
英語における3つの構文間の継承閑嘩

－Time－aWay構文◎結果構文や使役移動構文埠叫

宮 田 明 子

1．はじめに

英語には、以下（1）にみるようなTime－aⅥray構文と呼ばれる構文がある。

（1）a．FreddranktbenigbtaⅥray． Oacken血庶1997：535）

b．Johnplayedbisyouthaway．

（1a）は「Fredは一晩飲み明かした」という意味であり、（1b）は「Johnは青春

時代を無為に過ごした」という意味である。Time－aW野構文ほ、（1a，b）に見

るように、［NPlVNP2α紺野］という形式で表され、いわゆる目的語NP2の位

置には時を表す名詞句がくる。そして構文全体で「（無駄に）ある時を～して

過ごす」という意味を表す。

Time－aWay構文と形式的に類似した構文に、（2a）のような使役移動構文

（Caused－Motion Constmctions）と（2b）のような結果構文（Resultative

Constructions）がある。

（2）a．Thedog如ghtenedtbethiefaway．

b．Dietthosepoundsaway王 ¢ackendoだ1997：550）

これら2つの構文では、aⅥ7ay以外の表現も可能だが、（2a）や（2b）のようにaway

がその位置を占めた場合には、一見したところ、Tまme－aWay構文との区別が明

確でなくなる。（2a）ほ「犬にびっくりして泥棒は逃げ去った」という意味であ

中

本稿は第17回日本英語学会（1999年11月6・7日、於：成疾大学〉 において口頭発表した

原給および宮田（2000）の論文を、さらに発展させたものである。本稿執筆にあたり藤原保明先

生、中右実先生、鹿瀬幸生先生、加賀信広先生、編集委員の先生方から有益なご助言を裁いた。

また、本多利仁氏、金薬成氏から無蓋なご意見を戴いた。心より感謝の意を表したい。言うまで

もなく、本論文中の不備はすべて聾者の安住によるものである。



20・0 宮 田 明 子

り、（2b）ほ「減量をして体重を落としなさい」という意味である。つまり、（2a）

は、威すという行為の結果として生ずる泥棒の移動、すなわち、泥棒の位置変

化を表しているのに対して、（2b）では、ダイエット後の体重の減少という状態

変化が重されているのである。したがって、この2つの構文は、形式的に類似

しているだけではなく（［NPlV NP2ⅩP〕尚、ここでは、ⅩPはα紺野）、意味

的にも種類は違うが目的語の名詞句の変化を表しているという点で類似してい

る。Goidbe曙（1995）によれば、結果構文と使役移動構文の間にこのような類

似関係が見られるのは、くCHANGEOFSTATEISCHÅNGEOFLOCATION（状

態変化は位置変化である）〉（cf．LakoだandJobnson（1980），Lakoだ（1990））と

いうメタファーによって前者は後者から拡弓長されたものであるからであり、ゆ

えに、両構文間には継承関係が認められると指摘されている。i

さらに、結果構文とTime－aWay構文の比較研究に関しては、Jackendoff（1997）

がある。瀬ckendo好は、この2つの構文の間には関係がないと結論づけている

が、宮田（2000）では、南緯文間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づけられると主張した。

本論文では、さらに、Time－aⅥray構文と使役移動構文の関係を探ることによ

つて、結果構文を含む上記の構文間の関係を明らかにしていきたい。

2。甘豆孤e榊盈Way構文と結果構文

前節でも触れたように、宮田（2000）では、Time－aWay構文は結果構文と継

承関係にあることを主張し、これら2つの構文は関連をもたない構文であると

するJackendog（1997）とは異なる見解を示した。なかでもJackendofどの主張と

盟なる点は、aWayに関する見解である。Jackendogによれば、Time－aWay構文

に生じるawayと結果構文の結果句として生じるav野とは、アスペクトの点

で眞なると指摘されている。アスペクト、すなわち、表される事態の完結性

（telicity）を調べる一つの方法に、ぬrやinなどの時間表現を付け加えること

によるものがある。Jackendo好は、Time－aWay構文は構文全体で「ずっと～し

て時を過ごす」という意味を表すことから（c君．Billsleptthe（whole）姐emoon

away．≒跳11slept由rthe（whole）娩ernoon．）、この構文に生じているawayは、

l継承関係とは、構文間の関係を捉える概念で、構文文法の文法理論に基づいている（Goidberg

（1995）など参照）。構文文法論とは、椚11more，Kayand O－Connor（1988）・などによって提唱され

た、構文という伝統的な観念が文法記述上の基本単位であると考える立場である。
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（3a）に見るような、ぬrの時間表現と共起するatelic（未完了）な事態を表す継

続用法のaⅥrayであると分析している。結果構文の結果句は、一般に（3b）に見

るように、inの時間表現と共起することからもelicな事態を表す。

（3）a．Betbwbistledaway＊inanhouがぬrbours．

b．Bethgrevta11ina－yea〟＊ぬrayear．

ぴackendoぎ1997：550）

それに対して、宮田（2000）では、Time－aWay構文に生じるaⅥrayをもelicな結

果用法のawayであると結論づけた。2宮田（2000）で示したように、Time－aⅥ7ay

構文のaⅥ7ayは「結果」のawayと同じふるまいを見せるのである。（4）を見て

みよう。

（4）a．kickawaytbedog

b．kickawayatthedog

C．Sleeptbea氏emoonaway／

／kまckthedogaⅥray （結果）

／＊kickatt王妃dogaw野 （継続）

sまeepaⅦaytbea鮎moon（Time－aⅥray）

（宮田2000：100）

「結果」の意味を表すaⅥr野は、（4a）に示されるように、目的語の前後に生じ

ることができるのに対して、「継続」の意味を表すawayほ、（助）に見るよう

に、動詞と離れて生起することほできない。Time－aⅥray構文のaⅥrayほ（4c）に

見るように、結果用法のaw野と同じように目的語の前後に生じることができ

るのである。

また、Jackendo昏自身も指摘しているように、entirelyなどの副詞との共起

関係においても、Time－aⅥray構文のawayと「継続」を表すawayでほふるま

いが異なる。

（5）a．＊Sallywaltzed（entirely付出Iy畑a幻aw野．（継続）

b．Sallywaltzedtbea鮎moon（ent呈reiy付加托Iy伽互ぎ）aⅥ7ay．（Time－aⅦay）

¢ackendo庶1997：540）

Z

宮田（2000）での論点は草山学氏の指摘による。ここに記して感謝の意を表したい。また、aWay

の2つの用法については、Boli喝er（1971），草山・宮田（1999）を参照されたい。
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c．sallykickedthedogentirelyav野．（結果）（宮田2000：100）

（5a）に見るように、自動詞と共起して「継続」を表すawayは、entirelyなど

の副詞とは共起できない。それに対して、Time－aⅥ7ay構文のawayは、（5b）に

見るように、このような副詞と共起する。このふるまいは（5c）に見る「結果」

を表すawayと同じである。

さらに、構文全体が表すアスペクトの点においても、Ti‡ne－aW野構文は、「結

果」を表すawayと同じふるまいを示す。

（6）a．＊放tookamont払ぬrIJOisandClarkto畠na11ygettodanceaway．

（継続）

b．託tooka‡nOntbぬr‡JOisandCia紘紬虫nallygettodancetwobliss鮎1

boursaw野．（Time－aW野）

qackendo昏1997：540）

C．‡ttooktwominutes女）rJobnto畠nallygettokicktbedogaway．

（結果）（宮田2000：101）

Jackendoだ（1997：540）が指摘するように、継続用法のaw野は、（6a）から明ら

かなように、文全体でatelicな事態を表すのに対して、Time－aW野構文は、（6b）

に示されるように、構文全体でtelicな事態を表す。（6c）に見るように

Time－aWay構文のアスペクトは、結果用法のaⅦayが示すそれと一致するので

ある。

先にも述べたように、Jackendo至ど（1997）は、Time－aⅥray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、

継続用法のaⅦ野であると結論づけているが、以上のことからも明らかなよう

に、この主張にほブacken血啓白身も認めているように決定的な証拠はない。む

しろ事実は、この構文に生じるaⅥ・野は「結果」のaⅥr野と同じようにふるま

つている。以上のことから、宮田（2000）では、てime－aWay構文のawayは、

「結果」のaw野であると主張した。「結果」ということは、つまり、「変化」

を、結果構文とのかかわりで言うなら、「（時間の）消炎」を表していると言え

る。このことから、Ti‡瀧e－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分析した。そして、このような分析を行うことで、少な

くとも2つの点を説明することが可能になることも指摘した。一つをま、
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Time－aWay構文が「時を無駄に過ごす」（cf．Samslepttbea鮎moonaway．≒

Samwastedtbea氏emoonsleeping．）という解釈になる理由を説明できるという

点と、もう一つは、この構文でのaw野の存在の必要性についても説明を与え

ることができるという点である。Jackendoだ（1997）によれば、「無駄に」とい

う解釈は、（7a）に示すTime－aW野構文の形式自体に貼り付いた意味であると

説明されている。

（7）a．［vpvNPaway〕

b．－waste［TimeN■P］Ⅴ－ing－

qackendoだ1997：555）

しかし、このような説明では、（7a）の形式が、なぜ（7b）の意味をもつのか、そ

の理由については、これ以上問うことができない。時間に関して、Lakoぽ and

Jobnson（1980：8－9）は、次のように指摘している。すなわち、少なくとも英

語文化圏では、くTIMEIS AVALUABLE COMMODITY（時は貴重なものであ

る）〉という概念メタファーが存在しているという。つまり、Time－aWay構文の

awayは「（時間の）消失」を意味するawayであると分析するなら、そのような

貴重な暗が消央するという事態は否定的なことであると捉えられるので、「浪

費」という否定的な意味が出てくると説明できる。

また、aWayの存在の必要性に対しては、次のように説明することができる。

すなわち、Time－aWay構文に生じる動詞は、血ink、Sleepなどの基本的に行為

を表す動詞である。したがって、それらの動詞自体には「時を過ごす」という

意味はない。しかし、構文全体で「時を過ごす」という解釈が出てくるのは、aWay

が付加されることによって、いわゆる直接目的語の名詞句によって表される時

が変化（消失）するという事態が表されることになるからである。また、aⅥ7ay

が「消失」を意味しているからこそ、（8）に見るように、通例は前置詞句など

によって示される時間表現が、この構文では直接目的語の位置を占めることが

できるのである。

（8）a．Ma叩danced払rtbewbolenight．

b．Ma叩dancedthewbolenigbt＊（away）．

LevinandRappapo托Hovav（1995）は、変化する実体（entity）に関して（9）に示
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す連結規則（1inkir唱和le）を提唱している。

（9）「変化する実体は、他のどの実体にも優先して、直接目的語の位置に

リンクされなければならない。」

（cg．LevinandRappaporとHovav1995：51）

Time－aWay構文にも、（9）の規則が働いていると言える。つまり、Time－aWay

構文でawayが義務的に要求されるのをま、それがなければ、その目的語（時の

表現）が変化する実体としてみなされることがないからである。（8b）において、

danceという動詞は、本来時間表現を目的語に選択しないが、aWayが付加され

ることにより、その時間表現を表す名詞句が変化するものとして認識され、そ

の結果、その動詞が本来語彙的に選択する実体にも優先して、その名詞句が目

的語の位置を占めるようになるのである（宮田2000）。3

結果構文とTime－aⅥ7ay構文の関係を各々の例の比較のもとに、まとめてみ

たい。

（10）a．ぎred血ankallhiseami喝SaⅥray．（Resultative）

b．取ed血ank払eni如away． （Time－aⅥ7野）

（10a）は（酒を）飲むという行為の結果、給料が全部なくなったという状況を、

（ユOb）は（洒を）飲むという行為め結果、（酒を）飲んで過ごした一晩という時

間が今はもう存在しな●いという事態を表している。つまり、両文におけるaway

は「消失」という結果状態を合図しているのである。

以上、Time－aWay構文のawayを結果用法のaⅥrayであるとみなし、Time－aⅥray

構文は結果構文の一種であると論じた宮田（2000）の分析を概観した。

3．腱承リンタをこよる認つの構文のかかわり

2節までの議論を踏まえ、本節でほ使役移動構文、結果構文、Time－aWay構

文の3つの構文の関係を考察していく。

’このことは、Time－aWay構文だけでなく、他の疑似目的語を選択する結果構文にも一般的に

当てはまることなのである。

（i）乱 Tbecbildcdedhiseyes串（red）．

b．Ma叩血ncedbershoes率（tosbred）．
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（11）a．Tbedog払gbtenedtbethieぎaⅥr野．（Caused－MotionConstmction）

b．恥ed血anka11hiseamingsaⅥray．（ResultativeConstructまon）

c．Freddranktbenigbtavay． （Time－aⅥrayConstmction）

（11a－C）に挙げたこれら3つの構文は、いずれも［NPlV NP2ⅩPト（Time－aVay

構文の場合には、変化でも時間の経過を表すことからaⅦayがくる（宮田

（2001））という形式で表され、「変化」を表すという点において一致する。

1節で触れたように、結果構文と使役移動構文の関係については、Goldberg

（1995）によって指摘されており、彼女は、前者はく状態変化は位置変化であ

る〉（LakoだandJohnson（1960），Lakoだ（1990））という概念メタファーによって

後者から拡張されたものであると論じている。すなわち、結果構文は使役移動

構文からの拡張構文であると特徴づけることができる。

（12）motion ・→

change

location →
state

（Goldberg1995：83）

つまり、状態変化とは、ある状態から他の状態への推移をいうことから、一定

のものが一定の場所に移動するという位置変化の構造が、因果関係に写像され

ると、一定の事態が一定の結果を引き起こす関係として理解されることになる。

使役移動構文と結果構文が形式的にも意味的にも類似しているのは、まさに、

今述べた理由からであり、本論文でも彼女の主張に賛成する。

でをま、「時間の経過」という概念ほ、どのように理解されているのだろうか。

時間というものは、Lako好＆Jobnson（1980）によっても指摘されるように、

空間概念を基盤にして理解されている。彼らによれば、英語において時間はく

TIMEISAMOV‡NGOBJECT（時間は移動物体である）〉というメタファーに

基づいて成り立っているという。たとえば、Lako昏＆Jobnson（1980：41）によ

る次の例を見てみよう。

（13）a．‡ntheⅥreeksabeadofus…（気止ure）

b．Tbat－sallbebまndusnow．（past）

私たちが、時間的に未来は自分の前方に、そして過去は自分の後方にあると考
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えるのも、時間に関する記述のメタファーによって、ちょうど動いている物体

と同じように、時間にも進行方向を前とする方向づけが与えられているからで

ある。4

以上甲ことから、時間の経過を表しているTime－aWay構文は、くTIME

PASSAGEISMOTION（時間q経過は移動である）〉（cf．Lakoだ1990：55－57）と

いうメタファーによって拡張されたものであると特徴づけることができる。

（14） motion －ヰ passage

location → time

このように、Time－aWay構文は使役移動構文からのメタファー的拡張であるこ

とは、以下の例からも伺える。5

（15）a．Hepassedtheballaway．

b．Hepassedtbea氏ernoonaway．

（Caused－Motion）

（Time－aWay）

（15a）と（15b）の違いは、目的語の名詞句の種類である。すなわち、（15a）では

ボールが、（15b）では時の表現がきている。（15a）は、パスしたボールが飛んで

行ったという意味であり、aW野によって、パスされたボ…ルの位置変化、す

なわち、空間額域での物理的な移動が表されている。（15b）では、午後という

時間表現が動詞passの目的語にきており、したがって、時間も移動（推移）

する対象として理解されていることが分かる。

3節で見た宮田（2000）での提案と考え合わせると、Time－aVay構文は結果

構文の側面と、使役移動構文の側面を継承していると言える。すなわち、結果

構文からをま「消失」という側面を、使役移動構文からは「経過（移動）」とい

う側面を継承している。しかし、各々の構文からの拡張の在り方が少し異なっ

ている。宮田（2000）でも論じたように、Time－aWay碑文は、時間表現を目的

語に選択した結果構文の一種であることから、結果構文とは事例リンク

L

日本語でも、以下の表現に見られるように、時間というものが方向性をもって移動している

と理解されていることがわかる。

（ii）a．時間は流れている。 （吉本ばなな1998：104）

b．一年がそうやって去って、また夏が来て。 （吉本ばなな．1998：119）

（15a，b）の例は廣漱書生先生からご教示頂いた。
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（InstanceLink（lI））によって関係づけられているのに対して、使役移動構文と

は「時間の経過は移動である」というメタファ…リンク（MetaphodcalExtension

Link（1M））によって関係づけられているのである。このことから、結果構文の

一種であるTime－aW町構文が、使役移動構文とメタファーリンクによって関

係づけられているというのも自然な流れであると言える。

以上をまとめると、（16）のようになる。

（16）caused－MotionConstnユCtion

1M ↓
↓1M

Resuぬ由veConstmcdon

↓l‡

Time－aWayConstmction

次の例を見てみよう。

（17）Billgambledbislifeaway．Oackendoだ1997：550）

（17）は、Jackendoだ（1997）により、Time－aWay構文と結果構文の2つの解釈

が可能な例として挙げられている。彼によれば、前者の解釈になる場合には、

awayをま「継続」を意味するawayであるのに対して、後者の場合には「結果」

を意味するawayであるという。しかし、宮田（2000）及び、ここでの議論に

従えば、この文のaⅦayは、いずれの解釈になる場合でも「結果」を意味するaway

である。そして、このように2つの解釈が可能な理由は、（16）に見るように、

結果構文とTime－aWay構文はともに、使役移動構文からのメタファーによる

拡張構文であるからである。つまり、「物理的移動」という空間的な飯域から「状

態変化」という出来事間の因果関係を表す領域にメタファー的写像が行われた

場合には、結果構文としての解釈になり、一方、「時間の経過」という時間的

な領域へと、その写像が行われた場合には、Time－aWay構文としての解釈にな

るのである。（17）では、まぁという語の意味が解釈に大きく関与している。す

なわち、1血を実体としての「命」と捉えるのか「人生」というある種時間幅

をもつ表現として捉えるのかで解釈に差が生じているのである。

4節では、歴史的な考察からも、上記3つの構文が関連構文であることを裏

づけていきたい。
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4。歴史的考察

語の意味変化に関して、Traugott（1982，1988，1989）は‘如pothesis of

unidirectionality，（『一方向性仮説』：仮説の訳は河上誓作（1996）に拠る）と

いう文準化の研究において有力な仮説を立て、語の意味は、具体的な意味から
抽象的な意味へ、内容語から機能語へと一方向的に展開して行く傾向があり、

その変イヒの隙には人間の認知プロセスに関わるメタファー（Lakoだ＆Jobnson

（1980））が関与していることも指摘している。

Traugottのこのような仮説ほ、Time－aⅦ野構文、結果構文、使役移動構文に

関しても当てはまるように思われる。すなわち、使役移動構文という物理的な

移動を表す表現から、状態変化を表す結果構文や時間の経過を表すTime－aⅥray

構文へと、体感できる変化から体感できない変化の表現として用いられるよう

になったと考えられる。歴史的に見ても、使役移動構文の表現は12世紀頃に

観察され、結果構文とTime－aWay構文の表現に関してほ、それぞれ17世紀以

降に観察される。尚、以下の例は、すべてOEDからの引用である。

（18）12c－ Soneseicbhitaweiwa叩（Caused－Motion）

且661 W王1atⅥraS gOt by Oppression，Villbe booned away by the

氾ng－s‡ノiberality．（Resultative）

ユ669 TbeseMenbaveloiteredawaytbeDay．（Time－aWay）

5。濃Sわりに

本論文では、構文文法とメタファー論の考えを取り入れTime－aWay構文、

結果構文、使役移動構文という3つの構文が関連構文であることを提示した。

また、T㌻a喝Ottのいう語の意味変化に関する一方向性の仮説を考え合わせてみ

ても、通特約にも、これら3つの構文は関係していると言える。Time－aWay構

文の紺野を「変化」を意味する「結果」のawayであると捉えない限り、

Time－aⅥray構文の特性、及び、それと関連する構文との関係を十分には説明す

ることはできない。Time－aⅥray構文には、時の流れに対する人の認識の仕方が

反映されているのである。
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