという 3 種類が認められる。この 3 種類

の比喩は「ナル」の多義語の複数の意味を関連づける重要なメカニ

ズムであると言えよう。  

では①メタファー②シネクドキー③メトニミーの定義と具体例

を見てみよう。  

①メタファー：（隠喩 ;metaphor）  

二つの事物、概念の何らかの類似性に基づいて、一方の事物、

概念を表す形式を用いて他方の事物、意味拡張／類義性概念

を表す比喩。  

35. 強い風にあおられて、傘が御猪口になってしまった。（学

研国語）  

この例における「お猪口になってしまった」はもちろん傘が御猪

口というものに変化したことを表しているのではない。開いた傘が

強い風にあおられて裏返しになったという類似性に基づき、御猪口

という語を使っていることになる。  

このタイプに属する実例は外にも、例えば、蛇足になる…などが

ある。  

⑧  シネクドキー：（提喩； synechdoche）  

よ り 一 般 的 意 味 を 持 つ 形 を 用 い て 、 よ り 特 殊                      

な意味を表す、あるいは逆により特殊な意味を持つ形式を用

いて、より一般的な意味を表す比喩。  

36. 彼の着物姿はてんで様にならない。（学研国語）  

37. 謡を習ったり、又あるときはヴィオリンなどをブーブー鳴ら

したりするが、気の毒なことにはどれもこれもものになって

居らん。（夏目漱石  我が輩）  （学研国語）  
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例 36 の「様になる」は、かっこうがつく、それらしくなる、あ

るべきようになるの意味、そして、例 37 の「ものになる」は [人物

や仕事などが ]ねらい、目的にかなったものとなる、それにふさわ

しいものとして実現されるという意味を表すことである。すなわち、

これら（肯定形）はいずれもより特殊な意味を表していることに加

えて、何らかの意味でプラス方向に限定された意味（相対的に優れ

ている、あるいは好ましいなど）を表しているという共通点がある。 

⑨  メトニミー： (換喩； metonymy) 

二つの事物の外界における隣接性、さらに広く二つの事物、

概念の思考的、概念上の関連性に基づいて一方の事物、概念

を表す形式を用いて、他方の事物、概念を表す比喩。 79 

38.戦争で持ち物が全部灰になった。  

39.おれたちが一緒になった年に浦上を歩いたとき、お前はなんと

いうた。（学研国語）  

38 の「灰になった」は字義通りには「物が燃えたあとに粉状のも

のになる」という意味になるが、38 では「焼けてしまう、焼失して

しまう」という意味を表す。39 の「一緒になる」は字義通りには「二

つ以上のものが一つになる」ということであるが、39 のように慣用

的意味として「夫婦になる」という意味を表す。このタイプの比喩

の例には〝水になる／土になる…〞などがある。  

 

3.7.二つの節を結ぶテキスト機能の「ナル」 
本章の中心課題からすこしずれているかもしれないが、文法化 ( 

                                                      
7 9 以上のメアファー、シネクドキー、メトニミーの定義は松本（ 2003）によ

るものである。  
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grammaticalization)との関連で「ナル」の多義構造を体系的に考

えるにはもう一つ見のがせない次の用法がある。  

40．N（のこと）トナルト、...... 

41．この 2 年余、医療改革の各論をまとめる段階になると、医師

会など診療側と保険料を支払う側との意見が対立、そのたび

に医師会は強い政治力にモノを言わせ、言い分を通してきた

ケースが目立つ。（毎日 2000）  

42．練習ではうまくいったのにいざ本番になると上がってしまっ

いました。（日本語文型辞典）  

43． 青木長官はとくに入院直後の記者会見で詳しい病状になると、

専門の医師ではないので分からないと答えた。 (同上 ) 

44．申告分離課税になると、損益を確定するための、株式取得価

格が分からないケースも多いという声がある。（同上）  

45．学校や生徒の判断で別の形の卒業式を計画しているところに

対して、画一的な横並びを強制すべきではない。特に高校生

ともなると、どんな卒業式にしたいかを自分たちで考え、判

断する過程体験は重要だ。（毎日 2000） 

46．主婦ともなれば、朝寝坊していられない。（日本語文型辞典） 

例 41～45 のような複文における「ナル」は文と文をつなぐ接続

表現として〝名詞トナルト〞の形で用いられる。「ニナルト」とい

う形でもいい。名詞を受け、「あるレベル、ある段階に至ったとき

に」（ 41,42）、「そのことが話題 /問題になるときは」（ 43,44）や「状

況がこのようなものに至った場合は」（ 45,46）という意味を表す。

例 45、46 のように時間や年齢、役割などの名詞を受けて、状況が

「このようなものに至った場合は」という意味を表す場合には、「ト
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モナルト」ともいう。  

このような用法には「ナル」が一般的な語彙が文法要素へと拡張

しているのが見てとれる。やはり一つの文法化の現象と見てもさし

つかえない。  

 

4. 結論  

  以上のように、筆者は「ナル」の多義構造の実態を明らかにした。

これらの結果をまとめると、図１のようになる。  

 

図 1 「ナル」の多義構造  
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認知言語学的観点を通して、述語動詞「ナル」による構文には、

変化の基本義に固定した意味構造に忠実に従って動詞主導の構文構

築が行われる場合と、動詞の意味構造から離れて認知主導で構文構

築が行われる場合があることが明らかになった。そして動詞主導と

認知主導の構築原理の相互作用による用法も存在することが分かっ

た。  

 なお「ナル」には本来「変化」を表していたのが、「そのことが話

題/問題になるときは」という二つの節を結ぶテキスト機能を帯び、

最後は主体化、文法化による話し手の心的態度を意味として表すと

いう具合に、「命題的意味」「テキスト機能的意味」「心的態度」を合

わせ持っていることも解明できた。  

 もっとも「ナル」の多義性の問題がこれですべて究明できたわけ

ではない。慣用句にみられる三つのタイプの意味拡張の派生義の成

立過程や多義解釈可能の原理の探究を次章に讓ることにする。  
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第十二章  認知意味論から見た「ナル表現」の類型と意味

構造 

           

1. はじめに 
現代日本語の「～ニ /トナル」（以下「ナル表現」と呼ぶ）におけ

る「ニ/ト格の名詞」「連用語」 80と動詞「ナル」の結びつきという

共通の構文形式の中に、さまざまな意味構造を読み取ることができ

る。典型的ともいうべき変化を表す用法と非変化的用法、そしてそ

れとなんらかの係りをもった派生的な周辺的用法を持っている。  

 筆者はこれまで、日本語の変化表現における諸類型の構文を自

動詞文と他動詞文、そして要求される結果補語の数及び種類によっ

て9つのタイプ 81に分け、形態、統語、意味の 3つの側面から詳しい

考察を行い、かなり具体的な成果を上げることができた。その中で

ナル動詞が持つ多義性に気付いて関連する限りで触れてきた。特に、

蘇（2001）（2005a）（2005b）では、「～ニ／トナル」形式の表現にお

いては、他の変化表現に見られないような意味・用法の広がりを見

せていることが観察できた。ナルの基本義は普通は主体の何らかの

「変化」のプロセスを述べる語彙項目として理解されるものである

が、実際には変化を表す用法から変化を表さない用法へと意味転化

する現象、つまり意味的派生関係が数多く見受けられる。しかしな

がら、それぞれの意味解釈の成立原理などについては、体系的な考

                                                      
80 イ形容詞、ナ形容詞の連用形や副詞を含む。  
81蘇（ 2001）などで考察したのはⅠ） X が V（変化自動詞）  Ⅱ） X が Y（名詞）

に /と V（変化自動詞）  Ⅲ） X が Y（連用語） V（変化自動詞）  Ⅳ） Y（補文）

こと /よう /ということになる  Ⅴ） X が Y を～化する  Ⅵ） X が Y を Z（名詞）

に V（変化他動詞）  Ⅶ） X が Y【補文】ようにする  Ⅷ） X が Y を Z（連用語）

に V（変化他動詞）  Ⅸ） X が Y を NV（名詞＋動詞連用形）にする  という 9

つの類型の変化構文である。    
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察にいたらず、また、ナルがその意味領域の内部にどのようなバリ

エーションの広がりを持っているかという点についての分析もまだ

充分ではなかった。  

一見、相反したように見えるこの「変化」と「不変化」の多義性

をより全般的にとらえ直し、ナル表現の意味領域の内部をもう一歩

深く突っ込んで体系的に観察する必要があると思われる。また、他

の表現との意味の連続性や意味解釈成立の派生関係について新たに

加えるべきことも発見された故、ここに改めて取り上げることにす

る次第である。  

 

2. ナル表現の多義構造 
蘇（2001）（2005a）（2005b）のこれまでの研究では、ナル表現に

は、下例が示すように  

（7）  それでも我々はすぐに気があって仲良くなった。（ノルウェイ

の森） 

（8）  私たちはある種の前提のもとにここで暮しているから、こう

いう風にもなれるのです。（ノルウェイ） 

（9）  「ここに来てもう四ヵ月近くになります」と直子はつづけて

いた。（ノルウェイ） 

（10）  レイコさんが練習を止めてギターをはたと膝の上に落

とした。「あたたまだ二十歳になってないでしょ？いったい

どういう生活してんのよ、それ？」（ノルウェイ）  

（11）  ただし順序は朝とはまったく逆になる。（ノルウェイ）  

（12）  旧暦による来年の元日はグレゴリオ暦の一月二十四日

となります。  

（7）会議室は階段を上がった二階になります。  

（8）この車両は女性専用となります。 
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（9）シーズンの折り返しとなる 68 試合目は打線に自信を付けさ

せる大事な節目となったはずだ。  

(10)テレビがデジダル化すれば、ハイビジョン並みの精細な映像

が楽しめるし、双方向放送の可能性も広がる。その第一歩と

なるチャネル変更に早く着手した。  

(11)春希が撮影場を首になった。  

(12)私のつとめている軍需会社は解散になった。（ 6～ 12 の例文

は蘇（ 2001）より再録）  

実質的変化の意味（例 1、2）を表すほかに、形式的変化 82（例 3～6）

を表すものも含まれれたことや、そして変化の意味を失い、もっぱ

ら発話時における話者の心的態度（モダリティ）（例 7、 8）やコピ

ュラ（例 9、10）などを表すと思われる用法が数多くあることが分

かった。なお構文的には「ナル」が用いられている能動文であるが、

受動的意味が含意されている用法（例 11、12）もずいぶん見うけら

れた。そして  

（13）これじゃ、仕事にならないということがおわかりでしょう

か。（「窓ぎわ」）  

（14）最終報告書は現場教師には大いに参考になるのではないか。

（毎日 2000）  

（13）、（14）の下線部の「仕事にならない」｢参考になる｣のように、

変化としての意味解釈ができず、変化から可能へ意味転換する用法

も少なからずあった。  

 

2.1.本研究の分析方法  

本研究では前章の考察で得た結果を再確認しながら、ナル表現の

構文的特徴、そして変化表現とコピュラ表現、推論表現、可能表現、

受動表現などとの意味的派生関係及び連続性を考察する。なお従来

「イディオム」として片づけられがちな「 N ニ /トナル」形式の慣用

                                                      
8 2 実質的変化とは主体のあり方の変化を表すもので、形式的変化とはある量、期間

に達する、至るの意味を表すものを指す。  
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句を認知意味論の観点からその下位分類を試み、それぞれのタイプ

の意味特徴を考える。  

アプローチのしかたとしては、認知意味論で意味の転用・拡張を

生じさせる比喩の重要な下位分類としてメタファー、シネクドキー

及びメトニミーといった三種の手法を取り入れ、ナル表現の多義語

の複数の意味を関連付けるメカニズムの分析を行うこととする。  

メタファー、シネクドキー及びメトニミーの定義については、籾

山（2002）の定義を援用すると次のようになる。  

 
メタファーは類似性に基づく意味の拡張、シネクドキーはより一般的

な意味とより特殊な意味の間の意味の移行、メトニミーは事物の隣接

性（空間及び時間における）、さらに広く事物の関連性に基づく意味

の転用である。  

 

2.2. ナルの意味構造  

「ナル」の語彙的意味であるが、辞書にあたってみると、どの辞

書にも文字通りの意味と同時に、文字通りではない、すなわち慣用

的意味を載せている。例えば『広辞苑』5 版では 83「ナル」について

は文字通りの意味として「（ 1）現象や物ごとが自然に変化していき、

そのものの完成された姿を表す。①……②別のもの、状態にかわる」

と記述されている。すなわち変化の意味を表す「ナル」の基本義は

「あるものや状態からそれとは違うものや状態に変わる」というこ

とになる。そして「 X ガ Y（名詞）ニ／トナル」形式の変化構文は、

変化の主体「 X」がある過程を経て、「 Y ニ／ト」で表される変化後

の状態に至るという基本的意味を表す。ところが主体がなんら変化

の状態を呈していないにもかかわらず、やはり「 X ガ Y ニ／トナル」

形式の構文をとっている前掲した（ 6）～（ 10）のような文がある。

                                                      
83 『広辞苑』５版では変化動詞としての「なる」の意味について次の通りに記

述されている。  

 ①以前と違った状態、内容にかわる。②ある状態にいたる。③その時刻、時

期になる。④あるものの用を果す、また、ある役を演ずる。⑤成り果てる。

⑥将棋で、王、金以外の駒（こま）が敵陣に入り、また敵陣から動いて裏返

しになり、飛車と角行は元来の力のほかに金、銀の資格を併せ持ち、他の駒

は全部金の力を得ることを言う。  
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これらの文は「ある状態からそれとは違う状態に移行する」という

基本義から大きく逸脱した非変化的用法である。  

ナルの表す意味的特徵を認知文法論的に捉えると、ナルという動

詞は「現象や物事が自然に変化する」というのが本義である。「以

前と違った状態・内容になる。これより他の状態に移る。改まる」

ことを「…にナル」「…とナル」の形で表される。なお、変化を表

すナル表現は、本来、主体の変化だけではなく、次の（ⅰ）（ⅱ）

のような主体の新しい関係や状態の発生をも表すと考えられる。  

ⅰ.ある関係・状態が生じる  

ⅱ.結果としてある数量・金額・時期・状態などに達する  

すなわち、主体の変化を表すナル表現と主体の発生を表すナル表現

は何らかの成立を表しているという共通点を持つことから、前者は

後者から派生したものと考えられる。  

では、ナル表現の意味的多義性に関して起きている現象を認知意

味論の立場から捉え直してみるとどうだろうか。認知意味論ではあ

る形式が多義になる時、比喩による意味拡張が起こったと捉える。  

 

3. 意味的観点に基づくナル表現の分類 
ナル表現は意味的観点から大きく「主体の変化を表すナル表現」

と「主体の変化を表さないナル表現」の二つに分類することができ

る。また後者はさらに（ⅰ）規定、習慣などを表すタイプ（ⅱ）未

来における事柄の成立を表すタイプ（ⅲ）ある仮定条件のもとでの

事柄の成立を表すタイプ（ⅳ）推論的結果を表すタイプ（ⅴ）可能

の意味を含意するタイプ（ⅵ）受け身の意味を含意するタイプと、6

つのタイプに分類できる。  
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3.1. 主体の変化を表すナル表現 
14.彼女は手紙にも自分で書いていたように以前より健康そう

になり、よく日焼けし、運動と屋外作業のせいでしまった体

つきになっていた。（ノルウェイ）  

 15.谷川に沿って並ぶ集落も前に比べるとずっと小さくなり、耕

作してある平地も狭くなった。（ノルウェイ）  

16.彼女は両手を床について前かがみになり、まるで吐くような

格好で泣いた。（ノルウェイ）  

 17.どうしてかはわからないけれど、この部屋の中で横になって

いると、これまであまり思いだしたことのない昔の出来事や

情景が次々に頭に浮かんできた。（ノルウェイ）  

 18.我々三人だけでどこかに出かけたり話をしたりするように

なった。（ノルウェイ） 

19.「･･･文章を書けるようになるまでずいぶん長い時間がかか

ったのです。」（ノルウェイ）  

これらのうち、（ 14）（15）は自然発生的に生じる主体の外見上の

変化を、（ 16）（ 17）は意図的動作によって引き起こされる主体の外

見上の変化を表している。そして、（ 17）（18）は主体の習慣や能力

の変化を表し、「ようになる」という形態とる。  

 

3.2 主体の変化を表さないナル表現 
主体の変化を表さないナル表現は次のⅰ～ⅵのように 6 つのタイ

プに分けることができる。  

ⅰ.本来的構造、制度を表すナル表現  

20.門の内側のすぐのところは駐車場になっていて、そこには
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ミニ・バスと 4ＷＤのランド・クルーザーとダークブルーの

ボルボがとまっていた。（ノルウェイ）  

21.次にカード式になっている学生名簿をくって六九年度入学

生の中から「小林緑」を探しだし、住所と電話番号をメモし

た。(ノルウェイ ) 

  22.寮の部屋割は原則として一、二年生が二人部屋、三、四年生

が一人部屋ということになっていた。（ノルウェイ）  

  

ⅱ.未来におけるコトガラの成立を表すナル表現  

23.そしておそらくやがては夕闇の中にすいこまれてしまうこ

とになるのだろう。（ノルウェイ）  

24.あるいはこういう言い方はあなたを傷つけることになるの

かもしれません。（ノルウェイ） 

25. そして眠くなるまでブランディーを飲みながら『魔の山』

のつづきを読んだ。（ノルウェイ）  

26.もしあなたが自叙伝書くことになったらその時はその科白

使えるわよ。（ノルウェイ）  

 

ⅲ.ある仮定条件のもとでのコトガラの成立を表すナル表現  

27.ここは他のところとはちょっと変ってるから、何の予備知

識もないといささか面喰うことになると思うし。（ノルウ

ェイ） 

28.そうすると朝までそこにいなければならないということに

なり、自己嫌悪と幻滅を感じながら寮に戻ってくるという
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わけだ。（ノルウェイ）  

ⅳ. 推論的結果を表すナル表現  

29.僕は十一月生まれだから、彼女の方が約七ヵ月年上というこ

とになる。（ノルウェイ） 

30. 原形をそのまま残したハンバーグステーキや厚焼き玉子、

それに豚肉や小エビやマッシュルームの入ったシチューなど

をみると、わが農園の豚は独りでとる私の昼食よりは明らか

に贅沢なものを食べていることになる。「筑波山」  

  

ⅴ.可能の意味を表すナル表現  

31.なにしろう二日たてばケ口ッとしちゃうわけでしょ、だから

まあ放っておけばそのうちになんとかなるだろうって思う

ようになったのね。（ノルウェイ）  

33.軍隊のときの知りあいがウルグァイに農場持ってて、そこに

行きゃなんとでもなる。（ノルウェイ） 

34.「ね、ワタナベ君」とレイコさんが僕に言った。「悪いけれ

ど二十分くらいそのへんをぶらぶら散歩してきてくれない。

そうすればどうにかなると思うから」（ノルウェイ） 

ⅵ.受け身の意味を含意するナル表現  

35.「･･･なにしろ外食してるところをみつかっただけで停学

になる学校なんだもの」（ノルウェイ）  

36. 敗戦から再建までの長い日々。…鬼ごっこが禁止された。
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さらに中等学校や師範、高専でも剣道、柔道、薙刀、弓

道等の武道が禁止になった。 /home.page3.nifty.com/ 

受け身の意味を含意するナル表現には“動名詞ニナル”と“名

詞ニ／トナル”といった 2 つのタイプがある。  

A: 動名詞ニナル  

下敷きになる。    

     犯人扱いになる。    

     置き去りになる  

     禁止になる  

     停学になる  

      

   B：名詞ニナル  

     首になる  

     ご馳走になる  

     お世話になる  

 

3.3 主体の変化を表すナル表現と主体の変化を表さないナル表現

との意味的派生関係 
 ここまでナル表現の意味特徵について見てきたが、ことにナル表

現の持つ多義性が明らかになった。しかし、ナル表現の持っている

様々な意味の間、どのように関係しており、どのように位置づけれ

ばいいのか、また、それらの意味は「結果」とはまたどのような関

係を持つのか。本研究では、意味と形には何らかの心的メカニズム

によって結ばれているものという主張にあり、それらの疑問につい

て認知意味論の観点から考察を行う。  
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以下、主体の変化を表すナル表現（以下Aとする）と、主体の変

化を表さないナル表現（以下Bとする）との意味的派生関係を認知

意味論的観点から分析を試みる。  

  

3.3.1. 「 A と Bⅰとの派生関係」  

 （20）の「駐車場になっていて」は、「門の内側のすぐのところ」

の構造がある構造から「駐車場」という構造に変化し、その結果の

状態が持続していることを表しているというよりは、むしろ「門の

内側のすぐのところ」が「駐車場」という本来的構造を有している

ことを表している。そして（ 20）（ 21）（22）の本来的構造、制度

を表すナル表現には「ている」というアスペクト形式が用いられて

いる。これらの「ている」は変化の結果の状態というアスペクト表

現ではなく、主体の本来的状態を表している。  

（21）の「カード式になっている」も、「学生名簿」が別の形から

「カード式」に変化し、その結果の状態が持続していることを表し

ていると言うよりは、むしろ、「学生名簿」の形が最初から「カード

式」に定められていることを表している。  

 このように、（ 20）（21）の「なっている」は、主体の本来的状態

を表していると見ることが可能である。しかし、本来的であるか、

変化の結果であるかという違いを除けば、（ 20）（ 21）の状態は、次

の（20’） （21’）のような変化の結果として示される状態とは内

容的に変わりはない。  

（20’） 門の内側のすぐのところは芝生から駐車場になってい

た。  

（21’）記入帳式から カード式になっている学生名簿  
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 したがって、Bⅰの本来的構造、制度を表すナル表現は、変化の結

果の状態を表す「なっている」から、メタファーつまり類似性に基

づく意味拡張によって派生されたものと見ることができる。  

  37.このカードを差し込むと、ドアがあくようになっている。  

（37）の例文に見られる文末の分析形式の「～ヨウニナッテイル」

は、統語的には目的を表す「ヨウニ」と同様の補文を埋め込む包摂

力を持ち、“状態変化”という実質的な意味を失った機能動詞「ナ

ル」と「テイル」の結合が、一つの“表現のシステム”を作り出し、

より背景化の進んだ、状況中心的表現効果をもたらしている。  

 

3.3.2.「A と Bⅱとの派生関係」  

このタイプの表現は次の（ 25’）のようにコトガラの成立を表し

ている。  

25’〔コトガラ（（私が）眠く〕なる。  

  →「（私が）眠い」というコトガラの未来における成立  

したがって、Bⅱの未来のコトガラの成立を表すナル表現について

も、コトガラの成立を表しているという点において、Aのナル表現と

派生関係にある。  

 

3.3.3. 「 A と B ⅲとの派生関係」  

 Bⅲのナル表現も、次のようにコトガラの成立を表している。  

   Ｐという条件のもとで、Ｑというコトガラが成立する  

（27）の「ここは他のところとはちょっと変ってるから、何の予備

知識もないと」、（ 28）の「そうすると」という条件のもとでは、そ

れぞれ「いささか面喰う」「朝までそこにいなければならない」とい
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う結果となる。  

 したがって、Bⅲのある仮定条件のもとでのコトガラの成立を表す

ナル表現についても、コトガラの成立を表しているという点におい

て、Aのナル表現と派生関係にある。  

 

3.3.4. 「 A と B ⅳとの派生関係」  

 Bⅳのナル表現も次の（ 29’）のようにコトガラの成立を表して

いる。  

 （29’）僕は十一月に生まれたが、彼女は同じ年の四月に生ま

れた。  

    →「僕が十一月生まれで、彼女が四月生まれだ」という

事実に基づく「彼女の方が七ヶ月年上」という推論

的結果としてのコトガラの成立  

この場合のコトガラとは、推論的結果としてのコトガラであり、

すなわち意識の上での推論的結果の成立を意味する。「変化」を表

すナルも「推論的結果を表す」ナルも「ある結果への到達」を表し

ている点で共通していることが分かる。「変化」を表すナルは、我々

が身を置く現実世界において、何らかの状態への到達の局面を述べ

るものである。これに対して、「推論的結果」を表すナルは、推論

世界において何らかの結論へ到達する局面を述べるものである。す

なわち、「ある結果への到達」という共通する意味が現実世界と推

論世界という異なるレベルに適用されることによって、多義性が生

じているのである。両者は「ある結果への到達」という意味を共有

しつつ、現実世界を叙述する用法を基本とし、そこから推論世界を

叙述する用法の方向に意味拡張がなされているものと考えられる。
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この意味拡張は類似性の連想に基づいて現実世界から推論世界へ

となされたものであると考える。つまり、ある領域のことがらを類

似性の連想に基づいて異なる領域にたとえて理解しているという

点でメタファーによる意味拡張の結果と考えてよいだろう。 84 

しかし、コトガラの成立を表す点においては、Aと変わりがない。

したがって、 Bⅳの推論的結果を表すナル表現についても、コトガ

ラの成立を表しているという点において、 Aのナル表現と派生関係

にある。  

 

3.3.5. 「 A と B ⅴとの派生関係」  

可能を表す「ナル」は、「なんとか」「なんとでも」「どうにか」

などといった疑問詞を含む様態副詞と共に用いられ、主体、あるい

はこれと関係するコトガラが成立可能であることを表す。一方、主

体の変化を表すナル表現は、次の（ 38）のように主体の変化のみな

らず、コトガラの成立をも表している。  

 38.［コトガラ［主体  部屋が］きれい］になる  

   →解釈 1：主体の「部屋」の状態変化    

   →解釈 2：「部屋がきれい」というコトガラの成立  

したがって、Bⅴの可能を表すナル表現は、コトガラの成立を表して

いるという点において Aの主体の変化を表すナル表現と派生関係に

ある。  

では、「～ニ /トナル」形式の構文がなぜ「可能」の意味を表すこ

とが可能であるかを考えるには、もう一度「ナル」の持つ本質的な

意味の検討に立ち返らなければならない。「～ニ /トナル」の「ナル」

                                                      
8 4

 安達（ 1997）を参照  
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は先述したように「ある状態からそれとは違う状態に移行する」と

いう基本義を持っているほか、「可能」の意味もある 85。  

なお「可能」はもともと「能力可能」と「状況可能」「許容の可能」

「自然可能」に分けられる。いずれの可能も「希望」の結論（結果）

として存在する。結果可能の論理すなわち「“～したい”→“～する

ことができる”」を反映しているように、動作主の意図（希望）がか

なえられて、あるいは努力が実って動作が実現することである。  

39.このように電話の応対ばかりさせられてはとても仕事になら

ないよ。  

40.「朝練」言ってみれば、早朝に近所の散歩をしているようなも

の。はっきり言って、彼には何の練習にもならない。（五体） 

39’このように電話の応対ばかりさせられてはとても仕事ができ

ないよ。  

40’「朝練」言ってみれば、早朝に近所の散歩をしているようなも

の。はっきり言って、彼には何の練習もできない。  

（39）（40）の文ではいずれも「動作性名詞ニ /トナル」の述語句に

可能の意味を帯びていることは（ 39’）、（ 40’）のように「～ができ

ない」という有標識の可能表現形式に置き換えても表現の趣旨と知

的意味が変わらないということから検証される。  

 

3.3.6. 「 A と Bⅵとの派生関係」 
41.同課によると、木谷元支店長は「名古屋支店長をやれば取締

役になれると思った。これまでの不正な融資があることを

                                                      
8 5
 因みに、『日本国語大辞典』（巻 15、頁 358）でこの「ナル」の意味用法について

の解釈を見ると次のような注釈が記されている。補注（ 1）動詞「なる」にはもと、

成立する、できる、許される（差し支えない）などの意がある。  
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小川元組員に暴露されると、栄転どころか首になる。  

（『朝日新聞』 2009 年  2月  夕刊  ）  

42.「･･･なにしろ外食してるところをみつかっただけで停学に

なる学校なんだもの」（例文 35 再掲） 

（41）の「首になる」は実際の「首が切られる」という出来事か

ら、「免職される、解雇される」といった意味にメタファー写像さ

れている。このように、例文のような文脈では成功しないと解雇さ

れるという意味が成り立つ。つまり「首」は「解雇」という派生義

を持つ。そこから、「首になる」という慣用句では「解雇される」

の意味、そして（ 42）の「停学になる」は「停学される」の意味が

生じる。  

こういった「ナル」の発揮する“受動表現的特性”を、「世話にな

る」、「御馳走になる」の連語にも見られる。いわば、「ナル」が、「ス

ル」と対を成し、自他対立と語彙的受動態を特徴づける連語である。  

 

3.4.「変化」から「非変化」への意味拡張の原理 
 上述したように、主体の変化の意味を基本とする自動詞ナルがこ

のような多義な意味の広がりを獲得するメカニズムとは、現実世界

に関する叙述から発話行為領域への類似性の連想に基づいた意味拡

張（すなわちメタファーによる意味拡張）であると考える。この場

合の類似性とは、主体の背景化という意味機能であると考えられる。

ナルはある結果に到達する局面に主たる局面があるものであり、そ

の結果に至らしめた存在やプロセスに対しては関心の薄い動詞であ

る。したがって、ナルを使用することが一種の「和らげ」ともいう

べき効果を生じさせることは現実世界を叙述する用法にも数多く見
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られるわけである。  

 

4. 認知意味論から見たナルの慣用句と諺の意味構造 
以上、「主体の変化」を表すナル表現と「主体の変化を表さない」

ナル表現の意味的派生関係を見てきた。派生ないし転用のすがたは

さまざまであるが、ナルが使われている慣用句に「比喩」と結びつ

けられるものも数多くある。  

意味の拡張を生じさせる比喩の重要な下位類として、メタファー、

シネクドキー、メトニミーという 3 種類が認められる。この 3 種類

の比喩は「ナル」の慣用句や諺（以下、それぞれをナル慣用句とナ

ル諺と呼ぶ）の複数の意味を関連づける重要なメカニズムであると

言えよう。  

以下、メタファー、シネクドキ－及びメトニミーの理論に基づい

て、ナル慣用句やナル諺を分類したうえで、それぞれの表現におい

て「ナル」の意味がそれを含んだ慣用句や諺全体の意味成立にどの

ように影響するかを考察する。 86 

 

4.1.ナル慣用句 87 

 ナル慣用句の意味解釈の類型は次の（ⅰ）～（ⅳ）の 4 タイプに

                                                      

8 6
本研究では『デジタル国語辞書  大辞泉』（ 2014 年・小学館）で見つけた、 33

個の見出し項目となったナル慣用句（ 21 個）と諺（ 12 句）を分析対象とする。

なお、この 33 項目のナル慣用句・諺の意味用法などの語例資料を付録の形で掲

載しておく。  

87 本研究における「慣用句」は、宮地（ 1979 ）に従い「単語の二つ以上の連

結体であって、その結びつきが比較的固く、全体で決まった意味を持つ言葉」

と定義する。  
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分けられる。  

（ⅰ）メタファーに基づくもの  

メタファー（隠喩； metaphor） 88：二つの事物、概念の何

らかの類似性に基づいて、一方の事物、概念を表す形式を

用いて他方の事物、概念を表す比喩。  

例：足が棒になる・絵になる・毒にも薬にもならない・虎に

なる・灰になる・馬鹿になる・水になる・物になる・  

（ⅱ）シネクドキ－に基づくもの  

シネクドキー（提喩； synechdoche）：より一般的意味を持

つ形を用いて、より特殊な意味をあらわす、あるいは逆に

より特殊な意味を持つ形式を用いて、より一般的な意味を

表す比喩。  

例：男になる・女になる・様 (さま)になる・人となる・ 

（ⅲ）メトニミーに基づくもの  

メトニミー（換喩；metonymy）：二つの事物の外界における

隣接性、さらに広く二つの事物、概念の思考的、概念上の

関連性に基づいて一方の事物、概念を表す形式を用いて、

他方の事物、概念を表す比喩。  

例：相撲にならない・泉下の客となる・土になる・馬鹿にな

らない・白玉楼中の人となる・話にならない・人となる・

身二つになる・根葉になる . 

 （ⅳ）二つの種類の比喩の複合に基づくもの  

                                                      

8 8
 メタファー、シネクドキー、メトニミーの定義は松本（ 2003： 83）によるも

のである。  

 

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/3645/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/21736/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/157837/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/160595/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/160595/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/173310/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/174682/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/211490/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/31922/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/34578/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/89202/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/185768/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/120193/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/125712/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/147485/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/174681/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/174681/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/175099/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/178320/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/185768/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/210695/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/170534/m0u/
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例：馬鹿になる・目頭が熱くなる・人となる・  

 （ⅳ）のタイプは一律にメタファー的慣用句とメトニミー的慣用

句のどちらか一方に分類できないものである。例えば、「馬鹿にな

る」は、“理性的な態度をやめる。無邪気になる”という点ではメ

タファー的であり、“ばかを装ってその場を耐えたり切り抜けたり

する”という意味に拡張している点ではメトニミー的である。そし

て“本来の機能が失われる。感覚がなくなる”といった融合的な意

味拡張は〈メトニミー  ＋メタファー〉的であると言える。したが

って、このタイプの慣用句はメタファー的な性質とメトニミー的な

性質のいずれをもかね備えた、いわば両者の「融合的」な慣用句 89と

みなすことができる。  

4･2 ナル諺 
 ナルが用いられる諺は次の 1）～ 12）に示された通り、 12 例があ

る。  

諺は短い語句で人生哲学や道理、先人の知恵・教訓あるいは諷刺を

表すものであるため、意味的には、外在的な状況（すなわち、われ

われを取り囲む具体的、即物的な世界に対応する状況）に基づく意

味から内在的な状況（すなわち、われわれの心理的世界、認識の世

界に対応する状況）に基づく意味への変化、そして、話者の主観的

な信念や話者の主観的な態度を反映する意味への変化がとらえられ

ると思われる。  

ナル諺の意味解釈には、先述した慣用句の意味成立のメカニズムと

似た傾向が観察できる。  

                                                      
8 9

 「融合的」慣用句に関しては（山梨 1995： P58）を参照  

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/174682/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/185768/m0u/
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まず、メタファーが大いに関係するタイプが挙げられる。 1）～8）

の例である。  

1）後の雁が先になる・〈メタファー〉  

2）打って一丸となる・〈メタファー〉  

3）陰になり日向になり・〈メタファー〉  

4）江南の橘、江北の枳となる・〈メタファー〉  

5）杓子は耳掻きにならず・〈メタファー〉  

6）朱に交われば赤くなる・〈メタファー〉  

7）滄海変じて桑田となる・〈メタファー〉  

8）塵も積もれば山となる・〈メタファー〉  

そして、メトニミーに基づいて意味解釈できるタイプ、次の 9）と

10）の2例である。  

9）朝には紅顔ありて夕べには白骨となる .〈メトニミー〉  

10）習い性となる・〈メトニミー〉  

なお、先述したような、二つの種類の比喩の複合に基づいた「融合

的」な意味のナル諺と見なすことができるタイプ。 11と 12である。  

11）ミイラ取りがミイラになる・（メタファー  ＋メトニミー） 

12）後は野となれ山となれ・〈メタファー  ＋メトニミー〉  

例えば、 11）の「ミイラ取りがミイラになる」の場合は“人を連

れもどしに行った者が，逆に先方にとどまってしまう。また，説得に

おもむいた者が，かえって相手と同じ意見になってしまう”というよ

うな意味解釈になる。  

 

5. 終わりに  

日本語のナル表現においては、他の変化表現に見られないような

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/5113/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/19677/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/39427/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/74608/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/101792/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/102984/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/128124/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/145459/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/3856/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/165208/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/210810/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/5114/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/210810/m0u/
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意味・用法の広がりを見せている。ナルの意味領域の内部をつぶさ

に観察することは、日本語の変化表現の全般を考える上でも有意義

であると思われる。  

「ナル」は他の変化自動詞と比較して意味特徴が極めて錯綜して

いる動詞である。本研究では「～ニ /トナル」による「変化」と「非

変化」の用法に分かれて考察を進めてきた。体系的な考察を通じて

「ナル」の表す意味の違いは語彙レベル、句レベル及び文レベルに

おけるその構造に大きくあずかっていて、その意味範囲が「大人に

なる」「良い天気になる」などの具体的な連語から「 様
さま

になる」「物

になる」「水になる」などの慣用句、そして「朝には紅顔ありて夕べ

には白骨となる」「後は野となれ山となれ」などの諺まできわめて広

いということが分かった。またその意味特徴は動詞「ナル」のテン

ス・アスペクト及び前接名詞の意味的性格とも係って大変複雑なも

のになる。一つの動詞の中に色々な機能用法がみとめられること、

そしてそれぞれの用法の間に派生関係が認められ、主体の変化の意

味を基本とするナルがこのような多義な意味の広がりを獲得するメ

カニズムとして、現実世界に関する叙述から発話行為領域への類似

性の連想に基づいた意味拡張であることを解明できた。  

 

付録  ＜ナル慣用句・諺の語例と意味用法＞ 
 

足が棒になる：長い時間歩いたり，立ち続けたりして，足の筋肉

がこわばる。非常に足が疲れる。大辞林  第三版（以下同）  

朝 (あした )には紅顔ありて夕べには白骨となる：〔蓮如の「御文章」

より〕人の生死の予知できないこと，世の無常なことにいう。  

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/3856/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/3856/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/5114/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/3645/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/3856/m0u/
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後の雁 (かり )が先になる：あとの者が先に進む者を追い越す。後輩

が先輩を追い越すことなどにいう。  

後は野となれ山となれ：当面のことさえうまくいけば，あとはどう

なろうとかまわない。末は野となれ山となれ。  

打って一丸 (いちがん )となる：すべての人がひとまとまりになる。 

絵になる：①絵にかいたならば良い絵になりそうな，姿・形・場

面・景色である。②姿などがその場の雰囲気にぴったりと合って

いる。  

男になる：①成人して一人前の男子になる。②元服して，一人前

の男になる。  

女になる：①成長して一人前の女性になる。月経がはじまる。娘

が年頃になる。②処女でなくなる。男を知る。  

陰になり日向 (ひなた )になり：人に知られないような面においても，

また表立った面においても。何かにつけて絶えず。陰に陽に。  

江南 (こうなん )の橘 (たちばな )、江北の枳 (からたち )となる：〔江南

の橘を江北に植えれば枳となる意〕人は住む所の風土や習慣によ

って，その性質が変わることのたとえ。  

様 (さま )になる：それらしい体裁になる。格好がつく。  

杓子 (しゃくし )は耳掻 (みみか )きにならず：大きなものが必ずしも

小さいものの代用にならないことのたとえ。  

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/5113/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/5114/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/19677/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/21736/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/31922/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/34578/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/39427/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/74608/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/89202/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/101792/m0u/
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朱に交われば赤くなる：人は交わる友，また環境によって，良く

も悪くもなる。  

相撲にならない：力量が違いすぎて勝負にならない。  

泉下の客となる：死ぬ。亡くなる。  

滄海 (そうかい )変じて桑田 (そうでん )となる：〔儲光羲の詩「献二  

八舅東帰一」より〕青海原が桑畑に変わるように，世の中の移り

変わりが激しいこと。桑田変じて滄海となる。滄海桑田。  

塵 (ちり )も積もれば山となる：〔大智度論〕ほんの些細（ささい）

なものでも積もれば高大なものとなるたとえ。塵積もりて山とな

る。  

土になる：《「土となる」とも》土に変わる。死ぬ。デジタル大

辞泉  

毒にも薬にもならない：害にもならないが，かといって役に立つわ

けでもない。  

虎 (とら )になる：ひどく酔う。ⅰ.酒に酔って意識が乱れる。大辞

林 第三版  ⅱ .酔って怖いもの知らずになる。酔ってあばれる。

また、泥酔する。デジタル大辞泉  

習い性 (せい )となる：《「書経」太甲上から》習慣は、ついには

その人の生まれつきの性質のようになる。「習い、性となる」と

区切る。「ならいしょう、となる」「ならいせい、となる」とは

読まない。デジタル大辞泉  

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/102984/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/120193/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/125712/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/128124/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/145459/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/147485/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/157837/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/160595/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/165208/m0u/
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根葉 (ねは )になる：恨みの種となる。  

灰になる：①焼けてすっかりなくなる。築き上げたものが失われ

る。灰燼（かいじん）に帰す。  

馬鹿 (ばか )にならない：軽くみることはできない。いいかげんに扱

うことはできない。  

馬鹿になる：①本来の機能が失われる。感覚がなくなる。②ばか

を装ってその場を耐えたり切り抜けたりする。③理性的な態度を

やめる。無邪気になる。  

白玉楼中の人となる：文人が死ぬことをいう。  

話にならない：①話題にする価値もない。問題にならない。②話

がかみあわない。話し合いができない。  

人となる：１おとなになる。成人する。一人前の人間になる。２

人心地を取り戻す。気がつく。デジタル大辞泉  

身二つになる：子供を生む。出産する。  

ミイラ取りがミイラになる：人を連れもどしに行った者が，逆に先

方にとどまってしまう。また，説得におもむいた者が，かえって

相手と同じ意見になってしまう。  

水になる：成果・労苦がむだになる。  

目頭が熱くなる：感動して涙が出そうになる。  

物になる：①ひとかどの人物になる。②意図したように事がはこ

ぶ。成就する。  

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/170534/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/173310/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/174681/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/174682/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/175099/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/178320/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/185768/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/210695/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/210810/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/211490/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/217101/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/219734/m0u/
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終章 

 本研究ではナル表現に関する諸問題をテーマとして考察してきた。

各章にそれぞれ中心課題を掲げ、実例を分析しながら詳しく論じた。

各章の探究内容の要点を各章ごとにまとめたので、ここでは本研究

全体を通じての結論として次のいくつかの点にまとめなおしておく。 

１）  ナル構文を、述語動詞の意味の違いに応じて要求される項

（必須成分）の数と種類により、6 種類の文型に分けて考察

した結果、各類型の文における結果を表す補足語には「名

詞 ニ／ト」以外に、「動名詞」、「形容詞ク」「形容動詞ニ」

「副詞」「（補文）コト二 /ヨウ二」なども含まれている。そ

して、連用語は様態を表すだけでなく、必須成分として、

変化表現において「変化の結果」を表す働きもある。  

２）  ナル構文の意味と形式には中心的、基層的意味と同時に、そ

の周辺的、個別的な含意がさまざまな広がりを見せている。

ナルによる変化自動詞文は受身、可能、モダリティ、判断、

コピュラと連続性を持っている。  

３）  「名詞ニナル／ナリマス／ナッテイル」形式のナル構文は、

語彙的な要素と文型的要素とが未分化の状態にありながら

文法化への過渡的な機能を担っている。文の述語として機

能する変化動詞「ナル」が前接部の言表内容である命題的

性格の情報を包み込むような形式で付加的意味を補足して

いる。文末に起こる述語の「トナル／トナリマス／トナッ

テイマス」は発話者の主観的認知や判断を表明したものと

とらえらる。なお、二つの節を結ぶテキスト機能への転換、

そして話し相手に対する丁寧さを表すモダリティ用法への
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転換＜文法化＞、これらを構成要素の意味特徴や他の文法

構造によっての言い換えなどを手がかりに意味構造のタイ

プを明確にすることができる。  

４）  受身の意味をもつ「ナル」の結果語「 N2」は他動詞系の「動

名詞」（ Verbal noun）が多いこと、さらにこの場合、文の項

構造は述語動詞「ナル」によって決まるのではなく、動名詞

の項構造がそのまま受け継がれ、動名詞の項構造の中で「受

身」や「可能」などの動詞に関する「ヴォイス」（ Voice）の

変化が起こっている。これらの意味で使われている「ナル」

は、この点「 NV ニスル」の「スル」と同じように形式動詞

として使われていることも明らかになった。  

５）  翻訳を通じて日中両語はナル表現においてその意味用法が

「一対多」の対応関係を見せている。日本語のⅠ、Ⅱの文型

のいずれについても、一つの構文に対して中国語は何通りか

の構文が対応する。これは、日本語のナル構文「～に /とな

る」が内容的に非常に多くの意味用法を表すことに起因する。

そして、日本語のナル構文は文字通りの意味「変化」を表す

以外にしばしばある種の付加的意味を帯びている。ある語彙

の実質的意味が絶えざる使用につれて逐次薄れ、その一方、

文法機能的な意味付けが述語形式として、次第に固定化して、

モダリティ表現になっているという用法が数多く見られる。 

６）  翻訳を通じて、二重変化構文の日本語の文は中国語ではすべ

て普通の能動文が対応していることから、中国語話者にとっ

ては、これらの二重変化表現は各々の語種や形式動詞「ナル」

との結合を意識的に学習しない限り、なかなか動詞的表現と
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名詞的表現とを自由に使い分けるまでにいかないことが予

測できる。形式動詞化した「ナル」による二重変化構文にお

ける動詞的表現と平行的に対応する点は連用形の名詞（動詞

の連用形によるものを指す）や漢語動詞による日本語の表現

の特色の一つに位置づけられる。  

７）  認知言語学の観点から、「 N ニ／トナル」におけるニ／ト格

の名詞と動詞「ナル」の結びつきという共通の形式構造の中

に様々な意味構造を読みとることができる。典型的ともいう

べき変化を表す用法と、それとなんらかの係りをもった派生

的な周辺的用法の間の相互関係を認知意味論の観点から分

析できた。そして「ナル」が用いられる慣用句に見られる意

味拡張の原理についても解明できた。  

 本研究は日本語のナル表現の体系的考察を試みたが、設定した課

題を探究しているうちに、ナル表現に関する問題で、本研究で扱っ

たもの以外にもまだまだ取りあげなければならないものが多いこと

に気付いた。また、本研究の研究課題に入っている  １）「～ニナル」

と「～トナル」の間の表現的差異  ２）「ナル」の「受動表現」との

連続性や「可能表現」との関係づけ  ３）「ナル」の必須項 N2 の下

位分類  ４）「ナル」の慣用句に関する比喩的用法などの問題はそれ

ぞれ実例をもとに分析し、筆者なりの結論を出したが、やはり、も

う一歩踏み込んだ分析が必要であると感じている。なお本研究でと

りあげたナル表現における日中語間の対応関係の問題は日中両語の

変化表現全体にかかわる要素もあるし、個別的な言語表現に内在す

る要素もある。これらの要素を理解するには今後のもっと巨視的な

把握が必要であることを本研究を通じて強く感じた次第である。  



237 
 

参考文献 

 

安達太郎（ 1997）「「なる」による変化構文の意味と用法」『広島女子

大学国際文化部紀要』第 4 号  

安達太郎（ 2002）「「する」の文型と構文」『広島女子大学国際文化学

部紀要』第 7号  

荒木博之（2000）『敬語日本人論』PHP 

池上嘉彦（ 1981）『「すると「なる」の言語学」』大修館書店  

池上嘉彦（ 1982）「表現構造の比較－〈スル〉的な言語と〈ナル〉的

な言語－」『日英語比較講座発想と表現  第４巻』

大修館書店  

池上素子（ 2002）「変化を表す「なる」―前接する語との共起制限を

中心に」『日本語教育』 112号  

伊藤たかね（ 2005）「語彙概念構造とは」 シンポジウム『語彙概念

構造辞書の構築と応用』  講演予稿集  主催 21

世紀 COE 

岩淵匡（ 2000）『日本語文法』白帝社  

奥津敬一郎（ 1996）「日本語と英語の受身文」『拾遺  日本文法論』

ひつじ書房  

奥津敬一郎（ 1978）『「ボクハウナギダ」の文法』くろしお出版  

大堀寿夫（ 2005）「日本語の文法化研究にあたって－概観と理論的課

題－」『日本語の研究』第 1巻3号、日本語学会  

尾上圭介（2012）「文法に見られる日本語らしさ－〈場におけるコト

の生起〉と〈自己のゼロ化〉－」 文法学研究

会 第６回集中講義  テーマ  『個別言語の認知



238 
 

言語学的探究』  

影山太郎（ 1996）『動詞意味論』くろしお出版  

影山太郎（ 2001）「結果構文」『日英対照  動詞の意味と構文』  影

山太郎編  大修館  

加藤重広（ 2003）『日本語修飾構造の語用論的研究』ひつじ書房  

金田一春彦（ 1957）「時.態.相及び法」『日本文法講座 1 総論』明

治書院  

工藤真由美（ 1995）『アスペクト‧テンス体系とテクスト―現代日本

語の時間の表現―』ひつじ書房  

國廣哲彌（ 1982）『意味論の方法』大修館書店  

國廣哲彌（ 1999）「認知的多義論－現象素の提唱」『言語研究』 106

号 

谷口秀治（ 1997）「テイル形に関するムード的側面の考察」『日本語

教育』92号  

小谷博美‧原田登美（ 1995）「変化表現の周辺」『甲南大学紀要』文学

編95 

小林英樹（ 2000）「漢語動名詞の自他」『日本語教育』 107号 

佐藤琢三（ 1997）「ナルの表現と丁寧さ」『文教大学国文』 26 

斎藤倫明（ 1992）『現代日本語の語構成論的研究－語における形と意

味－』ひつじ書房  

鈴木泰（ 1975）「中古における動詞「ナル」の用法と助詞「ニ、トの

相関」『国語と国文学』 612 号 

鈴木重幸（ 1966）日本語の動詞のすがた（アスペクト）について   

ひつじ書房  

砂川有里子（ 1987）「引用文の構造と機能－引用文の三つの類型につ



239 
 

いて－」『文芸言語研究（言語篇）』 13 号、筑

波大学文芸言語学系  

砂川有里子（ 2006）「「言う」を用いた複合辞－文法化の重層性に着

目して－」『複合辞研究の現在』藤田保幸他編  

2006、和泉書院  

杉本和之（ 1988）「現代語における自発の位相」『日本語教育 66

号』  

蘇文郎（ 1997）「現代日本語の引用表現についての一考察」『東吳日

語教育學報』 20 期  

蘇文郎（ 2001）「変化表現について―考察」 『東呉日本語教育学報』

24 号  

蘇文郎（ 2002）「変化表現Ⅱ―「～ことになる」「～ようになる」及

びモダリティ形式化した「なる」を中心に―」『蔡

茂豊教授古希記念論文集』  

蘇文郎（ 2004a）「変化他動詞文についての研究」『政大日本研究』 創

刊号  

蘇文郎（ 2004b）「日本語派生動詞〝～化する〞の研究」『東呉日本語

教育学報』 27 号  

蘇文郎（2005a）「 N ニ/トナルの非変化的用法及び他の表現との連続

性」 『政大日本研究』第二号  

蘇文郎（2005b）「ナル」の多義構造  『台大日本語文研究』第 8 期  

田井信之（ 1978）『日本語の語源』角川書店  

高橋太郎（ 2003）『動詞九章』ひつじ書房  

田中寛（ 1995）「モダリティに関する動詞述語表現」『窪田富男教授

退官記念論文集』専門教育出版  



240 
 

田中章夫（ 2001）『近代日本語の文法と表現』明治書院  

辻幸夫（ 2003）『認知言語学への招待』大修館書店  

寺村秀夫（ 1976）「ナル表現とスル表現」 2「態（ボイス）の表現形

式のいろいろ」『日本語と日本語教育』国立国語研

究所  

時枝誠記（ 1950）『日本語文法  口語編』岩波書店  

中右実（ 1994）『認知意味論の原理』大修館  

中村芳久（ 2004）『認知文法論』大修館書店  

中野琴代 (2008) 「日本語の可能動詞」『市立大学論集  第 52 巻 第

1・2 合併号  』  

仁田義雄（ 1991）『日本語のモダリティと人称』ひつじ書房  

籾山洋介（ 2002）『認知意味論のしくみ』研究社  

籾山洋山他（ 2003）「多義性」『認知意味論』松本曜編  大修館  

橋本進吉（ 1935）『改制新文典  別記  口語編』富山房  

日野資成（ 2001）『形式語の研究』九州大学出版会  

日野資成（ 2003）『文法化』九州大学出版会  

関秀一（ 2010）「ナルの意味解釈－可能の意味に着目して－」『言

語処理学会  第16回年次大会  発表論文集』  

富田美知子（ 1993）「有対動詞の自動詞表現と受身表現」『人文論究』

第 56 号 

藤井正（ 1966）「動詞 +ているの意味」ひつじ書房  

藤田保幸（ 2000）『国語引用構文の研究』  

藤田益子（ 2002）「～なります」考－日中比較対照の観点から－『新

潟大学留学生センター紀要』第 4 号  

前田富祺監修（ 2005）『日本語源大辞典』小学館  



241 
 

益岡隆志（ 1991）『モダリティの文法』くろしお出版  

町田健他著（ 1995）『よくわかる言語学入門』バベル・プレス  

松下大三郎（ 1977）『増補校訂  標準日本口語法』勉誠社  

松木正恵（ 2006）「複合辞研究と文法化」『複合辞研究の現在』藤田

保幸他編  2006、和泉書院  

丸田孝志他（ 1997）「「漢語＋になる」の用法と特徴－韓国語との対

応関係を中心に－」『朝鮮学報』 163号  

松本曜（ 2003）『認知意味論』大修館書店  

三上章（ 1972）『現代語法序説』くろしお出版  

宮地裕（ 1979）『新版  文論』明治書院  

三宅知宏（ 2005）「現代日本語における文法化－内容語と機能語の連

続性をめぐって－」『日本語の研究』第 1巻第 3

号、日本語学会  

村木新次郎（ 1991）「ヴォイスのカテゴリーと文構造のレベル」『日

本語のヴォイスと他動性』くろしお出版  

村木新次郎（ 1991）『日本語動詞の諸相』萬友社  

森田良行（ 1980）『基礎日本語 2』角川小辞典  

森山卓郎、仁田義雄、工藤浩（ 2000）『モダリティ』岩波書店  

山田孝雄（ 1936）『日本文法学概論』寶文館  

山田進（ 1995）「多義語の意味記述についての覚書」『聖心女子大学

論叢』92 号  

山梨正明（ 1995）『認知文法論』ひつじ書房  

湯沢幸吉郎（ 1977）『口語法精説』明治書院  

尹順徳（ 2004）「自発表現としての「ようになる」文」『言語科学

論集 第8号』下  



242 
 

吉川武時（ 1966）「現代日本語動詞のアスペクトの研究」『日本語動

詞のアスペクト』  金田一春彦編  むぎ書房  

ウエスリー‧Ｍ‧ヤコブセン（ 1989）「他動性とプロトタイプ論」『日

本語学の新展開』  柴谷方良他編  くろしお出版  

スワン彰子（ 1979）＜となる＞と＜になる＞について  『ILT NEW』

66 

辞典  

広辞宛  第五版  岩波書店  1998 

学研国語大辞典  金田一春彦他編  1978 

国語辞典  大辞林（第三版） 1996 

日本語基本動詞用法辞典  小泉保他編  大修館書店  1989 

日本国語大辞典  小学館  1973 

日本語文型辞典  砂川有利子他編  くろしお出版  1998 

『デジタル国語辞書  大辞泉』（ 2014 年・小学館）  

事典  

認知言語学キーワード事典（ 2002）  辻幸夫  編 研究社  

 

                                                      

 



科技部補助計畫衍生研發成果推廣資料表
日期:2015/04/30

科技部補助計畫

計畫名稱: 現代日語「naru 表現」諸相之研究

計畫主持人: 蘇文郎

計畫編號: 102-2410-H-004-099- 學門領域: 語法學

無研發成果推廣資料



102年度專題研究計畫研究成果彙整表 

計畫主持人：蘇文郎 計畫編號：102-2410-H-004-099- 

計畫名稱：現代日語「naru 表現」諸相之研究 

量化 

成果項目 實際已達成

數（被接受

或已發表）

預期總達成
數(含實際已
達成數) 

本計畫實

際貢獻百
分比 

單位 

備 註 （ 質 化 說

明：如數個計畫
共同成果、成果
列 為 該 期 刊 之
封 面 故 事 ...
等） 

期刊論文 0 0 100%  

研究報告/技術報告 0 0 100%  

研討會論文 0 0 100% 

篇 

 論文著作 

專書 1 100 100%  
本專書分 14 章,總
字數約 18萬字. 

申請中件數 0 0 100%  
專利 

已獲得件數 0 0 100% 
件 

 

件數 0 0 100% 件  
技術移轉 

權利金 0 0 100% 千元  

碩士生 2 100 100%  

博士生 0 0 100%  

博士後研究員 0 0 100%  

國內 

參與計畫人力 

（本國籍） 

專任助理 0 0 100% 

人次 

 

期刊論文 0 0 100%  

研究報告/技術報告 0 0 100%  

研討會論文 0 0 100% 

篇 

 
論文著作 

專書 0 0 100% 章/本  

申請中件數 0 0 100%  
專利 

已獲得件數 0 0 100% 
件 

 

件數 0 0 100% 件  
技術移轉 

權利金 0 0 100% 千元  

碩士生 0 0 100%  

博士生 0 0 100%  

博士後研究員 0 0 100%  

國外 

參與計畫人力 

（外國籍） 

專任助理 0 0 100% 

人次 

 



其他成果 

(無法以量化表達之成

果如辦理學術活動、獲
得獎項、重要國際合
作、研究成果國際影響
力及其他協助產業技
術發展之具體效益事
項等，請以文字敘述填
列。) 

無 

 成果項目 量化 名稱或內容性質簡述 

測驗工具(含質性與量性) 0  

課程/模組 0  

電腦及網路系統或工具 0  

教材 0  

舉辦之活動/競賽 0  

研討會/工作坊 0  

電子報、網站 0  

科 
教 
處 
計 
畫 
加 
填 
項 
目 計畫成果推廣之參與（閱聽）人數 0  

 



科技部補助專題研究計畫成果報告自評表 

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價

值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適

合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估 

■達成目標 

□未達成目標（請說明，以 100字為限） 

□實驗失敗 

□因故實驗中斷 

□其他原因 

說明： 

 
2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形： 

論文：■已發表 □未發表之文稿 □撰寫中 □無 

專利：□已獲得 □申請中 ■無 

技轉：□已技轉 □洽談中 ■無 

其他：（以 100字為限） 
  
3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價
值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以

500字為限） 

 

本専書寫作計畫主要以申請人過去一系列有關日語變化表達句之既有研究成

果 

為基礎，進一歩將「ナル表現」所具有的語用與語義特徵加以釐清、並對此

句子 

結構的功能作更周延的探討、將研究成果匯集成書、希冀能提供給台湾的日

語相 

關語法問題研究及教學作為參考。 

本専書寫作計畫主要章節如下 

序章 

第一章 変化自動詞文（I） 

第二章 変化自動詞文（Ⅱ）∼ことになる/∼ようになる 

第三章 「Nニ／トナル」の非変化的用法及び他の表現との連続性 

第四章 翻訳に見る変化表現における日中語の対応関係 

第五章 「ナル表現」が持つヴォイス的意味 

第六章  ナル表現の周辺的問題－テンス、アスペクト、モダリティとの関

連を中心に－ 



第七章 ナル構文における意味の受動化現象 

第八章 「＜動名詞＞ニ/トナル」の語形成と意味 

第九章 ナル構文における結果語の「ニ」と「ト」の使い分け 

第十章 「ナル」の文法化現象 

第十一章 認知言語学の観点から見る「ナル」の多義構造 

第十二章 認知意味論から見た「ナル表現」の類型と意味構造 

終章 

總字數約 18萬字。 
 


