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結果構文とTime-away構文の位置づけ
　

阿　部　明　子

1. はじめに

　英語には、Time-away構文と言われる以下 (1)のような構文がある。

(1) a.  He danced the night away.
  b.  The girls chatted the afternoon away.

　(1a)は「彼はダンスをして一晩過ごした」という意味であり、(1b)は「少
女たちはおしゃべりをして午後の時間を過ごした」という意味である。こ
の構文の特徴として、(1)の動詞であるdance, chatは自動詞にもかかわらず
それぞれ目的語 the night, the afternoonを取っており、動詞の項構造から逸
脱しているということが言える。さらに、以下 (1’)のようにawayを外した
場合には非文となるという特徴があり、純粋な目的語であるとは考えにく
い。

(1’) a. *He danced the night.
  b. *The girls chatted the afternoon.

　Time-away構文の形式は「自動詞＋時間表現＋away」であり、その意味
は「その時間の間（休まずに）～して過ごす」（1）であるが、その意味は単
語を組み合わせただけでは予測できないという特徴も挙げられる。
　このような意味と形がミスマッチを起こしている「構文」に関して
Goldberg (1995)は、構文全体の意味がその構文に現れている単語の意味を
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単純に足し合わせても得られないことから、「構文」の存在を文法の中で特
定化すれば説明できることを主張している。そして、構文という概念を用
いることで、多くの部分を構文の意味に担わせ、動詞の意味を簡素化する
ことを試みている。このようなGoldberg (1995)などで提唱されている構文
文法 (Constructional Grammar)の立場において中心となる問題の一つに、「構
文間の関係はどうなっているのか」という問題がある。本稿では、結果構
文とTime-away構文に焦点を絞り、構文間の関係を考察する。
　結果構文とTime-away構文を比較している研究にはJackendoff (1997)、浅
川 (2003)、宮田 (2000, 2003)などがある。Jackendoff (1997)と浅川 (2003)は
「この２つの構文間には関連がない」と主張している一方で、宮田 (2000, 
2003)は「この２つの構文は一定の継承関係によって関連づけられる」と
主張する。本稿では、宮田 (2000, 2003)の主張に賛成する。そして、Goldberg 
and Jackendoff (2004)で行われている結果構文の分類を発展させ、Time-
away構文を「非選択的他動詞結果構文」の下位区分に位置付けることを提
案する。

2. 結果構文とTime-away構文の関係

　Time-away構文と結果構文との関連性について議論される場合、awayの
表す意味機能が取り上げられることが多い。Jackendoff (1997)と浅川 (2003)
は、awayを「継続」と捉えTime-away構文と結果構文は異なる構文である
と主張するが（2）、一方で宮田 (2000, 2003)はawayを「消失」の意味である
と捉えTime-away構文は結果構文の一種であると主張する。（3） 2節では、こ
れらの先行研究を踏まえ、Time-away構文と結果構文の関連性について明
らかにしていきたい。

2.1. Jackendoff (1997)
　Jackendoff(1997)では、Time-away構文と結果構文を比較し、両者は別個
の構文であることが主張されている。Time-away構文に生じるawayと結果
構文の結果句に生じるawayが異なることを指摘し、両構文に関連がないと
分析している。
　まず、Jackendoffは、目的語の被動作主性に関して、いわゆるdo to NP
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テストを行っている。

(2) a. *What Bill did to Monday was sleep it away. 　
 (Jackendoff 1997: 550)
  b. What Willie did to the table was wipe it clean.  (ibid.: 545)

　(2a)はTime-away構文であるBill slept Monday away.をdo to NPテストし
たものであるが、テストを満たさないので被動作主ではない。一方で、結
果構文であるWillie wiped the table clean.はテストを満たしているので、被
動作主だと考えられる。したがって、Jackendoffは、Time-away構文の目
的語と結果構文は、目的語の性質が異なっていると指摘している。
　また、Jackendoffは、主語の意図性に関しても述べている。Jackendoffに
よると、Time-away構文の主語指示物は、意図的行為を行うものでなけれ
ばならない。

(3) a. *The wind blew the night away. (ibid: 537) 
  b. The wind blew the papers away. (ibid.: 550) 

　(3a)のTime-away構文は、意図性の低い「風」が主語にきているため、非
文となり、(3b)の結果構文では、主語に意図性の低いものが生起できるた
め、文法的となる。
　最後に、決定的な根拠とはなっていないが、awayの完結性 (telicity)に関
して、Time-away構文と結果構文で比較している。

(4) a. Beth whistled away for an hour/*in an hour.  (ibid.)
  b. John kicked the dog away *for a minute/ in a minute.
  c.  Lois and Clark danced two blissful hours away *for a month / *in a 

month. (ibid.: 540)

　「継続」のawayは、(4a)のように、forの時間表現と共起する非完結的な
事態を表す。それに対し、結果句のawayは、(4b)に見られるように、inの
時間表現と共起可能なことから、完結的な事態を表している。Time-away
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構文に関しては、(4c)の通り、inも forも不可能である。そのため、「継続」
のawayなのか、「結果」のawayなのかこのテストからでは、明らかではな
いのだが、Time-away構文が「ある時をずっと～して過ごす」という意味
を表すことから、この構文に生じるawayは、「継続」の意味を表わすaway
である結論づけている。 　　　
　以上のように、Jackendoffは、Time-away構文と結果構文の違いとして、
目的語の被動作主性、主語の意図性、構文のもつ意味を根拠にあげ、２つ
の構文が別個の構文であることを示している。

2.2. 浅川 (2003)
　浅川 (2003)では、不変化詞のawayを大きく分けると、「方向（～から離
れて）」と「継続（～し続ける）」の二つになることが指摘されている。「方
向」のawayが自動詞、他動詞の区別なく用いられるのに対し、「継続」の
awayは、以下 (5a,b)のように、動作の継続や繰返しを表す自動詞とのみ共
起し、(5c)のように他動詞には用いられない。

(5) a. He sang away.
  b. *He sat away.
  c. *He sang ballads away.  (浅川 2003: 229)

　浅川 (2003)では、Time-away構文における不変化詞のawayは「方向（～
から離れて）」なのか、「継続（～し続ける）」なのかということが、結果構
文との比較により、議論されている。まず始めに、文の完結性 (telicity)を
調べる一つの方法であるuntilを使い、Time-away構文は、非完結的であり、
結果構文は完結的であることを示している。

(6) a. I danced the night away until 1:00AM.
  b. *He wiped the table clean until 2:00.  (ibid.: 230)

　until副詞句は継続している動作の終点を表すので、(6b)のように動作・
行為の完了を意味する結果構文と共起しない。
　さらには、「Time-away構文と結果構文では、目的語の概念化に違いがあ
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る」と主張する。

(7) a. Bill slept the afternoon half away. 
  b. John threw the stick half away.  (ibid.)

　(7a)のTime-away構文では、午後の時間の長さを基準にその半ば頃まで
と判断し、目的語が漸増的な性質をもち、一次元的線として捉えられてい
る。それに対して、(7b)の結果構文では、棒の投げられた距離は、棒の長
さが基準ではなく、前もって念頭に置かれた距離を基準にして判断され、
目的語がゼロ次元的点として概念化されていることを、浅川は指摘してい
る。
　最後に、浅川 (2003)は、Time-away構文の「継続性」を示す事実観察と
して、「継続」のawayのニュアンスについて述べている。ピーターセン
(1999)によると、自動詞にawayを付けると「まわりを全然気にせず、平気
でやっている」という特別なニュアンスが醸し出されるようだ。このニュ
アンスが「Time-away構文の行為には思慮分別がない、時間潰しである」
という意味と相通じているのではないかと浅川は論じている。
　以上のことから、Time-away構文と結果構文は性質が異なることを示し、
Time-away構文のawayは「継続」のawayであり、結果構文のawayは「方
向」であると結論づけている。

2.3. 宮田 (2000, 2003)
　宮田 (2000, 2003)では、Time-away構文と結果構文には形式的にも意味的
にも類似性が見られることから、一定の継承関係によって関連付けられる
と主張している。 Jackendoff (1997)は、awayは「継続」を意味していると
考えているが、宮田 (2000, 2003)ではそれを「結果」の意味で捉えている。
　Time-away構文のawayが「継続」ではなく「結果」を表す証拠として、
awayの振舞いをあげている。Time-away構文のawayは、「継続」ではなく
「結果」のawayと同じように振舞う。

(8) a. kick away the dog / kick the dog away 　 (結果 )
  b. kick away at the dog / *kick at the dog away (継続 )
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  c. sleep the afternoon away / sleep away the afternoon
 (宮田 2000：100)

　宮田によると、(8a)のように、「結果」のawayは目的語の前後に生じる
ことが可能であるが、「継続」のawayは、(8b)のように、動詞と離れて生
じることができない。Time-away構文のawayは、(8c)のように、結果用法
と同様、目的語の前後に生起することができることから、宮田は、Time-
away構文のawayは、「継続」ではないことを主張している。
　また、副詞との共起関係においても、Time-away構文のawayと「継続」
のawayの振舞いが異なっていることを宮田は指摘する。

(9) a. *Sally waltzed { entirely / partly / half } away.
  b. Sally waltzed the afternoon { entirely / partly / half } away. 
  c. Sally kicked the dog entirely away.  (ibid.)

　(9a)のように「継続」のawayはentirelyなどの副詞とは共起できないが、
(9b)のTime-away構文のawayはこのような副詞と生じることができる。 
(9c)の結果のawayは、Time-away構文のそれと同じ振舞いを見せている。
　さらには、宮田によると、構文全体が表わす完結性 (telicity)に関しても、
Time-away構文のawayは、「継続」ではなく「結果」のawayと同じ振舞い
を見せる。

(10) a. *It took a month for Lois and Clark to finally get to dance away.
  b.  It took a month for Lois and Clark to finally get to dance two blissful 

hours away.
  c. It took two minutes for John to finally get to kick the dog away. 
 (ibid.) 

　(10a)のように、「継続」のawayは文全体で非完結的 (atelic)な事態を表し
ているが、(10b)のTime-away構文は、構文全体で完結的 (telic)な事態をあ
らわしている。そして、(10c)の「結果」のawayは、Time-away構文のaway
と同じ振舞いを見せている。
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　以上のような事実から、宮田は、Time-away構文のawayは、「継続」で
はなく「結果」のawayと同じように振舞っているので、結果構文に生じる
awayと同じように分析するべきだと結論づけている。
　宮田 (2000,2003)によると、Time-away構文が結果構文であるとした場合、
Time-away構文は、文字通りに考えると「表わされている時間が消えてな
くなる」という事態を表していると分析している。「この構文においては、
目的語に時を表す名詞が来ていることから、実際に体感できるような変化
は含意されず、以下 (11)のようなメタファーが働いて、時の流れを実際の
変化のように捉えていると考えられる。」と宮田は述べている。

(11) TIME PASSING IS MOTION  (Lakoff 1990:55-57)

　「ある時を過ごす」という事態が、メタファーにより「その時間が変化し
て消失してしまう」かのように認識され、その認識を反映する形で言語化
したものが、Time-away構文なのだと宮田は主張する。このことからも、
宮田は、Time-away構文は、時の表現を目的語の位置に選択した結果構文
の一種であると結論づけている。
　以上2節ではawayを「継続」と捉えTime-away構文と結果構文は異なる
構文であると主張するJackendoff (1997), 浅川 (2003)と、awayが「消失」の
意味であると捉えTime-away構文は結果構文の一種であると主張する宮田
(2000, 2003)を概観した。Time-away構文と結果構文の関係に関しては、
awayの解釈だけでは議論できなく、主語の性質、動詞の制約、動詞と構文
の役割などからさらに考察する必要があると思われる。しかし、宮田 (2003: 
204)も指摘している通り、結果構文の場合は必ずしも結果句にawayを取る
必要はないが、awayが表れた場合には両者の区別が明確でなくなる。

(12) a. Fred drank all earnings away. (結果構文 )
  b. Fred drank the night away.　 (Time-away構文 )

　(12a)は「Fredは酒を飲んだ結果、給料が全部なくなった」という意味で
あり、(12b)は「Fredは酒を夜通し飲んだ」、つまり「Fredは酒を飲んだ結
果夜の時間がなくなった (消えた )」という解釈になる。本稿では、結果構
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文が結果句にawayをとった場合には形式的にも意味的にもかなりの程度で
類似していることから、「Time-away構文は結果構文の一種である」と考
え、3節ではTime-away構文を結果構文の下位分類に位置づけることにつ
いて議論したい。

3. 結果構文の分類

　結果構文の研究において結果構文を分類する際、意味による分類 (Washio 
1997, 影山 2001など )（4）と自動詞か他動詞かという観点で分類する研究が
ある (Carrier and Randall 1992, Levin and Rappaport Hovav 1995, Rappaport 
Hovav and Levin 2001)。3節では自他の区別を中心に結果構文をさらに下
位分類をしているGoldberg and Jackendoff 2004を概観した後、結果構文に
おけるTime-away構文の位置づけについて考察する。

3.1. Goldberg and Jackendoff (2004)
　結果構文と移動表現である使役移動構文の関係は、Goldberg (1995)によ
って指摘されている。（5） 彼女は、「状態変化は位置変化である」(Lakoff 1990)
という概念メタファーによって、結果構文は使役移動構文から拡張した構
文であると論じている。そして結果構文と移動表現との関係は、Goldberg 
and Jackendoff (2004)でも積極的に認められている。（6） Goldberg and 
Jackendoff は結果構文を以下（13）のように分類している。

(13) a. 結果句= 形容詞 vs. 結果句 = 前置詞句
  b. 結果句 = 性質 vs. 結果句 = 経路 (spatial configuration) 
  c. 自動詞 vs. 他動詞
  　ⅰ . 他動詞の場合 : 目的語が選択的 vs. 目的語が非選択的 
 　　　1.目的語が非選択的の場合 : 普通の名詞句 vs. 再帰代名詞
 (Goldberg and Jackendoff 2004: 537)

　(13b)で示されているように結果句に経路がきていることから、移動表現
の経路を状態変化を表す結果述語と平行して分析していることがわかる。
以下 (14)が (13)の分類の具体例である。
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(14) a. 自動詞結果構文
   The pond froze solid.
   Bill rolled out of the room.
  b. 選択的他動詞結果構文
   The gardener watered the flowers flat.
   Bill broke the bathtub into pieces.
  c. 非選択的他動詞結果構文
   They drank the pub dry.
   The professor talked us into a stupor.
  d. 擬似再帰代名詞結果構文
   We yelled ourselves hoarse.
   Harry coughed himself into insensibility.   (ibid.: 536-537)

　(14b)の「選択的他動詞結果構文」というのは、動詞によって本来的に選
択可能な目的語が表れている場合でThe gardener watered the flowers.のよ
うに結果句がなくても容認される。一方で、(14c)の「非選択的他動詞結果
構文」というのは、*They drank the pub.のように結果句がないと容認され
ない。
　以上のように、Goldberg and Jackendoff (2004)は、状態変化を表す結果
構文と移動表現が同じような性質を表すとして分析している。つまり移動
表現を位置変化と捉え、結果構文には状態変化を表すものと位置変化を表
すものがあると考えられる。この考え方に基づいて 3.2節では結果構文の
下位分類とTime-away構文の位置づけについて議論する。

3.2. 結果構文の下位分類とTime-away構文
　宮田 (2000, 2003)の「Time-away構文は結果構文の一種である」という考
えを踏襲しつつ、Goldberg and Jackendoff (2004)の分類から、結果構文の
中でもTime-away構文は目的語の状態変化を表す結果構文の下位区分に位
置づけられることを主張する。Goldberg and Jackendoffの分類では、結果
構文に移動表現を組み込む分類がなされており、結果構文には状態変化と
位置変化が含まれることになると考えられるが、本稿では位置変化を表す
移動表現は扱わず、状態変化を表わす結果構文にのみ焦点を当てる。
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　(13)で示したGoldberg and Jackendoff (2004)の分類に移動表現を組み込
まずに並べてみると以下 (15)のような関係になっていると考えられる。

(15)　　　　　　　状態変化を表す結果構文
 

　　　主語の状態変化　　　　　　目的語の状態変化
　　　自動詞結果構文
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　選択的他動詞結果構文　　非選択的他動詞結果構文

　具体例は (14)で表わされている通りである。結果構文の状態変化を表わ
すものの中に、主語の状態変化と目的語の状態変化を表すものがあり、目
的語の状態変化を表わすものの中に選択的他動詞結果構文と非選択的他動
詞結果構文がある。Goldberg and Jackendoffの分類 (13)に従うと、非選択
的他動詞結果構文の下位分類に普通の名詞句を取る結果構文と再帰代名詞
を取る結果構文があるが、本稿ではそれらを一つの区分にまとめ非選択的
他動詞結果構文の下位分類に位置づける。
　宮田 (2000, 2003)の主張と同様に、「Time-away構文は結果構文の一種で
ある」と考えると、結果構文にはいくつかのタイプがあると考えるGoldberg 
and Jackendoff (2004)の分類のどのタイプに組み込むことができるのかを
考察したい。宮田 (2000,2003)によると、Time-away構文は文字通りに考え
ると「表わされている時間が消えてなくなる」という事態を表していると
分析できる。

(16) a. Fred drank the night away.    
  b. Ann read the afternoon away.  (Jackendoff 1997: 535)

　(16a)は「Fredは酒を飲んで過ごした結果、夜の時間が消えてなくなっ
た」となり、(16b)は「Annは読書をして過ごした結果、午後の時間が消え
てなくなった」という解釈になる。つまり、awayの「消える」という状態
変化を表しているのは目的語の位置にある「時間表現」であり、(15)の分
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類では「主語の状態変化」ではなく「目的語の状態変化」となる。

(16’) a. *Fred drank the night.    
   b. *Ann read the afternoon.  

　また、(16’)のようにTime-away構文は本来動詞が取らない「時間表現」
という目的語をとっているので「非選択的他動詞結果構文」に分類される。
　ここで非選択的他動詞結果構文の下位区分として、「結果句非指定型結果
構文」と「結果句指定型結果構文」を提案する。つまり (15)の分類から発
展した分類が以下 (17)である。

(17)　　　　状態変化を表す結果構文
 

　　　主語の状態変化　　　　目的語の状態変化
　　　自動詞結果構文
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　選択的他動詞結果構文　　非選択的他動詞結果構文

　　　　　　　　　　　　　　　　結果句非指定型　　結果句指定型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Time-away構文

　「結果句指定型結果構文」とはその名の通り結果句が常に決まっているタ
イプの結果構文であり、結果句に必ずawayを取るTime-away構文が分類さ
れる。「結果句非指定型結果構文」とは非選択的他動詞結果構文の下位区分
であるので、以下 (18a)のような本来動詞が取らない目的語を取っているタ
イプと、(18b)のような目的語の位置に再帰代名詞が現れる結果構文が含ま
れる。

(18) a. They drank the pub dry.
  b. We yelled ourselves hoarse.



226

英語と英語教育の眺望

 (Goldberg and Jackendoff 2004: 536)

　以上、結果構文の中でも状態変化を表す結果構文の下位分類に焦点を絞
り、Time-away構文を「結果句指定型結果構文」とし、非選択的他動詞結
果構文の下位区分に位置づけた。

4. おわりに

　本稿では、結果構文とTime-away構文の関係を考察した。「Time-away構
文と結果構文は異なった構文である」と主張する Jackendoff (1997)と浅川
(2003)に対し、宮田 (2000, 2003)は「Time-away構文は結果構文の一種であ
る」と主張している。本稿では結果構文が結果句にawayを取った場合、形
式的にも意味的にもかなり類似していることから宮田の主張を支持した。
そしてGoldberg and Jackendoff (2004)が分類した結果構文の分類を発展さ
せ、非選択的他動詞結果構文の下位区分に「結果句指定型結果構文」と「結
果句非指定型結果構文」を分類し、Time-away構文は「結果句指定型結果
構文」に分類することを提案した。Goldberg and Jackendoff (2004)は移動
表現を結果構文に組み込む分析をしていることから、結果構文には状態変
化を表すだけでなく位置変化を表す構文も含まれることが考えられるが、
それに関しては今後の課題としたい。

注

1. Jackendoff (1997)はTime-away構文には「時間を無駄に過ごす」という意味が
あると述べているが、高見 (2007)は「無駄に過ごしている」と考えられない
行為でも適格になると主張しており立場は分かれている。

2. 高見 (2007)では、Time-away構文に関する意味的・機能的制約が提案されてお
りawayに関する直接的な議論はなされていないものの、awayの意味を「継
続」の意味で捉えている。

3. Yoshikawa(2008)はawayに関して辞書の定義による比較を行っており、away
が「消失」を表すとして宮田 (2000, 2003)と同様の分析をしている。

4. Washio (1997)の主張は、結果構文は 3種類に分類することができ、言語間に
よって容認可能なタイプが異なるということである。動詞の意味から被動作
主が受ける結果状態が予測できる結果構文を「弱い結果構文 (weak resultative)」
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と呼び、動詞の意味と結果述語の意味が完全に独立している結果構文を「強
い結果構文 (strong resultative)」と呼んでいる。3つ目のタイプとして「見せか
けの結果構文」を挙げているが詳しくはWashio (1997)を参照。また影山 (1996, 
2001)も同様に動詞の意味による分類を行い、「本来的結果構文」と「派生的
結果構文」に分けている。

5. Goldberg (1995)によると、使役移動構文とはFred sneezed the napkin off the 
table.のような位置変化を表す構文で、「Fredはくしゃみをしてナプキンをテー
ブルから吹き飛ばした」という意味である。

6. 移動表現を結果構文の下位区分に位置付けている米山 (2007)の分析も参照。
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