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はじめに
本論文は、主に形態論で扱われる語形成について、特に接辞付加によらない品詞の転換、
ゼロ派生について扱うものである。形態論を構成する下位区分の１つに屈折形態論があるが、
この分野では屈折によって生じる語形変化、すなわち、動詞の人称、数、時制、法、態によ
る語形変化、名詞、代名詞、形容詞の格による語形変化を扱う。これらはいずれも屈折によ
る語形変化で品詞は変わらない。この屈折形態論は文中において他の語との関連で形が決ま
るものを扱うという意味で文法的特徴と関連を持っている。
一方、もう１つの下位区分である語形成では主に、個々の語自体における変化を扱い、文
中における他の語との関連における語形変化は問題としない。
この語形成はさまざまな方法で新しい語を作り出す方法であるが、英語が他の言語に比べ
て極めて多くの語彙を持つようになった１つの原因は、英語が柔軟性に富み、造語力のある
言語であることが挙げられる。品詞の転換、転用をはじめ、語形成の発達が英語の語彙をよ
り豊かなものにしてきたといえる。
本論文では、要点を絞るため特に派生・転換を中心に扱い、その他の方法に関しては適
宜、主要概念を紹介するに止め、主題的には扱わないことにする。
英語ではよく同じ語がいくつもの品詞に用いられる。ある品詞の語を別の品詞として用い
ることを品詞の転換（Conversion） と呼ぶが、この品詞転換は現代英語における一大特質
（1）

であるといえる。古英語期、中英語期においてはゲルマン語本来の屈折言語としての言語的
特性が強く、高度で複雑な屈折によって文法標識を示していた。しかし、時代の推移ととも
に、特に16世紀以降、近代英語期に入ると語尾変化の簡略化が進行し、現代英語において
は、かつてのような複雑な屈折はほとんど見られなくなった。また、1100年頃までの古英語
期はfull inflection、1500年頃までの中英語期はleveled inflection、1500年頃からの近代英語
期はlost inflectionの時代とも呼ばれる。品詞転換とはつまり、屈折が消滅した結果生じた文
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法事象であるといえる。
先行研究では、多くの場合、語形成の中で転換が説明され、名詞由来動詞、動詞由来名詞
等の転換の種類、転換後の意味分類については数多く研究がなされてきたが、分類基準につ
いては研究者間においても意見の不一致が見られることや、単に、語が列挙されている場合
がほとんどである。
また、品詞転換は、単に品詞の形態についてのみ扱われるものではなく、意味論、統語論、
語用論などの観点から多角的に扱われるべき問題であることはClark＆Clark等の論文で指摘
されている事項である。名詞由来動詞に関して言えば名詞が形態上の変化なし（接辞付加な
し）で動詞化されるため、転換後も元の名詞の持つ語彙的特徴が残るのが通常である。名詞
由来動詞を適確に解釈するためには、名詞対象についての知識に加えて、それらが用いられ
る転換後の構文や前置詞の現れ方をも考慮に入れる必要性がある。しかしながら、名詞由来
動詞を考える際、重要な概念となる転換後にとり得る構文について詳しく述べられている研
究は少ない。
本論文では、それゆえ、第一に、いかなる名詞も動詞化が可能か、第二に、名詞由来動詞
において、転換後の構文（主に、自動詞構文をとるか、他動詞構文をとるのか）を決める因
子は何に起因するのか解明することを研究目的とする。
1.1 語形成のタイプ
語形成（word formation）とは、さまざまな方法で新しい語を作り出すことであるが、語
形成には派生、転換のほかにもいくつかの方法がある。本節ではその方法とタイプをみてい
く。
１、派生（derivation）
：１つの基体（base） に１つ以上の派生接辞をつけて新しい語を
（2）

作る方法。
２、複 合（compound）：既存の２つ以上の語を組み合わせて、新しい語を作る方法。複
合によってできた語を複合語といい、その複合語にはrainbow, newspaper, everyone
な ど の 複 合 名 詞 や、breathtaking, double-edged, well-bredの よ う な 複 合 形 容 詞、
double-park, overtake等の複合動詞がある。

（3）

３、短縮（shortening）
：短縮には以下の３種類がある。
a.逆 成（back formation）：語尾を接辞と混同して、これを取り去って新語をつくるこ
と。burgle←burglar/edit←editor/typewrite←typewriter/televise←television
b.切 り 株 語（clipped word, stump word）
：
（omni）bus〔 頭 部 省 略 〕/auto（mobile）
〔後部省略〕/（in）flu（enza）
〔頭・後部省略〕
c.頭文字語（acronym, letter word）
：頭文字語には以下の２種類がある。
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アルファベット読み
FBI（=Federal Bureau of Investigation）
VIP（=Very important person）
ICU（=Intensive care unit）
音節読み
NATO（=North Atlantic Treaty Organization）
TOEFL（=Testing of English as ａ Foreign Language）
４、混成（blending, contamination）
：２つの語の一部を切り取り、それを合体して新語
を作ること。breakfast＋lunch→brunch/smoke＋fog→smog
５、語根創造（root-creation）
：既存の造語要素を使わずに、全く新しい語を作り出すこ
と。擬声語や新しい商品名などに見られる。
1.2 派生・転換のタイプと概念
派生は、独立して現れる語に、独立しては現れえない接辞を付加し、より大きな語をつく
ることである。語に接辞を加えることを接辞付加（affixation）と呼び、接辞付加の作用を
受ける単位を基体（base）という。この派生によってつくられた語を派生語という。
一方、語の形態をそのままに（接辞を付加させずに）
、品詞のみを転じることを転換
（conversion）という。転換は、名詞（Ｎ）
、形容詞（Ａ）
、動詞（Ｖ）の主要３品詞間で起
きる。すなわち、転換のタイプとしては、形容詞化（Ｎ→A、Ｖ→Ａ）
、名詞化（Ａ→N、
Ｖ→Ｎ、動詞化（Ｎ→V、Ａ→Ｖ）の６つのタイプがあり得る。派生と転換とを比較すると
以下のようになる。
Noun

Derivational Noun

Suffixation:

acquit

→

acquittal

Conversion:

release

→

releaseφ

（Quirk et al. 1985）

以下にこの品詞転換の用例を挙げる。
1. You might have heard ａ pin drop.（Ｎ）
2. He pinned the letters together.（Ｖ）
3. We take ａ bus to school.（Ｎ）
4. In the US, children are bused to school.（Ｖ）
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5. You look very beautiful in your yellow dress.（Ａ）
6. She likes the yellow of an egg.（Ｎ）
7. The pages of the old book had yellowed.（Ｖ）


『現代英語学入門』
品詞転換には、下位区分間で起きる転換（例えば、可算名詞→不可算名詞、自動詞→他動

詞、のような品詞内転換、近似転換等の二次転換）もあるが、本研究では要点を絞るために
最も用例の多い名詞由来動詞（Ｎ→Ｖ）の事例を主題的に扱う。
2.1 転換の意味論的アプローチ
品詞転換が英語学の諸分野と関連していることはまえがきでも述べたが、本節では意味の
面からアプローチする。転換は品詞の形態のみならず、以下の点から意味構造の面と深い結
びつきがあると考えられる。例えば、bookという名詞の場合、この基本的な名詞にはさま
ざまな意味がある。
名詞bookの意味
1.a
b

本
巻、編

c（オペラなどの）歌詞、台本
2.a
b

帳面
名簿、会計簿

3.（マッチ・小切手などの）つづり、とじ込み


（ジーニアス英和辞典

第４版）

ところが、bookが動詞に転換されると「本を読む」や「本を買う」といった意味ではな
く、
「（注文を）帳簿に記入する」すなわち、
「予約する」という意味になる。先にあげた
bookの意味のうち2bの帳簿の意味が利用される。
このことから、実際、転換されるのはbookという名詞形態だけでなく、bookの、あるい
はある名詞の持つ多義性の中の１つの意味である。実際、名詞由来動詞とされる例の中に
も、shelf→shelve, half→halve, house→house〔ｚ〕のように語末の子音が有声化したり、
第一アクセントの位置が変わったりすることがあるから、単純に品詞のみが変わっていると
いうわけではない。
したがって、転換という事象は品詞や形態のみの問題ではなく、意味構造の問題点（意味
論の視点）としても捉えられるべき問題で、意味構造の面と深い結びつきがあると考えられ
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る。
また、品詞転換が意味論の観点から扱われるべき問題であることはClark＆Clark（1979）
の提唱する語彙の阻止（lexical blocking）という現象からも示唆される。summerとwinter
が動詞に転換されたとき、それぞれ「夏を過ごす」
、
「冬を過ごす」という意味になるが、
fallとspringはsummer、winterと同様の解釈は得られないということをClark＆Clarkは指摘
している。
8. They summered /wintered in Paris.
9. *They are going to spring /fall in Paris.
Clark＆Clarkの論文によると、動詞としてのspringは「飛び跳ねる」
、fallは「落ちる」と
いう意味をすでに持っているから動詞として用いられた場合、こちらの意味にとられてしま
って、
「季節を過ごす」という意味には解釈されない。
すなわち、もともとの意味が転換によって作られた意味、解釈を阻止する。ということを
述べている。動詞の形態、統語論上は適格であるが求める意味としては不適格であるといえ
る。
名詞由来動詞の意味を分類した研究もMarchand、McCawley、Clark＆Clarkなど多数に
わたる。その中で、最も包括的な研究であるClark＆Clark（1979）に示された分類例を以下
に引用する。
a. Instrument Verbs:
10. John bicycled into town.（Ｎで～する）
（Johnは自転車に乗って街まで行った）
固定: nail, staple, bolt, pin, paste, cement, glue, tape, handcuff, chain
清掃: mop the floor, broom, sponge, shampoo, towel the bodydry
打撃: hammer the nail, bat the ball, whip the horse, cane the child
破壊: bomb the village, torpedo the ship, dynamite the building
移動: bike, taxi, canoe, Greyhound, helicopter, telephone, fax
その他: 11. fork the pickles（ピクルスをフォークでさす）
、12. ax the tree down（木を斧で
切り倒す）
、13. saw the wood（木をノコギリで切る）
、14. net the fish（網で魚を捕まえ
る）、15. microwave the chicken（チキンをオーヴンで温める）
、16. plane the wood smooth
（カンナで木をなめらかにする）
、17. comb her hair（クシで髪をとかす）
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b. Agentive Verbs:
18. John butchered the cow.（Ｎとして振舞う）
（Johnは牛を屠殺した）
19. jockey the horse, 20. umpire the match, 21. nurse the patient
c. Location Verbs:
22. He kneed the dog.（Ｎに物を置く）
（彼は犬を膝の上に乗せた）
23. shelve the books, 24. beach the boat, 25. bench the players, 26. lodge the guest,
27. jail ａ criminal, 28. bottle the wine, 29. bank the money, 30. dock the ship
d. Goal and source verbs:
31. Edward powdered the aspirin.（Ｎ状態に変える）
（Edwardはアスピリンを粉々にした）
32. loop the rope, 33. coil the rope, 34. knot the string, 35. braid the hair, 36. cash the
check, 37. group the actors, 38. bundle the clothes
e. Locatum verbs:
39. They carpeted the floor.（場所にＮを置く）
（彼らは床にカーペットを敷いた）
40. blanket, 41. water, 42. saddle the horse, 43. sugar, 44. spice, 45. pepper, 46. horse the
soldiers, 47. arm the men, 48. gift the city, 49. fence the yard
f. Duration verbs:
50. Julia summered in Paris.（Ｎを過ごす）
（Juliaはパリで夏を過ごした）
51. weekend at the cabin, 52. honeymoon in Hawaii
g. Miscellaneous:
53. lunch, 54. breakfast, 55. tea; 56. fish, 57. whale, 58. blackberry; 59. rain,
60. snow


（Clark, E.V.＆H. Clark 1979）
これほど多彩な意味を英語話者が理解するためには一般的原理が働いているはずである。

影山（1999）は、この名詞由来動詞の持つ様々な意味が、語彙概念構造によってどのように
分析できるか述べているが、本論文ではこれに関する問題点は扱わない。
2.2 語用論的アプローチ
名詞由来動詞を考える際に念頭においておかなければならないことは、その適格性が意味
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的、語用論的な要因によって大きく左右されるという点である。名詞が形態上の変化なし
（接辞付加なし）で、動詞化されるため、転換後も元の名詞の持つ語彙的特徴が残るのが通
常である。
影山（1997）は、jailを例に出して次のように説明している。Jail（監獄）というのは、犯
罪者を拘留しておく機能を持つから、jailを動詞化して使うときもその機能が生きていて目
的語は犯罪者に限定されるのが通常である。刑務所に見学にきただけの学生に対してはto
jail the schoolboysとはいえないこともあわせて指摘している。
また、helmetが動詞になると「ヘルメットをかぶせる」となるのが通常である。しかし、
ヘルメットの機能、役割は人間の頭という大切な部分を保護することである。したがって、
He helmets his daughter.といった場合、比喩的に「父親が娘を守る」という意味にも解釈
できるという。ship「輸送する」という意味の動詞も同様で、元来は、
「船」による輸送に
限定されていたが、今日では、鉄道、トラック、飛行機なども可能である。
このように名詞由来動詞は辞書に載っている単語レベルにおいて、語義が変化し、新しい
意味や用法を生み出す可能性もまた持ち合わせており、名詞由来動詞は辞書に載っている語
彙化された意味以外にも意味の拡張があり、本来意図する目的・機能からそれに類似するも
のに発展する可能性がある。語彙化された意味以外にも意味の広がりを見せ、また、辞書に
載っていない新しい転換動詞が臨時的

につくられることもしばしばある。そのような場合、

（4）

発話状況や、名詞対象に関する話し手と聞き手との間の共通理解などの語用論的な要素によ
って解釈が決まる部分が多い。
3.1 転換後の構文に注目すべき理由
しかしながら、語用論的観点から完全に意味解釈が決定されるわけではない。Clark＆
Clarkの論文からもその用例を見ることができる。本節では、名詞由来動詞の中で乗り物に
よる移動を例に検証していく。
61. Jan Chevied to New York.（シボレー〔車種〕でN.Y.に行った）
62. They 747’ｄ to London.（747〔ジャンボ機〕でロンドンに行った）
上の例文で、特定の乗り物に乗って「移動」するという意味はto以下の前置詞句から理解
できるのであり、toを取り除いた場合、移動の意味では解釈できなくなる可能性がある。
また、mopという語の機能は掃除をする道具であるから、床を掃くという名詞元来の意味
を持つ。すなわち、mopという名詞に掃除したという意味を持たせるためには直接目的語を
従えることが必要であり、toのような前置詞は不要である。
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63. She mopped the floor.
64. She mopped to the floor.
64の例文を強いて解釈すれば、前置詞toの機能から「彼女はモップに乗って床に降りた」
という意味に解釈される可能性が高い。したがって、名詞由来動詞をその適格性に合わせて
解釈するために、名詞対象についての知識に加えて、それが用いられる構文や、前置詞の現
れ方をも考慮に入れる必要性がある。
4.1 研究目的と手法、語彙リストの考察
名詞由来動詞の意味を分析する際には、構文的な使われ方にも注意を払うことが必要であ
る。本論文では、名詞由来動詞において転換後の構文を決める因子は何に起因するのか（自
動詞構文をとるか他動詞構文をとるか）を解明するために、対象となる名詞を基本名詞（中
学校の教科書にでている語）に範囲を絞り、名詞と表記のある語を全てリスト化した。その
うち、語源辞典を使い名詞起源の語にさらに絞り、ここで得られた名詞起源の語彙128語を
語彙リストにした。この際、語源辞典を使っても名詞起源であるか否か不明であった語につ
いては除いた。
これらの語彙全てについて、⑴動詞化が可能か、⑵可能であれば自動詞、他動詞のいずれ
の構文をとるかについて辞書情報に基づいてリスト化した。
⑴

Ｎ→Vi○, Vt○

arm/bag/boat/body/bomb/breakfast/bus/club/color/course/date/dot/echo/face/farm/
figure/finger/flute/front/grade/grass/ground/group/hand/head/hole/line/lot/lunch/
message/mind/net/paper/park/part/place/plan/post/program/reason/shade/shop/
snow/storm/summer/sun/tag/term/telephone/test/text/track/traffic/train/vacation/
view/volunteer/weather/winter/yellow
⑵

Ｎ→Vi○, Vt×

branch/breeze/plane/
⑶

Ｎ→Vi×, Vt○

box/cap/chain/chair/class/cup/dog/earth/e-mail/eye/father/favor/floor/market/
meter/minute/mother/mouth/pen/pencil/people/picture/piece/price/question/school/
season/seat/sky/station/stone/story/subject/table/ticket/time/top/video/voice/wind/
word
⑷

Ｎ→Vi×, Vt×

monster/
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⑸

Ｎ→Viφ,Vtφ

character（obs）/concert（obs）/e-pal/friend（obs）/God/habit（obs）/history（obs）
/job/kitchen（obs）/medicine/peace（obs）/purple/shrine（obs）/videogame/woman
⑴は自動詞化（以下Vi）、他動詞化（以下Vt）いずれも可、⑵は、Viはできるが、Vtはで
きない、⑶はViはできないが、Vtはできる、⑷はVi、Vtのいずれもできない、すなわち動
詞化できないケースである。
本研究では、主に転換後に取りうる構文を主な研究目的としてきた。⑴⑷から動詞化が可
能か否か、⑵⑶から自他に分かれる理由が問題となった。
また、⑸にまとめたφは辞書には載っていないが臨時語のように語用論的条件が整えば動
詞化可能な語である。
これらの結果は学習辞典を情報源としたもので、さらにOEDの情報に基づいて同様の調
査をした結果、全ての語が他動詞構文を取るという結果となった。しかし、ほとんどの語が
ObsやNow rareという表記が付されており、現在では使われていない。
そこで、ネイティヴスピーカーに転換後、他動詞構文を取るか否かの判定を依頼した。
結論
本論文では、名詞由来動詞について転換後に取り得る構文に注目して議論を進めてきた。
語彙リストから基本名詞についてはほとんど全ての名詞が転換後、他動詞構文を取るという
結果になった。しかし、語彙リストの⑵⑷からbranch/breeze/plane/monsterといった語は
辞書情報の段階では転換後、他動詞構文は取らないという結果となった。
しかし、以下のように動詞句としては他動詞構文を取る。また、planeはClark＆Clarkの
提唱するBlockingの原則から「飛行機で移動する」という意味にはならない。
65. The road branches at Omiya.
66. She breezed very elegantly into the room.
67. The couple breezed around the dance floor.
68. He planed/is planing the rough edges off of the new table.


（イタリック体はネイティヴの挙げた例文。）
⑸で挙げた語に関しては辞書情報（OED）では全て他動詞化可能であったが、ネイティ

ヴの判 定 で は 全 て の 語 に お い て他動詞構文は取らないという結果となった。し か し、
characterize/womanize/befriendのように接辞付加によって用いられることは可能である。
このことから、やはり、阻止（blocking）原則が働いていると言える。
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69. He characterized the role for the play.
Pustejovsky（1995） は、 名 詞 の 意 味 的 特 性 を 詳 し く 検 討 し、 特 質 構 造（Qualia
Structure）という概念を提案している。 名詞の特質構造（Qualia Structure）は、名詞の
（5）

持つ意味的特性、性質を示すもので以下の４つの要素から成っている。
1. 構成役割（Constitutive role）：そのものを構成する部分・部品、中身、材料、～の一部
などの内的な性質（the relation between an objective and its constituent parts）
2. 形式役割（Formal role）
：具象物か抽象物か、人工物か自然物か、液体か固体か気体か、
性別、形状など外的な属性（that which distinguishes it within ａ larger domains）
3. 目的役割（Telic role）
：対象物が本来的に意図された目的や機能（Purpose and function
of the object）
4. 主 体 役 割（Agentive role）
： そ れ を 生 み 出 す 動 作 や 原 因、 成 り 立 ち、 出 処（factors
involved in its origin or“bringing it about”
）
具体例として、bookという名詞の特質構造を検討してみる。
形式役割=artifact（ｘ・ｙ）
構成役割=paper（ｘ）
・information（ｙ）
目的役割=read（e, w, y）
主体役割=write（e’
, z, y）
このbookという名詞の形式役割は人工物（artifact）であり、その構成役割（中身）は、
紙と情報でできている。本は何のために存在するのかという目的役割を考えると、
「読者
（ｗ）がその情報（ｙ）を読む」ということが想定できる。また、本はどのようにしてでき
るかと言えば、著者（ｚ）が情報（ｙ）を書くという主体役割を導き出すことができる。
形式役割は物の見た目の特性を表し、構成役割はその中身、すなわち構成要素を、目的役
割はその物が何のために存在するのか、そして主体役割はそれがどのようにしてできるのか、
とまとめることができる。
本論文の結論として、研究目的である転換後の構文を決める因子は何に起因するか、SV
構文、すなわち自動詞構文をとるか、SVO構文、すなわち他動詞構文をとるかの決定因子は、
Clark＆Clarkの語彙の阻止（Blocking）の他に、Pustejovsky（1995）の提唱する名詞の特
質構造のうち、目的・機能役割（Telic Role）に起因する、という結論を導いた。
つまり、語彙リストの⑵⑷⑸に挙げた名詞はTelic Roleをもたない、あるいはその概念を
説明できないという点から他動詞構文をとらないと結論づけることができる。すなわち、こ
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こに挙げた基本名詞以外でもTelic Roleの概念を説明できない名詞に関しては他動詞構文を
取ることができないと言える。
名詞由来動詞の構文解釈を説明するための概念を以下のように表記することができる。
【

Ｘ

】use【

Ｙ

】in order to【

Ｚ

】

主語をＸに、Ｙに名詞由来動詞を入れることで、ＺにはTelic Roleが得られる。以下に
Bookを例に考察してみる。
【

Ｓ

】use【

BOOK

】in order to【

READ

】

以上のようにＺの位置にTelic Roleが得られることから、bookは転換後、他動詞構文をと
る。という結論を得ることができる。
以上の概念表記を用いることで名詞由来動詞が自動詞構文をとるか他動詞構文をとるか判
定することができる。
また、名詞から動詞への転換が生じる条件とは、本研究、先行研究から同音異義語や同じ
概念を説明できる語が存在しないこと、接辞を伴った類義語が存在しないこと、既に転換が
生じていないこと、統語上の混乱を招く複数語尾等の形態を伴わないこと、動詞と結びつく
ことが可能であること等である。
つまり、転換を妨げる要素を持たない名詞であれば、いずれの名詞も動詞化する可能性を
持っているといえるが、この判断は単に語形成規則によってではなく、ネイティヴスピーカ
ーの間で広く認知されることによって動詞用法と認められるようになるといえる。転換が生
ずる語と生じない語の境界や意味拡張、派生における考察が今後の研究課題である。本研究
は、英語教育において英語の統語、形態、意味のつながりを理解し、英語の構造の一端を知
る上で役立ち、英語学習者の語彙力強化につながることができると考える。
註
転換とはある品詞の語を別の品詞として用いることをいう。品詞交替を示す用語で転用もあるが、

（１）

これは意味上、品詞交替がおきるだけで文法機能上はかわらない。以下にその例を挙げる。
Ｉ like cotton shirts.
This iron gate is not easy to open.
Bring me ａ kitchen knife.
cotton/iron/kitchen/はいずれも名詞であるがそれぞれ後ろの名詞を修飾する機能から形容詞に
転用されている。名詞を形容詞に転用する例が最も多く見られる。
また、The rich are not always happy.
The gap between the rich and the poor is growing.
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先の例文より、多くの形容詞は定冠詞をつけて複数普通名詞として用いることができる。
High, highly, highness, height, heightenの よ う な 同 一 の 基 体 を 共 有 す る 語 群 は 派 生 系 列

（２）

（derivational paradigm）と呼ばれている。
複合に関しては、複合語にさらに接尾辞を付けて作られた複合語、つまり、複合と派生が同時

（３）

に行われたものもある。public school boy, American Labor Partyのように、複合語を内蔵した
複合語をイエスペルセン（Jespersen, 1941）は紐状複合語（string compound）と呼んでいる。
ギリシア・ラテン語系の複合語の中には、biblio-phile, philo-sophyなど拘束形態素のみから成る
ものもある。この場合、複合語の第１要素biblio-, philo-を連結形というが、この連結形と接辞と
の違いは、連結形は古典語においては独立語であったという点である。
既存の語によらず、その場限りに臨時的に作られた語。話し手が、その場の勢いや調子により、

（４）

名詞、代名詞、形容詞等を動詞的に使う場合に生ずる。臨時語は、その場限りの個人的な用法で
多少の不自然さ、曖昧さを含むこともある。
Pustejovskyは、特質構造を名詞だけに限らず、動詞や形容詞など全ての品詞について提案して

（５）

いるが、本論文では名詞の特質構造に限って扱う。
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Zero Derivation in English
SHIBUSAWA, Yusuke
In English, conversion or zero derivation is a common affair. It can be seen mainly in
three word classes: Noun, Verb, and Adjective. In this thesis, I limited myself to Noun to
Verb conversion.
Studies have been conducted on the classification of denominative verbs into semantic
categories by many researchers. But none of the suggestions proposed concerning
classification has gained general approval. The purpose of this thesis, therefore, is to
investigate the conditions for conversion or zero derivation and what sentence structure
denominative verbs can take after conversion and to find what the conditions for their
divergence are.
As a result, it was found that not all the denominative verbs can be used in the same
sentence structure. Almost all denominative verbs are used in S-V-O sentence structures.
Some of them cannot be used in this sentence structure. The determining factor is the
very feature the noun has: Qualia Structure. It is adduced as one considerable reason.
From what has been investigated, I can conclude that the criterion whether a
denominative verb can be used in an S-V-sentence structure or S-V-O sentence structure
depends on the Telic Role of Qualia Structure. That is, most of the transitivizable nouns
have the Telic Role. It is the criterion which determines whether denominative verbs can
function as transitive verbs or not.
Finally, in this thesis, it was found that vocabulary in English is closely related to other
components of the English language such as phonology, syntax, or semantics. By acquiring
a sense of English conversion, learners will be able to develop English vocabulary much
more effectively.
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