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1.はじめに

動詞連体形に付 く ｢には｣(｢するには｣)は､｢目的を表す｣という意味を持つ ｢ためには｣､｢のに｣

と比戟されることの多い表現である｡確かに ｢スパゲッティを食べる邑旦フォークを使わなければな

らない｣の例は､｢スパゲッティを食べるためにはフォークを使わなければならない｣､｢スパゲッティ

を食べる9211フォークを使わなければならない｣のように ｢ためには｣､｢のに｣と置き換えても､｢ス

パゲッティを食べる｣といった目的あるいは目標を達成するための ｢フォークを使う｣といった運動

の必要性を述べていることは違わないようである｡しかし､｢日が落ちる吐逆まだ間がある｣や ｢私

が思うには､日本人はぜいたくしすぎです｣のような ｢には｣ もしばしば見られるが､この ｢には｣

は ｢スパゲッティを食べるにはフォークを使わなければならない｣の ｢には｣と同じものであるだろ

うか｡

本稿では､｢には｣が一形態化 している ｢するには｣に焦点を置き1､｢するには｣の意味機能を記

述していく｡用例は小説や新聞記事から収集し考察したO

｢は｣を持たない ｢するに｣は､｢○○に至る｣のように述語との結束力が強く､｢至る･決まる･限る･等しい｣
などの補語的な要素を持っている｡このような ｢するに｣は､本箱では考察対象外とする｡

一方､｢に｣と｢には｣両方とも用いる ｢するに (は)｣､つまり｢捨てるに惜しい｣｢捨てるには惜しい｣のよ

うな ｢には｣については､第4車でまとめて述べる｡
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2.先行研究

｢するには｣に関する研究は､佐治圭≡ (1984)では ｢するのに｣との比華で ｢場合の想定｣､ウェ

スリー ･M･ヤコブセン (2004)では ｢ためには｣との比較で ｢目的｣と定義している｡その中で､

佐治氏は類義表現分析の例として､目的を表す ｢～Lに｣｢～するに (は)｣｢～するのに｣｢～するた

めに｣｢-するように｣を取 り上げ､それらの使い分けを示 している｡｢～するに (は)｣は本稿で扱

う ｢するには｣と深い関連性があるので､簡単にまとめると次のようになる｡

Ⅰ｢～するには｣は ｢～する｣場合を一般的に仮定した､一種の仮定条件の表現になっている｡

Ⅱ｢仮定｣条件であるのは､｢には｣の前に未現実の意味を持つ動詞の終止形に限られ､｢～したに

は｣｢～しないには｣といった形は用いることができない｡

Ⅱ 意志動詞の終止形に ｢には｣がついて､｢行 くには｣｢読むには｣｢調べるには｣などの形になる

と､｢その意味を実現させようとすると｣という意味になり､その範囲で ｢目的を表す｣形の一

つであると言えるが､｢-するには｣はその後項が､常に状態的な述語に限られる｡

例文⑫ 船の連転をするには天気のことを考えなければならない｡

例文⑮ タバコを吸うにはマッチが必要だ｡

例文⑯ 小銭はタバコを買うにはよい｡

以上の先行研究に共通して見られるのは､｢には｣の後項の違いに注目している点で､さらに佐治圭

≡ (1984)では ｢には｣の前項の制約といった点について考察しているO

本稿では､以上のことを踏まえて ｢するには｣を分析し､その意味 ･機能を明らかにすることを目

的とする｡

3.｢するには｣のヴァリエーション

｢するには｣は､以下のようなものが見られる｡結論を先取 りして言うと､ iのような ｢目的性｣､

iiのような ｢到及性｣､iiiのような ｢評価的な対象｣､ ivのような ｢前置き性｣を区別する｡

1 台所に入るには､更にもう一枚 ドアを開けないといけない｡(西の魔女)

il 冬の夜が明ける旦埋まだ間があった｡(20000719朝刊)

iu 長年､愛用してきたつめ切 りのバネが折れたO捨てるには惜しい｡(20040514朝刊)

iv 私が思うには､日本人はぜいたくしすぎです｡(20030917朝刊)

3.1.｢するには｣の目的性

ここでは､｢するには｣のヴァリエーションの一つである ｢目的性｣について考案する｡以下の例
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をみてみると､｢には｣の前項が目的あるいは目標を表す時､後項は大きな制限がある｡

i 民間のビルなどを建てるときに得たデータは､防災のために使うには所有者の了解をとる必要

空重ゑO(20090123朝刊)

ii 台所に入るには､更にもうー救 ドアを開けないといけないo(西の魔女)

ih 震災復興を確実に進めるiiiA､増税したほうがよい｡(20111012朝刊)

iv 学問をする週 ､犠牲を払うべきなのだ｡(太郎物語)

V ｢ここらの子供たちはほとんどマンション住まい｡生き物に触れる生壁､デパートに買いに行

くしかないでしょ｣(20090127朝刊)

vl 毎日､繰 り返して練習してこそ英語力が伸びる.長続きさせる生旦仲間を作る｡(20111009朝刊)

V並 政治的に各国を結ぶ些 大公使館があるO経済面では商工会議場がある｡(人民は弱し)

これらの ｢目的 ･目標｣を表す ｢には｣の後項には､｢必要がある｣｢しなければならない｣｢ほうが

いい｣｢べきだ｣｢しかない｣などが付いたものがよく見られるが､ viとviiのように､何も付かないゼ

ロ形式もしばしば見られる｡｢には｣の前項は､意志性を持った動詞に限られる｡ 2

3. 1.1.モダリティ的表現

目的性の ｢するには｣は､｢目的･目標｣を表す ｢には｣前項に対 して､その後項の用法は制限があっ

て､様々な述語そのものに広い意味のモダリティ的な表現がよく現われる｡特に､｢必要がある｣といっ

た必要性､｢ねばならない｣といった義務性､｢方がいい｣といった評価性などがよく見られる｡述語

に ｢必要性｣を表すものとしては､｢必要がある｣があり､

1)こうした国々を説得する旦堕､まず､先進国側が厳 しい条件をのむ必要がある｡(20090127朝刊)

2)阪神間には研究すべき ｢資産｣がまだたくさんあるOそれに迫る生旦 日本の伝統文化を知る坐

要があり､グローバルな視点も必要だ｡(20090126夕刊)

さらに､｢必要がある｣以外に ｢必要である ･～が要る ･～がかかる｣などがある｡

3)北京の平均的な大卒初任給は約2800元080平方メー トルの家を買う趣 ､夫婦の20年分の収入

｢これに対して､森氏はr市民の中にも多選を批判する声が強い｡一つの時代が終わり､新しい時代が来るにはトッ

プが代わらなければならない｣と述べた｡｣という例が見られるが､これは､｢には｣の前項に ｢新しい時代が

来る｣という無意志性動詞が用いられるが､これは｢太陽が昇る｣｢水が流れる｣のような｢自然現象や非人間的｣

ではなく､｢新しい時代｣は｢人間が意志を持って作る･人間が新しい時代を来さす｣といった｢人為性｣が関わっ

ている｡
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が坐翼を.(20101119朝刊)

4)｢思想を立ち上げるには r力Jが土工互｡力とは支持者-読者です｡(後略)｣(20100113夕刊)

5)水産資源を持続させる生旦コス トが全史ゑ｡(20090124朝刊)

これらの ｢必要がある｣類 (意味 ･用法が ｢必要だ｣とそれほど違わない :必要である ･～が要る ･

～がかかるなど)は､｢～する｣部分を成し遂げるための必要条件を提示するため､｢するには｣と非

常に緊密な共起関係を持つ｡

6)設計をする生堕､

7)台所に入る旦蛙､

実地跨査をしなければならない｡(国盗り物語)

更にもう一枚 ドアを開けないといけない｡(西の魔女)

これらの ｢しなければならない｣類 (意味 ･用法が ｢しなければならない｣とそれほど違わない 'な

いといけない ･なくてはならない ･なくてはいけないなど)の場合は､｢～することが不可欠だ｣と

いうことを表すため､｢するには｣によく見られる表現である｡

日本語記述文法研究会 (2003)では､次の例を挙げながら､

･卒業までにあと4単位取得する必要がある｡

･卒業までにあと4単位取得しなくてはいけない｡

｢r必要があるJは､rなくてはならないJに置き換えてもほとんど意味が変わらないが､rなくては

いけない]ほど広い用法は持たない｡多くの場合､規則､法律､状況からの要請など､客観的な必要

性を表す場合に用いられる｣(p.110)と ｢必要がある｣と ｢なくてはいけない｣の関連性について述

べられている｡｢するには｣においても､例6)と6)'のように同じことが言えよう｡

6)設計をする旦堕､実地踏査をしなければならない｡

6)'設計をする生堪､実地踏査をする必要がある｡

次の ｢しかない｣類 (意味 ･用法が ｢しかない｣とそれほど違わない :他はないなど)もみてみる｡

8)｢ここらの子供たちはほとんどマンション住まい｡生き物に触れる生壁､デパートに買いに行く

しかないでしょ｣(20090127朝刊)

9)｢これを救うには､ここがどこかの系列下に入って､バックアップしてもらう他はない｣(女社

長に乾杯 !)
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これらの ｢しかない｣類は､｢するには｣においても､ある事態を実現させるための ｢不可避なこと｣

｢他に選択肢はない｣という意味から､例9)'のように ｢なくてはいけない｣に置き換えることがで

きる｡

9)●｢これを救うには､ここがどこかの系列下に入って､バックアップしてもらわなくてはいけない｣

｢するには｣と共起する ｢必要がある･なくてはならない ･しかない｣類は､目的あるいは目標を達

成するための勧めや忠告の表現である ｢方がいい｣類と同じグループに入る｡｢方がいい｣類 (方が

いい ･～が一番いいなど)は､｢必ず～する｣という強さは感じられないが､その事態が話し手 ･聞

き手と関係なく､一般的に望ましいものであることを表す.その事態を実現させるかどうかを選択す

るという話し手の評価判断を表している ｢べきだ｣も ｢するには｣と共起しやすい｡

10)震災復興を確実に進める生と主､増税したほうがよいo(20111012朝刊)

ll)こういうことをする泣旦主なにも考えないのが一番いい｡(ビタミンF)

12)学問をする生延､犠牲を払うべきなのだ.(太郎物語)

次は､｢するには｣と共起関係を見せている ｢～したい｣をみてみる｡

13)課題は価格｡一つ1千円-2千円と高価だO｢たくさん使ってもらう玉里､もう少し下げ左と｣

と岡野さんは話す｡(20100120朝刊)

14)乳幼児､0歳児の待機児童を解消する些 ､幼稚園､保育園に看護師を配置し主巳.(20100413

朝刊)

15)｢子どもに音楽の楽しさを伝える玉里､自分が感動を知ってほしい｣と語る錦かよ子さん.

(20100621朝刊)

益岡隆志 (2006)では､新聞記事でよく見られる ｢～したい｣は､願望 (欲求感情としての望ましさ)

と価値判断 (理知的判断としての望ましさ)の2類があるとし､願望の意味を表す ｢～タイ｣は､あ

る条件を満たすことにより､願望の意味から価値判断の意味への拡張であるとしている｡上記の例を

見ると､｢するには｣と共起する ｢～したい｣も､｢私は東京に行きたい｣のような話し手の単なる願

望ではなく､｢～するには～するべきだ/必要がある/方がいい｣のような話し手のその文の内容に

対する評価判断であることが分かる｡

次は､｢するには｣と共起する ｢ことだ｣｢ものだ｣についてみてみる｡
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16)異常を知る些 普段を知る主上O学習会では､参加者の赤ちゃんの胸の音を聞いた｡(20100513

朝刊)

17)もっと生きやすい社会にする週 ､同じ問題を抱えた人たち同士で､早 く手をつなぐことですo

(20100409朝刊)

18)｢- 洋服を着る生旦臓の下を剃る旦左よ｡(後略)｣(痴人の愛)

｢するには｣と共起する ｢ことだ｣､｢ものだ｣も､｢(ある目的を達成するために)～をするべきだ ･

必要がある ･方がいいなど｣のように話し手の評価判断を表している｡

以上の ｢日的 ･目標｣を表す ｢には｣の前項と後項は意志動詞に限られ､｢するには｣の ｢する｣

部分は未達成の意味を持つ動詞に限られる｡しかし､次に述べる ｢するには｣の後項の述語に ｢すぎ

る｣が付くものは､｢には｣の前項は意志性動詞であるが､｢には｣の後項は無意志性動詞を持つ｡

19)部活動やその後の反省の会話でそれ以上話すには疲れすぎていた｡(20090704朝刊)

20)一見､重苦しいロマン主義の装いをまとってはいるが､実は濃厚な音楽ではない｡

かといって印象派風に響きの美しさに没頭してしまうには､色々雑念がありすぎる｡(20020808

夕刊)

21)何かと煩累の多い城下で冬を越すには体が弱り過ぎて､というよりは三里の帰路ですら耐えら

れそうにないらしかった｡(生きる)

22)これまで市内の4千戸近くを回った｡最も切実な訴えは ｢市街地に出かけたいが､交通手段が

ない｣｢運転するには年を取 りすぎた｣ と､高齢者が家の周 りしか動けないという声だった｡

(20100408朝刊)

｢すぎる｣と共起する ｢するには｣は､述語に ｢状態性動詞 ･存在詞｣などを用いて､あることを達

成するのが ｢目的 ･目標｣である前項に対 して､後項はそれらを達成させるための ｢必要条件｣では

なく､それらを達成しようとするプロセスに非協力的な ｢状況｣を表すものである｡つまり ｢目的 ･

目標｣に対する ｢必要条件 (意志性)｣ではなく､｢状況 (無意志性)｣である｡｢すぎる｣と共起する

｢には｣の後項は､動作性動詞を用いても無意志性を表す｡ 3

さて､目的性の ｢するには｣の中には､｢には｣の前項に ｢しない｣が付 く ｢しないには｣がある｡

佐治 (1984)では､｢目的を表す rにはJは､p-したにはJの過去形､『～しないにはJの否定形は

3 ｢行く｣は意志性を持つ動詞であるが､｢一ドル-一〇一円から一〇二円というのは､輸出や海外投資で収益を

確保しようにするには､明らかに行き過ぎた水準だ.(後略)｣(19930815朝刊)のような例は､意志性が薄くな

るので､ここでは無意志性と断定してもよいと思われる｡
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持たない｣という言及がある｡確かに､｢いい大学に入ったには､一生懸命勉強しなければならない｣

のように過去形は ｢には｣の前項に来ることができない｡しかし､実際には以下のような ｢しないに

は｣の例はしばしば見られる｡

23)｢テロリストの姿と日本の特攻隊がだぶります｡私も子どもの時分は､予科練に行くのがあこ

がれでした｡お国のためということしか頭になかった｡敗戦で価値観が根底から覆りました｡過

ちを繰り返さないには何よりも教育が大切です｣(20040911朝刊)

24)前臥 パスワードが一般にどうやって盗まれる (推定される)かを説明しました｡また堂互生

ないには複雑なパスワードにすれば良いとも言いました｡(19970201朝刊)

これらは､｢過ちを繰り返す･盗まれる｣ということ自体が ｢望ましくない･まずい｣ことであり､｢過

ちを繰り返さない ･盗まれない｣こと､つまり ｢しないこと｣が ｢目的 ･目標｣であると考えられる｡

この ｢しないには｣は､｢(望ましくないことが)起きないようにするには｣のように､｢しない/さ

れない/ならない｣ことが ｢目的 ･目標｣であるため､これらは ｢目的を表す｣表現である｡

しかし ｢過ちを繰り返す ･盗まれる｣などのように､｢マイナス｣イメージを持っている場合は､｢マ

イナスイメージの動詞+ない+には｣は ｢目的を表す｣ことになるが､｢行 く.食べる ･見るなど｣

のような動詞の場合､｢行かない十には｣のような ｢否定十には｣は目的を表すことはない｡

実際の例は1例も見つからなかったため作例でみてみるしかないが､次の ｢しない｣を含む例をみ

てみると､｢ピーマンを食べないためには～｣､つまり ｢あることを実現させようとする｣といった目

的の意味はない0日的を表すことよりはまさに､｢ピーマンを食べない場合は～｣､｢ピーマンを食べ

ない時は～｣といった､ある ｢状況を表す｣ことになる｡

iピーマンを食べないには､どうすればいいのか｡(作例)

Hピーマンを食べないには､理由がある｡(作例)

iiiピーマンを食べないには､仕方がない｡(作例)

目的性の ｢には｣は､｢マイナスイメージの動詞十否定十には｣といった条件付きではあるが､｢しな

いには｣のような否定形が用いられることを確認した｡さらに､｢するには｣には､｢には｣の前項に

｢～しようとする｣が付く｢～しようとするには｣があるが､これらはより強い目的性を表す｡

25)小説では､獄中で松陰が仲間に行った ｢孟子｣の講義の様子を措くO

｢世の中を善 (よ)くしようとするには､まず己の行動から始めねばならない.(20040626朝刊)
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より強い目的性を持つもう一つの用法として､｢するには｣の前項に ｢～するように｣が付 く ｢～す

るようにするには｣がある｡

26)企業が必要な融資を受けられるようにするには､地元の金融機関がしっかりとした基盤を持つ

必要がある｡(20110402朝刊)

さらに､｢には｣の前に ｢～しないようにする｣が付く ｢～しないようにするには｣も数多く見られる｡

この ｢～しないようにするには｣は､｢～しないこと｣が ｢目的 ･目標｣である ｢～しないには｣と

ほぼ同じ意味機能であると判断される｡

㌘)表向きの言葉に惑わされないようにするには､暮らしや働きといった生活の場に引きつけて政

治を考えることが必要だ｡(20040625朝刊)

28)買い取ってしまった盗難品は無償で持ち主に返すため ｢会社としての損害も大きいので､盗雛

車には敏感です｣｡盗まれないようにするにはどうすればいいのか｡(20091111朝刊)

以上､目的性の ｢するには｣をみてみたが､｢には｣は､目的あるいは目標の達成に充分な現状では

ない時に使われる表現で､目的あるいは目標と現状の間には落差があることを示す｡また ｢には｣の

前項と後項は ｢目的 ･目標｣と ｢必要条件｣という関係が成立し､｢には｣の前項は ｢日的性｣とい

うカテゴT)-から柾れないが､後項の一部 (～すぎるが付 くもの)は ｢必要条件｣から離れ､｢状況｣

を表すということが明らかになった｡

3.1.2,マニュアル的表現

日的性の ｢するには｣の後項にはゼロ形式がある｡これらは､意味的にはモダリティ的表現に入る

が､形上 ｢スパゲッティを食べるには､フォークを使う｣のように､｢フォークを使う｣の後にモダ

リティ的表現が付かないで終わるものをここでまとめる｡

29)毎日､繰り返して練習してこそ英語力が伸びる｡長続きさせるには仲間を作る｡(20111009朝刊)

30)尊敬される生旦部員一人ひとりの意見を大切にする｡(20111207朝刊)

31)選挙違反対策本部を設置するには税金が使われます｡(20100626朝刊)

これらは ｢～するには～をする｣という断定を表す形を用いる｡これらは､｢誰もが知っている内容

や習慣､規則的なことが行われることを示す｣ということで､｢みんなが､そう思う/そう知っている｣

といった一般的な社会常識や知識 ･日常的な出来事などについても用いられている｡マニュアル的表
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現は､新聞記事や商品の説明替､料理本のレシピなどによく見られる｡これらも､｢には｣の前項と

後項の関係が ｢目的 ･目標｣に対する ｢必要条件｣という ｢するには｣の用法の枠から外れていない｡

つまり､目的あるいは目標に対する現状は未達成である点では3 1.1.モダリティ的表現と同様

である｡

さて､佐治 (1984)は ｢目的を表す r～するにはJはその後項が､常に状態的な述語に限られる｣

とされているが､実際には､状態的な述語に限られず､｢作る ･使う･来るなど｣のような動作性の

述語を用いる例も多 く見られる｡

3.1.3.｢するには～がある｣の存在4

ここでは､形上 ｢スパゲッティを食べるには､フォークを使う｣のようなマニュアル的表現と似て

いる ｢するには～がある｣という表現について考察する｡この用法は､｢には｣の後項に ｢～がある｣

といった ｢物事の存在｣を表す述語を持つものである｡

32)政治的に各国を結ぶには大公使館がある｡(人民は弱し)

33)｢長門｣の戦闘艦橋に上るには､小さなエレベーターがあったが､山本は､このエレベータ-

を使うことはほとんどなかった｡(山本五十六)

例33)の ｢には｣の前項は ｢戦闘艦橋に上る｣ことに対 し､後項は ｢(使う)エレベーターがある｣

という現状､つまりこの ｢には｣の前項と後項の関係は､｢目的あるいは目標を達成するための (何か)

が存在する｣ことを表す｡以下の例も同じである｡

34)｢切断する隙間の痛みをなくすには､いくつか､やり方がある｡(後略)｣(黒い家)

35)｢女を見るには三つの方法がある､ということを､僕は昨日､エッセイに審いて渡したばかりだ｣

(太郎物語)

36)｢一人で育てるには限界がある｡(後略)｣(20090130朝刊)

37)実際にゲートを上げるには､技術的な課題もある｡(20100529夕刊)

これらは､｢目的あるいは目標を達成するための (何か)が存在する｣といった目標に至る時間的な

森田息行 (1989)では､｢r日本には自由があります/ありませんJにおいて､r日本Jを場所的条件と考えれば●̀存

衣一l/''非存在●●を表すが､主体と考えればIl所有"/ー非所有l'となる｡ 日̀本は自由を持っている【という気持ち

で rある｣を普通に用いる｡｣(p.90)と走栽し､r日本語基本動詞用法事典｣では､｢冷蔵庫にど-ルがある｣と

いう｢(1)物が存在する｣､｢彼には二人の子供がある｣という｢(3)何かを所有していたり､特定の人･感情･

考え.能力などを持っている｣､｢開演まで時間が15分ある｣という｢(6)時間･距牡が存在する｣などと定義

している｡
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プロセスに､①方法提示 (プラス的な要素の存在)､(診ハードル ｢制約｣(マイナス的な要素の存在)､

といった広い意味での ｢状況｣を表すものである｡目的あるいは目標と現状の間に ｢未達成｣という

落差がある点では3.1.1.と3.1.2.とも関連性があるが､この ｢するには｣は全体的には

目的性を失ってしまい､状況的な意味機能を持つ点では､異なる｡

しかし､次の例は ｢には｣の前項と後項､両方とも無意志性動詞と共起し､目的性を完全に失って

いる｡目的性を失う点､それに前項と後項が無意志性動詞である点では､3.2.｢するには｣の到

及性につながるC

38)｢らくだが泣くにはわけがあるんだよ｣｡(20040831夕刊)

3.2.｢するには｣の到及性

ここでは､｢するには｣のもう一つの機能である時間を表す用法についてまとめる｡これらは､｢に

は｣の前項と後項は無意志性動詞である｡

39)若菜が萌え出すにはまだ閏があり､林のなかには陽が差し込むo(20020517朝刊)

40)冬休みが来るにはまだ少し間があった｡(こころ)

41)学校の授業が始まるにはまだ大分日数があるので､鎌倉におってもよし､帰ってもよいという

境遇にいた私は､当分元の積に留まる覚悟をした｡(こころ)

42)冬の夜が明けるにはまだ間があった.(20000719朝刊)

43)いわし雲が浮かんで夏はすでに遣いが､秋が色を整えるには少し間がある｡(20㈹㈹13朝刊)

これらは､｢には｣の前項は ｢秋が色を整える｣､｢冬休みが来る｣といった自然現象や非人間的な主

語5と､後項は時間的な幅を表す ｢間がある｣などが共起するものである｡例39)の ｢若葉が萌え出

す旦旦まだ間がある｣をみると､意味的に ｢若菜が萌え出す旦竺邑まだ間がある｣という､つまり ｢い

ついつまでに～時間がある｣といった到及性を表すものである｡これらは､ある状況に時間的に到達

していないこと､すなわち未達成であることを表す｡未達成を表すという点では､｢するには｣の目

的性とも関連性がある｡｢いついつまでに｣という到及性を表すものとしては､次のようなものも見

られる｡｢には｣の後項に ｢早い｣という時間を表す述語を持つ時である｡

44)結果は､茂吉の敗北宣言｡芭蕉が山寺を訪ねた新暦7月13日は､アプラゼミが鳴くにはまだ旦

5｢2時に家を出る｣｢友だちが来る｣の ｢出る｣｢来る｣などは意志性を持つ動詞であるが､｢むかで｣｢冬休み｣

などに付き｢むかでが出る｣｢冬休みが来る｣になると､意志性が薄くなるので顛意志性と断定してもよいと思

われる｡
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とからだO(20090809夕刊)

後項の ｢早い｣も前項の ｢アプラゼミが鳴く｣という状況に時間的にまだ辿 り着いていない点では､

上記の例と同じ用法である｡

4.｢するに (は)｣の評価的な対象6

今まで見て来た ｢するには｣は､基本的に ｢には｣がセットであるが､ここで述べるものは､｢す

るに｣｢するには｣両方を用いる ｢するに (は)｣である｡この ｢するに (は)｣の ｢するには｣の用

法は､形上3節の ｢するには｣と同じであるが､｢には｣の前項 と後項の関係が､目標に対する必要

条件ではなく､充分か不充分かを判断するもので､｢目的性｣を表す3節に対 して､｢評価的な対象｣

を表すものである｡

｢するには｣

45)長年､愛用してきたつめ切 りのバネが折れた｡捨てるには惜 しい｡(20040514朝刊)

46)だが､成果が出るのはまだ先なので､評価をするには早い｡(20071218朝刊)

47)過去の経緯を省いているため､途中から参入する旦旦ちょっと三旦巳｡(20090131朝刊)

48)右中間席の中ほどまで伸びた一発は､チ-ムと本拠地スタンドを盛 り上げるには十分だった｡

(20110910朝刊)

49)どこのどなたかは知らないが､降りて行 く時は､自分のごみの始末ぐらい出来ないのかと腹立

たしくなった｡内っていつも ｢ああこんなもんか｣と思ってしまうには､あまりにも恥ずかしい

光景だった｡(19930417朝刊)

50)今日はクリスマス｡異常気象を語るにはふさわしい日だ｡(20101225朝刊)

51)お年寄りたちが生活するには便利だ｡(20000103朝刊)

52)河口菅監督は ｢野球をするには悪い環境のなか､よく頑張った｣と谷野をたたえたO(20020719

朝刊)

53)｢食うには困らなかったo太平洋のおかけで6人の子どもを育てられた｣｡(20020128朝刊)

54)住民側は説明会や懇談会で出た意見を計画案に反映する生旦時間的に艶ヒヒ三として､4月実施

を撤回するようあらためて求めた｡(20010127朝刊)

｢するに｣

55)原色の花びらは夏を思わせるに十分だ｡(20060923朝刊)

56)地球生物学者でありつつ西村氏の文章には生命感があり､そのことを語るにふさわしい｡

6 評価的な対象を表す ｢するに (は)｣の ｢に｣と｢には｣の榛能の違いについては､本箱では考察対象外とする｡
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(19891011朝刊)

57)英和辞書の3冊目が使いすぎて破れてしまった話 (4日付)は､その努力のすぼらしさに敬服

するが､電子辞書もまた利用するに便利なものだ｡(20021023朝刊)

58)おいしいoあっという間に品切れになった｡残った皮は捨てるに惜しいOあまりに鮮やかだ｡

(2005∽16朝刊)

59)｢手に敬をつけていれば一生食うに困らないんだ｣と､言われるままに入った職人の道｡

(20070207朝刊)

60)木島さんは ｢ぼくの仕事は時代に対応するに早過ぎるのかな｣というが､｢コロンブスの卵｣

とも見えるこの手法､関係者の間で話題になっているO(19860205夕刊)

これらの ｢するには｣は､形上 ｢スパゲッティを食べるには､フォークを使う｣のようなマニュアル

的表現と似ているが､｢目的 ･目標｣を達成するための ｢必要条件｣ではなく､｢～する<こと>が充

分だ｣といった､充分条件を表すものである｡言い換えると､｢未達成｣といった､達成に十分な現

象ではない時に使う ｢には｣ではなく､｢感情を引き起こす動作｣､つまり｢～すること｣は ｢状況を

示す対象｣を表すことから､3節の ｢には｣と異なる用法である｡

しかし､次の例のように､｢には｣の前項が自然現象や非人間的な主語を持つ場合がある｡これら

は ｢到及性｣と同じくEl的性を完全に失っているが､物事に対する評価判断の主体は人間であるとい

う点､自然現象や非人間的な主語が ｢状況を示す対象｣である点では ｢評価性｣につながると言えよ

う｡

61)6万坪を超える広大な敷地に巨大な廃屋が残る住友大阪セメント田村工場跡地｡怪獣が暴れる

には最適だった.(200100410朝刊)

62)今回は､粗さときめこまかさを一枚の紙に融合させた作品に挑戦｡その一つ､九枚組みの作品

｢とんびが舞うにはもってこいの一日でした｣は､工房で感じた谷あいの春を表現したものだと

いう｡(19970315朝刊)

63)給茶器は新宿に庁舎移転した一九九一年春に一斉に設置した｡今年まで事故が起きることはな

かった｡｢寿命がくるには早すぎるのですが｣と､担当者は首をひねるが､｢豪華庁舎｣も五年た

ち､思わぬ弱点が見つかった形だ｡(19960413朝刊)

以上の ｢には｣の後項の述語は ｢惜しい ･もったいない ･つらい ･恥ずかしい ･苦しい ･困る｣など､

感情 ･心理的状態を表すものや､｢難しい･悪い･いい ･ふさわしい ･早い ･便利だ･十分･だ･必要だ･

もってこいの｣など､評価判断を表すものを用いる｡
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5.｢するには｣の前置き性

前置きとは､文書や談話などで､本題に入る前に述べること､またはそのことばを表すが､｢する

には｣の ｢には｣の前項と後項の関係でもこのような前置き性が見られる｡ここでは､形は日的性や

到及性の ｢するには｣と同じであるが機能が異なる ｢には｣､すなわち引用文のように機能した前置

き性の ｢には｣についてみてみる｡

64)私が思うには､日本人はみんなぜいたくしすぎです｡(20030917朝刊)

65)記者が言うには｢私どもは手話ができないし周りにできる方がいないので遠慮してしまいます｣｡

(20100305朝刊)

これらは､目的性や到及性の ｢するには｣と形は同じであるが､｢には｣の機能は異なり､主節と従

属節の共起関係において引用関係を表す｡従って ｢には｣の前項は ｢目的性｣に必須的な意志性を持

つが､目的性や到及性の ｢するには｣とは異なるものである｡また ｢目的を表す｣形は一般的に特定

の動作主を持たないが ､これらは ｢私が｣｢記者が｣といった個別的な動作主 ｢ガ格｣を持つ｡｢には｣

の前項は ｢言う･話す ･申す ･語る ･おっしゃる ･おおせる ･答える ･挨拶する ･頼む｣などの ｢発

話 ･伝達動詞｣や､｢考える ･思う｣などの ｢思考動詞｣などを用いる｡この用法は､｢は｣を持たな

い ｢するに｣を用いることもできる｡

66)27年前の11月25日､母は63歳で亡くなった｡父が言うに､病院で亡くなる前､小菊のことをと

ても気にしていたという｡(20051122朝刊)

67)私が考えるに､この世の中って楽しいことがいっぱいあると思います0(20010413夕刊)

6.あわりに

以上､本稿では ｢するには｣の文法的な機能を考察し､その文法構造を明らかにすることを試みた｡

｢するには｣は ｢目的 ･目標｣及び ｢時間的な到及｣を表す用法と､形は同じであるが働きが異なる

引用文的に機能した ｢前置き表現｣､さらに ｢に (は)｣の ｢評価｣を表す用法があることを確認した｡

｢するには｣は､｢AするにはBをしなければならない｣といった ｢目的性｣と､｢Aするには (ま

でに)､間がある｣といった ｢到及性｣の場合､前項のAが意志性動詞を持つと ｢目的性｣を表し､

無意志性動詞を持つと ｢到及性｣を表すことが明らかになった｡さらに､｢には｣の前項のAと後項

のBの間､すなわち ｢目的 ･H標｣と ｢現状｣の間には格差があり､｢日的あるいは目標の未達成｣

7 ｢するには｣は､｢??(私が/あなたが/彼が)スパゲッティを食べる上三旦フォークを使わなければならない｣の

ように･特定の動作主を持つのではなく､一般的に ｢(だれもが)スパゲッティを食べる生旦フォークを使わな
ければならない｣という社会常識的なことが述べられている｡
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を表すという､達成に充分な現状ではない時に使われることが明らかになったO

｢するには｣には､｢には｣の前項と後項が､人間の営みの ｢意志性+意志性｣の ｢目的性｣､｢意志

性+無意志性｣の状況を評価する ｢評価的な対象｣､さらに人間の営みから完全に離れる ｢無意志性

+無意志性｣の ｢到及性｣といった共起性があることを確認した｡

今後の課題としては､｢するには｣の用法の関連性､語用論的なアプローチなどを視野に入れつつ ｢す

るには｣の文法的特徴全体を明らかにする｡また ｢するに｣｢するのに｣｢するのには｣との機能の違

いを明らかにすることである｡
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【用例出典】

◇ノJ､説

r西の魔女が死んだJ梨木香歩 新潮文庫 2008年/r生きるj乙川優三郎 文芸文庫 2002年/『い

ま､会いに行きますJ市川祐司 小学館 2003年/ r女たちのジハー ドj篠田節子 集英社 1996年

/r黒い家j貴志祐介 角川ホラー文庫 1997年/r沈まぬ太陽』山崎豊子 新潮文庫 1996年/r東
京タワーj江国香織 新潮文庫 2006年/ rビタミンF』重松 清 新潮文庫 2000年/r理由J宮

部みゆき 新潮文庫 1998年
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<CD-ROM版 新潮文庫の100冊>

<青空文庫>

◇新聞

朝日新聞データーベース (開蔵 :1984-2009)
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