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日本語とイタリア語における
時間を表す副詞について

チェスパ・マリアンナ

要 旨

本稿は，日本語とイタリア語における時間を表す副詞の適用に関して述べ

ることを目的としている。まず，日本語における副詞と動詞の係り受けに関

する副詞の属性と動詞の属性に着目し，その係り受け制約について観察して

いく。具体的には，副詞「もう」・「すでに」と動詞のその性質と形式との共

起に関して説明することを目的とし，「二年前に」などのように明確に過去時

を表す副詞を含めるケースも対象としている。周知のように，「もう」と「す

でに」は複数の解釈を可能とする副詞であるが，本稿において取り上げるの

は「経験」と「予期区間内」のみである。副詞「もう」と「すでに」の用法

とその解釈に関して，母語話者は何を基準として使い分けているのか，何を

基準として解釈しているのか，また用法においてどのような制限があるのか

という疑問が生じ，それに関して本稿において論じていくこととする。具体

的に，以下の三点を明らかにすることを目的としている。まず，動詞の性質

により制限が存在しているか否か，また「もう」と「すでに」の用法におい

て相違点が存在しているか否か，最後に「タ形」と「テイル形」との共起に

おいても相違点または制限が存在しているか否かという三点である。結論と

して，「もう」と「すでに」の用法において相違点が存在しており，それは動

詞の性質によるものであり，当該動詞の「反復性」によって可能となる解釈

が異なる。反復可能な動詞とは異なり，反復不可能な動詞において解釈がで

きるのは「予期区間」のみであると言える。最後に，副詞と時制の共起の点

に関しては，イタリア語と日本語がかなり異なる言語であり，「もう」と「す

でに」を用いた例文をイタリア語に訳すと異なる点がいくつか出てくるため，

本稿ではその相違点に関して論じていく。特に，イタリア語の場合，副詞を

正確に解釈するためには「tempi perfettivi」を区別すべきであるという視点か

ら論じていく。
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１．はじめに

本稿は，時間を表す副詞に関して述べていく。従来，多くの研究は「もう・まだ」における

対立を対象としていたが，本稿は「もう・すでに」の対立を対象とする。言語の意味機能につ

いての研究を品詞において見た場合，極端に研究が進んでいない分野の一つが副詞及び副詞相

当表現の意味機能についてであることは周知のところである。この現象は日本語に限ったこと

ではなく，多くの言語に見られることもよく知られているところである。その根拠は，山本

（2007）によると，これまでの言語研究が言葉を言語主体のメンタル・プロセスの視点から捉え

ようとする研究ではなかったことにある。

日本語のみではなく，他の言語においても副詞がよく用いられているが，それは単なる文法

形式という独立した抽象的な記号ではなく，発話者の認識していることを明確化する上で中心

的な意味をもつことがあるということに注目すべきである。副詞は主観的時間という概念を用

いるものであると言え，本稿はその主観性を表す「もう」の用法とその意味を中心としている

が，それのみではなく，日本語の「もう・すでに」に相当するイタリア語の「gia・ormai」との

比較も行い，どのような点において共通しているのか，どのような点において異なっているの

か，という疑問点に関しても例文を挙げながら論じていく。イタリア語では，「gia」も「ormai」

も存在しているが，両者はすべての言語に認められるわけではなく「gia」に相当する表現のみ

あるいは「ormai」に相当する表現のみが認められる言語がある。両者の形が認められる言語と

してイタリア語とフランス語が挙げられ，それに対してどちらかの表現しか認められない言語

としてスペイン語，ドイツ語，英語とフィンランド語が挙げられる。特に，「ormai」に相当す

る表現を認める言語が少ないようである 。これらの副詞に関して述べる際にはテンスとアスペ

クトに関しても述べなくてはならないと言える。なぜなら，副詞と時制形式の組み合わせが決

まっているからであり，「完成相」を表す時制（tempi perfettivi）と「未完成相」を表す時制（tempi
 

imperfettivi）との組み合わせが認められているが，用いられている時制により意味が異なると言

える。さらに，副詞の正確な解釈のためには「tempi perfettivi」を「単純時制」と「複合時制」

ではっきり分ける必要がある。

２．「もう」と「すでに」の意味について

以下では「もう」の意味とその用法に関して述べていく。まず，「もう」の意味が『日本国語

北海道大学大学院文学研究科 研究論集 第14号

ここでは「ormai」が「すでに」の訳として扱われているが，後述のように，日本語の「すでに」と

イタリア語の「ormai」は類義語として扱えない場合が多い。

Bertinetto（1994）
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大辞典第二版』では次のように記述されている。

【もう】（副）

① 時間的に経過して，すでにその状態になるさまを表す語。

② 限定した数量を示す語を伴って，ある状況をさらにそれだけ続けよう，または，ある数量

にさらにそれだけ加えようとする気持ちを表す語。

③ 間違いなくその状態であることを強めていう語。

④ (あとに打ち消しの語などを伴って）同じ事をこれ以上繰り返したくないという気持ちを強

調する語。

上記の意味記述からは，時間要素の有無，数量の関与，主観的判断の関与などが記述されて

いるが，本稿では①のみを対象とするため，それに相当する例文のみを挙げる。

① あ，もうこんな時間だ。帰らなくちゃ。

話者は例①を発話する際，なぜ「もう」を言う必要があるのだろうか。すなわち，「こんな時

間だ」でも成り立つ発言であるのに対し，話者は「もう」を加えることにより何を伝えたいの

かという疑問が生じる。副詞は主観的時間という概念を用いるものであり，以上の例文からも

わかるように，何らかの言語主体の意識が働いていると言える。基本的には，日本語の「もう」

は状態が移行して，ある状態に至ったことや動作が終了したという完了の意味をもち，その状

態の移行があるのが前提として認められている。これは基本的な意味であるが，別の意識も働

いており，それは状態の変化が起こるのが早いという心理的なものである。この用法を考える

と定義①に対する例文もわかりやすくなる。ちなみに，多くの研究は「ル形」を用いた例文を

対象としているが，本稿は過去を表す形式である「タ形」を用いた例文を対象とする。以上，

「もう」は二つの意味を持つ。一つ目は基本的な意味であり，それは「完了」の意味であるが，

もう一つは「状態の変化が起こるのがはやいと感じる」という心理的な意味である。次に，以

下では「すでに」における例文も挙げていく。

チェスパ：日本語とイタリア語における時間を表す副詞について
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【すでに】（副）

① 引っ越してすでに半年が経った。

② その件については，すでに申し上げたとおりです。

③ 急いでかけつけたが，すでに出発したあとだった。

以上の例文からわかるように，「すでに」はその時以前に起きたり，済んでしまっていたりし

て，かなり時間が経っている様子と定義できる。

2.1.「もう」と「すでに」の用法について

先行研究では，「もう・まだ」の対立を対象した研究が多く，仁田（2002：255）はその対立

に関し，「「もう・まだ」は，事態の起動への時間量を表すわけではないが，これらには，想定

された事態が存し，その想定事態との関係において当該事態が描き出されている」としている。

つまり，事実時間以外の設定が必要であり，それは時間設定の幅が狭いか広いかに関わらず，

当該の事態がその時間設定内に実現するか否かということによるものである。以下の例文を介

して説明ができる。

(1) お父さんはもう来た

上記の例文においては「来る」という出来事が発話時以前に起こった出来事であり，「現在（発

話時）までに実現済み」という意味を伴う例文であると言える。このように，「もう」が用いら

れると，「発話時」との比較が外せないものであるということも言え，これは後述するように，

「すでに」との主な相違点である。よって，例(1)は発話時を基準にして解釈すべき例文である。

以下の図で表すことができる。

上記の図において示される「予期区間」というのは話者が決める時間区間であり，例(1)では

道大学大学院文学研究科 研究
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「来る」という動作が話者が想定したよりはやく実現したため，話者はその心理的なニュアンス

を「もう」の適用で伝える。ただし，「タ形」は二つのバリアントを認める時制であり，一つ目

のバリアントは「単なる過去」であるのに対して二つ目は「完了」である。このことより，副

詞との共起も変わってくるか否かという疑問も生じる。つまり，二つの文に同じく「タ形」が

用いられていてもその「タ形」の本質により副詞の意味も変わってくるのかという疑問である。

この二つのバリアントに関する先行研究は多いが，本稿は主に鈴木（1979），工藤（1989，1995），

井上（2001）を参考にする。以上の例文(1)における「タ形」はどちらのバリアントを表してい

るのかという疑問が生じるが，上記の「もう」に関する説明に従うと，例(1)の「タ形」は「単

純に過去にこのような出来事があった」ということを述べる「タ形」ではなく，「現在（発話時）

までに出来事が実現済み」という意味を伴う「タ形」であると簡単に判断できる。つまり，こ

の場合において，例(1)における「タ形」は「過去」ではなく「完了」を表す形式である。なぜ

単なる過去（アオリスト的）ではないかというと，発話時とつながっている「もう」が現れて

いる時点で「タ形」が完了を表す形式になるからである。ただし，もし，例文(1)の「タ形」が

単なる過去であると解釈するとすれば，副詞「もう」の意味が変わり，その場合には「もう」

の意味が「事象の達成が予想より早い」という意味ではなく，「以前に～したことがある」とい

う経験的な解釈となる。つまり，以下のようになる。

(1a)お父さんはもう来た → 過去 → 「以前に来たことがある」

(1b)お父さんはもう来た → 完了 → 「想定より早い」

従って，「タ形」の機能に合わせて副詞の意味が変化し，「過去」の場合は「予期区間」と関

係のない解釈になる。ここでは「以前に～したことがある」として説明されているが，この点

に関しては後述する。なお，以上の両者の例文は文法的に正しいと感じられるが，副詞を変更

することや追加をすることにより非文と感じられる場合もあるということに注目すべきであ

る。一般的に，例(1)のような例においては「完了」の解釈を求める「もう」という副詞がある

ことにより「２年前に」などのように明確に過去時を表す副詞を追加することができないよう

である。すなわち，以下の例(2)は非文であるということである。

(2)＊お父さんは２年前に（は）もう来た。（＊は「予想」解釈が不可能であることを示す)

「経験」の意味で用いられることがあるが，動詞の制限もあるためその点に注目すべきである。

この場合においては当該の事実が予想より早く達成したというニュアンスが含まれている。完成相

であるため事象の終了が話者が設定した時点より早かったという解釈が可能になる。未完成の場合，

事象の終了ではなく，事象の開始が話者の設定時点より早かったという解釈になる。

― ―85
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Mio padre egiavenuto 2 anni fa (近過去形）

この場合，「２年前に」と「もう」が対立するため，非文として感じられるが，イタリア語の

訳を見ると，日本語とは異なり，「egiavenuto」と「2 anni fa」は対立しない。日本人のネイ

ティブスピーカーに確認したところ，「もう」をその類義語である「すでに」に置き換えるとそ

の文は非文ではなくなり，正しい文として認められるという判断を得た。つまり，以下の例文

は非文として感じられないということになる。

(3)お父さんは２年前にすでに来た

このことからわかるように，「もう」と「すでに」の間には何らの相違があると言え，そこで

どのような相違があるかまたはなぜ「すでに」を用いた文ならば可能であるのか，という疑問

が生じる。ネイティブスピーカーに尋ねたところ，その相違が「予想」によるものであるとい

う説明が多かった。すなわち，簡潔にいうと，「もう」が用いられると話者が浮べるのは「予想」

「想定」「対比」の概念のようである。それとは異なり「すでに」が用いられると単なる過去の

出来事として解釈されるため，「２年前」との対立がなくなる。つまり，時間のレベルが同じで

はないということとなる。図で表すと以下のようになる。

【もう】

【すでに】

道大学大学院文学研究科 研究
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上記の図からわかるように，「すでに」を用いた場合とは異なり，「もう」を用いた場合，「予

期区間」が必要とされる。なぜなら，「それよりも早い」という対比解釈となるからであり，時

間の幅の設定が必要となる。それに対し，「すでに」を用いた場合，予期区間は無関係であり，

過去における出来事や経験のように解釈されるようである。簡単に説明すると，「もう」は現時

点で「そうである」ことを表すのに対し，「すでに」はその状態や動きが「以前」であること，

または「完了」していることを表すと言える。すなわち，上記の図からもわかるように，「基準

時」が同じではないという相違点が明らかとなる。そして，副詞による制限があり，その副詞

が伝える意味に応じて，話者は動詞形式を選択するということも明らかとなった。

以上の例文とその意味を表す図からわかるように，「もう」と「すでに」は完全に類義語では

ないことを認める必要があり，置き換えられる場合も置き換えられない場合もある。また，同

じ文脈の場合においても置き換えることが可能であるが，話者はその副詞の意味を同じく解釈

するとは限らない。なぜなら，副詞は話者の主観的時間を表すため，個人差が出てきてもおか

しくないからである。

2.2.過去時を指示する副詞の有無について

前節で述べられていることからわかるように，「もう」は二つの解釈を可能とする。一つ目は

「経験」であり，つまり「以前に少なくとも１回は～したことがある」という解釈であるのに対

し，二つ目は「出来事の実現が想定より早い」という解釈である。以下ではその区別は動詞の

性質によるものであると主張していく。まず，動詞を二種類に分け，それを「反復可能動詞」

と「反復不可能動詞」と呼ぶこととする。上記の例(1)において「来る」という動詞が用いられ，

「以前に少なくとも１回は来たことがある」という解釈と「想定していたより早く来た」という

解釈が可能であったが，これは「来る」が「反復可能動詞」であるからである。ただし，「来る」

以外の動詞を適用してみると，その解釈がすべて可能であるとは限らないことが明らかになる。

例として「亡くなる」という動詞を用いた例文を以下に挙げるが，「来る」を用いた例文とは異

なり，「亡くなる」のような動詞の場合，「もう」は「経験」と「反復」の意味を伴うことがな

く ，「１回限りの動作」を表す動詞であるため一つの解釈しか可能としない。まとめると，「反

復可動詞」は「経験」や「想定よりはやい」という解釈を可能とするのに対し，「反復不可能動

詞」は「想定よりはやい」という解釈のみを可能とすると言える。

次に，以下では過去時を指示する副詞の解釈について考察していく。「もう」の適用は，質疑

応答 で用いられる場合，話者は質問に対する応答文を選択するために事実時間以外の設定時

間を必要とし，その時間設定の幅が広いか狭いかに拘らず，当該の事態がその時間設定内に実

「亡くなったことがある」とは言えない。

井上（2001）を参照。
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現するか否かということによるものであると言える。こういった時間的な幅を設定するのは話

者であるが，それを副詞の使用により伝えることが可能である。以下の例文からもわかるよう

に，その時間的な幅を指示する副詞と指示しない副詞が存在している。

・ 明確に過去時を指示する副詞

(4a)お父さんは先月来た → 過去 （「２年前に」など）

Mio padre evenuto/venne il mese scorso（近過去形／遠過去形）

以上の例文においては「先月」が用いられ，この副詞は「過去解釈」を求める副詞である。

すなわち，「過去にこのような出来事があった」という解釈になり，発話時とは無関係であるこ

とを表している。それに対し，以下の例文においては明確に過去時を指示する副詞が用いられ

ず，「完了解釈」を求める副詞が用いられている。

・ 明確に過去時を指示しない副詞 ＞ 話し手と聞き手の間の理解

(4b)お父さんはもう来た → 完了

Mio padre egiavenuto (近過去形）

すでに述べたように，以上の例文においては「もう」が用いられ，この副詞は「完了解釈」

を求める副詞であり，「発話時までに出来事が実現済み」という解釈になる。よって，前者とは

異なり，発話時とは関係があると言える。ただし，本稿において対象となる解釈はそれのみで

はなく，「経験」の解釈も対象となる。再び例(1)を参考にしよう。
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(1a)お父さんはもう来た → 過去

Mio padre egiavenuto/venne gia (近過去形／遠過去形)

上記の例文においては「以前に少なくとも１回は来たことがある」という解釈となり，過去

時に起こった出来事として解釈される。しかし，明確に過去時を指示する副詞がないため，「過

去解釈」であるか「完了解釈」であるかという区別が曖昧である場合が多い。その際，話者は

何を基準として使い分けているのか，何を基準として解釈しているのかという疑問が生じてく

る。また，用法において制限があるのか，あった場合，どのような制限があるのかという疑問

点も生じてくる。その点に関して述べる前に上記のことを以下のようにまとめよう。

【「もう＋タ」形における解釈】

３．動詞の「反復性」と「前提」における制約

他の言語の場合，時制の適用によって解釈が異なってくるということがあるが，日本語にお

いては過去時を表す形式がたった一つであるため解釈の区別をするのは難しい。他の言語と同

様に，日本語においても時制によって副詞の解釈が異なってくるか否かという点に関しては以

下に説明していく 。最初に，例(1a)と(1b)を再び挙げる。

(1a)／(1b)お父さんはもう来た → 過去／完了

すでに述べたように，二つの意味的解釈が可能であるが，その解釈に至るメカニズムはどの

ようなものであるかを以下で観察する。まず，例(1a)における「もう」はなぜ「想定より早い」

という意味にならないのか，なぜ例(1b)における「もう」は「以前に少なくとも１回は～した

イタリア語においては副詞「gia」（もう）の解釈が時制よって変わる。遠過去形が用いられた場合，

可能となる解釈が「以前に少なくとも１回その出来事があった」のみであり，「想定よりはやい」と

いう解釈は不可能である。なぜなら，完了的な時制ではないからである。それに対して，近過去形を

用いた場合，「想定よりはやい」という解釈も可能となる。
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ことがある」という意味にならないのか，という問いに対して説明をしていく。会話や文章の

流れによるものではあるが，詳しく分析してみると動詞の性質による客観的な要素と主観的な

要素も関係していると言える。以下に「来る」の代わりに「亡くなる」と「卒業する」という

動詞を適用すると，解釈においてはどのような相違が現れるかを見ていく。

(5)お父さんはもう亡くなった ＞ 反復不可

これまでの説明に従うと，上記の例文における「もう」は二つの意味を可能とするはずであ

るが，可能な解釈はたった一つ，「想定よりはやい」というものである。なぜなら「以前少なく

とも１回」という解釈をもたらす出来事は「～したことがある」という経験を表す意味になる

からであり，「亡くなる」という出来事はその解釈を認める出来事ではない。よって，ここで解

釈を選択するには当該事態の「反復性」が大きな役割を果たしていると言える。すなわち，そ

の事態が「来る」や「食べる」などのような「反復可能動詞」であれば，二つの解釈が可能で

あるのに対し，その事態が「亡くなる」のような「反復不可能動詞」であれば「想定よりはや

い」という解釈のみが可能である。しかし本稿では，「反復可」「反復不可」という区別には，

もうひとつの区別を追加すべきであると提案する。それは両方の解釈を可能とする動詞，例え

ば，「卒業する」のような動詞である。これは以上の区別とは異なり，客観的な判断によるもの

ではなく，主観的な判断によるものである。説明として以下の例文を参考にしよう。

(6)息子はもう卒業した ＞ 「反復不可」であるはず

本稿において「反復」というのは「繰り返し」の意味で用いるのではなく，その動詞の性質により繰

り返しが客観的に可能であるか否かという意味で用いることとする。
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通常，「卒業する」というのは「亡くなる」と同様に１回のみの事象として解釈されるため，

例(6)における解釈も「想定よりはやい」というもののはずであるが，必ずしもそうであるとは

限らない。例えば，例文(7)を考察すると，「卒業する」というのは場合に応じて「反復可」の

動詞の枠に入れてもよいということが言える。

(7)息子はもう卒業した

（これから専攻を変えてまた入学することにした。２年後にまた卒業する）

例(7)の場合，話者は「もう一度卒業する」という「前提」で話しているため，例(6)におけ

る解釈とは異なる。

上記の例文からわかるように，「卒業する」というのは必ず「１回のみの事態」として扱う事

態ではないため，「もう」における解釈が一つではない。「もう」の解釈を選択・理解するため

に，動詞の「反復性」が大きな役割を果たしていることはすでに述べたが，それだけではなく，

他にも関係しているものがある。それは話者による「前提」である。その前提は解釈の基準点

となり，それに応じて話者は副詞の意味を使い分けているということが言える。

このことを基準として，これまで考察した動詞の代表として「来る」「亡くなる」「卒業する」

を取り上げ，どのような解釈が可能となるかを見ていく。

(8) お父さんはもう来た

◯ 来たことがある

◯ 想定よりはやく来た

(9) お父さんはもう亡くなった

× 亡くなったことがある

◯ 想定よりはやく亡くなった

(10)息子はもう卒業した

― ―91

チェスパ：日本語とイタリア語における時間を表す副詞について



◯ 卒業したことがある

◯ 想定よりはやく卒業した

以上のことからわかるように，「もう」における解釈はその意味と動詞の性質のみによるもの

のみではなく，話者の前提にもよるものであり，客観的な判断と主観的な判断の区別もしなく

てはならない。すなわち，基準となる前提が同じではないため，生じる解釈も同じではない。

同様に，「もう」と「すでに」における前提も違うため，その適用においても相違点があると考

えられる。すでに述べたように，「もう」と「すでに」は複数の解釈を可能とする副詞であるが，

本稿で取り上げるのは「経験」と「予期区間内」のみの解釈である。言うまでもなく，副詞「も

う」と「すでに」の用法においては共通点があるが，相違点が現れる場合もある。その相違点

はどのようなものであるのか，いつ現れるのかという点に関して説明していく。まず，以上の

「経験」と「予期区間内」の概念を明らかにする例文を以下に挙げる。

「経験」（～したことがある）

(11)息子はもうパリに行った → 行ったことがある

(12)息子はもう亡くなった → ＊亡くなったことがある

「予期区間内」（～想定より早い）

(13)息子はもうパリに行った → 思っていたより早く出発した

(14)息子はもう亡くなった → 思っていたより早く亡くなった

以上の例文においては二つの動詞が用いられ，一つ目は「反復」の解釈を可能とする動詞で

あるのに対し，二つ目はその解釈を可能とする動詞ではない。よって，「もう」に対する解釈も

異なってくる。解釈を選択するには当該事態の「反復性」が大きな役割を果たしていることが

改めて明らかになり，簡潔にまとめると以下のことが言える。当該事態が「来る」や「行く」

や「食べる」などのような「反復可動詞」であるなら二つの解釈が可能となるが，その事態が

「亡くなる」のような「反復不可動詞」であるなら，「想定より早い」という解釈のみ可能であ

る。「反復性」をもとにした動詞の分類は以下のようにまとめることができる。
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従って，「もう」の解釈を選択するまたは理解するために，動詞の反復性は大きな役割を果た

していると言えるが，それをもとにして全ての動詞に対する解釈を説明できるわけではない。

上記の分類はより客観的な視点から分類されたものであるが，「反復性」以外には，他のものも

関係していると考えられる。それは主観的なものである話者による「前提」である。その前提

に応じて話者は副詞の意味を使い分けていると言える。では，以上の図をもとにし，以下に「前

提」を基準とする分類を導入する。

上記のように，全ての動詞は二種類に分けることができ，それは簡潔に言うと，動詞の意味

と話者の判断によるものである。次に，上記の図において導入した「前提」というのは，どの

ようなものであるか例文を介してみていく。再び例文(6)と(7)を挙げる。

(6)息子はもう卒業した。

通常，「卒業する」というのは「亡くなる」のように，１回のみ実現できる事態として解釈さ

れるため，例(6)における解釈も「想定より早い」というもののはずであるが，必ずしもそうで

あるとは限らない。当該動詞は場合に応じて反復可能な動詞の枠に入れてもよい。

(7)息子はもう卒業した（これから専攻を変えてまた入学する。２年後にまた卒業する）

上記の例からわかるように，「卒業する」というのは「亡くなる」と違い，常に「１回のみの

事態」として扱う事態ではないため，「もう」における解釈には二つの可能性がある。このよう

に二重性を持つ動詞の場合，決定的になるのは話者の前提である。例(7)においては話者は「も

う一度卒業する」という前提で話しているため，例(6)における「もう」の解釈とは異なる。な
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ぜなら，例(7)においては話者は「想定より早い」という前提で話しているからである。このこ

とからわかるように，「前提」は解釈の基準となり，それに合わせて話者は副詞の意味を使い分

けているということが言える。よって，基準となる前提が同じではないため，生じる解釈も同

じではない。

４．「すでに」の適用について

最初に，完全に類義語ではない「もう」と「すでに」における意味の相違に関して述べるこ

ととする。前者はすでに過ぎてしまった状態である様子，つまり現時点で「そうである」こと

を表す。それに対し，後者はその時以前に起きたり，済んでしまったりして，かなり時間が経っ

ている様子，つまりその状態や動きが「以前」であること，または「完了」していることを表

すと言ってもよい。こういった定義からわかるように，意味におけるわずかな相違もあるが，

「基準時」が同じではないという点がより重要である。また，副詞は話者の主観的時間を表すも

のであるため，個人差が出てくるのも当然のことである。そして，同じ文脈においても，副詞

を置き換えることが可能であるはずだが，話者はその副詞の意味を同じく解釈するとは限らな

いことも確認した。このことは，両方の副詞においても，一つの副詞のみの場合においても言

える。

「もう」の動詞の性質と話者による前提の二つの可能な解釈に関して述べたが，ここで「すで

に」も同様に，二つの解釈を可能とするか否かという疑問が生じる。以前に述べたように，「も

う」が用いられると話者が思い浮かべるのは「予想」「想定」「対比」の概念のようであるが，

それに対し，「すでに」が用いられると単なる過去の出来事として解釈されるようである。節2.1

で挙げた図からもわかるように，「すでに」を用いた場合とは異なり，「もう」を用いた場合，

「予期区間」の概念が必要とされる。なぜなら，「想定より早い」という対比解釈となり，時間

の幅の設定が必要となるためである。それに対し，「すでに」を用いた場合，予期区間が無関係

であり，単なる過去における出来事のように解釈されるようである。つまり，基準となる時点

が同じではないと言ってもよい。このことが時制との共起においても影響を与えると考えられ

る。「すでに」の用法に関して述べるのに，参考のため，上記の例文を基本にし，「もう」の代

わりに「すでに」を適用した場合，どんな共通点と相違点があるかについて考察する。

「経験」（～したことがある）

(15)息子はすでにパリに行った → 行ったことがある

(16)息子はすでに亡くなった → ＊亡くなったことがある

― ―94

北海道大学大学院文学研究科 研究論集 第14号



「予期区間内」（＊～想定より早い）

(17)息子はすでにパリに行った → ＊思っていたより早く出発した → 単なる完了

(18)息子はすでに亡くなった → ＊思っていたより早く亡くなった → 単なる完了

例(15)においては「すでに」の適用が認められるが，例(17)はどうだろう。「すでに」を用い

ても，「想定より早い」という意味になるかという問題が生じる。上記の説明に従うと，「すで

に」が用いられる時点で，その解釈が不可能であるということになる。以上，「行く」という動

詞は「食べる」などのように，反復を可能とする動詞であるため，「経験」・「想定より早い」の

二つの解釈が共に認められる。すでに観察したように，話者がどの前提で話すかということに

より「もう」の意味は異なってくるが，「すでに」の場合においても話者による前提が大きな役

割を果たしているか否かという疑問も生じる。以上のことを次のようにまとめることができる。

【もう】

「経験」（～したことがある）

・息子はもうパリに行った → 行ったことがある

・息子はもう亡くなった → ＊亡くなったことがある

「予期区間内」（～想定より早い）

・息子はもうパリに行った → 思っていたより早く出発した

・息子はもう亡くなった → 思っていたより早く亡くなった

「完了」（発話時以前に完結した出来事）

・息子はもうパリに行った → 発話時以前に完結した出来事

・息子はもう亡くなった → 発話時以前に完結した出来事

【すでに】

「経験」（～したことがある）

・息子はすでにパリに行った → 行ったことがある

・息子はすでに亡くなった → ＊亡くなったことがある
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「完了」（発話時以前に完結した出来事）

・息子はすでにパリに行った → 発話時以前に完結した出来事

・息子はすでに亡くなった → 発話時以前に完結した出来事

「すでに」を用いたことにより「想定より早い」という意味にはならないため，他の解釈を考

えなくてはならない。それは「完了」である。すでに述べたように，「完了」というのは「基準

時以前に動作や出来事が完結している」ということを表し，「すでに」を用いたことによりその

解釈が強いということが言える。すなわち，「すでに」は「もう」より「完了」の解釈を強める

ということも言える。上記のことは以下のようにまとめることができる。

【もう】と【すでに】における可能な解釈

最後に，解釈に関して話者による前提について注目すべきである。「行く」という動詞は「食

べる」などのように，反復を可能とする動詞であるため，「経験」・「想定より早い」の二つの解

釈が認められる。すでにみたように，話者がどの前提で話すかということにより「もう」の意

味が異なってくるが，「すでに」の場合においても話者による前提が大きな役割を果たしている

と言える。以下ではイタリア語における「gia」と「ormai」の用法について考察していく。

５．イタリア語の「gia」と「ormai」の用法とその解釈について

最初に，「gia」と時制との共起に関する相違点について述べる前に，伝統的文法による「gia」

の定義，とそれを表す例文を挙げていく。

〝GIA’indica un evento compiuto,un tempo che ormai egiunto a compimento"

訳：「gia」は完了した事態，すでに完成している時間を表す。

Serianni（2010：498）による定義である。
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・Le decisioni sono giastate prese

(もう決心した）

・Sono giale 10 e mezzo.A momenti saraqui il Direttore

(もう10時半だ。社長がもう来るでしょう）

上記の例文における解釈が定義に従う解釈であるが，様々な例文を挙げていくとその解釈が

複雑になり，ある制約があることがわかる。まず，アスペクトの視点からは，「gia」は完成相と

未完成相を表す時制との共起ができる副詞であると言える。その説明として以下のような例が

挙げられる 。

(19)Piero mangiava giada mezzora → aspetto progressivo（進行的アスペクト）

（ピエロは三十分前からもう食べていた）

(20)Piero era uscito giada mezzora → aspetto compiuto（完了的アスペクト）

（ピエロは三十分前からもう出かけていた）

以上の例(19)において「未完成相」を代表とするimperfetto progressivo（進行的半過去形）

が用いられるのに対し，例(20)において「完成相」を代表とするpiuccheperfetto（大過去形）が

用いられる。例文からわかるように，副詞「gia」はどちらの時制とも共起を可能とするが，実

際に分析してみると用法と解釈に関する制約もあることがわかる。これらの例文における相違

点に関してBertinettoが述べているが，本稿は「gia」の共起に関して「tempi perfettivi（完成相

を表す時制）」と「tempi imperfettivi（未完成相を表す時制）」の区別ではなく，他の区別を対象

とする。

【Tempi Perfettivi】

(21a)Piero ha giadormito （ピエロはもう寝た） → 近過去形

(21b)Piero aveva giadormito （ピエロはもう寝ていた） → 大過去形

(21c)Piero dormıgia （ピエロはもう寝た） → 遠過去形

上記の例文は「完成相」を表す時制を用いる例文であるが，よく考えると例(21c)における解

釈と例(21a)・(21b)における解釈が同じではないことが言える。例(a)と(b)における解釈とは

異なり，「動作が設定時点より早く実現する」という解釈ではなく，例(21c)においては「反復解

釈」のみが可能である。つまり，この場合，「gia」の意味を考え直す必要があり，「以前に１回

Bertinetto（1994：791）
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～したことがある」または「再び」という解釈しか可能とならない。以下では，なぜ「完成相」

を表す時制でありながら，解釈が同じではないかを説明していく。すでに述べたように，時間

副詞に関して述べる際にはアスペクトの視点からも述べなくてはならない。まず，「完成相

（tempi perfettivi）」は「完了的アスペクト（aspetto compiuto）」と「アオリスト的アスペクト

（aspetto aoristico）」の二種類に分けられる。前者を表すのは例(21a)と(21b)の近過去形と大過

去形であるのに対し，後者を表すのは例(21c)の遠過去形である。近過去形は二重性をもつ時制

であるため「完了的用法」も「アオリスト的用法」も可能とするが，遠過去形は二重性をもつ

時制ではないため「アオリスト的用法」しか認められない。「完了的用法」を可能とするのは「複

合時制」のみであり，複合時制は「設定時点」 を求める時制である。それとは異なり，「単純時

制」である遠過去形は「アオリスト的用法」しか認めない。すなわち，「設定時点」があるか否

かにより区別ができるわけである。よって，「gia＋完成相」は「動作の終了が設定時点より早く

実現したということに焦点を当てる」という働きをもつため，この説明が「複合時制」にしか

適用できないということになる。なぜなら，「単純時制」は設定時点を求める時制ではないから

である。従って，「tempi perfettivi」の枠内において「複合時制」と「単純時制」の区別が必要

となる。以下の図でまとめられる。

【Tempi Perfettivi】

・複合時制 → 動作が設定時点より早く実現した

(21a)Piero ha giadormito

(21b)Piero aveva giadormito

・単純時制 → 以前に～したことがある

(21c)Piero dormıqui giadue anni fa（訳：ここに二年前に）

以上のことに関して二点を明確にする必要がある。一つ目は複合時制において反復解釈が可

能であるか否かという点であり，二つ目は単純時制の場合には，どの動詞でも適用できるか否

かという点である。まず，複合時制に関する疑問に答えるために，以下の例文を参考にしよう。

(22)Piero ha giadormito qui due anni fa

Bertinetto（1986）における「Momento di Riferimento」を「設定時点」と呼ぶこととした。
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（ピエロはもう二年前にここに泊まった）

例(22)からわかるように，複合時制である近過去形を用いても反復解釈が可能である。従っ

て，複合時制は単純時制と違い，二つの解釈を可能とするということが言える。また，単純時

制の場合，解釈が自動的に反復解釈になるわけではなく，動詞自体によるものである。つまり，

その動詞自体が反復を認める動詞でないと文が非文になる。例(21c)において用いられている動

詞は反復を可能とする動詞であるため，「gia＋遠過去形」は「再び」という解釈になり，非文に

はならないのである。以上のすべてのことを以下の図でまとめることができる。

続いて，以下ではイタリア語における時間副詞「ormai」の用法とその解釈に関して述べてい

くが，まず，この副詞の語源に関する説明もすべきであろう。「Ormai」は「ora」と「mai」の

二つの語により形成されている語であり，「mai」はラテン語の「magis」（より多く）に由来し

ている。ラテン語ではこの語により持続と必然性というニュアンスが表現されるようである。

この副詞に相当する表現がすべての言語にあるわけではなく，「gia」と「ormai」の両者を認め

る言語は少ない。日本語においても「ormai」に相当する表現は存在していないが，場合により

「すでに」で表現することもある 。周知のように，「ormai」と「gia」のあいだには共通点があ

り，同じ用法を認める文脈が多いため対立している副詞として扱う先行研究が少ない。しかし，

その類似は表面的なものであり，実際には相違点もあり，どちらかの用法しか認めない文脈も

ある。一般的には「ormai」における制約が多いため「gia」の用法のほうが幅が広いとされてい

るが，「ormai」において特徴的な用法もある。まず，「ormai」における定義とそれを表す例文

を挙げていく。Serianni（2010：499）では以下のように説明されている。

〝ORMAI indica un evento ormai giunto a maturazione(in molti usi esinonimo di gia)"

本稿においても場合により「すでに」で表現することとする。
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訳：「ormai」は成熟した 事態を表す（giaの類義語としての用法が多い）

・Hai 24 anni finiti.E’ormai tempo di lasciare le bizzarrie

(あなたは24才だ。もう幼い態度を取る時期ではない）

以上のことからわかるように，「ormai」は「gia」と異なり，単なる完了した事態を表すので

はなく，成熟した事態を表す副詞である。また，「ormai」においては二つの特徴的な用法もあ

る。一つ目は事態に対する不可避性・あきらめのニュアンスを含む用法である。説明として以

下の例文を参考にしよう。

(23)Ormai etroppo tardi

（もう遅すぎる）

上記の例文において適用できるのは「ormai」のみであり，「gia」に置き換えることが不可能

である。なぜなら，不可避性・あきらめのニュアンスを伝えることができるのは「ormai」のみ

であるからである。また，二つ目の特徴的な用法は事態の実現に対する即時性あるいは事態の

実現に対する確信のニュアンスを表す用法である。説明として以下の例文を参考にしよう。

(24)Ormai hai vinto → 未来的な用法

（あなたはもう勝つ）

以上の例文は「gia」の適用を可能とするが，ニュアンスの相違が生じてくる。すなわち，

「ormai」が用いられると，その事態に対する即時性が伝わるのに対し，「gia」が用いられるとそ

のニュアンスが弱くなると言える。

(24a)Hai giavinto → 必ずしも未来的な用法ではない

(あなたはもう勝った／勝つ）

両者の副詞が同じニュアンスを伝えない副詞であり，それぞれに機能があるため同じ文にお

いて現れることも可能である。これを例(24)に適用してみよう。

ここで「成熟した」というのはその事態がすでに完全に終了し，持続が不可能であるという意味であ

る。

― ―100

北海道大学大学院文学研究科 研究論集 第14号



(24b)Ormai hai giavinto

(あなたはもうすでに勝った）

本稿が対象としている副詞のあいだには共通点があるため，類義語として用いることも可能

であるが，相違点もあり，「ormai」には「gia」が可能としない用法があるということが明らか

になった。では，共通点をもとにし，副詞の置き換えが可能であるか否か，また制約があるか

否かについて説明していく。そのため，すでに挙げられた例文を「ormai」に置き換えていく。

(25a)＝(21a)Piero ha ormai dormito （ピエロはもう／すでに寝た）

(25b)＝(21b)Piero aveva ormai dormito （ピエロはもう／すでに寝ていた）

(25c)＝(21c)＊Piero dormıormai （ピエロはもう／すでに寝た）

例(25)と例(21)に比べると，(c)の用法に関して相違があり，「ormai」はアオリスト的な用法

を表す遠過去形との共起を可能としない副詞であることがわかる。このように，動詞の本質・

意味も関係なく，アオリスト的な文脈では「ormai」の適用が不可能である。

(26)＊Ormai vinse/arrivo/partı/esplose

（もう／すでに勝った／着いた／出発した／爆発した）

よって，「完成相」を表す時制の中で「ormai」と共起できるのは「完了的用法」を表す時制

のみである。すなわち，近過去形／大過去形との共起が可能であり，ormai ha vinto/aveva vinto,

earrivato/era arrivato,epartito/era partito,eesploso/era esplosoは非文ではない。

以上のことから，アオリスト的時制である遠過去形は両者の副詞との共起において制約があ

ると言える。まず，すでに述べたように「gia」との共起の場合，反復解釈が生じ，そして「ormai」

との共起が完全に不可能であることがわかった。

まとめると，「gia」と「ormai」の相違点は二つある。一つ目は，「ormai」がある文脈におい

て不可避性・あきらめのニュアンスを可能とする点であり，二つ目は，アオリスト的な用法と

の共起が不可能である点であると言えるが，この二つの相違以外に他の相違もある。それは位

置による相違であるが，本稿では触れないこととする。

（チェスパ・マリアンナ・言語文学専攻)
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