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要旨 

本研究では、「一周回って」の意味・用法を明らかにし、それらの意味・用法間における

関連性を示す。「一周回って」は、本来、「一周回るという動作を行って」ということを表す

が、それ以外にも、「いろいろと試した結果／時間の経過とともに（原点に戻る）」、「時間の

経過とともに（考え方・見え方などが変わる）」「異なる視点から捉えると（考え方・見え方

などが変わる）」「（X は）異なる視点から捉えようとしても（＝どう考えても）（X だ）」の

ような意味・用法もあることを指摘する。また、「一周回って」が用いられる文の構文的・

意味的特徴に基づき、上記の意味・用法間の関連性を示す。なお、本研究で用いたデータは

Twitter の投稿データから収集したものであり、言語資源としての Twitter の有用性について

も述べる。 
 
１．はじめに 
 「一周回って」は、「回る」という動詞の中止形に、その動作の量を表す「一周」が組み

合わさったもので、後には、通常、動詞述語が続く。「回る」という動作は、後続する動作

との時間関係において、継起関係であることもあれば（例 1）、同時関係であることもある

が（例 2）1、いずれにしても、回るという動作を実際に一周行うということに変わりはな

い。 
 
(1) 運動場を一周回って帰ってきた。 
(2) くるりと一周回って衣装を見せてくれた。 
 
 しかし、近年では、「一周回って」が次のように用いられている例が見られる。例 1、2
とは異なり、「一周回って」に後続する述語が必ずしも動詞とは限らず（例 3〜5）、一周回

るという動作が実際に行われているとも言い難い。 
 
(3) ポテトチップスは一周回ってやっぱりうす塩味が一番だ。 
(4) 疲れすぎて一周回って眠くない。 

 
1 動詞の中止形がもつ意味の詳細については、仁田（1995）、日本語記述文法研究会（編）（2008）などを
参照されたい。 



 

(5) ネガティブは一周回ってポジティブだ。 
(6) すごすぎて一周回ってすごいとしか言えない。 

 
例 3〜6 のように用いられる「一周回って」は、新語や若者ことばとして扱われている。

『現代用語の基礎知識』（自由国民社編）では、2019 年版の「時代・流行」カテゴリーのう

ち、「若者」カテゴリーにおいて、「強調する言い方、評価する言葉」として「一周回って」

を取り上げ、次のように説明している2。 
 

一時代（10 年ほど）経って、流行が一回りして。「一周回って、いま DA PUMP がダサ

カッコいい」。 
 
 「一周回って」が用いられると、時が経って以前のものが再度よく見えてきたり流行った

りすることを意味するという解釈である。しかしながら、この定義では、例 3 については説

明ができても、例 4〜6 については説明ができない。そこで、本研究では、このような、従

来の定義では説明しきれない「一周回って」の多様な使われ方に注目し、①「一周回って」

の意味・用法の全体像を明らかにするとともに、②それらの意味・用法間の関連性について

考察を加える。 
 本稿の構成は以下のとおりである。まず 2 節では、考察に用いたデータについて説明す

る。続く 3節では、考察の結果明らかになった「一周回って」の意味・用法を示し、4節に

おいて、それらの意味・用法間の関連性について述べる。最後の 5 節ではまとめを行い、

「一周回って」の意味・用法に関する今後の展望について述べる。 
 
２．考察に用いたデータ：データ収集源としての Twitter の有用性と限界 
本研究では、Twitter（ツイッター）の投稿データから用例を収集した。Twitter は、「イ

ンターネットを通じて 140 字以内の『つぶやき』を不特定多数にリアルタイムに発信し、

自分で選択した他人の『つぶやき』を受信するサービス」（津田 2009：12）である。2006
年 7 月にサービスが開始した。本研究のデータ収集源として Twitter を用いた理由は以下

のとおりである。 
まず、Twitter では、いわゆる新語や若者ことばとされているものや、近年の流行語のデ

ータを入手しやすい。「一周回って」は新語や若者ことばとして扱われていることから、若

い世代が多く利用し発信をしている Twitter において多くのデータを収集できると考えた。

総務省情報通信政策研究所（2021）の『令和 2 年度情報通信メディアの利用時間と情報行

動に関する調査』によると、Twitter の全世代の利用率は、ユーザー同士の交流やコミュニ

ケーションを主な目的とするソーシャルメディア系サービス／アプリの中では、Instagram
（インスタグラム）と並んで最も高く（42.3％）、なかでも、10 代及び 20 代の利用率が高

い（それぞれ 67.6%、79.8%）。実際に、検索したキーワードが Twitter においてどのくら

い使われているかをグラフで表示してくれる、『Yahoo! JAPAN』の「リアルタイム検索」サ

ービスで「一周回って」を検索してみると（検索日時：2022 年 6月 14日、17 時 40分）、

6 時間の間に 337件、24 時間の間に 1,410件、7日間の間に 9,824件、30日間の間に 40,385
 

2 ジャパンナレッジ版（https://japanknowledge.com）を参照した（最終閲覧日：2022年 8月 23日）。な
お、「一周回って」の意味・用法全般について体系的に記述、または考察を行っている論考は、管見の限り、

見当たらない。 



 

件という結果となった。件数には、すでに投稿されたものを引用して再投稿しているもの

（Twitter では、「リツイート」や「引用ツイート」と呼ばれる）も含まれており、同一のデ

ータが重複してカウントされていることもあるが、それを考慮したとしても、「一周回って」

について、十分なデータ数を確保できると考えた。 
次に、Twitter では、従来のコーパスに比べて、より近年のデータを入手することができ

る。先に述べた『現代用語の基礎知識』（自由国民社編）は毎年刊行されているが、「一周

回って」は、2019 年版に掲載されており、比較的新しい表現であると考えられる。Twitter
では今もなお投稿が続いており、ユーザーが公開設定にさえしていれば、投稿した内容をリ

アルタイムで閲覧することができる。したがって、データの収集年代が特定の時期に限定さ

れている従来のコーパスに比べると、Twitter では、ごく最近になって使われ始めたことば

であっても入手が可能であると考えた。実際に、現代日本語の研究に利用されることの多い

『現代日本語書き言葉均衡コーパス 中納言版（BCCWJ）』『国語研日本語ウェブコーパス 
中納言版（NWJC）』『日本語話し言葉コーパス（CSJ）』『日本語日常会話コーパス（CEJC）』

『名大会話コーパス（NUCC）』『現日研・職場談話コーパス（CWPC）』を対象に「一周回

って」を検索してみたところ3、「一周回って」は、NWJC に 6 例、CEJC に 1 例しか出現

しなかった4。そのため、既存のコーパスでは「一周回って」のデータを収集することが困

難であると判断し、Twitter からデータを収集することとした。 
一方で、Twitter から収集したデータは、分析をするにあたり、次のような限界もはらん

でいる。まず、投稿する際の文字数が 140 文字以内でなければならないという制限がある

ため、文脈が読み取りにくいことがある。Twitter の投稿データについては、岡島（2011）
でも、「細切れの発言の前後がたどりにくく、用語の意味を考察しようとする際に不便であ

る（p.78）」との指摘が見られるが、本研究で考察を行うのも意味・用法であるため、文脈

が読み取れない場合、意味・用法の判断に迷うデータが多く、考察が難航することが予想さ

れた。次に、Twitter は 2006 年 7月に開始したサービスであるため、それ以降のデータし

か入手することができず、それよりも以前に使われ始めたことばである場合、初出年につい

ては検討することができない。意味・用法の判断に迷うデータが多くなる可能性と合わせて

考えると、意味・用法ごとの出現数や出現時期の正確な提示が難しく、意味・用法の変化の

観点から行う考察は難しいと思われた。このような限界点があるにもかかわらず、データの

収集源として Twitter を用いたのは、Twitter では「一周回って」のデータを大量に確保で

きるという長所に重きをおいたからである。データ数が確保できれば、文脈が読み取れず判

断に迷うデータが多くても意味・用法の洗い出しは可能であり、また、変化の観点から考察

を行うことは難しくても「一周回って」が用いられている文の構文的、意味的な特徴に基づ

いて、各々の意味・用法間の関連性を示すことは可能であると考えた5。 
本研究では、Twitter 上の「高度な検索」機能を用いてデータを収集している。「高度な検

索」は、キーワードに関する条件だけでなく、反応が多かった投稿や特定の日付に投稿され

たものなど、条件を指定して検索できる機能である。「一周回って」は、Twitter のサービス

が開始した 2006 年にも見られるが、分析の便宜上、2022 年から過去 10 年間の投稿に対象

 
3 文字列検索を用いて、「一周回って」「一周まわって」「いっしゅう回って」「一周周って」「いっしゅう周
って」「いっしゅうまわって」「イッシュウマワッテ」の 7つを検索した結果である。 
4 件数には、重複して現れた例は含まれていない。 
5 Twitterを利用したデータ収集がもつ有用性や限界については、岡島（2011）、岡田（2013）にも詳しい。
そちらも参照されたい。 



 

を絞った。また、期間をなるべく等間隔にすべく、投稿日を毎年 5月 31日から 6月 1日ま

での二日間に指定した6。その結果出てきた投稿を上から順に目視で確認を行いながら、再

投稿など、重複しているものは除き、各年 100 例ずつ抽出し、計 1000 例を対象に考察を行

った7。 
 

３ 「一周回って」の意味・用法 
「一周回って」の意味・用法は、構文的・意味的特徴から、次の 5 つに分けられる。 
 
意味・用法 A：「一周回るという動作を行って」 
意味・用法 B：「いろいろと試した結果／時間の経過とともに（原点に戻る）」 
意味・用法 C：「時間の経過とともに（考え方・見え方などが変わる）」 
意味・用法 D：「異なる視点から捉えると（考え方・見え方などが変わる）」 
意味・用法 E：「（X は）異なる視点から捉えようとしても（＝どう考えても）（X だ）」 

 
以下、それぞれについて詳しく述べていく。 
 

３.１ 意味・用法 A：「一周回るという動作を行って」 
「一周回って」は、本来、「一周回る」という実際の動作を行うことを表す。「一周」と

「回る」固有の語彙的意味が失われておらず、有情物の物理的な距離の移動を伴う。そのた

め、実際に回るという行為を行う空間がヲ格の名詞として現れていたり（例 8）、一周回る

様態を修飾する副詞が伴われていたりすることがある（例 9）8。「一周」と「回る」の間の

語彙的な緊密性は弱く、ヲ格の空間名詞や副詞を「一周」と「回る」の間に挿入させても、

文が表す意味は変わらない。（以下、各例の末尾に、投稿日及び投稿にアクセスできる URL
を示す9。） 
 
(7) 個人的に閣下は犬苦手そうだなぁとか、そんなイメージあるなぁ(陛下は犬好きそう/で

もすぐ飽きそう) 
近寄ってくるクリーパーに対してもシッシッ！って必死に追い払いそうだし、それで

ダメなら一周回って寝転がってお腹を見せてゴロニャンすれば逆に逃げて行くんじゃ

ね？ 
人生はギャンブル...！！！ 

（2019/6/1、https://twitter.com/Dora_Anko/status/1134592464012976128） 
(8) さっきゴミ捨て行って、ゴミを置いたらゴキブリがカサカサカサって逃げた。と思った

ら僕の周りを一周回ってゴミ捨て場に戻ったのを見て、ゴキブリもちょっとは何かを

考えて生きてるのか？と思った。 
 

6 日付はランダムに選定したものである。 
7 Twitterには「一周回って」「一周まわって」「いっしゅう回って」「一周周って」「いっしゅう周って」「い
っしゅうまわって」「イッシュウマワッテ」の７つがいずれも出現する。考察の便宜上、本研究では、「一周

回って」のみに限定して考察を行う。 
8 ここには転載していないが、例 9 には、ダンサーがステージを大きく回っている写真も合わせて掲載さ
れていた。 
9 2022年 8月 24日現在アクセスが可能な URLである。ユーザーが投稿を削除したり非公開設定に変更
したりした場合、閲覧することはできない。 



 

（2015/6/1、https://twitter.com/Takamixx/status/605061549493846016） 
(9) 🐲さんで！めちゃ悩んだ！多分時間置いたらまた変わる気がするけど😌 

1、エルボー1990 
2、トップロック！特に音ハメバチバチに決まってる時はテンション上がる⤴（動画の

やつとか！） 
3、技じゃないんだけど、🐲さんのムーブの最初に、大きく一周回って場の空気を一気

に🐲さんに持ってくのが好き！ 
（2021/6/1、https://twitter.com/kawauso_no_uso/status/1399515793344188416） 

 
３.２ 意味・用法 B：「いろいろと試した結果／時間の経過とともに（原点に戻る）」 
 移動を行う主体が有情物ではなく事柄になると、「一周回って」が用いられる文は、いろ

いろと試した結果、または、時間の経過とともに、もと（＝原点）に戻ったことを表す。『現

代用語の基礎知識』（自由国民社編）で示されている定義は、この＜意味・用法 B＞の「一

周回って」にあたる。＜意味・用法 B＞の場合、＜意味・用法 A＞とは異なり、「一周回っ

て」に後続する述語は、例 11（好きだ）、12（名曲だ）、14（イオンだ）のように、必ずし

も動詞述語とは限らないが10、動詞述語である場合、「戻る」「戻ってくる」「帰る」「帰って

くる」のような回帰を表す動詞であるのが特徴的である。また、「やっぱり、結局」といっ

た副詞を用いて原点に戻ったことを示す例も多い（例 12、14）。 
 
(10) (:3[▓▓]逆転していた昼夜が一周回って戻ってきた感じ 

（2015/6/1、https://twitter.com/soo_mei/status/605110511122841600） 
 
例 11、12 のように、個人的な好みなど、話し手自身にまつわる事柄である場合、波線で

示すように、話し手自身が時間をかけていろいろと試してみた結果、原点に戻ってきたこと

を表す。 
 
(11) （筆者注：香水の話をしている） 

なんてゆーんかなー？重い系は好きかも💕色々付けてきたけど一周回ってテッパンや

けどブルガリ全般と、クロエと、ヴェルサーチ好きー＼(^o^)／たぶん爽やかやのに重

いのが好きかも！わかる？w 
（2015/6/1、https://twitter.com/mackyhiiiiip/status/605077639749992449） 

(12) aiko も Ao も他の好きなアーティスト全てに言える事だけど、このアーティストとい

えばみたい曲だとかデビュー曲だとかは、最初はやっぱりすっごくハマって繰り返し

聴くんだけど聴きすぎて敢えて語る「好きな曲」からは外れて、でも他のいろんな曲を

愛でたあとに、一周回ってやっぱ名曲って思うの。 
（2016/6/1、https://twitter.com/aeu1019xxx/status/605068817664860160） 

 
話し手自身にまつわる事柄でない場合は、例 13、14 のように、単なる時間の経過とと

もに、原点に戻ってきたことを示す。 
 

 
10 例 14は、「イオンに戻った」と見ることも可能である。 



 

(13) ………いろんな所のおさがりの服が家にある。 
その中にほんとにずっと前のなんだろう。まだ着れる赤のギンガムシャツがあるんだ

けど、 
前に偶然テレビで今年の流行がレトロとか聞いた。 
なんか……… 
時代が一周回って戻った所を見た気分だ 

（2015/6/1、https://twitter.com/okanoue1tyoume/status/605156742742147072） 
(14) また今度描いてみたいと思います‼ 
イオン津店はニチイとジャスコの共同出店→ジャスコが閉店しサティがジャスコの跡

地にも出店→一周回って結局イオン という興味深い店舗です‼また今度書いてみよ

うと思います‼ 
（2019/6/1、https://twitter.com/jNI2Mu2YZK2eqt7/status/1134595448289648640） 

 
＜意味・用法 B＞の「一周回って」が使われる文と、＜意味・用法 A＞の「一周回って」

が使われる文の違いは、主体が有情物か事柄かだけで、主体の移動する先が原点であるとい

う点では共通している。これは、後に述べる＜意味・用法 C〜E＞の「一周回って」とは異

なる特徴である。原点は、本来あるべき姿（例 10）、本来の好み（例 11、12）、一昔前に流

行っていたもの（例 13）、最初にあったもの（例 14）など、様々である。この、原点に対す

る話し手の評価は、例 10、13、14 のように中立的か、例 11、12 のように肯定的である。

原点を否定的に捉えている例は見られない。 
 
３.３ 意味・用法 C：「時間の経過とともに（考え方・見え方などが変わる）」 
事柄が移動する先が原点ではなく他になると、＜意味・用法 C＞となる。＜意味・用法 C
＞の「一周回って」が用いられる文は、時間の経過とともに、考え方・見え方などが変わっ

てきたことを表す。移動先は、例 15〜17 のように、最初の考え方・見え方とは逆のものと

なる。例えば、例 15 では、「つまらない」から「楽しい（＝つまらなくない）」へ、例 16 で

は、「理解できない」から「理解できる（かもしれない）」へ、例 17 では、「気味が悪い」か

ら「可愛い（＝気味が悪くない）」へと変化している。 
 
(15) いまフランス語やってるけどつまんないって気持ちが一周回ってめちゃくちゃ楽しく

なってきた(狂) 
（2015/6/1、https://twitter.com/roooute0/status/605094303090606080） 

(16) 前までは「哲学ですね～」と言われると「……？哲学って何ですか？？哲学の定義を教

えてくださいよ話はそれからだ！」ってなってたけど(なってはない)、最近は一周回っ

て哲学かもしれないな……と思い始めた 
（2020/6/1、https://twitter.com/AOh3OhI0xBaiEAZ/status/1267140395781156864） 

(17) LINE で見つけたホラースタンプ最高だな 
最初気味悪かったけど一周回って可愛く見えてきた 

（2021/6/1、https://twitter.com/tom_general1993/status/1399508075724230656） 
 
＜意味・用法 C＞の「一周回って」が用いられる文は変化を表すため、次の例に示すよう

に、「シテクル」、「スルようになる」、「N になる」のような、変化を表す述語形式を伴って



 

いることが多い。いずれの形式も伴っていない例 21 も、「疲れすぎると一周回ってねれなく

なるのな」のように言い換えることが可能である。 
 

(18) 一周回って空腹感紛れてきた(しかしお腹すごい音で鳴ってる 
（2019/6/1、https://twitter.com/hinyanm/status/1134516080192266240） 

(19) 【スーツ】 
クールビズが浸透してくるにつれて着崩すことに違和感がなくなってきたけれど、一

周回ってしっかり着こなすことがカッコよく感じるようになりました。 
#スーツ #見た目 

（2022/6/1、https://twitter.com/TomoakiSato10/status/1531781514354368512） 
(20) デジタルの波に便乗して便利なシステムを開発したかと思いきや一周回って物凄い面

倒くさいものになってしまったパターン 
（2017/6/1、https://twitter.com/mitui_yome/status/869932315647987712） 

(21) 疲れすぎると一周回ってねれないのな 
（2020/6/1、https://twitter.com/ryoh80/status/1267229094090924033） 

 
また、考え方・見え方が変化するのは時間の経過とともに生じるものであり、過去と現在

を対比するコンテクストにおいてよく使われる。 
 

(22) なんか昔はいたる絵慣れなかったけど一周回って今は良いように思えるな… 
あとは私服を描くときのセンスが…ね… 

（2018/6/1、https://twitter.com/ascyeet0811/status/1002334815012524032） 
(23) 海外の人が考えた日本描写に以前はぴくっとしてたけど最近は一周回ってすんなり受

け入れてる私。ゲンジが暗闇でもぴかぴか光るサイバーニンジャなのとかもうたまん

ないよ 
（2016/6/1、https://twitter.com/twnakki/status/737681568664195073） 

 
３.４ 意味・用法 D：「異なる視点から捉えると（考え方・見え方などが変わる）」 
考え方・見え方などの変化を表していても、時間の経過を伴わない、すなわち、同時点に

おける同一の現象に対する考え方・見え方などの変化である場合は、「一周回って」は、「異

なる視点から捉えると」という意味になる。例 24 は、1日に 2 回も川に落ちることについ

て、バカであるという見方もできるが、「珍しい」行為であるという視点を取ると、天才に

も見えるということを表す。例 25 では、61分遅れは、捉え方によっては 1分遅れとして捉

えることができ、例 26 では、多くのチュートリアルをクリアしていかないといけない状況

は、捉え方によってはゲームをしている状況とも捉えられることを示している。「一周回っ

て」がなくなると、そのような意味は出にくく、いずれも、単に「天才」「1分の遅延」「新

規ゲーム」と見なしていることになる。 
 
(24) １日に２回も川に落ちるのは一周回って天才だとおもう 

（2016/6/1、https://twitter.com/suisuisuiki/status/737683651425492992） 
(25) 61分遅れとかいう単語が聞こえたけど、もはやそれは一周回って 1分の遅延なのでは 

（2016/6/1、https://twitter.com/hajime0083/status/737790376400982016） 



 

(26) 久々にログインしたら新しいチュートリアルだらけで一周回って新規ゲームみたいだ

った www 
（2017/6/1、https://twitter.com/limenikon/status/869939711392890881） 

 
同一の現象に対する 2 つの異なる見方を提示していることから、＜意味・用法 D＞の「一

周回って」も、＜意味・用法 C＞の「一周回って」と同様に、対比のコンテクストで現れや

すい（波線部分）。＜意味・用法 C＞と＜意味・用法 D＞の違いは、時間の経過の有無であ

る。＜意味・用法 D＞の「一周回って」は時間の経過を伴わず、1 つの現象について、2 つ

の異なる視点から述べているということを表しているに過ぎない。 
 
(27) 長芋の竜田揚げ✍またもレシピを聴けて有り難い朝。 

そして青空がくるかと思いきや、格好いいな選曲で驚き… 
メロディと歌詞が何度聴いてもとんでもない曲だと思います😌 
途方もない絶望のようにも、一周回って壮大な惚気にも聴こえる曲。 
“あたしの泣いた顔はブス それを見る困った顔も格好いいな” 

（2020/6/1、https://twitter.com/unagi_g_KIDS17/status/1267243578146738176） 
(28) オーディオブックでナポレオンヒルの本買ったら 5千円以上して高いなと思ったけど、

22 時間も朗読したものを何度も繰り返し聴けるんだから一周回って激安だと気付いた。 
（2021/6/1、https://twitter.com/abazurebitch/status/1399512734203404289） 

 
３. ５ 意味・用法 E：「（X は）異なる視点から捉えようとしても（＝どう考えても）（X だ）」 
＜意味・用法 D＞から考え方・見え方などの「変化」がなくなると、＜意味・用法 E＞に

なる。＜意味・用法 E＞の「一周回って」は対比のコンテクストでは用いられず、むしろ、

当初の考え方・見え方がそのまま維持されることを表すコンテクストにおいて用いられる。

＜意味・用法 D＞の「一周回って」が「異なる視点から捉えると」を表すとするならば、＜

意味・用法 E＞の「一周回って」は「異なる視点から捉えようとしても（＝どう考えても）」

と言える。限定を表す「しか」や、副詞「やっぱり」を伴うことが多い。 
 

(29) いや、本当にすごいなぁ~~ 
凄いの一言で片付けちゃいけないかもだけど、一周回って凄いしか出てこないのよね。 
もういい言葉が見つかりません 
ただただ同じ時代に生を受けてる事が、同じ時間を生きていられてる事が、自分の目で

見届けられている事が有り難くてしょうがない🙏✨ 

（2022/6/1、https://twitter.com/lazimolala_BTS/status/1531712586428739585） 
(30) #裏トーク 
クライアントさんへの感謝しか書けない自分は、目立ちたい自分を抑圧してるとか。も

っとメディア掲載を望む！とかせっかくならガイアからの情熱大陸、そんでプロフェ

ッショナル出たいとか、書くべきかとか。悩んだんですけど、一周回って、やっぱり感

謝なんすよね。 
（2021/6/1、https://twitter.com/hiroki_miyamoto/status/1399495029383565313） 

 
当初の考え方・見え方が維持されるコンテクストにおける「一周回って」は、形容詞と共



 

起すると、程度を修飾し、程度が大きいことを表すようになる。 
 

(31) オールディーズが好きで。一番「アメリカ～！」っていう感じする上に、50・60 年代の

は一周回ってホットだと思う。 
（2016/6/1、https://twitter.com/SuzukiSara94/status/737670635032186880） 

(32) 髪切ってピアスバチバチに開けたい欲。 
誰かジャニーズでいないっけ。 
耳が埋まるくらい開いてる人って一周回って好き。 

（2020/6/1、https://twitter.com/shokotan38/status/1267235222275231745） 
 

４. 「一周回って」の意味・用法間の関連性 
3 節で述べたことに基づいて、「一周回って」の意味・用法の全体像を示すと、以下の表

のように整理できる。 
 

表 「一周回って」の意味・用法の全体像 

意味・用法 

A B C D E 
一周回る 
という 

動作を行って 

 
 
 

いろいろと 
試した結果 
・ 

時間の経過と 
ともに 

 
 
 
 
 
 

時間の経過と 
ともに 

 
 
 
 
 
 
 
 

異なる 
視点から 
捉えると 

 
 
 
 
 
 
 
 

異なる 
視点から 
捉えようと 
しても 

主体 有情物 事柄 事柄 事柄 事柄 
動作 原点に戻る − − − − 

思考・視点 − 原点に戻る 逆になる 逆になる 維持 
時間の経過 有 有 有 無 無 

 
＜意味・用法 A＞は、「一周回って」の本来の意味である。有情物が「一周回る」という

実際の動作を行い、もと（＝原点）に戻ってくる様子を表す。 
主体が有情物ではなく事柄になると、「一周回って」は物理的な移動ではなくなり、事柄

の原点への回帰（意味・用法 B）や変化（意味・用法 C、意味・用法 D）、見え方・考え方

の維持ならびに程度の強調（意味・用法 E）を表すようになる。＜意味・用法 A＞と同じく、

もとに戻ってくることを表すと＜意味・用法 B＞に、もとの位置ではなく逆になると、＜意

味・用法 C＞、＜意味・用法 D＞に、もとの位置でも逆でもなく、維持している場合は、＜

意味・用法 E＞となる。＜意味・用法 E＞は、見方によっては＜意味・用法 B＞と捉えるこ

ともできそうであるが、＜意味・用法 B＞の場合、「戻る」ためには、ほかの方向へと一度

出向く必要があり、また、もとに戻るまでに時間の経過を要するという 2 点において、＜意

味・用法 E＞とは異なる。後者の時間の経過の有無は、＜意味・用法 C＞と＜意味・用法 D



 

＞を区別する要因でもあり、同じく、思考・視点が逆になることを表していても、それが時

間の経過を要していれば＜意味・用法 C＞に、時間の経過を要していなければ＜意味・用法

D＞となる。 
 
５. おわりに 
本研究では、「一周回って」の意味・用法ならびに、それらの意味・用法間の関連性につ

いて考察を行った。「一周回って」は、単に一周回るという動作を行うことを表すものであ

ったが、近年では、事柄の原点への回帰や変化にも用いられ、その回帰や変化に対して話し

手が何らかの評価をくだしているとも言える「一周回って」や、さらには、程度を強調して

いる「一周回って」までも見られるようになっている。様態を修飾していたものが、話し手

の判断に関わるものや程度を修飾するものへと変化することは、副詞の変遷過程において

はよく見られる現象である11。「一周回って」の意味・用法に見られる変化の方向性も自然

なものであると言えよう。 
また、今回収集した「一周回って」のデータの中には、次のような、意味・用法の判断に

迷う例があった。事柄の原点への回帰や変化を言及しているとも、考え方・見え方の維持や、

程度の強調を表しているとも言いがたい。 
 

(33) 新型コロナ、一周回ってペニシリンで治らんかな。 
（2020/6/1、https://twitter.com/suziQ201611/status/1267218012618158081） 

(34) 聞いて聞いて、普段髪の毛流してるイケメン先生がおるんだけど、昨日前髪作っててま

じ爆イケだった‼‼‼もう、一周回って結婚しよ💒本当大好き💕 
（2022/6/1、https://twitter.com/juW3z6Ly3E1a1qA/status/1531764545257017344） 

 
2節でも述べた、Twitter の投稿データから収集した用例を分析する際の限界から、正確

な数は出せないが、このような、＜意味・用法 A〜E＞では説明がつかない「一周回って」

は、2020 年ごろのデータより増加しているように見受けられる。「一周回って」の使用をめ

ぐっては例 35 のような興味深い投稿も見られており、ひとまず「一周回って」を使ってお

けば、話し手が述べようとしていることが、何らかの思考活動を踏まえてのものであること

が示されるのかもしれない。「一周回って」の使用に見られる今後の変化に注目したい。 
 

(35) 一周回って、を頭につけておけば、大概の発言は多少の深みがあるかのようになるので

はないか。 
（2009/9/23、https://twitter.com/tak1000/status/4308201475） 
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