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序 論
１．はじめに
日本語において、現実世界の出来事を時間的に位置づけるには、大きく二つの表現手段
がある。一つは、述語となる単語の語形変化としてのテンスであり、もう一つは、時間を
表す名詞や副詞である。後者については、「今日」
「昨年」「来週」などのダイクティックな
ものと「当日」
「前年」
「翌週」などの非ダイクティックなものがある。
「いま」
時間を表す副詞 1には様々なものがあるが、ダイクティックなものの代表として、
が挙げられよう。「いま」は、基本的には現在を表す。「いま」は、述語が動詞であればシ
テイル形式と共起することが多いが、シタ形式・スル形式とも共起して、厳密には現在と
は言えないような時間（直前、直後）を表すこともある。言語的な現在と物理的な現在と
は、必ずしも一致しないということである。

・

今、何時ですか？（現在）

・

今、駅に着いた。
（直前）

・

今、行く。
（直後）

「いま」には、はだか格の「いま」のほか、ニ格の「いまに」がある。さらに、
「いまは」
「いまでは」
「いまにも」のようなとりたて形式もある 2。ニ格をとる「いまに」
「いまにも」
は、現在ではなく、未来を表す。

・

今にやっつけてやる。

・

今にも雨が降りそうだ。

また、
「いま」の特徴として、
「いまごろ」「いまさら」など、さまざまな合成語の要素に
なるということがある。これらも時間を表す副詞として使用される。たとえば、
「いまごろ」
は、現在というテンポラリティーの面は「いま」と共通するが、ほかの面で「いま」と異
なる。

・
1

今頃、彼は家で寝ているだろう。

「いま」は、名詞か副詞かという問題があるが、本論文では、品詞論には深入りせず、名詞の副詞的用
法という意味も含めて副詞と呼んでおく。
2
「いまで」という形式はないので、
「いまでは」は「いまで」ではなく「いま」のとりたて形式である。
また、
「いまに」と「いまにも」には「も」の有無以上の意味の違いがある。

・

今頃言っても遅い。

まず、上の最初の例において、
「いまごろ」は、現在を表すだけでなく、同時に想像的な
認識をも表す。そして、二つめの例は、現実的な認識に加えて、否定的な評価的感情（遅
すぎるという非難）が表される。つまり、「いまごろ」は、時間・認識・評価を複合的に表
す副詞である（工藤 2013）
。
従来、こうした時間副詞に見られる複合的な性質については、個々の副詞の語彙的な特
徴として、断片的に記述されているにすぎず、体系的に考察した研究はほとんどない。時
間副詞一般に考察の範囲を広げ、さらには、テンポラリティー・アスペクチュアリティー・
モダリティー・評価性の相関性・複合性という、より一般的な問題として追究していくこ
とが必要である。
また、複合性の問題は、上にみたような時間副詞にとどまらない。時間名詞は接続詞と
して使用されることもあり、たとえば、
「いま」には、同時性と因果関係を複合的に表す時
間従属接続詞の用法がある。

・

少子化が急速に進む今、政府には実効的な対策が求められている。

２．本論文の目的と方法
以上のような問題意識にもとづき、本論文では、「いま」の格（はだか格を含む）
・とり
たて形式や合成語、接続詞用法をできるだけ広く取り上げ、テンポラリティーだけでなく、
アスペクチュアリティーやモダリティー、とりたて、評価性などの側面からも考察し、そ
れらのカテゴリーの複合性の事実を記述していくことを目的としている。
また、本研究では、以下のような方法をとる。

1

小説や新聞の中の実例を使い、「いま」をはじめとする諸形式の諸特徴を実際の言語
使用のなかで観察・記述する。

2 「いま」の諸形式や合成語を形態素（助詞や接辞）に分割せず、全体を一つの時間副
詞として観察・記述する。

まず、1 については、内省に頼った研究ではなく、事実の観察にもとづく実証的な研究を
めざすということである。筆者は日本語のネイティブではないので、そもそも内省による
方法は用いることができないが、それよりも重要なのは、本研究が目的とするカテゴリー
の複合性・相関性の解明は、はなしあいの場面やテクストのなかでの機能といった観点ぬ
きには達成できないということである。
次に、2 については、本研究が体系重視の言語研究を志向していることと関係がある。我々
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には、ある形式はただ一つのカテゴリーに所属し、また、形式の性質はその構成要素の性
質に還元できるという思い込みがある。こうした常識が通用しないのが本研究の対象なの
である。「いまは」
「いまも」は、形式的には「いま」を「は」「も」でとりたてたものであ
り、その意味は「いま」に「は」
「も」の意味を足すことで得られるから、独立の研究対象
とする必要はないと考えられるかもしれない。たしかに、そのような見方はある程度成り
立つのだが、一方に、「いまでは」
「いまでも」という形式があり、これら四つの形式の関
係を体系的にみる必要がある。
アスペクト・テンス・ムードというカテゴリーは、もともと、文の対象的な内容と現実
との関係としての陳述性として一体的、相関的なものである。こうした認識にもとづき、
日本語の述語論（TAM システムの研究）は大きな成果をあげている。これに対して、本研究
では、語彙的な表現手段としての副詞においても、複数のカテゴリーの統一性・相関性が
存在していることを明らかにすることで、体系的なアプローチの発展に寄与したい。

３．時間の言語表現としてのテンポラリティー：工藤（1995）
時間副詞にもっともかかわりの深いカテゴリーがテンポラリティーであることはいうま
もない。そこで、この節では、テンポラリティーの中核をなすテンス研究の代表である、
工藤（1995）の記述を参照し、基本的なことを確認しておきたい。
工藤（1995）では、日本語のテンポラリティーについて、
〈出来事の時間的位置づけ〉の
手段の一つとして、形態論レベルでの単語の語形変化であるテンスが中核的な役割を担っ
ているとし、さらに、語彙的レベルでの時間副詞の存在も普遍的であるとしている。ただ
し、テンスが義務的であるのに対して、時間副詞は任意的である。
また、〈表現内容〉の面において、〈なにを時間的位置づけの基準軸にするか〉の観点か
ら、テンポラリティーは、大きく、絶対的テンポラリティー（発話行為時基準）と相対的
テンポラリティー（他の出来事時基準）の二つに分かれる。この点について、工藤は以下
のように述べている（工藤 1995：29）。

スル（シテイル）－シタ（シテイタ）の文法的テンス対立では両者（筆者注：絶対
的テンポラリティーと相対的テンポラリティー）は、形式的には、分化していず、構
文的位置（
〈終止〉か〈非終止〉かという従属化の有無）が決める。
語彙的な時間副詞においては、両者が分化＝対立している。

明日、来年 ／

翌日、翌年

今日、今年 ／

当日（その日）
、その年

昨日、去年 ／

前日、前年
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従って、どちらを使うかで、時間的位置づけは全く変わってしまう。

月曜日は忙しかったので、昨日伺いました。
月曜日は忙しかったので、前日に伺いました。

ところで、文法的なテンス対立においては、基準時点からみて〈以後－同時－以前〉と
いうかたちで、抽象的かつ一般的に使われるが、これに対して、次に示すように、語彙的
な時間副詞は絶対的テンポラリティーも相対的テンポラリティーも他の時間要素と複合的
に使われる（工藤 1995：30）。

・社会＝歴史的時間との複合性
「今日／当日、来週／翌週、来月／翌月、去年／前年」
「昨夜／前夜、今朝／その
朝」のような時間副詞は「日、週、月、年」のような暦法的な時間や、「朝、夜」
のような社会・文化的時間と絶対的あるいは相対的な時間的位置づけとが複合化
されている。

・基準軸からの時間的へだたり量との複合性
「いましがた－さっき－このあいだ」の系列は、基準軸（発話時）からの
directional（vectorial）な時間的位置づけと、metorical な位置づけとが複合化
されている。

次の表は、工藤（1995：182,184）に示されている基本的テンス対立とテンス形式のモー
ダルな用法の一覧である。

時間的
限定性

個別・具体的

抽象的

アスペクト

テンス
未来

完成相
スル

現在

／

過去

シタ

継続相

パーフェクト相

シテイル シテイル

反復相
スル（／）

シテイル シテイル，シタ スル，シテイル
シテイタ シテイタ
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シタ，シテイタ

形式

モーダルな意味

動詞のタイプ

構文の条件

（1） シタ

感情・感覚表出

内的状態動詞

1 人称主語

（2） シタ

差し迫った要求

（3） シテイタ

発見・想起

（4） スル

実行性

（5） スル
（6） スル
（7） スル

（8）

スル
シテイル

態度表明
感情・感覚表出

限られた
意志動詞

限られた構文

遂行動詞

1 人称主語

内的状態動詞

1 人称主語

直接的知覚の表出
感情・評価的態度の
表出
心理的現存性の表出

副詞との共起

(ノダ文）

動詞の形態論的カテゴリーとしてのアスペクト・テンスについて、工藤（1995：37・145・
148）では以下のように述べている。

・

スル（シタ）とシテイル（シテイタ）によって表現される〈完成性―継続性〉の
対立が、現代日本語の最も基本的なアスペクト対立である。
そして、完成相のスルとシタは基本的に〈未来―過去〉でテンス的に対立し、継
続相のシテイルとシテイタは〈現在・未来―過去〉でテンス的に対立している。従
って、スル形式、シタ形式は単なる非過去形、過去形ではなく、完成相非過去形、
完成相過去形であって、アスペクト的把握ぬきに、テンス的意味を実現することは
できないのである。形態論的形式における、アスペクト的把握とテンス的把握の統
合性を認めておかなければならない。

・

パーフェクトとは〈先行する時点における運動の完成性〉と、
〈後続する時点＝
設定時点における運動の直接的結果あるいは間接的効力の継続性〉の両方を<複合
的>にとらえるアスペクト的意味である。

・

反復相（反復性）が時間量の広い位置づけである。そして、反復性にとってより
本質的であるのは〈時間的限定の非具体性＝抽象性〉である。

さらに、工藤（1995：Ⅲ）では、テクストとテンスの相関の問題も論じられている。以
上の記述は〈はなしあい〉を対象にしているが、他方、
〈かたり〉のテクスト（小説の地の
文）においてはテンスの機能に違いが出る。これに関する工藤（1995）の要点をまとめて
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おく。

・
〈内的独白〉の場合、テンス形式、時間副詞は作中人物の〈心理活動＝内的発話活動
のいま〉を基準軸としてダイクティックに使用されていて、会話文〈はなしあい〉
における場合と同じである。
・外的出来事の提示部分では、
〈かたり〉として、主導時制形式の過去形が、非ダイク
ティックに使用される。
・〈かたり〉のテクストにおいて特徴的なのは、〈描出話法〉と呼ばれる技法である。
一つの文に登場人物の視点と語りの視点が現れる。
・具体的な外的出来事提示部分の主導時制形式は、シタであるが、これとの対比上、
非アクチュアルな反復的出来事は背景的解説性の機能をもって、スル形式が使用さ
れる。

また、工藤（1995：Ⅳ）では、時間の従属複文についても詳しい記述を行っている。こ
れも本論文の第５章にかかわりがあるので、紹介しておく。

・二つの出来事の〈時間的順序関係（タクシス）
〉の観点から、時間接続詞は、大きく
は〈共起（＝同時）的時間関係〉を表すグループと〈継起（＝継時）的時間関係〉
を表すグループに分かれる。
・継起性を表すグループは〈後続－先行〉関係にあるものと、
〈先行－後続〉関係にあ
るものとに下位分類される。どちらにおいても、複数の出来事間の時間関係が、同
時的であるか、継時的であるかによって、構造化されている。
・従属節述語においては、タクシス的に（他の出来事との外的時間関係において）
、ス
ル（シタ）の連続が〈出来事間の継起性〉を表し、シテイル（シテイタ）の連続が
〈出来事の同時性〉を表す。これは、両者が、アスペクト的にみて、出来事の〈時
間的に限界づけられた完成的把握〉か〈時間的に限界づけられない継続的把握〉か
で、異なっているからである。

４．
「いま」に関する先行研究
続いて、
「いま」に関する研究を取り上げ、従来の研究の水準を確認する。ここでは従来
のそれぞれの研究に関して、時間副詞の分類の中で、「いま」をどのように位置づけるか、
「いま」のもつ意味をどのように記述しているか、そして、「いま」の関連表現について、
どの程度取り上げ、どのように記述しているかについて確認していく。

４．１ 川端（1964）
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「いま」に関する研究で、もっとも重要なのは、川端（1964）である。
まず、時の表現が名詞であるか、副詞であるかについて、川端は「名詞本来の姿の具体
的、体験内容的という点からすると、時の表現が名詞ではないことは明らかである。
「今日」
「来月」などは副詞一般とは異なるが、しかし、時の副詞として扱うことが必要である」
と述べ、
「いま」や「ただいま」が表す現在の意味について「現在における持続のその幅が
絶対的なものではなく、関心に応じて伸縮をもつ」と述べている。
また、時の副詞を考察するには、テンスの観点からも重要であるが、アスペクトの観点
からの考察も不可欠であることについて、次のように述べている（川端 1964：22）
。

現在の持続をあらわす「今本を読んでいる」の他に、「今彼は来た」のごとき非常に
近い過去（事実的でも心理的でも）、「今私は出かける」のごとき近い未来（事実的で
も心理的でも）の表現を可能とする。それらをそれぞれ、現在、過去、未来とし、3 つ
の異なった副詞「いま」がそれぞれのテンスの層で呼応していると見ること自体に誤
りはない。形態的に一つである副詞「いま」が、意味上 3 つのテンスの副詞となるの
である。しかし、同時に、
「いま」という副詞は一つしかなく、本来的な現在において
完了的アスペクトに呼応的な「今彼は帰った」と未完了的アスペクトに呼応する「今
私は出かける」は共存するのだ、と見ることができる文、発言の現在によって、直接
に与えられた内容的現在は、テンスの把握とアスペクトの把握が同時に成り立つので
ある。そして、一般的にアスペクト、言うならば、テンスの呼応においては、伴って、
潜在的にアスペクトの呼応が、アスペクトの呼応においては、伴って潜在的にテンス
の呼応が、それぞれ認められるのである。

さらに、時の副詞の総体を以下のように図示している（川端 1964：15）
。
(2)
（イ）現在に対する以前の継続

順
行

（ハ）反事実の仮定

（ロ）現在への持続

的
把

仮定不能

(１)

（ニ）変化の予測される現在

握

同時的現在
変化の生じ得ない終了

未完了

（ロ）現在の完了（速度的大）

（ハ）現在の完了（速度的小）

(3)
遡
行
的

（イ）現在に対する以前の存続
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把
握

まず、川端（1964）は時の副詞を（Ａ）文＝発言の内容的な現在を与える、その与え方
に関するものと、
（Ｂ）文＝発言における現在を何らかの方向に超える、乃至超えようとす
るものとに分かれる。さらに（Ａ）を（１）発言の現在に同時的に与えられる内容的な現
在（「今」や「ただ今」など）、（２）時の流に順行的に現在を与えるもの、（３）時の流に
遡行的に現在を与えるものに分けた。ここでいう「時の流」について、川端は「事態の開
始と継続と終結の三つの象面に、開始から終結へと展開するその秩序に類比的に把握され
る方向である」と定義している。
（１）については以下のように記述している（川端 1964：16・18）
。

（１）は、現在の継続そのこととしての現在なのである。その現在が、同様に、し
かも語の自然な意味で本来的に、持続的な現在であることは言うまでもないであろう。
／（中略）／この現在における持続のその幅が絶対的なものではなく、関心に応じた
伸縮をもつものであることも当然のこととして付言しておけるであろう。
／（中略）／
「いま」という副詞は所詮一つの意味―或る時点内持続の現在を現しているのであ
って、挙例に見られるような差は、時点的な時への呼応の差ではなく、現在という一
つの時におけるアスペクトへの呼応の差なのだ、という風に規定することが、ともの
成り立ち得るのである。

そして、順行的な（２）について、「開始によって与えられた象面に現在の置かれるもの
と規定」した上で、この順行的な（２）を、
（イ）開始を過去に定位することによって、そ
こから展開する事態の中に現在が位置づけられる関係を表現する（「とうから」
、
「かねて」
、
「前もって」など）場合、
（ロ）現在を終点的に明確化し、それを含む上での現在への持続
（継続）的体制に、言わば転換的に把握される場合（「いまだに」「いまもって」
「いまに」
など）、
（ハ）現在（乃至それを含んだ過去）から未来への持続（継続）的体制に（イ）が
転位的に把握される場合（「前もって」「あらかじめ」など）、
（ニ）現在における持続の、
既に変化の予測され得る程に極限的、未来が現在に浸透するもの（「まだ」など）に分けた。
順行的な（２）の（イ）
（ロ）
（ハ）（ニ）の間の関係について、以下のように記述してい
る（川端 1964：10）
。

（ハ）には「前もって、あらかじめ」などが属するが、その規定する持続的な未来
とは、決して単純な未来ではない。
（イ）において以前が事態の開始を意味するという
ことは、その現在が以前に支配せられ規定せられるということであった。その（イ）
の転位的な把握としての（ハ）もまた、現在（或いはそれを含んだ過去）によって、
既に規定せられた未来なのである。／（中略）／なお、仮定と呼応する場合のあるこ
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とに、より注意せねばならない。しかもその仮定句は、「前もって知ってゐたら……」
「あらかじめ読んでゐたなら……」の如く、現在（乃至それを含んだ過去）の事実と
して既に決定的であるものに敢えて反する、非現実的な仮定としての未来なのである。
／（中略）／（イ）の副詞中現在への強制力の強いグループは語彙的にこの（ハ）と
共通する。最後に、
（ロ）は、現在における持続（継続）の、既に変化が予測され得る
までの限度の表現（ニ）に連続する。「まだ、いまだ（に）
、いまに、いまもって」な
ど、
（ロ）に語彙的に共通するのも当然であろう。例えば「いまだに寒い」は、
（イ）
「前々
から寒い」が暗指せられる限り、単にその転換的な（ロ）であるに止るが、それ自体
としては寒くない未来が既に予測され、現在においてそれと接しているのである。
（ハ）
において、現在が未来に言わば浸透するのに対し、
（ニ）においては未来が現在に浸透
するのである

遡行的な（３）について、
「開始・継続・終結の、終結によって与えられた象面に現在の
置かれるもの」と定義した。
そして、この遡行的な（３）も、
（イ）（ロ）
（ハ）
（ニ）に分かれる。
（イ）は「事態の終結を過去に定位する（但し、その過去も時点的ないこと、即ち以前
と呼べること、（２）の（イ）に同じ）
」。従って事態は、
（２）におけるごとくそこから展
開することもない。ただし、終結した事態が事態の性質として一時的であれば、事実的な
経験として、それぞれ現在の中に投影する。」「とうに」
「とっくに」
「すでに」などがこの
グループに属する。
また、「終結が現在において見られるとき、現在における完了の関係が成立し、これに、
言わば完了の速度的な大小が対立する。言うまでもなく、その速度とは、絶対的・客観的
な者であるより、第一義的には心理的なものである」。
したがって、遡行的な（３）は（イ）の他、
（ロ）速度的に大きい場合（「もう」
「もはや」
「いまは」など）
、即ち完了の所要時間量的に小なもの、
（ハ）速度的に小の場合（
「やっと」
「とうとう」など）
、即ち所要時間量的には大なもの、（ニ）未来においても実現される可
能性のない非存在が現在において成立し、未来もまた現在に規定されているもの（「いまさ
ら」
「いまは」
「いまとしては」など）がある。
そして、遡行的な（３）の（イ）
（ロ）
（ハ）
（ニ）の間の関係について、以下のように記
述している。
（川端 1964：12）

（イ）は、現在と終結としての以前との間にかなりの時間的な距り／（中略）／を
もった関係を表現していたが、この距りとしての時間量が（ロ）の体制では零になり、
その代わりに速度的な大に、即ち完了の所要時間量的小に反映したものと言える。他
方、
（ハ）速度的に小の場合、／（中略）／（イ）の時間量が距りのそれとしてはやは
り零となり、かえって、所要量的な大に、即ち速度的小から、現在における自体成立
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としての完了のその極限、言いかえると、事態成立とも呼べないところの、存在とし
ての既定一般に対する（ニ）非存在としての既定に連続する。／（中略）／語彙的に
（ロ）
（ニ）の共通することが多い。

さらに、川端は（１）
（２）（３）の関係について、上記の図のように、表裏をなす関係
だと指摘している。まず、順行的な（２）、遡行的な（３）の関係について、以下のように
記述している（川端 1964：12）
。

（２）順行的、
（３）遡行的という、いわば表裏をなす関係把握からして当然であれ
ば、それぞれに極限をなす（ニ）が極限の故に他方の系列へ交渉をなすこともまた、
同じ意味において当然と言ってよかろう。交渉は（２）
（ニ）と（３）
（ハ）、
（３）
（ニ）
と（２）
（ハ）の間に成立し、その結果、
（２）
（ニ）と（３）（ニ）の間に交渉－とは
もはや言えないところの対応が成り立つのである。

（２）
（ニ）は、現在における持続の、既に変化の予測され得る程の極として（２）
の系列に属しつつ、完了における速度的小の極端として（３）（ハ）に交渉するのであ
る。／（中略）／（２）（ニ）が（３）（ハ）に結んだところに認められる未完了＝未
定は、時の流の中にあってやがてその実現の予測され得る性質のものである。

そして、
（３）
（ニ）と（２）
（ハ）の交渉もほぼ同様に考えられる。
（３）
（ニ）は（川端
1964：13）
、

未来もまた現在に規定されているということであり、ということは、とりもなおさ
ず（２）の系列の意味の基本的な性格に他ならなかった。殊に（２）
（ハ）に対しては、
／（中略）／反現実的な仮定とその帰結よりなる文の、その仮定条件性は、
（３）
（ニ）
の副詞がときに同様に働いてもいると見得る、例えば「いまさらそれを知ってもどう
しようもない」の文の、その仮定条件性に共通するであろう。

（１）と（２）
、
（３）の関係について、以下のように記述している。

（Ａ）の系列を順行的な（２）と遡行的な（３）に分ける以前に一言触れに、（１）
現在の持続を同時的に把えた「いま、ただいま」などのその領域を、言わば直前及び
直後から位置づけるものとして対峙する関係にある、と言い得るであろう（川端 1964：
15）
。

発言の現在に同時的に与えられる内容的現在（１）については、／（中略）／（２）
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の系列と（３）の系列とが、それぞれの極端において交渉する、まさにそこにおいて
両系列をあたかも連結するかのように位置づけられることは、結局（２）
（３）内部の
（イ）
（ロ）
（ハ）
（ニ）が、それぞれの（イ）における体制のヴァリエイションであっ
て、従って（１）を、
（２）
（イ）及び（３）
（イ）と並べて規定することを、改めて許
すことになる。
（２）
（イ）
、現在に対する以前の持続と呼んだものは、或る以前に事態
の開始があって、その自らなる展開の中に持続的現在が成立するものであった。一方
（３）（イ）、現在に対する以前の存続と呼んだものは、或る以前に事態の終結があっ
て、その結果が現在に持続することを、その現在として見たものであった。それに対
して（１）は、現在の継続そのこととしての現在なのである。

４．２ 森田（1989）
森田（1989）は、
「いま」は、発話の時点において、過去と未来とに挟まれた「時」を認
識し、表すとし、ただし、厳密な、過去と未来との境めの瞬間のみを表すのではなく、話
し手の位置する時点から見て「いま」と考える射程は、とらえる対象によって違ってくる
としている。
たとえば、「今はいやだ／あとにしよう」
「以前は痛みを感じなかったが、今はとても痛
い」「昔はよかったが、今は悪い」
「今のところは大丈夫だが、将来はだめだ」のように、
対応するものとの関係で「いま」の幅が違ってくるとし、
「いま」は、過去や未来との対応
関係によって、〝現時点〟であったり、〝近い過去〟や〝近い未来〟であったり、〝現在
〟や〝現代〟であったりするという。そして、その差は「いま」の使われる文型と文脈に
よるとしている。
さらに、森田（1989：149・151）
「いまから」
「いまに」
「いまごろ」
「いまさら」
「いまに」
「いまにも」についても触れ、それぞれ表す意味を次に挙げる。
まず、
「いまから」
「いまに」について、以下のように記述している（森田（1989：149）
）
。

「今は／」
「今が／今の／今から／今まで／今と／今より／今を」の形で主語や修飾
語となる用法。
「今から」は「この遺蹟は今から二千年前にできたものだ」「今からお
互いにいっさい口をきかないことにしよう」「やる気さえあれば今からでも間にあう」
のような、〝今から始まって何年前に〟〝今から始まっていつまで〟という時の起点
意識「今＋から」の場合に限られ、
「今からそんな弱気な態度でどうするんだ」のよう
な一語意識の例（副詞）は別扱いとしたい。
「今に」も「今に見ろ」「今にわかる」
「今
に思い知らせてやるぞ」〝近い将来〟を指す一語意識のもので、〝今ノトキニ〟では
ない。

そして、
「いまごろ」について、以下のように記述している（森田（1989：151）
）
。
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「今ごろは……」
「今ごろになって……」等の名詞的用法と、
「今ごろ……する」と
動詞に係る副詞的用法とがある。時間的・距離的に話し手から隔たった存在であるた
め、〝しかとは断定できないが、たぶん今ぐらいのころあいに〟の意を表す。
「南米では今ごろはもう夜中の十二時ぐらいだろう」／（中略）／、
「今ごろ」でと
らえられる対象は、話し手から隔たった存在、現在の状態についてはわかっていない
存在である。そのような存在の事物が話し手の眼前に現れた場合、予想していなかっ
たことによる驚き、思いがけなさ、意外さの観念が生ずる。
「おや、今ごろ何だって帰って来たの」
「今ごろ梅の花が咲いているぞ」
これが当然起こるべき状況の場合には、やっと今の時点になって話し手の前に姿を
現したことへのもどかしさや、遅さに対する不満の感情となる。
「今ごろ起きてきたのか。寝坊だな」／（中略）／さらに進んで〝しかし、今とな
っては遅すぎる。手遅れだ〟の気持ちへと発展する。多く以下が「……でも／……た
って」の逆接形式となる。

「いまにも」については簡単ではあるが、触れている（森田（1989：152）
）
。

「いまにも……しそうだ」の形で、動作や作用がまさに実現する一歩手前の状態で
あることを表す。ふつう比喩としても用いられ、その状態は必ずしも実現するとは限
らない。

また、
「いまさら」について、「過去のことをその時点でとらえず、後になった現在にお
いて考えようとすること。〝今あらためて〟の意」とした上で、
「いまさら・の・名詞」の
形と「今さら……ない」の形について記述している（森田（1989：152）
）
。

「いまさら・の・名詞」は／（中略）／、すでに成立している事柄を現在のことと
してとらえ、新たな感情を催すという意味である。多くは、その感情が新鮮で強烈で
あることを強調する修辞として用いる。／（中略）／「今さら……ない」の形で、そ
れはすでに成立・確定してしまった事柄であって、現在に始まったことではないの意
となる。／（中略）／話し手の感情が伴えば、すでに成立してしまった事柄を現在の
こととして処理しようとしても、もはや手遅れだの気分となる。〝今になって〟の意
を表す。動詞に直接係る副詞的用法である。

そして、
「いまだに」についても触れ、以下のように記述している（森田（1989：152）
）
。

それ以前に決着がついてよいはずの事柄が、現時点になってもなおそのままの状態
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で、けりがつかないときに用いる。
「いまだに……ない」の形で用いられることが多い。
「いまだに」と言う以上、それ相応の理由によって、それ以前に起こるはずと考え
ている事態が、起こらぬままに尾を引いているという前提である。話し手にしてみれ
ば、その事柄がもう当然生起しているはずだと待ち望んでいるわけである。／（中略）
／「今もって」と同じ意味を表すが、「今もって」は文章中だけでなく、口頭語として
も用いられる。

４．３ 赤羽根（1994）
赤羽根（1994）では、川端（1964）の「テンスやアスペクトと相関関係をもつ「時」の
副詞」の定義を引き継ぎ、「いま」の意味については、「話の時点を中心にして、過去から
未来にわたる時間を指し示すことができる」としたうえで、その時を特定化するには、テ
ンスやアスペクトとの相関から捉えるほか、
「いま」にとりたて詞がついた場合を考えるこ
とも、
「いま」の時の特定に有効であるとした。
そして、
「いま」が「近過去」を表す場合、「発話時点と現在」を表す場合、
「近未来」を
表す場合に分け、それぞれについて、とりたて詞「も」
「だけ」
「は」
「しか」がついた場合
に、「主張」と「含み」によって、
「いま」がどのような時間に特定されるかが明らかにな
るとした。
まず、「いま」が近過去を表す場合、「いま」は「発話時点以前の至近な過去における漠
然とした時点を示している」とし、
「この至近や漠然といった問題は、場面や個人に委ねら
れていることであり、発話時点の一秒前から数十分前といった程の幅のあるものとなり、
ゆえに、
「たったいま」や「いましがた」等の関連語が存在する」としている。以下は赤羽
根（1994：181）の引用である。

今も彼は彼女に電話をかけた。
主張：発話時点直前の「今」の時点において、彼が彼女に電話をかけたこと。
含み：発話時点直前の「今」の時点より以前の時点において、彼が彼女に電話をか
けたこと。

今だけ彼は彼女に電話をかけた。
主張：発話時点直前の「今」の時点において、彼が彼女に電話をかけたこと。
含み：発話時点直前の「今」の時点より以前の時点において、彼が彼女に電話をか
けなかったこと。

今は彼は彼女に電話をかけた。
主張：発話時点直前の「今」の時点において、彼が彼女に電話をかけたこと。
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含み：発話時点直前の「今」の時点より以前の時点において、彼が彼女に電話をか
けなかったこと、及び「今」の時点より以後の時点において、彼が彼女に電
話をかけないだろうこと。

さらに、類義語として、「さっき」「かつて」がとりたて詞がついた場合についても考察
をし、「さっき」も「いま」も至近の過去を表すが、
「いま」の方がより発話時点に近いと
結論づけている。
次に、
「いま」が発話時点と現在を表す場合の主張と含みについては、以下のように述べ
ている（赤羽根（1994：179）
）
。

今も彼は彼女と話している。
主張：発話時点において、彼が彼女と話していること。
含み：発話時点以前の過去のある時点で、彼が彼女と話していたこと、及び発話時
点以前の過去のある時点から、彼が彼女と話していること

今は彼は彼女と話している。
主張：発話時点において、彼が彼女と話していること。
含み：発話時点以前の過去のどの時点においても、彼が彼女と話さなかったこと、
及び発話時点以後において、彼が彼女と話さないだろうこと。

今も彼は彼女と文通している。
主張：現在、彼が彼女と文通していること
含み：過去において、彼が彼女と文通していたこと。

今は彼は彼女と文通している。
主張：現在、彼が彼女と文通していること。
含み：過去において、彼が彼女と文通していなかったこと、及び未来において、彼
が彼女と文通しないだろうこと。

発話時点の場合は、
「も」や「は」は発話時点の「いま」を、発話時点以前の時点や発話
時点以後の時点と対比させることで特立しているとしている。
他方、現在の場合は、
「も」や「は」によって、過去や未来との対比において、現在の状
態が特立されることになると指摘している。
また、
「いま」が近未来を表す場合については、
「
「今～する」は発話時点からの近未来に
おける意志的行為を表す」と述べている。この場合、
「は」でも「も」でもとりたてること
ができない。
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近未来の「いま」は、発話時点から至近の未来における任意の一時点を表すが、発話時
点とあまりにも近く、しかも未確定の未来の時点である点で、対比されるべき時点が想定
しにくく、とりたて詞がつきづらいとする。
そして、類義語として、「すぐ」「そのうちに」と「いま」との差についても言及してい
る。

４．４ 田窪・笹栗（2001）
田窪・笹栗（2001）は、
「いま」の対応物を同定する「いまごろ」の意味を記述するため、
「いま」の意味について、以下のようにまとめている。
「いま」は、
「発話時であることを示すだけで、その発話時の時間スケール上での値を特
定する必要はない」
、つまり、
「
「今」がいつかを話し手が知っている必要はない」ので、例
1）が可能になるとしている。また、「今日」は発話時を含む日であるから「いま」は「今
日」でしかありえず、
「今日」の「いま」は余剰的な表現であり、明日や昨日は発話時を含
む日ではないため、例 2）は不可能であるとしている。

1） 今、何時ですか？
2） ??今日の今、??明日の今、??昨日の今

田窪・笹栗(2001)は、
「いま」
「いまごろ」を以下のように定義している。

「今」
：特定の発話場面においてその発話時という唯一の時間時点を表す談話文脈依存
表現（＝ダイクシス表現）である。
「今ごろ」
：
「今」によって与えられる時間的、時期的性質を周期的時間のスケールの
中で評価したもの。

４．５ 仁田（2002）
仁田（2002）は、時間副詞を「発話時を基準にする時の成分」と定義して、以下のよう
に分類している。

発話時を含む時間帯：今、今日、今朝、今週、現在、この頃
発話時以前を表す：今しがた、昨日、夕べ、先週、この前、この間、あの頃
発話時以後を表す：今に、明日、明朝、来週、近々

仁田は、
「発話時を含む時間帯に属する成分は、まず、発話時点そのものを表す「現在、
目下、今のところ」の類と、発話時を含む幅を持った時間帯を表すその他のものとに、大
別できる。幅を持った時間帯を表す存在が、数も多く、発話時を含む時間帯の中心的な存
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在である」としている。
「いま」については、「「今」はこの両者の性格を併せ持つ橋渡し的存在、したがって、
その意味では、まさに、発話時を含む時間帯の代表的存在である」とし、さらに「発話時
そのものを、また、発話時前後の時間帯をも指示する成分であった。そのことによって、
文のテンスとして、過去も現在も未来も簡単に取りうる」としている。
また、「「今」がまさに発話時点を指していること、したがって、時の成分が指し示す時
間帯を超えて事態が拡がって行きうることによって」、「現在の動作の顕在的な持続を容易
に表しうるとしている」と記述している。
さらに、「今」について、以下のように記述している。

「今」を含む時間の成分は多彩である。「今ニ」は、発話時を含む時間帯ではなく、
既に発話時以後である。また、「今シガタ」は発話時以前である。
「今」を含む時の成
分には、さらに「今ハ」
「今デモ」
「今デコソ」
「今コソ」
「今モ」
「今デモ」
「今サラ」
「今
ヤ」
「今シモ」などがある。これらの中には「今」に取り立て助辞の意味を付加するだ
けでは、全体の意味・用法を取り出せない、慣用化したものも少なくない－個々の用
法については興味深いところがあるが、ここでは触れえない－。

４．６ 森本（2005）
森本（2005）は、時間を表現する方法として、テンス、アスペクトの研究は進んでいる
のに対して、副詞で時間がどのように表現されているかはまとまった論考がないと指摘し、
「いま」を取り上げ、
「いま」は「発話時点」を表し、発話時の直前、発話時の状態、発話
時の後で起こる事態と共起し、発話時をふくむ幅のある時間を表すとした。
「いま」の機能・意味を特定するために、森本は、
「今の＋名詞」という連体詞的用法に
注目し、文脈によって「いま」の読みが決定され、名詞の意味によってその時間的な解釈
が限定されると説明している。
たとえば、「今の話」というと、発話時点以後に話す話を指すことはできないし、「今の
恋人」というと、もう終わった関係ではなく、現在付き合っている恋人のことを意味する。
そして、
「今の映画」というと、発話時点において見ている映画であれば、
「今の映画、お
もしろいね」とは言えず、
「この映画、おもしろいね」になる。これは、「いま」の意味に
話し手の視点が深く関わっているためであると説明している。
「いま」は単に発話時点を示すだけでなく、
「今の映画」が映画を見た直後を指すのは、
話し手が自己の領域に取り込んでいるためであるとする。これに対して、現在見ている映
画になると、
「まだ自分の領域に取り込んでいないことを意味する」ため、
「今の映画」は
使えず、
「この映画」になるという。
また、副詞としての「いま」は、無標の解釈では「発話時点」であり、共起する述語の
性質によって時間の幅が決まるとしている。動作動詞の非過去形の意味は、共起する修飾
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成分によって決まるが、
「いま」と非過去形が共起する場合、発話時の継続状態という解釈
が成り立たないのは、このような双方の依存のためだと考えている。
さらに、
「今から」は発話時点を起点とし、「これから」は発話時点ではない発話以後の
点をさすという違いがあり、また、相対的時間の基準として働かないなど、
「いま」は厳し
く「発話時点」に限定され、このような意味的な制約は、語用論的な拡張をほとんど生じ
ないことに反映されているとする。
森本はまた、
「少子化が進む今」のような「いま」をふくむ副詞節についても触れている。
結論として、このような副詞節には「過去形＋今」
「非過去形＋今」という形式があるが、
いずれも現在ある事態に到達したということを表し、その時点を区切りとして、どんな出
来事が起こるのか述べるものであり、
「現在」と言い換えもでき、ほとんど同じ意味である
としている。
「いま」の機能の範囲については、英語の now のような談話的な機能を欠いており、発
話時点を指すという時間的な機能に限定されているとする。

４．７ 金（2008）
金（2008）は、「いま」について、「紅葉は今が見頃だ」のような名詞用法と「いま、出
ました」のような副詞用法があり、副詞としての「いま」を中心に、
「いま」の関連表現と
して、
「いまは」
「いままで」
「いまや」
「いましも」
「いましがた」
「いまに」
「いまにも」に
ついて考察している。
「いま」の時間的な特徴については、他の先行研究と同様、
「自然な意味での時間的な幅
をもち、その幅は関心に応じて伸縮のあるもの」としている。
さらに、「いま」に助詞が複合した語形のものが多くあり、基本的な語である「いま」の
意味の広さのために多様な意味を表すとし、それらについて以下のように記述している（金
2008：62）
。

「いまは」は以前の事態と対比的に現在を提示し、
「いまでは」は以前から漸進的変
化の結果として現在を提示する。「いまや」は以前から事態が徐々に推移してきて、そ
の変化の頂点として「いま」を捉える傾向がある。
「いましも」は、新たな事態の開始
を表す。未来に関する用法もあるが、ややかたい文章語で使用範囲が限られる。
「いま
しがた」は以前における完了を表す。「いまに」は以前からの継続用法、近い未来に関
わる用法、過去に関わる用法を持つ。「いまに」は過去、現在、未来のすべての時制に
関わる用法を持つことになり、副詞「いま」と対応する。「いまにも」は近い未来に予
測される事態を指示し、それ自体には評価的なイメージを見いだせない。本来、未来
表現であったが、
「いまにも……しそう・しようとする・せんばかり」などの類型の表
現で、現代では、新たな事態が実現する直前の極限の状態であることを、緊迫感や切
迫感を表すことを主眼として用いられるように慣用化してきた。
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４．８ まとめ
以上に取り上げた各先行研究において、
「いま」がどのように記述され、どのような関連
表現が取り上げられているかを表にまとめておく。

先行研究

「いま」についての記述

「いま」の関連表現

川端（1964）

現在における持続のその幅が絶対的なもので
はなく、関心に応じて伸縮をもつ。

「いま」「ただいま」「いま
しかた」「いまや」「いまに」
「いまだに」「いまから」

森田（1989）

発話の時点において、過去と未来とに挟まれた
「時」。厳密な、過去と未来との境めの瞬間の
みを表すのではなく、話し手の位置する時点か
ら、考える射程は、とらえる対象によって違っ
てくる。

「いまから」「いまごろ」「い
まさら」「いまに」「いまに
も」

赤羽根（1994）

話の時点を中心にして、過去から未来にわたる
時間を指し示すことができる。

「今も」「今しか」「今だけ」
「さっき・かつて・すぐに・
そのうちに」

特定の発話場面においてその発話時という唯
田窪・笹栗（2001） 一の時間時点を表す談話文脈依存表現（＝ダイ
クシス表現）である。

「今」「今ごろ」

仁田（2002）

発話時そのものを、また、発話時前後の時間帯
をも指示する成分であり、そのことによって、
記述なし
文のテンスとして、過去も現在も未来も簡単に
取りうる。

森本（2005）

「発話時点」を表し、発話時の直前、発話時の
状態、発話時の後で起こる事態と共起する。発
話時をふくむ幅のある時間を表す。

「今＋名詞」、「今から」、
「今」を含む副詞節

金（2008）

自然な意味での時間的な幅をもち、その幅は関
心に応じて伸縮がある。

「いまは」「いままで」「い
まや」「いましも」「いまし
がた」「いまに」「いまにも」

すでに見たように、
「いま」のテンポラリティーは、過去、現在、未来のいずれにも対応
し、また現在は伸縮の幅をもつことが、多くの先行研究によって指摘されている。これら
の点については、先行研究を受け継ぎつつ、より精密に記述することが課題となる。
また、記述の方法論については、川端（1964）から学ぶことが多いと思われる。それは、
時の副詞の考察はテンスの層および完了・未完了的アスペクトの層からの考察が不可欠で
あるということである。本論文でもカテゴリーの複合性を重視する。そして、モダリティ
ーや評価性・因果性など、時間的なカテゴリー以外も視野に入れる必要があると考える。
さらに、時の副詞を体系化し、周辺の表現が相互浸透的な意味関係をもつことを指摘して
いる点も学ぶべきである。ただし、実際の使用例にもとづく実証的な記述は行われておら
ず、本論文ではそれをめざすことにする。
実際の記述においては、赤羽根（1994）や金（2008）のように、
「いま」がとりたて助詞
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によってとりたてられた場合を対象とすることが必要である。時間副詞のとりたては、名
詞のとりたてとは異なり、独自の時間的把握が表され、語彙化も進んでいる。「いま」のと
りたて形式は、それ自体が一つの時間副詞なのである。
そのほか、田窪・笹栗（2001）が取り上げる「いまごろ」
、森本（2005）が取り上げる「い
ま」が副詞節を構成する用法も、カテゴリーの複合性という観点からは重要な研究対象と
なる。

５．本論文の構成
本論文の構成は以下の通りである。
第１章では、基本となる「いま」の意味・機能について述語のテンス・アスペクトとの
関係を踏まえながら記述をする。第２章では、
「いま」のとりたて形式である「いまは」
「い
までは」
「いまや」
「いまも」「いまでも」「いまだに」を取り上げ、それらの意味・機能を
体系的に記述する。第３章では、テンポラリティーとモダリティーの複合の事例として、
「い
まに」
「いまにも」について記述する。第４章では、テンポラリティーとモダリティー・評
価性との複合の事例として「いまごろ」「いまさら」を取り上げる。そして、第５章では、
「いま」の従属接続詞の用法を取り上げ、時間従属複文と因果関係を表す従属複文の両面
から考察を行う。
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第１章

時間副詞「いま」

１．はじめに
「今はいやだ、あとにしよう」と「今のところは大丈夫だが、将来はだ
森田（1989）は、
めだ」において、
「いま」の表す時間は幅が異なると指摘しているが、この違いは「ところ」
の有無によると考えるべきだろう。つまり、
「いまのところ」を一つの時間副詞ととらえ、
その時間的な意味を検討する必要がある。
同じことは「いまは」についてもいえる。「いまは」は「いま」を「は」でとりたてたも
のであるが、とりたて方の中にすでに時間的な把握が含まれているとすれば、「いまは」が
すでに一つの時間副詞なのだという理解が必要である。実際、
「今行くよ」のように「いま」
は未来＝直後を表すことがあるが、
「いまは」にはそのような使い方がなく、両者の表す時
間は異なっているのである。
したがって、
「いま」のさまざまな語形（格・とりたて形式）を区別せずに扱うのは、時
間副詞の研究の方法としては妥当ではない。この章では、最初の記述対象として「いま」
を取り上げるが、ここでいう「いま」は、はだか格でとりたて形式がない「いま」のこと
であり、この「いま」を一つの時間副詞として記述する。
この「いま」について、まず問題になるのは、「いま」がどのような時間をさししめして
いるかということであろう。
〈事象と発話時との外的時間関係の相違〉と定義されるテンス
における現在と、「いま」のさししめす現在は等質ではないであろう。むしろ、「いま」が
述語のテンス・アスペクトとどのように関係して、文全体の時間、すなわちテンポラリテ
ィーが構成されるかを追究することが必要である。単純にみえる「いま」においても、ア
スペクチュアリティーやモダリティーなどとの関わりを複合的にみていく必要があるので
ある。
以下では、述語のテンス・アスペクト形式ごとに、
「いま」の共起した文を観察していく。
また、述語の品詞の違いにも注目し、動詞述語文、形容詞述語文、名詞述語文を別に観察
する。述語のテンス・アスペクトについて、基本的な事実を確認しておくと、以下のよう
になる。日本語においては、時間的限定性のある文では、過去形は、述語の品詞にかかわ
りなく、過去を表す。非過去形の意味については、品詞やアスペクトの側面とかかわる。
動詞述語文の場合、完成相非過去形は基本的に未来を表し（ただし、存在動詞や状態動詞
など、現在を表すものもある）、継続相非過去形は現在を表す（まれに未来を表す）
。形容
詞述語文や名詞述語文の非過去形は、基本的に現在を表す（時間的限定性がある場合）
。
この章の考察には、主に『CD-ROM 版 新潮文庫 100 冊』から収集した会話文と地の文の

20

用例を使用する 3。会話文と地の文では、テンス形式の機能が異なることが知られているが
（工藤 1995）
、それと連動して、
「いま」の使用のされ方にも違いがあるので、別に扱う必
要がある。

２．会話文の「いま」

２．１ 述語が非過去形の場合

２．１．１ 動詞述語文

２．１．１．１ 完成相非過去形（スル）
１）直後
まず、動詞述語文の「いま」が未来を表す場合を見てみよう。これらはいずれも発話時
を基準にし、直後というテンポラリティーを表す。

1) 「伸子さん！――いえ、社長」
と純子が慌てて言い直す。
「大丈夫？」
「向こうが社長をと言ってるのなら仕方ないでしょう。今、行きます」
伸子は立ち上がって、
「じゃ、すみませんけど、幹部会議の方はみなさんで続けていて下さい」
（女社長に
乾杯！／赤川次郎 1982）
2) 「でも、ご病人に悪いからね」
「父にご遠慮はいりません、いまお茶でも淹れますから」
と云って娘は栄二にも頬笑みかけた。
（さぶ／山本周五郎 1963）
3) 「それで、写真とれた？」
「今、持って来る。俊ちゃんが来る、っていうんで、昨日の夜、小母さんと二人で
十二時までかかって整理した」
（太郎物語／曽野綾子 1973）

しかし、
「いま」が単純に直後というテンポラリティーを表すのであれば、時間副詞の「す
ぐ」に置き換えられるはずであるが、必ずしもそうではない。これについては、モダリテ
ィーについて考察する節で取り上げる。

3

時間副詞として使用されているものに限定し、時間接続詞の用法は対象外とする。後者については第 5
章で詳しく述べることにする。
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２）現在
「いま」が完成相非過去形と共起して直後を表すのは動作動詞の場合である。存在動詞
の場合は現在を表す。

4) 司令長官公室で山本といっしょに飯を食う者の中で、一番若い高橋は、「長門」の艦
側の士官からは、話しかけるのに最も気安い存在であったらしく、
「おい、高橋大尉。長官今、何処にいる？」
と、よく質問を受けた。
（山本五十六／阿川弘之 1965）
5) 「実は妙なことになりまして――」
「妙なこと？」
「実は今、会社の前にいるんですが……」
「純子、起きないの？」
母親に言われて、純子はウーンと唸った。
（女社長に乾杯！／赤川次郎 1982）

２．１．１．２ 継続相非過去形（シテイル）
１）現在
述語動詞が継続相非過去形の場合、幅のある現在を表す。その幅はさまざまであり、例 6）
のように比較的短いものもあれば、例 9）のように比較的長い場合もある。

6) 「いま、この」と岡安は窓のほうへ手を振りながら云った、
「――風に花の香が匂っているが、おまえにわかるか」
栄二は三度ばかり空気を嗅いでみてから、黙って首を左右に振った。
（さぶ／山本
周五郎 1963）
7) 「彼女……どうしてる？」
「いま、うちのやつ、実家に帰ってるんだ」
（一瞬の夏／沢木耕太郎 1982）
8) 「でも、その男の人、いるんでしょう？」太郎は殴られはしないかと、反射的に恐
れながら尋ねた。
「彼は今、いません。家に帰ってるんです」
「じゃ、行くよ」（太郎物語／曽野綾子 1973）
「われわれの方
9) 「ただし、条件をつけるわけではないが」と前置きをして、小平は、
では今、技術者の不足に悩まされている。非常時だ非常時だといって、技術者がど
んどん召集されたり徴用されたりして、連れて行かれてしまう、日立としては飛行
機は初めての仕事であるし、やるとすれば、あの者たちを何とか還してほしいと考
えるのだが」(山本五十六／阿川弘之 1965)

なお、
「いま」はすべての継続相と共起するわけではない。
「花が枯れている」「人が死ん
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「そ
でいる」のような、不可逆的な変化の結果の継続を表す継続相とは共起しない 4。また、
の人物は二年前にイギリスを訪れている」のような、出来事時に焦点があたっているパー
フェクトを表す継続相とも共起しない。つまり、形態論的なテンス的意味の現在と「いま」
の意味は等価ではないのである。

２．１．２ 形容詞述語文
次に、形容詞述語文の非過去形について見てみよう。時間的限定性がある場合に「いま」
が使用でき、現在を表す。この場合も、時間の幅はさまざまである。

10) 「試合までに元に戻るでしょうか」
「オーケーね」
「本当ですか？」
「ジュン、今、少し調子が悪いね。でも、オーケーよ。もう、スパーリングはやら
ないし、あとは軽く、軽く、トレーニングするの。疲れはなくなって、オーケーよ」
エディにそう言ってもらうと安心だった。
（一瞬の夏／沢木耕太郎 1982）
11)

電話の主な趣旨はピクニックに連れていってもらってありがとうということであ
ったが、その他にも、何か五月さんは言いたいことがあるらしく、
「今、練習やなんかでとても忙しいの？」
と、太郎に聞いた。
（太郎物語／曽野綾子 1973）

12) 「お前んとこ、犬いるのか？」
「いないけど。オレ、今、あの人と仲いいんだ」 （太郎物語／曽野綾子 1973）
13) 「あの子は、喜んで転校しますよ、なんて言ってるけど、今、世間で、そんなこと
なさるお宅ないわよ。高校二年生にもなって転校するなんて。それも、二月とか三
月とかなら、新学期から編入の方法もあるかも知れないけど、四月二十日になって
動けやしませんよ」
（太郎物語／曽野綾子 1973）
14) 「私に何をお訊きになりたいんですか？」
「今、尾島産業は大分苦しいようですな」
「ええ。前の社長が能なしで」
と純子は言ってのけた。
（女社長に乾杯！／赤川次郎 1982）
15) 「若い人々は渡殿の戸をあけて見物するがいい。左近衛府には、いま、好青年が多
いよ。殿上人にも劣らぬくらいの若者がいるからね」
と源氏がいうので、若い女房たちは、競射の見物をたのしみにしていた。西の対
からも、女童たちが見物に集まってくる。
（新源氏物語／田辺聖子 1978）

4

興味深いのは、
「そのとき花が枯れていた」
「そのとき人が死んでいた」とはいえるということである。
これらは同時性というタクシス的な意味を表すために「そのとき」が使用されているのであろう。
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「いま」と形容詞との共起には時間的限定性が関係する。
「いま」と共起するのは基本的
には状態形容詞であるが、特性や関係を表す形容詞とも共起する場合があり、その場合の
時間幅は長くなる。

２．１．３ 名詞述語文
名詞述語文は、典型的には時間的限定性のない質を表すので、「いま」と共起することは
少ない。共起するのは、次の例のように、変わることのありうる長期的な質を表す場合で
ある。

16) 「奉行に願ってみよう」
と岡安は云った、
「だが、おそらく許しは出ないだろう、望みはないと思うほうがいい、いまおまえ
は咎人なのだから」
（さぶ／山本周五郎 1963）
17) 「あらいやだ、いじわるね」
おのぶは片手で口を押えながら栄二をにらみ、またさぶに酌をした、
「この八重歯は抜けるんですって、あたしいま十八でしょ、はたちになれば抜ける
んですってよ」
「十八か、――それにしちゃあちびだな」
（さぶ／山本周五郎 1963）

名詞述語文でも、動詞が省略されることによって名詞述語文になっているようなものに
は時間的限定性があるので、
「いま」と共起し、現在を表す。

18) 「親方はいるか」
ときいてから、栄二は眼をそばめた、
「――小舟町からなんだって」
「手紙を持って定が来ました、親方はいま朝めしです。ゆうべは夜明し仕事だった
もんですからね」
そう云いかけて半次は顔をしかめた、
「――あにい、いけねえな、ぷんぷん匂いますぜ」
（さぶ／山本周五郎 1963）
19)

さて、あたしと母はいま浅虫です。母はベッドのなか。風邪をひいて、熱をだし
ています。ゆうベ、北上の寝台で、風をいれすぎたのです。そこで青森から十和田
へ直行するのをやめて、浅虫で一泊することにしました。
（聖少女／倉橋由美子 1967）

２．２ 述語が過去形の場合
「いま」は、動詞の完成相については、過去形（シタ）とも共起する。

24

２．２．１ 動詞述語文

２．２．１．１ 完成相過去形（シタ）
次のような例は、パーフェクトを表す完成相過去形（シタ）であり、テンス的には現在
である。パーフェクトには、完成相過去に近いものもあるが、「いま」との共起が可能にな
るのは、出来事時点と発話時との時間的間隔がほとんどないような場合である。

20)

そのとき、表の雨戸を叩く音がした。
「栄ちゃん」
と外で人の声がした、
「いるかい、栄ちゃん、いま帰ったよ」
「さぶだ」と栄二が云った。(さぶ／山本周五郎 1963）

21)

不二楼の料理人・長次が汗みずくになって、小兵衛の家へ駆けつけ、山田勘介が、
「いま、やってめえりました。へい、もう一人別の客は、先日のさむらいに間ちが
いございません」と、告げた。(剣客商売／池波正太郎 1972)

22) 「あのクレッソン、俊夫が播きましたのよ」
「今、初めてうかがいました」
「あんなことばかりうまくてね、困りますわ」
藤原夫人は、ちょっと眉をひそめてみせると、
「さ、どうぞ」と彼らを食堂から家の中に上げようとした。(太郎物語／曽野綾子
1973)
23)

ふと、顔を上げると、智子が、両手を腰に当てて、じっと荒井を見下ろしている。
「今、何て言ったの？」
「ん？――あ、つまり、その――」
とぼけるには、荒井は、あまりに正直であった。顔が青ざめ、あわてて目を伏せ
たのでは、白状したのと同じことだ。(女社長に乾杯！／赤川次郎 1982)

24)

そこへ谷口から電話がかかって来た。
「よかった！今、ニュースで見たのよ」
「いや、こっちも苦しい立場なんです」
「よく分かるわ」
「ともかく、見付けなくては。自首してくれれば一番なんですが、説得するにも、
どこにいるか分からなくては……」(女社長に乾杯！／赤川次郎 1982)

しかし、出来事時点が発話時から比較的遠いような用例もある。発話時に効力が強く残
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っているような場合であろう 5。

25)

太郎は明らかにちょっと不服そうな顔をした。
「どこかで、お茶、のもうよ」
「今、飲んだでしょう」
「じゃ、どこかで何か食べよう」
太郎は食い下り、ようやく二人は「ホット・ドッグ、アメリカン・ドッグ、ハン
バーガー」と書いた店に入った。(太郎物語／曽野綾子 1973)

26)

信長は半町ばかり行ったとき、かたわらの猪子兵助に声をかけ、
「いま、須賀口で妙なやつを見た」といった。
信長の視線は一瞬光秀をとらえたようだったが、当の光秀は見られたことに気づ
かなかった。(国盗り物語／司馬遼太郎 1963)

２．２．１．２ 継続相過去形（シテイタ）
次に、継続相過去形の場合を見てみよう。これに関しては、工藤（1995）は「はなしあ
いではシテイタと「今、現在」のような時間副詞との共起はありえない」としているが、
筆者の調査では、以下のような用例が見られた。

27)

三枝は、ちょっと落ち着かない様子で、椅子に座った。伸子はしばらく黙って書
類をめくっていたが、やがて、顔を上げると、
「三枝さん。実は今、あなたの住宅資金貸付の書類を見ていたんですけど――」
と言いかけると、
「申し訳ありません」
三枝はあっさり頭を下げた。
「何も弁解はいたしません」(女社長に乾杯！／赤川次郎 1982)

28) 「慈念はん、早かったなァ」
里子の方から声をかけた。
「いま、うちは、あのとんびん見てたんや」
「とんびん」(雁の寺／水上勉 1961)
29) 「あら、ちょうど良かったわ。今、お電話しようと思ってたの」
「そうですか」谷口は嬉しそうに、
「僕と純子さんの波長が段々合うようになって来ましたね」と言った。
（女社長に乾
杯！／赤川次郎 1982）
30) 「そんなに商売気ばかり出しているわけじゃない。君を待っていたのは、友情のた
めだ。井村が冬に君と会ったときのことを、さかんに話すしね。じつは、面白いと

5

この場合には「さっき」と置き換えられる。
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ころを見付けてね、井村を案内しようとおもっているのだが、どうせ出掛けるなら
二人より三人の方がいい。いま、君を迎えに行こうかと話していたところさ」(砂の
上の植物群／吉行淳之介 1963)

現在パーフェクトのシタ形式が「いま」と共起するのは不思議なことではないが、過去
の継続を表すシテイタ形式が「いま」と共起するのはなぜだろうか。それは、これらのシ
テイタ形式は、発話時直前までその出来事が継続していたことを表しているからであろう。
しかし、次のように発話時から少し離れている例もある。このような例では、
「いま」は「さ
っき」に近づいているのだろうか。

31)

今夜は酒を買って、なにかうまい物でも取ろう、そう云って栄二は勝手へいった。
自分でするからいいというので、おすえはあとに残り、さぶに茶を出してやった。
「どうしたの」とおすえは囁き声できいた、
「いま大きな声が聞えていたけれど」
さぶはわけを語り、これから夜道をかけて葛西へゆきたいのだと云った。
「それは困ったわねえ」(さぶ／山本周五郎 1963)

２．２．２ 形容詞述語文・名詞述語文
筆者の調査では、形容詞述語文や名詞述語文の過去形と共起した例はなかった。しかし、
内省すれば、
「今、かわいかったよ」のように言うことはできると思われる。発話時直前に
知覚したことを述べる場合である。
３．地の文の「いま」

３．１ 述語が非過去形の場合

３．１．１ 動詞述語文

３．１．１．１ 完成相非過去形（スル）
地の文におけるテンスは、過去形の使用が基本であり、スル形式の使用は、外的出来事
提示部分において相対的未来を表す場合か、解説部分において反復性を表す場合かである
が（工藤 1995）
、これらの用法のスル形式と「いま」は共起しない。また、外的出来事提示
部分におけるシタ形式は継起性を表現し、それらはスル形式に変えることもできる（眼前
描写性が感じられるようになる）が、そうした用法のスル形式とも「いま」は共起しない
と思われる。
「いま」によって継起性が阻害されるからである。筆者の調査では、次のよう
な例が見つかったが、「のである」をともなっており、特殊である。「のである」を外すと
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成り立たない点で、単純にスル形式と「いま」の共起例とは見なせない。

32) 「二十年前に、源七郎がわしを打ち破っていたなら、そのまま太田先生の道場を受
けつぎ、源七郎はいま、江戸で屈指の剣客となり果せたやも知れぬ」
と、いま、嶋岡礼蔵は、冷えた酒をすすりながら、秋山大治郎に語るのである。(剣
客商売／池波正太郎 1972)

３．１．１．２ 継続相非過去形（シテイル）
地の文におけるシテイタ形式は、外的出来事提示部分では、同時タクシス 6を表すのだが、
それに代わって、相対的現在を表すシテイル形式が現れることがある。会話文ではダイク
ティックな時間副詞である「いま」もまた、ここでは相対的に使用されている（出来事を
基準軸とした現在）
。最後の例のように、解説部分に現れることもある。

33) 三冬はいま、恩師・井関忠八郎が亡くなったあとの道場を他の〔四天王〕と共にま
もり、門人たちへ稽古をつけている。(剣客商売／池波正太郎 1972)
34) 鐘ケ淵の水を引きこんだ庭のながれのまわりに群生している菖蒲が、いま、淡い黄
色の小さな花をつけた穂を剣状の葉の間からのぞかせ、芳香をただよわせている。
(剣客商売／池波正太郎 1972)
35) いま、水のみ百姓のヤッパスは、ババリアのジャガイモ畑でイモを掘っている。朝
な夕なに、ジャガイモのふかしたやつを一個ポコンと皿にのっけて、塩をふって、
うまそうにたべながら……。(ブンとフン／井上ひさし 1970)
36) いま、庄九郎は、京の山崎屋に身をひそめ、一種の亡命生活を送っている。(国盗り
物語／司馬遼太郎 1963)

３．１．２ 形容詞述語文・名詞述語文
次の例のように、形容詞述語文の場合も、シテイル形式の場合と同じように、非過去形
と共起する「いま」は、相対的現在を表す。名詞述語文との共起例は見られなかった。

37) 「今夜はとめていただく」
「どうぞ」
お万阿も、奈良屋のあるじらしく、行儀はことさらに固くしている。有馬の湯で、
――狐に化って庄九郎の前で見せた嬌態は、いま片鱗もない。
（国盗り物語／司馬遼
太郎 1963）

6

同時タクシスとは複数の事象間の時間関係が同時的に起こっていること。シテイタ形式のような〈継続〉
を表すアスペクト形式は〈同時性〉を表す。工藤（1995）を参照。
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３．２ 述語が過去形の場合

３．２．１ 動詞述語文

３．２．１．１ 完成相過去形（シタ）
地の文におけるシタ形式は、外的出来事提示部分では、継起性か相対的現在（パーフェ
クト相）か相対的過去（完成相）を表現する（工藤 1995）
。継起性や相対的過去においては、
「いま」の共起はありえないが、相対的現在（パーフェクト相）の場合には「いま」の共
起がありうる。次のような例がそれである。

38) 頼芸は、苦いかたまりを呑みくだしたような顔をした。はっ、と深芳野は頼芸をみ
た。失望と哀しみが面上を奔ったのは、当然であろう。夜ごと身をまかせている男
に、いま、公然と売られたのである。
「いや、面白い」
頼芸は、自分の言葉で自分の気持を掻きたてようとした。(国盗り物語／司馬遼太
郎 1963)

３．２．１．２ 継続相過去形（シテイタ）
前に見たように、会話文においても「いま」とシテイタ形式との共起が見られるが、や
や特殊であった。一方、地の文では、ごくふつうに、シテイタ形式と「いま」の共起例が
見られる。継続相の使用による同時タクシスと「いま」の使用による相対的テンスが共存
する文になる。

39) その利朗が、リングに駆け上がり、内藤の、いわば死顔を撮りまくった。いま、足
をひきずるようにして歩きながら、私はそのことにあらためて驚かされていた。(一
瞬の夏／沢木耕太郎 1982)
40) 小さな「芸」でも、真剣さがちがう。庄九郎はいま、耳次をなかば殺しかけていた。
いや、殺す殺さぬまでも、耳次はもう、庄九郎の太刀のすさまじさに、気死しかけ
ている。(国盗り物語／司馬遼太郎 1963)

３．２．２ 形容詞述語文・名詞述語文
過去形の形容詞述語文や名詞述語文と「いま」の共起例にも、同時タクシスと相対的テ
ンス（相対的現在）の共存が見られる。

41) 夜になっても波打際の水はなまぬるいのを彼は知っていたが、いま周囲にある潮の
流れはかなり冷たかった。そして彼の身体を急速におし流しつつあった。
（楡家の人
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びと／北杜夫 1962）
42) 玉鬘は、源氏にどう返事してよいかわからない。彼女は、いま縁談に興味はなかっ
た。いつも考えているのは、実の父に会うことであった。親でもない人の邸に養わ
れる不安定な運命に、辛い気持をもっていた。しかしかしこい玉鬘は、源氏の親切
もよくわかり、自分のわがままを通すことはしなかった。（新源氏物語／田辺聖子
1978）
43) 宣教師や司祭たちがすべて追い払われたこの曠野の中では、命の水をもたらすもの
は今、黄昏の島で、私一人だけなのでした。泥まみれになった野良着をまとい膝を
かかえているこの私だけなのでした。主よ。
（沈黙／遠藤周作 1966）
なお、描出話法 7においても、
「いま」と過去形の共起が見られる。

44) 何か事故があったらしかった。賢一郎はいま、独りきりになりたかった。自分に責
任があるとは思えないが、どこまでもついて来る登美子が、暗黙のうちに彼の責任
を追求して来るように思われて、憂鬱だった。（青春の蹉跌／石川達三 1968）

４. モダリティー

４．１ 叙述系
「いま」は、叙述文と共起して、現在や過去（直前）の事実確認されている事象を表す
文と共起する。このとき、述語は断定形になる。

45) 「よかった！今、ニュースで見たのよ」(女社長に乾杯！／赤川次郎 1982)
46) 「僕、今、婚前交渉してるもんね」(太郎物語／曽野綾子 1973)

また、現在の事実確認されていない事象を表す文とも共起する。このとき、述語は非断
定形（推量形など）になるが、
「たぶん」などの副詞があれば、断定形でもよい。

47) 「む……」
井上が、目をみはって、
7

工藤（1995）は小説の地の文の内部構造は大別して二つのテクスト部分から成り立っているとする。一
つは「外的出来事の提示部分」であり、もう一つは「作中人物の内的意識世界の再現部分」である。外的
出来事の提示部分では、
〈かたり〉として、主導時制形式が過去形であり、非ダイクティックに使用される。
一方、内的意識世界提示部分では、
〈内的発話〉として、会話文の時間構造と同じく、内的発話活動つまり
心理活動の今を基準軸として、ダイクティックに使用される。つまり、
〈内的独白〉であれば、非過去形を
使用しなければならないのだが、あえて過去形を使用するのは、
〈描出話法（語りとしての独白）
〉という
文体的技巧である。
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「そ、そうだ。
あの屋敷、いま、だれが住んでいるのだろう？」
「無人です」
「な、なんと……」
「ちょうど、都合がよい」(剣客商売／池波正太郎 1972)
48) 「ええ、実は今日、役所の廊下で、バッタリとその幼友だちの虎ちゃんに会いまして
ねえ」
「まあ、今、どこにいるのかしら。
ずい分大人になっていて？」
待子が言った。
（塩狩峠／三浦綾子 1968）
49) 里村は「たぶん今、新潟出身の女子レスラーは私だけ。新潟からまた選手が出てほし
い」と挑戦も呼びかける。
（2009 年 05 月 06 日 朝刊）

４．２ 実行系
「いま」は、意志、命令、依頼などを表す実行系の文とも共起する。その多くは、次の
ような話し手の意志を表す文である。述語は動詞のスル形式かシヨウ形式である。

50) 「父にご遠慮はいりません、いまお茶でも淹れますから」
と云って娘は栄二にも頬笑みかけた……。
（さぶ／山本周五郎 1963）
51) 「早く引き取ってねむれ。いま、女中に酒をとどけさせよう」
「かたじけのうござる」
「あのみよとか申した若い女中だ。遠慮なく、好きにしてよろしい。ふ、ふふ……」
（剣客商売／池波正太郎 1972）
52) 「そう。ヤマガタなら、きっとできるね。いま、電話してみます」
エディはそう言いながら、カウンターの上の赤電話のダイヤルを回した。
（一瞬の
夏／沢木 耕太郎 1982）
53)

はっと目ざめた小兵衛が、ばね仕掛の人形のように飛び起き、走って土間まで出
たが、そこで呼吸をととのえ、つとめてものしずかに、
「牛堀さんかえ？」
「さよう」
「いま、開けますよ」
おはるは、起きてこない。
（剣客商売／池波正太郎 1972）

54) 「労働力の不足というか、労働力を省きすぎた結果だね。日本人も働かないことば
かり考えてると、今に、そういう形でガタが来る」
「それで、写真とれた？」
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「今、持って来る。俊ちゃんが来る、っていうんで、昨日の夜、小母さんと二人で
十二時までかかって整理した」(太郎物語／曽野綾子 1973)

次は、命令や依頼を表す文との共起例である。

55)

私は崔のその言葉をさえぎるように言った。
「いま、決めてください」
「それは無理だよ」
「どうしてです」
「柳が、耳が治ってからと言うばかりで、いつならいいと言わないんだ」
（一瞬の夏
／沢木耕太郎 1982）

56) 「刑事がどうとかって言ったでしょ」
「うん……。後で話すわ」
「今、話して。業務命令よ」
「ずるいんだから、もう！」
純子は渋々、昨日の刑事の言い分を話した。
（女社長に乾杯！／赤川次郎 1982）

実行系の文と共起した「いま」は、現在ではなく、未来＝直後を表している。しかし、
単純にテンポラリティーのみにかかわるとはいえない面もある。もし「いま」がテンポラ
リティーのみにかかわるとすれば、直後を表す「すぐ」に置き換えることができるはずで
ある。たしかに、次のように置き換え可能な場合もある。

57) 「今、お茶を淹れるわ」
58) 「すぐお茶を淹れるわ」

だが、上に挙げた実際の使用例の多くは、「すぐ」に置き換えられない（置き換えると、
大きくニュアンスが変わる）
。それは、
「すぐ」はあくまでも未来＝直後を表すのに対して、
「いま」は、話し手と聞き手が共有する発話現場を指し、現在とのつながりが強いからで
はないだろうか。そのことがわかりやすいのは、例 55)、56)のような命令や依頼を表す文
との共起例であり、こうした文で「いま」を用いれば、話し手の目の前での実行を求める
ことになる。意志を表す文との共起においても、
「いま」は、未来＝直後というより、「こ
の場における実行」を表していると思われる。

５．おわりに
「いま」が現在を表すとすれば、述語には非過去形が現れるはずであるが、実際には、
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動詞の完成相過去形（シタ）も現れる。その完成相過去形は、現在パーフェクト用法にな
る。継続相過去形（シテイタ）も現れ、直前まで継続していた動作を表す。
「いま」はテン
ポラリティーとアスペクチュアリティーの両方にかかわっているということができる。以
上は、〈はなしあい〉の場合であるが、〈かたり〉では、相対的テンスとして機能したり、
描出話法に現れたりする。
モダリティーとのかかわりについては、叙述系と実行系で「いま」の時間的な意味が変
わるということが指摘できる。前者については、テンポラリティーはほぼ現在といえるが、
後者については、未来＝直後になる。ただし、「すぐ」との比較によって、実行系の文と共
起する「いま」は、単純に未来＝直後を表しているということはできず、
「この場において」
という発話現場を指していると考えられる。
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第２章

「いま」のとりたて形式について

１．はじめに
時間名詞「いま」は、「今が大事だ」「今を生きる」のように、通常の名詞と同様、格を
ともなって主語や補語として使用される一方で、はだか格で状況語としても使用され、こ
れは時間副詞として名詞から区別される。この時間副詞「いま」には、形式上、「いまは」
「いまも」をはじめとするとりたて形式がある。たとえば、「いまは」「いまでは」には次
のような用例がある。

1） 国内のギター生産を取り巻く現状は厳しい。他業種と同じく、生産拠点はコストの安
い中国や東南アジアに移りつつある。同社も８３年には月産１万４千本という世界一
の生産量を誇ったが、今は２６００本に減った。
（朝日新聞 2011 年 01 月 01 日 朝
刊）
2） サイトの閲覧回数は同年９月で月１億２８００万回となり、１０年９月には月４億３
８００万回にまで増えた。扱っている商品数は０７年１２月で約１千万点だったが、
今ではその４倍の約３９００万点。
（朝日新聞 2011 年 01 月 03 日 朝刊）

これらが、形式的にも内容的にも「いま」のとりたて形式にすぎないならば、これらを
「いま」とは別に記述することにはあまり意味がないかもしれない。
「いま」の記述ととり
たて助詞の記述を組み合わせれば、これらの記述が成り立つからである。しかし、事実は
そうではない。
「いま」が一つの時間副詞であるように、これらもとりたて方を含めてそれ
ぞれが時間副詞としての機能をもつのである。
この章では、
「いま」のとりたて形式の「いまは」
「いまでは」
「いまや」
「いまも」「いま
でも」
「いまだに」を対象とし、新聞記事における時間副詞としてのこれらの使用に関する
調査にもとづき考察を行う。

２．先行研究
「いま」のとりたて形式についての先行研究はあまり多くない。ここでは、時間副詞の
意味体系を考察した川端（1964）、実際に「いま」のとりたて形式の一部を考察対象として
いる赤羽根（1994）
、金（2008）を取り上げる。

２．１ 川端（1964）
川端（1964）について、すでに序章で述べたように、
「まだ、もう」なども「今日、来月」
などとともに時を表す副詞であるという点から出発し、時間副詞の意味が体系をなすこと
を明らかにしている。
川端は、時間副詞を

Ａ

文＝発言の内容的な現在を与える、その与え方に関するもの

Ｂ

文＝発言における現在を何らかの方向に超える、乃至超えようとするもの

に分け、さらに、Ａを

（１）
「今、ただ今」のような発言の現在に同時的に与えられる内容的な現在
（２）時の流に順行的に現在を与えるもの
（３）時の流に遡行的に現在を与えるもの

の三つに分けている。そして、
（２）をさらに

（イ）開始を過去に定位することによって、そこから展開する事態の中に位置づけられ
る関係を表現する
（ロ）現在を終点的に明確化し、それを含む上での現在への持続（継続）的体制に、転
換的に把握される場合
（ハ）現在から未来への持続（継続）的体制に（イ）が転位的に把握される場合
（ニ）現在における持続の、既に変化の予測され得る程に極限的、未来が現在に浸透す
るもの

に分けている。また、（３）を

（イ）事態の終結を過去に定位するもの
（ロ）現在と終結としての以前との間の時間的な距りを持った関係（速度的に大きい場
合）
（ハ）現在と終結としての以前との間の時間的な距りを持った関係（速度的に小さい場
合）
（ニ）変化の生じ得ない完了（仮定条件性）

に分けている。
川端が取り上げている「いま」のとりたて形式は「いまや」
「いまは」「いまに」
「いまだ
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に」であり、
「いまや」は現在を中心にしているとし、「いまは」は「時の流に遡行的に現
在を与えるもの」であり、
「現在と終結としての以前との間の時間的な距りを持った関係を
表現し、その速度的に大きい場合」であるとしている。また、
「いまに」
「いまだに」は「時
の流に順行的に現在を与えるもの」である。「いまに」については、「未来への浸透を許さ
れており、より近い時点を表し、現在への連絡の語感がある」と記述している。
川端（1964）は、
「いまは」を一つの時間副詞として取り上げ、時間副詞の体系の中での
位置づけを示している点で、出発点となる研究である。この章では、川端の理論的な枠組
みを参照しつつ、用例の観察にもとづく実証的な考察を行うことにしたい。

２．２ 赤羽根（1994）
赤羽根（1994）は、
「いまは」
「いまも」を扱っている。赤羽根は、
「いま」がどのように
して時を特定化するのかを考えるに際して、テンスやアスペクトとの相関のほかに、
「いま」
にとりたて詞がついた場合を考えることが有効であると指摘している。「いま」にとりたて
詞がつくことで、時間的に何と何が対比され、何が特定されるのか（主張と対比される含
みとは何か）を明らかにすることによって、
「いま」の時間的な特定化の様相を捉えられる
としている。
まず、
「いま」が「近過去」を表す場合の主張と含みは以下のようになる。

今も彼は彼女に電話をかけた。
主張：発話時点直前の「今」の時点において、彼が彼女に電話をかけたこと
含み：発話時点より以前の時点において、彼が彼女に電話をかけたこと

今は彼は彼女に電話をかけた。
主張：発話時点直前の「今」の時点において、彼が彼女に電話をかけたこと
含み：発話時点より以前の時点より以前の時点において、彼が彼女に電話をかけなか
ったこと、及び「今」の時点より以後の時点において、彼が彼女に電話をかけ
ないだろうこと

この二つの例文では、それぞれの含みは異なるが、「は」「も」といったとりたて詞がつ
くことで、発話時点直前の「今」の時点と「今」以前の時点や「今」以後の時点とが対比
され、
「彼が彼女に電話を掛けた時」として、発話時点直前の「今」の時点が特立されると
する。なお、
「今は」のみが「今」以後の時点とも対比されるが、これは対比的際だちを強
く顕現する「は」の機能によるとしている。
次に、
「今～ている」の形式の「いま」には二通りが考えられるとする。一つは「発話時
点」といった時間軸上の一点であり、もう一つは、過去や未来と対比される時間幅のある
現在である。
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発話時点
今も彼は彼女と話している。
主張：発話時点において、彼が彼女と話していること
含み：発話時点以前の過去のある時点で、彼が彼女と話していたこと、及び発話
時点以前の過去のある時点から、彼が彼女と話していること

今は彼は彼女と話している。
主張：発話時点において、彼が彼女と話していること
含み：発話時点以前の過去のどの時点においても、彼彼女と話さなかったこと、及
び発話時点以後において、彼が彼女と話さないだろうこと

時間幅のある現在
今も彼は彼女と文通している。
主張：現在、彼が彼女と文通していること
含み：過去において、彼が彼女と文通していたこと

今は彼は彼女と文通している。
主張：現在、彼が彼女と文通していること
含み：過去において、彼が彼女と文通していなかったこと、及び未来において、彼
が彼女と文通しないだろうこと

発話時点の場合、
「も」や「は」は発話時点の「今」を、発話時点以前の時点や発話時点
以後の時点と対比させることで特立し、時間幅のある現在の場合は、
「も」や「は」によっ
て、過去や未来との対比において現在の状態が特立されることになるとしている。
近未来の場合については、動詞の現在形は未来テンスを表すが、「今～する」は発話時点
からみた近未来における意志的行為を表し、この場合、
「は」でも「も」でもとりたてるこ
とができないとしている。
赤羽根（1994）は、
「いま」のとりたて形式を体系的に記述しようとしている点で参考に
なるが、テクストレベルでの観察が十分でなく、言語事実を正確に捉えているとはいえな
い点もある。たとえば、
「今は～する」という形はありえないとしているが、筆者の調査で
は、そうした例はいくつも見られた。

２．３ 金（2008）
金（2008）は、「いま」と「いま」を含む副詞「いまは」「いまでは」「いまや」「いまし
も」「いましがた」
「いまに」「いまにも」について考察し、「いまは」と「いまでは」の相
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違についても言及している。
「いまは」は、対比されるものが二項対立的に示されるのが特徴であるが、対立項が明
示されず、
「いまは」だけで以前はそうでなかったと暗示されることもあるとしている。ま
た、未来に対しては「いまは」が用いられるが、その場合は対立項が明示されず、それは
確定的な事柄として提示できないからであると説明している。
他方、
「いまでは」については、
「いまは」の対照性と比較すると、
「いまでは」には以前
からの漸進性が認められるが、未来と対照されることはないとしている。
金（2008）による「いまは」と「いまでは」の対比性の相違についての指摘は、後述す
る筆者の観察とも一致しており、妥当であると思われる。しかし、金は、
「は」「では」の
とりたてしかみておらず、
「も」「でも」を視野に入れた、とりたての体系として考察する
必要があるだろう。

３.「いまは」
「いまでは」
この節では、
「いまは」
「いまでは」を取り上げる。考察は、時間的な側面ととりたての側
面にわけて行う。

３．１ 時間的な側面からみた「いまは」「いまでは」

３．１．１ 記述の枠組みとなるアスペクト・テンス体系：工藤（1995）
「いまは」
「いまでは」の時間的な側面をみるために、これらと共起する述語のテンス・
アスペクトに注目する。そのために、ここでは、これに関する記述の枠組みとして、日本
語のテンス・アスペクトの記述的研究の代表である工藤（1995）の拡大アスペクト・テン
ス体系を採用する。次に、その概略を示した図を掲げる（工藤 1995：43）
。

〈テンポラルな用法〉
テンス

アスペクト

完成性

継続性

パーフェクト性

反復性

未来

スル

シテイル

シテイル

スル ／

現在

／

シテイル

シテイル・シタ

スル・シテイル

過去

シタ

シテイタ

シテイタ

シタ・シテイタ

単なる状態

〈脱アスペクト用

知覚的現在
心理的現在
発見・想起
差し迫った要求

恒常的な特性

〈脱アスペクト・テン
ス用法〉

〈モーダルな用法〉
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３．１．２ 新聞記事におけるテンス・アスペクト形式の分布
具体的な考察に先立ち、朝日新聞オンライン記事データベースを使って収集した「いま
は」と「いまでは」の各 500 例の用例における、述語動詞のテンス・アスペクト形式の分
布を示しておく。

表 1 新聞記事おける「いまは」「いまでは」と共起する TA 形式の分布
スル

シテイル

シタ

シテイタ

いまは

180（39％）

198（43％）

83（18％）

0（0％）

いまでは

104（23％）

150（34％）

194（43％）

0（0％）

３．１．３ 「いまは」
「いまでは」と共起する述語のテンス・アスペクト
「いま」のテンポラリティーは現在であり、純然たる過去を表す過去形とは共起しない。
表 1 にシテイタ形式がないのはそのためである（シタ形式は現在パーフェクトを表すので
共起できる）
。以下、前に示した枠組みにそって、
「いまは」「いまでは」と共起する述語の
テンス・アスペクトについて、形式と意味の両面から記述していく。

３．１．３．１ 「いまは」の場合

１）シテイル形式
シテイル形式のアスペクトの基本的意味は〈継続性〉であり、そのバリアントとして〈動
作の継続〉と〈変化結果の継続〉がある（主に動詞の語彙的意味によって分かれる）
。また、
派生的な意味として、〈パーフェクト性〉
〈反復性〉
〈単なる状態〉がある。
「いまは」と共起するシテイル形式には、基本的な意味である、アクチュアルな〈継続
性〉を表すものはほとんどない。たとえば、次の例は〈反復性〉を表している。

1) 今は１日に１袋の半分を食べている。少し物足りない気もするが、経済的にも健康に
もいいと考えて我慢している。
（2011 年 01 月 04 日 朝刊）

あるいは、人間の〈長期的な活動〉を表す例もみられる。

2) 「最終的には自分のオリジナルの型をつくりたい」と岡野さん。今はレプリカを手が
けながら過去の巨匠の技を学んでいる。
（2011 年 01 月 05 日 朝刊）
3) 中村建設本体は破産したが、こうして「技」は伝承された。いまは中村さんの娘婿で
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ある加藤雅康専務（４８）が、事業を統括している。
（2011 年 01 月 06 日 朝刊）
4) 地元の定年退職者たちがボランティアとして始めた清掃活動が、会の結成の原点だっ
た。組織づくりを呼びかけたのは、農林水産省の職員として愛知用水の計画段階から
事業にかかわってきた山田光敏さん（８７）だ。今は、池の周囲に猛烈な勢いで繁殖
している竹の伐採が主な仕事になっている。
（2011 年 01 月 06 日 朝刊）

２）スル形式
スル形式の基本的なテンス・アスペクト的な意味は〈未来・完成性〉であるが、そのよ
うな意味を表すスル形式は、〈現在〉を表す「いまは」とは共起しない。「いまは」と共起
するのは、シテイル形式の場合と同様に、
〈反復性〉
（例 5、6、7）か〈長期的活動〉
（例 8、
9、10）である。ゆえに、シテイル形式に置き換えられる。

5) 県は回遊魚を集める黒潮牧場を１９８５年から設置し、現在は高知沿岸に１４基ある。
中城船長は「昔はナブラ（群れ）に集まる鳥を目印に追ったけど、今は年中ほとんど
牧場周辺で漁をする」という。
（2011 年 01 月 05 日

朝刊）

6) 結婚し子どもが生まれ、いまは奈良にある主人の実家へ横浜から帰省するのに新幹線
に乗ります。
（2011 年 01 月 06 日 朝刊）
7) 以前は数カ月に１度くらいしか島に渡らなかったが、いまは島で月の半分を過ごす。
（2011 年 01 月 09 日 朝刊）
8) 原口順司さん（４３）は安川電機時代、第４４、４７回大会で区間最高をマークし、
主力選手だった。いまは食品関係の仕事をする。
（2011 年 01 月 09 日 朝刊）
9) 「刑務所に入ってまで覚醒剤を使うのは損だな」。そう思うようになっていた。月日
がたち、すっかり茶色く変色していても、全国一の営業成績を収めた時の順位表は、
ずっと引き出しにしまってある。今は起業し、県内で会社を経営する。従業員は１０
人を超えた。
（2011 年 01 月 04 日 朝刊）
10) ビックは昨年１１月、アイミーブの仲介販売を始めた。いまは首都圏４店で扱う。
（2011 年 01 月 04 日 朝刊）

次のような人々の傾向を表す例もみられた。

11) おせち料理は砂糖が貴重だった時代、年に一度たっぷりの甘みを楽しんだもの。それ
がいまは甘さ控えめが支持される。
（2011 年 01 月 01 日 朝刊）

また、内的情態動詞の場合、スル形式は基本的一人称に限られ、発話時現在の〈態度表
明〉や〈感情・感覚表出〉を表し、思考・感情・感覚の〈長期的な継続性〉を表すには、
シテイル形式を用いるのがふつうであるが、
「いまは」と共起した例では、スル形式も〈長
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期的な継続性〉を表すことがある。

12) ゴウ君はソファでテレビを見ている時、前で「弟」や「妹」がケンカしているのを見
ていると、ほっとするという。
「最初は友達みたいだったけど、今は家族だなと思う。
仲間というか、大事な存在」
（2011 年 01 月 05 日 朝刊）
13) 調理担当の丸山俊恵さん（６９）は、４０代で食品衛生管理者の資格を取った料理好
き。
「店をやりたい」と思っていたが、健康面で不安もあった。今は「
『おいしい』と
言ってくれる人の存在が大きな喜び」と感じる。
（2011 年 01 月 04 日 朝刊）
14) かつては１日で１００万円分のイカを釣ったこともあるが、今は不安ばかり募る。
「こ
の年だと転職も難しい。どうすればいいのか」（2011 年 01 月 04 日 朝刊）

〈所蔵〉や〈空間的配置〉を表すスル形式の例も見られる。

15) 平成の大合併を経て赤磐市に受け継がれた懸賞金は今年、２０１１万円に達した。だ
が、かつて町の資料館に並んでいた復元模型などは多くが散逸。観光施設「ドイツの
森」に飾られていた死骸の骨格標本も、今は物置で眠る。
（2011 年 01 月 03 日 朝刊）
16) メンバーやボランティアの学生らが参加。温泉街から米沢市内へ向かう県道沿いにあ
る「独楽の里 つたや」を拠点に、第１弾作品「ヲノグァワ」のセットづくりに励ん
だ。つたやは１年前に看板をたたんだ独楽の製造直売店。いまは目の前に「小野川映
画」の看板が立つ。
（2011 年 01 月 01 日 朝刊）
17) 駅北側は「西日本で最も広い」と吹聴された区画整備が１９７４年から９８年まで行
われ、
今は碁盤の目のように整然とした住宅地が広がる。
（2011 年 01 月 08 日 朝刊）

さらに、
〈変化結果の継続〉がスル形式の例でみられる。ただし、これもアクチュアルな
〈継続性〉ではなく、長期的な社会的な変化の結果である。あるいは、「進みつつある」と
いう変化の進行を表しているとも考えられる。

18) ともに大阪府出身の上本光則さん（４０）と妻の直美さん（３６）
、娘の志穂ちゃん
（４）は０８年１０月、大阪府藤井寺市から徳島県中央部の神山町に移住した。人口
は約６５００人。かつては林業が盛んだったが、今は過疎が進む。（2011 年 01 月 11
日

朝刊）

３）シタ形式
シタ形式は、基本的に〈過去・完成性〉を表すが、「いまは」と共起するのは、派生的な
意味としての〈現在・パーフェクト性〉を表すシタ形式である。これらのシタ形式は、
〈現
在・パーフェクト性〉を表すがゆえに、シテイル形式に置き換えられる。
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19) 国内のギター生産を取り巻く現状は厳しい。他業種と同じく、生産拠点はコストの安
い中国や東南アジアに移りつつある。同社も８３年には月産１万４千本という世界一
の生産量を誇ったが、今は２６００本に減った。
（2011 年 01 月 01 日 朝刊）
20) １０年前には１シーズン３０キロはとれた。その年々のマツタケ狩りの権利は、島の
自治会が仕切る入札で競り落とされた。１００万円近くで落札されることもあった。
今はめっきり収穫が減り、入札もなくなった。
（2011 年 01 月 04 日 朝刊）

３．１．３．２ 「いまでは」の場合
続いて、
「いまでは」と共起する述語のテンス・アスペクトについてみていく。

１）シテイル形式
まず、シテイル形式に関しては、
〈反復性〉のほか、次のような〈現在・パーフェクト性〉
の例が目立つ。

21) ２本の木は今から４０年くらい前、鉛筆くらいの太さの苗を買って植えた。今では幹
周りが３０センチあまり、高さは６～７メートルに達している。
（2011 年 02 月 24 日
朝刊）

２）スル形式
スル形式の場合は、
〈長期的活動〉
〈空間的配置〉
〈所有〉の例が見られる。

22) ２００４年の学校教育法改正で栄養教諭制度ができ、栄養管理だけでなく、教員の立
場で食育を指導できるようになった。下元さんもすぐに免状を取得。今では、家庭科
の授業で生徒に給食の献立を考えてもらい、給食の合間にも食にまつわる講義をする。
（2011 年 01 月 14 日 朝刊）
23) カフェは、町が２００８年６月にオープンさせた。商品は少しずつ増え、今では１２
０種類ほどが店内に所狭しと並ぶ。
（2011 年 02 月 24 日 朝刊）
24) 県漁協小木支所の神谷洋志郎・総務部長は受け入れ当初、船主たちが不安を漏らすの
を何度も聞いた。だが、心配はすぐに吹き飛んだ。指示に素直に従い、黙々と取り組
む。技術ののみ込みも早い。今では乗組員の半数が実習生の船もある。
（2011 年 01
月 06 日 朝刊）

３）シタ形式
シタ形式は、ここでも〈現在・パーフェクト性〉を表す。
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25) 「月３００台」と営業側に当初言われた。ふたを開けるとすぐに納車半年待ちに。月
産１千台を倍増した。今では全世界で月産約５万台、昨年９月に累計２００万台を突
破した。（2011 年 01 月 06 日 朝刊）
26) 苗木は一昨年３月、アンネのいとこでアンネ・フランク財団のバディ・エリアス会長
のはからいで同館に贈られた。当時は７０センチほどだったが、今では１５５センチ
まで育った。
（2011 年 01 月 08 日 朝刊）

「いまでは」のシタ形式の割合は、
「いまは」に比べてかなり高い（表１を参照）。これ
は、
「いまでは」と共起する述語には〈現在・パーフェクト性〉を表すものが多いことによ
る。これは後述するように、
「いまでは」が基本的に状況の推移を述べる文脈で使用される
ということと関係すると考えられる 8。

３．２ とりたての側面からみた「いまは」
「いまでは」
「いまは」も「いまでは」も、
「は」の系列のとりたて形式であり、対比のとりたてとい
う点では同じである。では、両者は、とりたて方において、どのような違いがあるのだろ
うか。この節では、その違いを二つの観点から明らかにする。一つは、過去との対比であ
るか、未来との対比であるか、という対比される時間の違いである。もう一つは、対比に
おいて推移的な把握がなされているか否かということである。

３．２．１ 対比される時間
まず、
「いまは」について述べる。「は」の対比性について論じている多くの先行研究で
も指摘されているように、
「は」の対比的意味が現れやすいのは、「かつて」のような「い
ま」と対になる副詞が用いられている場合である。以下に、そうした例を挙げる。

27) 美和地区は林業が盛んで、２０年ほど前は材木工場が１５カ所ほどあったが、いま
は半分もない。
（2011 年 01 月 01 日 朝刊）
28) 現役時代は身長１７５センチで体重７３キロか７４キロ、今は７８キロ前後。
（2011
年 01 月 06 日 朝刊）

これらは、
「２０年ほど前」「現役時代」という過去との対比である。さらに、次の例の
ように、対比される時間が未来である場合もある。対比されている状況を示した部分に破
線を引いておく。

29) 今は、映画などの大型ファイルを取り込むには長時間かかるが、これが数分で取り
8

このほか、
「いまは」は、
〈はなしあい〉においては「今は忙しい」のようなアクチュアルな現在を表す
用法があるが、こうした用法は「いまでは」にはないという違いもある。
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込めるようになる。だから、外出先でも気軽に大容量コンテンツを楽しめる。
（2011
年 01 月 01 日 朝刊）
30) 「携帯などで気軽に写真が撮影できる時代に、写真館に家族がわざわざ集まって少
しおしゃれをして写真を撮る。その行為そのものを楽しんでほしい」と新井さん。
背景にもこだわるのは「家族の顔だけでなく、住んでいる家や使っているものな
どを情報として残すことが目的。そこから思い出がよみがえってくる。今は見逃し
ているささいなものでも、時間がたてばたつほど意味が出てくるんじゃないかと思
うんです」
。
（2011 年 01 月 07 日 朝刊）

次のような例でも、対比される状況は明示されていないが、まだ見通すことのできない
未来の状況と対比されているのであろう。

31) 失意の中、昨年末の国体予選に目標を切り替えた。ジャンプの成功率を上げること
に集中し、調子を取り戻せたという。「地元でスケートをする人がいなかった分、周
りのみんながずっと応援してくれた。国体の先のことは今はあまり考えてない。目
標は８位入賞です」
（2011 年 01 月 07 日 朝刊）
32) 作品の特徴に合わせて、リッチコンテンツにするかどうかや、著者との配分などは
その都度決定する。Ｇ（201０から刊行する作品の公募も検討している。船山社長は
「電子書籍の取り組みは、今は種をまき、育てていく時期。まだまだ、予想もつか
ないような動きが生まれてくる」。（2011 年 01 月 07 日 夕刊）

このように、
「いまは」の場合、過去と対比する場合もあれば、未来と対比する場合もあ
る。これに対して、
「いまでは」によって対比される時間は、必ず過去であり、未来と対比
した例はない。

33) だが、教育方針が多様化した９０年代半ば、親や子供からの不満を受けて多くの学
校がスキー合宿を自主参加に切り替えた。少子化の影響もあって合宿に参加する子
供は９５年時点の約２５万人から、今では約１３万人に激減した。
（2011 年 01 月 07
日 朝刊）
34) 同連盟は１９６０年２月、加盟４２団体で創立された。江間秀明会長はあいさつで
半世紀を振り返り、
「小学校、中学校、高校、職場・一般と、今では４００団体に達
した。
（2011 年 02 月 27 日

朝刊）

これは「いまでは」が現在の状況を過去の状況からの推移の結果として把握するという
特徴をもつことと関係すると考えられる。
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３．２．２ 推移的な把握
「いまは」には、過去の状況と現在の状況を数量的に対比する例がみられる。

35) 同社の直営店は１０年前、奈良市内の２店だけだったが、いまは２５店。年商は１
２億円から２１億円に上昇した。（2011 年 01 月 07 日 朝刊）
36) 三重県内の作付け比率も、８０年代半ばに２０％近くまで達したが、今は１％以下
と見られる。
（2011 年 01 月 07 日 朝刊）

また、次の例では、過去と現在の「思い」を対比している。

37) 当時の私は高校生から大学生でしたから、冬休みは実家の手伝いに明け暮れていま
した。初詣にも行けず、親戚も遠慮して集まらず。当時は友達の家庭と比べて寂し
い思いをしました。
そんな私も観光地で年末年始も休まない喫茶店を長年経営した後、現在も正月休
みがない仕事についています。今は宿命だと思っています。
（2011 年 01 月 05 日 朝
刊）

上のような例では、
「いまは」を「いまでは」に置き換えることもできる。そして、これ
らの例に共通する特徴は、過去と現在の対比において、現在の状況を過去の状況の推移の
結果として把握しているということである。店舗数や作付け率は、増加にしろ減少にしろ、
状況の推移と捉えられる。
「寂しい思い」から「宿命という思い」への変化も、一種の推移
である。したがって、現在の状況を過去の状況が推移した結果と捉えていない、次のよう
な例では、
「いまは」を「いまでは」に置き換えることはできない。これらにも対比性はあ
るが、それ以上のものではない。

38) ただ、これだけ民主党がボロボロでも、国民は「では自民党に再び政権を」とは思
っていません。最近の政治は全部、
「アンチ」の風頼みです。アンチ自民で民主党政
権ができたけど、どうも頼りない。反民主、反自民というので今度はみんなの党が
躍進した。いまは「反」小沢です。
（2011 年 01 月 07 日 週刊）
39) 船を見た瞬間に気力を失った。漁師をやめることも頭をよぎるが、県漁業協同組合
の景山一夫組合長から「まだまだ若いから頑張れ」と励まされた。かつては１日で
１００万円分のイカを釣ったこともあるが、今は不安ばかり募る。「この年だと転職
も難しい。どうすればいいのか」（2011 年 01 月 04 日 朝刊）
40) 「こんなに汚れていては、池を訪れる人に申し訳ない」そんな思いで、地元の定年
退職者たちがボランティアとして始めた清掃活動が、会の結成の原点だった。組織
づくりを呼びかけたのは、農林水産省の職員として愛知用水の計画段階から事業に
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かかわってきた山田光敏さん（８７）だ。今は、池の周囲に猛烈な勢いで繁殖して
いる竹の伐採が主な仕事になっている。山田さんは「スコップを持って汗を流すこ
とで、絆が強まり、高齢化社会の『共助』につながっている」と話す。（2011 年 01
月 06 日 朝刊）

そして、当然のことながら、次のような、対比性が希薄な場合の「いまは」は、「いまで
は」には置き換えられないのである。

41) 近所の漁師仲間で幸子さんと年代の近い夫婦は１組しかいない。
「大変だけれど、作
業場に子どもを連れて行けるので、案外、子育ての時間は取れる。環境はいいので、
もっと若い世代が増えてほしい」今は、そう願っている。
（2011 年 01 月 06 日 朝刊）
42) ２００７年に寺社建築の部門を「中村社寺」として残し、創業１４００年を超え、
「世
界最古の企業」といわれる寺社建築会社、金剛組（大阪市）の子会社になった。中
村建設本体は破産したが、こうして「技」は伝承された。いまは中村さんの娘婿で
ある加藤雅康専務（４８）が、事業を統括している。
（2011 年 01 月 06 日 朝刊）

「いまでは」の場合、
「いまは」と異なり、原則として、現在と対比される状況が先行文
に明示される。そして、多くみられるのは、次のような数量的な対比の例である。数量の
変化は推移の典型であるからであろう。

43) 同課によると、大和町の新設住宅着工は１０戸に満たない月すらあったのに、今で
は４０～５０戸着工する月もある。
（2011 年 01 月 06 日 朝刊）
44) 月山志津温泉青年部や学生らがつくり手になる雪旅籠は２００６年に始まった。
年々評判となり、０９年には地域活性化センター主催の故郷イベント大賞で最高賞
を受賞した。１回目は約３０人だったボランティアが今では約１００人を数える。
うち２割以上は県外からやって来る。
（2011 年 01 月 06 日 朝刊）
45) メーカーが競い合ったのは、画質を高めるための撮像素子の画素数拡大だ。当初は
数十万にすぎなかった画素数は、いまでは２０００万画素を超えている。（2011 年
01 月 10 日 朝刊）
46) 元日に日本全国で配達された年賀状の数が、２年連続で減少したといいます。我が
家でも、かつては数百枚も出した時代がありましたが、今では数十枚となってしま
いました。
（2011 年 01 月 14 日 朝刊）
47) カフェは、町が２００８年６月にオープンさせた。商品は少しずつ増え、今では１
２０種類ほどが店内に所狭しと並ぶ。
（2011 年 02 月 24 日 朝刊）
48) 桜の品種はソメイヨシノ。１９２９（昭和４）年、京都と大阪を結ぶ新京阪線（現・
阪急京都線）の開通に合わせて「西向日住宅」の開発が進められ、街路樹として植
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えられた。住民らによって植樹が重ねられ、いまでは約３００本になった。
（2011 年
02 月 20 日 朝刊）

次のような例は、上記で述べたような数量で推移を明らかにする例ではないが、しかし、
文脈の中に推移が述べられている。

49) 瀬戸内海に浮かぶ祝島（山口県上関町）は、人口５００人弱の小さな島だ。古代に
おいては、畿内から九州・国東半島を結ぶ海上交通の要所とされ、万葉集にもその
名を詠まれるほど広く知られていたというが、今ではその名を知る人もそう多くは
なくなった。
（2011 年 03 月 04 日 週刊）
50) ２代目店長の矢島源一郎さん（４９）は生まれも育ちもどぶ板だ。ベトナム戦争の
頃は米兵相手のホステスやバーテンダーでにぎわった。1990 年代には客層を日本人
中心とし、ライブステージでは県立横須賀高生だった窪塚洋介さんも出演した。今
では地元の神奈川歯科大学や防衛大学校の学生たちがワイワイ楽しむ店へと移り変
わった。
（2011 年 03 月 01 日 朝刊）
51) 私の９５歳になる母は５年前、自宅で転んで大腿（だいたい）骨を折り大手術を受
けた。その後は車いすの生活になった。寝付いて認知症が出ては可愛そうだと周り
はひやひやしたが、幸い寝たきりにはならなかった。退院した後は、近くの整骨院
で手厚い治療を重ねてもらい、今ではその車いすを手放し、杖さえも時々忘れるく
らいに回復した。このリハビリは母が人間らしく生き抜くために大変重要な手当て
だった。（2011 年 03 月 03 日 朝刊）
52) ＦＢにとって、日本は最優先事項だ。ネット人口が多いのにＦＢの利用者が少なく、
伸びしろが大きい。
日本では、実名使用への抵抗が強いとされる。しかし、実は米国もネット文化は全
く違わず、従来は匿名使用だった。そこに、ＦＢが大学内のサービスとして登場し、
やがて一般に広がり、今では実名使用が当たり前になった。
（2011 年 01 月 18 日 朝
刊）

このように、「いまは」と「いまでは」は、とりたて方が異なる。
「いまは」は、現在に
強い焦点をあて、それを現在以外の時間からとりたてる。他方、
「いまでは」は、現在の状
況を過去の状況からの推移の結果として捉えるのである。
さらに、
「いまでは」のとりたて方の特徴として重要なのは、推移の結果としての現在の
状況に対して、
「一定の高いレベルに到達した」という肯定的な評価を与えていることが少
なくないということである 9。上に挙げた例にも、そういうものが多数含まれているが、改

9

ただし、否定的な評価である場合もないわけではない。
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めて、そうした例を下に挙げておく。

53) ３人は当初、無表情で言葉数も少なかった。育った環境も生活習慣もあまりにも違
い、枡田さんも戸惑ったという。「風邪で寝込んだので部屋におかゆを持って行った
ら、
『こんなのしてもらったの初めて』って泣き出したり。びっくりするようなこと
ばかりだった」と振り返る。
家族会議を何度も開いて話し合い、今では何でも言い合える「仲良し家族」になっ
た。表情も柔らかくなり、食卓は笑いが絶えない。
（2011 年 03 月 04 日 朝刊）
54) 苗木は一昨年３月、アンネのいとこでアンネ・フランク財団のバディ・エリアス会
長のはからいで同館に贈られた。当時は７０センチほどだったが、今では１５５セ
ンチまで育った。風土に慣らすため、鉢植えのまま育てられた。
（2011 年 01 月 08 日
朝刊）
55) 安心院のブドウ農家が中心になって農家民泊を始めた１９９６年当時、受け入れ農
家はわずか５軒。家や部屋に金をかけず、心の交流をめざし、今では周辺地域を含
め約７０軒にまで増えた。
（2011 年 01 月 11 日 朝刊）
56) 以前と比べ、鑑定の精度は飛躍的に向上した。測定機導入前、約１千人に１人に絞
れる程度だったが、今では約４兆人に１人を特定できるようになった、と加藤徹副
所長は自信を持つ。
（2011 年 01 月 12 日 朝刊）

３．３ 「いまや」
対比系列の「いまは」
「いまでは」の類義表現として、
「いまや」がある。次のような「い
まや」の例は、
「いまでは」を用いてもよい。

57) 同国唯一の主夫協会の会長。身分証明書の更新の際、役所側は職業欄を「失業者」
とするよう求めた。役所のコンピューターには「主婦」を表す女性名詞「カサリン
ガ」しか選択肢がなかったからだ。だが、彼は「主夫」にあたる男性名詞「カサリ
ンゴ」と記すよう譲らず、すったもんだの末に認めさせた。この経験をきっかけに
「主夫の社会的地位を認めてほしい」と呼びかけ、２００３年に協会を発足させた。
わずか３人からのスタートだったが、今や会員は全土で５千人を数える。（2011 年
01 月 07 日 朝刊）

一方、次の例の「いまや」は、「いまでは」には置き換えられない。むしろ、
「いまは」
に近い。

58) 審議ボイコットという抵抗戦術は、自民党一党支配がなお強固で、野党にはめぼし
い対抗手段がなかった時代には仕方のなかった面もあろう。
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しかしいまや政権交代時代である。しかも野党が参院で過半数を握り、与党は衆院
で再可決する頭数もない。
（2011 年 01 月 07 日 朝刊）

「いまでは」に置き換えられる「いまや」の例をもう少し観察しよう。次の例では、
「い
までは」と同じように、先行文には対比される過去の状況が示され、
「いまや」をともなう
文には現在の状況が示される。そして、後者は推移の結果として捉えられている。一定の
高いレベルの達成という評価的な意味合いもある。

59) 呼びかけ人の野中太一先生（４０）は、大学時代に坪田耕三先生の授業をみて、が
くぜんとした。カレンダーや九九表から数の決まりを見つける。子どもたちは考え
を言い合い、能力に関係なく、違う意見を認め合っていた。
「私が受けてきた、いか
に速く、いかに正確に正解を出すかの授業とは全く違った」さらに進化した授業を
めざし、２００９年春、４人で議論を始めた。いまや２０人を超える勢いだ。「授業
を変えれば、その教育を受けた次世代の教師はもっと変わる」と信じる。（2011 年
01 月 01 日 朝刊）
60) 最初にご紹介するのは２手目にこだわりを持つ棋士同士の対戦である。初手▲７六
歩に△８四歩と突く。昔は当たり前だったこの手が今や少数派となった。（2011 年
01 月 01 日 朝刊）

このような例をみる限り、「いまや」と「いまでは」はきわめてよく似ている。しかし、
「いまや」にとって、過去の状況の明示は必須ではない。次の例では、推移性や評価性は
あるが、対比される過去の状況が明示されていない。「いまや」にはこうした例が多い。

61) 牧尾英二社長は「小売りの専門家が見たら『ふざけているんじゃないか』と思うか
もしれませんね」と話す。ＡＺあくねの売り場面積は約１万８千平方メートル。客
の求めに応じて商品が増え続け、いまや約３８万点に達する。品目を絞って大量に
仕入れ、安く売るディスカウント店と比べると数倍ある計算だ。
（2011 年 01 月 04 日
朝刊）
62) モンゴルでは、社会主義から資本主義に移行した１９９０年代以降、急激に近代化
が進んだ。日本人がイメージする「遊牧民」は減り、今や人口の十数％に。馬では
なく車やバイクに乗り、ゲルではなくマンションに住む人が増えた。子どもたちの
関心はパソコンやテレビゲームに移り、外ではあまり遊ばなくなった。（2011 年 01
月 06 日 朝刊）

さらに、次のような例では、現在の状況に焦点があたっており、対比性が希薄である。
こうした例でも、
「いまでは」に置き換えにくくなる。
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63) 今年７月、地上波テレビがデジタルに完全移行する。パソコンやカメラ、映像、音
楽……、今やデジタル機器は生活には不可欠な存在だ。でも、人の持つ五感、経験、
勘だって捨てたものじゃない。
（2011 年 01 月 01 日 朝刊）
64) この「明けましておめでとう」と時を同じくして「優勝おめでとう」の言葉をいた
だく“栄誉”を得た。いろいろな意見があるのは承知しているが、やはり元日の決
勝で勝つというのはいいものだ。今やスポーツは正月の風物詩の一つだが、中でも
「元日の天皇杯」の存在感は格別のものがある。
（2011 年 01 月 05 日 朝刊）

重要なのは、このように対比される過去の状況が背景化したとしても、現在の状況を推
移の結果と捉え、肯定的に評価しているということである。一方、現在を強くとりたてる
という点では、
「いまや」は「いまは」と同じであり、肯定的な評価をともなうという点で
は、「いまや」は「いまでは」と共通である。「いまや」は「いまは」と「いまでは」の特
徴をあわせもつといえよう。

４.「いまも」
「いまでも」
前節では、
「いまは」などの「対比」系列のとりたて形式についてみてきたが、この節で
は、
「累加」系列のとりたて形式である「いまも」
「いまでも」についてみることにする。
「い
まは」と「いまでは」の関係が「いまも」と「いまでも」の間にも同様になりたつかどう
かを中心に検討する。

４．１ 「いまも」
「いまでも」と共起する述語のテンス・アスペクト
「いまも」
「いまでも」と共起する述語のテンス・アスペクト形式の分布は、
「いまは」
「い
までは」の場合とほぼ共通であるので、一点を除いて記述を割愛する。その一点とは、シ
テイタ形式との共起が見られたということである。これは、工藤（1995）が小説の地の文
の用法として指摘している「絶対的時間副詞の相対的使用」である。
「いまは」にもこの用
法があってもよいはずだが、みつかっていない。

65) かつて郡司庁（役所）が置かれ、こんぴら参りの「丸亀街道」でにぎわった歴史あ
ふれる地域を歩くと、町は今も水と共に、ゆったりと生きていた。
（2010 年 03 月 28
日 朝刊）

４．２ とりたての側面からみた「いまも」
「いまでも」
では、
「いまも」
「いまでも」のとりたて方の特徴を、
「いまは」「いまでは」を念頭に置
きながら、検討する。
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累加系列のとりたて形式である「いまも」は、基本的に、現在の状況を過去の状況と変
わりのないものとして累加する。変わりがないと認定される過去の状況は、誰もが知って
いる一般常識でない限り、先行文に明示される。

66) 山形と秋田の県境の日本海に浮かぶ飛島（山形県酒田市）は、周囲約１２キロの小
さな島だ。対馬暖流の豊富な魚介類に恵まれている。江戸時代は年貢をスルメで納
めた。今もイカ漁が生活を支える「イカの島」だ。
（2010 年 03 月 31 日 朝刊）
67) これまでも、公害健康被害補償法に基づく認定患者、１９９５年の「政治決着」を
受け入れた被害者、２００４年の関西訴訟の最高裁判決で勝訴した被害者と、症状
の基準や補償額が異なる三つの被害者が存在している。そして今回、もう一つ新た
な水俣病被害者の概念が生まれる。さらに、なお取り残される人々が確実に存在す
る。
「所見」が救済対象とする地域以外に住んでいたり、誕生日がずれていたりする
人々の中にも多くの被害者がいる。昨秋の民間医師の検診で明らかになり、今も検
診の度に新たな被害者が名乗り出ている状況だ。
（2010 年 03 月 31 日 朝刊）
68) 柔道の練習中に亡くなったり、けがをしたりした子どもの家族が立ち上げた全国組
織「全国柔道事故被害者の会」の初会合が２７日、東京都であった。発起人の１人、
小林泰彦さん（６３）の３男（２０）は０４年、横浜市立奈良中学校（青葉区）で
柔道部の練習中に倒れ、今も脳障害と闘っている。小林さんは「柔道の危険性を知
ってもらうとともに、再発防止につなげたい」と話している。
（2010 年 03 月 28 日

朝

刊）

「いまは」と「いまでは」は置き換えられない場合が少なくないが、「いまも」と「いま
でも」は、多くの場合、置き換え可能である。上に挙げた例も、
「いまでも」に置き換える
ことができる。しかし、
「いまでも」には、
「いまも」にはないニュアンスがある。それは、
現在の状況が過去から変わっていないという認識に加えて、長い時間の経過の中で状況に
変化があってもよいはずであるのに、変化していないという一種の評価的感情をともなう
ことである。状況が変わってほしいと書き手が思っているときには否定的な評価になるが、
長期間、状況が変わっていないことに対する感嘆や感慨、称賛などの肯定的な評価の場合
もある。

69) 福岡市西区の会社員（４６）は小学１年生の息子を二つ目の学習塾に入れるかを迷
っている。最近、福岡市で割安で多様な授業をする塾が増え、目移りするようにな
った。
「いろいろな能力があり、異なる教育方針で育った子供を皆一緒にして教える
学校は物足りない」しかし、安くなったとは言え、塾代はばかにならない。今でも
月２万～３万円かかる。自分の小遣いと外食の回数を減らし、１年に１回だった家
族旅行を２年に１回に減らした。（2010 年 03 月 14 日 朝刊）
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70) 小学校の時にいじめで不登校になり、以来、フリースクールに通う。月謝は４万５
千円。その支援はないまま、納税額だけが年３万円程度増えそうだ。
「今でも月謝が
払えずやめていく生徒がいる。私たちも苦しい」
（2010 年 03 月 29 日 朝刊）
71) 通院や買い物のため、週に１、２回、乗り合いタクシーを利用しているという高齢
の女性は「一緒に乗り合わせた人と『ドライブみたいやわ』と会話も弾むようにな
り、地域住民同士が以前より仲良くなった気がする」という。運行協議会の広田久
之事務局長は「最初はタクシー利用に抵抗を感じていた高齢者も、使ううちにバス
や電車と同じ感覚になるようで、今でも少しずつ新規の利用者が増えています」と
話している。
（2010 年 03 月 17 日 朝刊）

「いまだに」についても、同じことがいえるが、基本的に否定的な評価的感情をともな
うという点が「いまでも」とは違う。この点で、推移の結果に対する肯定的な評価を含む
「いまや」と、状況に変化のないことに対する否定的な評価を含む「いまだに」とは、対
照的であるといえる。

72) ５月にアーケード内の３店舗や遊具が焼けた西武園ゆうえんち。所沢署によると、深
夜で目撃者も少なく、いまだに事件とも失火とも断定する証拠がないという。
（2017 年
12 月 30 日 朝刊）
73) 関電が１５年に廃炉を決めた美浜１、２号機（福井県美浜町）の廃棄物の処分場も「い
まだに具体的な進展がみられない」
（福井県の西川一誠知事）ままだ。
（2017 年 12 月
23 日

朝刊）

74) 株価は上がり、就業者数は増え、国の税収も伸びた。だが、政権が打ち上げたスロー
ガンは、その名ほどの成果をあげているとは言いがたい。
政府は「デフレ脱却」をいまだに宣言できていない。日銀は「物価上昇率２％」の
達成を６度も先送りし続けている。
（2017 年 12 月 26 日 朝刊）

５．おわりに
この章では、
「いま」のとりたて形式のうち、対比系列の「いまは」
「いまでは」
「いまや」
と累加系列の「いまも」
「いまでも」「いまだに」について、用例調査にもとづく考察を行
った。以下、得られた結論をまとめておく。
「いまは」がシテイル形式と共起する場合、基本的な意味のアクチュアルな〈継続性〉
を表すものはほとんどなく、
〈反復性〉や〈長期的な活動〉を表すことが多い。スル形式と
共起する場合も同様、〈反復性〉や〈長期的活動〉を表し（内的情態動詞では〈長期的継続
性〉を表す）
、シタ形式と共起する場合、派生的な意味としての〈現在・パーフェクト性〉
を表す。一方、「いまでは」は、シテイル形式と共起する場合、〈反復性〉や〈現在・パー
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フェクト性〉を表す。スル形式と共起する場合は、
〈長期的活動〉
〈空間的配置〉
〈所有〉の
例が見られる。また、シタ形式と共起して〈現在・パーフェクト性〉を表すことが「いま
は」に比べて多い。
また、
「いまは」では、現在に強い焦点をあて、それを現在以外の時間（過去または未来）
からとりたてるのに対して、
「いまでは」は、現在の状況を過去の状況からの推移の結果と
してとりたてる。そのため、対比される時間は必ず過去であり、原則として対比される状
況は先行文に明示される。
〈現在・パーフェクト性〉用法のシタ形式の使用が多いというこ
とにも、
「いまでは」のとりたて方の特徴が反映している。さらに、「いまでは」のとりた
て方の特徴として重要なのは、推移の結果としての現在の状況に対して、
「一定の高いレベ
ルに到達した」という肯定的な評価を与えることが少なくないということである。
「いまや」は、推移性や評価性をもつことでは「いまでは」とよく似ているが、対比さ
れる過去の状況が明示されない場合も多く、現在を強くとりたてるという点では、むしろ
「いまは」と似ている。
「いまも」
「いまでも」については、共起する述語のテンス・アスペクトは、
「いまは」
「い
までは」の場合とほぼ共通であるが、シテイタ形式との共起が見られる点が異なる。
「いまも」は、基本的に、現在の状況を過去の状況と変わらないものとして累加する。
対比される過去の状況は、原則として、先行文に明示される。
「いまも」と「いまでも」は、
多くの場合、置き換え可能であるが、「いまでも」には、現在の状況が過去から変わってい
ないという認識に加えて、長い時間の経過の中で状況に変化があってもよいはずであるの
に、変化していないという一種の評価的感情（否定的・肯定的）をともなう点が「いまも」
とは異なる。「いまだに」についても、「いまでも」とほぼ同じことがいえるが、基本的に
否定的な評価的感情をともなうという点が「いまでも」とは違う。したがって、評価性に
おいて、「いまや」と「いまだに」とは対照的である。

53

第３章

「いまに」と「いまにも」

１．はじめに
この章では、「いまに」
「いまにも」を取り上げる。これらは、形式的には「いま」がニ
格をとったものであるが、
「いま」「いまに」「いまにも」の関係は、
「週末」
「週末に」
「週
末にも」の関係とはまったく異なる。後の三者では、名詞である「週末」のはだか格、ニ
格、ニ格のとりたてという文法的な関係が成り立っているが、前の三者は、そうした関係
にない。「いまに」＝「いま」＋「に」、
「いまにも」＝「いま」＋「に」＋「も」のように
は考えられず、
「いま」
「いまに」
「いまにも」は、別の時間副詞として扱う必要がある。
「いまに」と「いまにも」には、動詞述語文と共起するという共通の特徴があるが 10、ア
スペクチュアリティーやモダリティーとのかかわり方が大きく異なっている。この章では、
この二つの時間副詞について、
『CD-ROM 版 新潮文庫 100 冊』の 1950 年以降の作品から収
集した用例 11を用いて記述する。

２．先行研究
管見の限り、「いまに」
「いまにも」に関する先行研究の記述は断片的で、時間的な側面
を中心とするものが多く、体系的・複合的な視点をもつものはほとんどない。ここでは、
比較的詳しい記述を行っている金（2008）から、この二つの時間副詞に関する記述した部
分を取り上げる。
まず、「いまに」については、以前からの継続用法（「その時から今に三年経つ」）、近い
未来に関わる用法「いいや、今に食う」
）、過去に関わる用法（
「あなたへのご執心は今に始
まったことではないのですもの……」）が指摘されている。このうち、継続用法の「いまに」
は、「テイル」
「テアル」などをともなって以前から現在への事態の継続を表すが、ややか
たい文章語で、慣用的表現固定化なども見られ、現代の日常会話などでは用いられなくな
っているとしている。また、近い未来に関わる用法は、ごく近い未来に事態が成立するこ
とを表し、
「きっと」などとともに、成立する時間は不確定だが、発話者が実現に確信をも
って言う表現でもあるとする。近い過去に関わる用法には、慣用表現で「今に始まったこ
とではない」というものがあるが、これは、ずっと以前からそうであったことを強調して
表しているという。このように、
「いまに」は、過去・現在・未来のすべての時制に関わる

10

「まったく、やりきれんよ！こう年中、砂と鼻面をつき合わせてばかりじゃ、いまに人間の漬物だ。た
まには、その辺を、散歩でもさせてもらえないものかねえ？」
（砂の女／安部公房 1962）のような例外も
あるが、時間的限定のあるアクチュアルな事象である点では動詞述語文と変わらない。
11
「いまになって」
「いまにして」
「いまにいたって」などは対象外である。
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用法をもつことになり、副詞「いま」と対応すると結論づける。
「いまにも」については、
「今にも小江が見えたら機会を逃さずこれを渡さなければなら
ぬ」という例を挙げ、
「いま」に格助詞「に」と係助詞「も」がついた語形で、近接する未
来を表し、近い未来に予期される事態を指示するとしている。また、
「いまにも」それ自体
には評価的なイメージを見いだせないとし、本来、未来表現であったが、
「いまにも……し
そう・しようとする・せんばかり」などの表現を通じて、現代では、新たな事態が実現す
る直前の極限の状態であることを、緊迫感や切迫感を表すことを主眼として用いられるよ
うに慣用化してきたと説明している。
金（2008）では、
「私の新聞好きはその当時から今に続いています」のような例をも「い
まに」の例としているが、これは名詞「いま」のニ格形式であって、状況語ではなく補語
として働いており、時間副詞ではない。また、過去に関わる用法として、慣用表現「いま
にはじまったことではない」を挙げているが、これは現代語では「いま」とすべきであり、
古いニ格の用法が残ったものにすぎない。これらを除くと、
「いまに」は未来のテンポラリ
ティーを表すといえるのではないかと思われる。また、「いまにも」についても、「いま」
の語形と捉えているが、「いまにも」の意味を「いま」と「に」
「も」の加算によって導く
ことは難しい。時間副詞としての「いまに」
「いまにも」を対象とし、共時論的な記述を行
うべきであると考える。

３．
「いまに」
まず、
「いまに」からみる。最初に、時間的な側面をみて、次に、モーダルな側面をみる。

３．１ 「いまに」の時間的な側面
「いまに」が共起する文の時間的な側面の特徴として、最初に注目されるのは、時間的
限定性のあるアクチュアルな運動に限定されるということである。この特徴は、時間の抽
象化の進んだ文とも共起する「いま」「いまは」「いまも」とは異なっている。
「いまに」が共起する述語のテンス・アスペクト形式は、基本的にスル形式であり、次
の例のように、
〈未来・完成性〉といった基本的な意味が実現している 12。

1) そういって出てきた小石先生は、あるきながらみんなを土手の方へつれていった。
ひとりひとりの顔を見ながら、
「大きくなったじゃないの。いまに先生においつくわ。あら、小ツやんなんか、お
いこしそうだ。
」
（二十四の瞳／壺井栄 1952）
12

「聞いたやろ、加恵。大成功やったんやで。加恵とお母はんのおかげやね。今に日本中の医者という医
者が吃驚しよるぞ」
（華岡青洲の妻／有吉佐和子 1970）のような例に見られるシヨル形式は、関西方言に
特有の卑罵表現であり、アスペクト的には完成相である。
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2) 「そのことが、あかるみへ出ると、死んだ渋谷が恥をさらすことになる。先師・井
関先生直伝のつかい手が酒に喰い酔って、塀の上から石塊を叩きつけられ、刀もぬ
かずにあの世へ行ったというのでは態にも何もならぬよ。あの世においでの井関先
生が大恥をかくことになる」
「それは、そうでございますが……」
「ほうっておけ。小沢にはいまに、天罰が下ろうさ」ところで……。
（剣客商売／池
波正太郎 1972）
3) 横浜と渋谷で二度も乗り換えなくてはならないのだ。タイミングが悪ければ、すぐ
に二、三十分の狂いは出てしまうだろう。
「いまに来ますよ」
私が言うと、エディは大袈裟に顔をしかめてみせた。
（一瞬の夏／沢木 耕太郎 1982）
4) 信夫は、その次に来る言葉を覚悟した。
「とんでもございません。勤めの初めですから、少しは気をつけているだけで、今
にたくさんぼろが出て来ます」
（塩狩峠／三浦綾子 1968）

遠い未来をさす例もあれば、比較的近い未来をさす例もあるが、「いつか分からない」と
いう不定的な未来であるという点が共通している。

３．２ 「いまに」のモーダルな側面
次に、
「いまに」と共起する文のモーダルな側面を実行系と叙述系に分けてみていく。

３．２．１ 実行系
実行系の文において、「いまに」と共起するモーダルな意味は話し手の〈決意〉である。
この場合、主語は一人称に制限され、独話での使用が中心となる。用例をみると、実現が
きわめて困難である、理想が高く簡単には実現しえない、という状況や場面での固い決心・
誓いを表すことがわかる。シテヤル、シテミセルという述語形式もしばしば出現する。

5) 人間の一生が一枚の金襴の切で左右されてはならない、と思い当ったころからであ
ろうか、自分の受けた屈辱や暴行の事実を、いちいち詳しく思いだしてみても、以
前のように逆上するほどの怒りは感じられなくなった。
「――いまに必ず思い知らせてやるぞ。
」
そういう誓いは、かつて栄二を強く支えていたものだ。（さぶ／山本周五郎 1963）
6) やはり心の底では「いまに何かやるぞ」というような功名心がうずうずしているん
だ。
（塩狩峠／三浦綾子 1968）

この用法の「いまに」は、
「いまにみてろ」などの形で慣用化している。
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7) ――あいつらには、腰繩を打たれたおれの姿が恐ろしいんだな、ふん、と栄二は思
った。たぶんおれが極悪人で、強盗をしたり、人殺しをした人間のようにみえるん
だろう、いいとも、いまにみていろ、いまにおれはきさまたちの推察するとおりの
人間になってみせるぞ。
（さぶ／山本周五郎 1963）
8) 「そんなものが証拠になるか。主任さんの奥さんになるような人は、そんじょそこ
らにころがっていてたまるかい。いまにみろ、拝みたいような天女と結婚するに決
まってるんだ」
（塩狩峠／三浦綾子 1968）

３．２．２ 叙述系
「いまに」と共起する文の人称性が二人称や三人称である場合、その文は叙述文であり、
モーダルな意味は〈推量〉になる。このとき、述語には、いいきりのスル形式のほか、ス
「必ず」
「きっと」など
ルダロウ（シヨウ）
、スルニチガイナイなどの推量形式が現れる 13。
の確信の度合の高いことを表す副詞と共起することもある。
「いまに」と共起する推量文は、基本的に、いつのことかはわからないが、いつか必ず
実現するという意味を表す。そのような意味とは〈予言〉である。さしたる根拠がない場
合が多い。

9) 「やたらへいたらってのは、やたらにそこらあたりにはいねえってことだ。あの加
藤さん、という神戸の御人は、いまに、えれえ登山家になる人だぜ」
「あの地下足袋の加藤がか」
北森は笑った。
（孤高の人／新田次郎 1969）
10) 「そのことが、あかるみへ出ると、死んだ渋谷が恥をさらすことになる。先師・井
関先生直伝のつかい手が酒に喰い酔って、塀の上から石塊を叩きつけられ、刀もぬ
かずにあの世へ行ったというのでは態にも何もならぬよ。あの世においでの井関先
生が大恥をかくことになる」
「それは、そうでございますが……」
「ほうっておけ。小沢にはいまに、天罰が下ろうさ」ところで……。
（剣客商売／池
波正太郎 1972）
11) 「あそこ、地下鉄の駅から、一分ですものね。今に必ず値上りするわよ。それに、
内装だって、愛想が悪くて堅実でいいわ。無地のクロス貼りの壁と寄せ木の床じゃ、
嫌味になりようないわ。私そういうものに対する感覚って、わりと大切だと思うわ」
「じゃあ、今から、あそこへ戻るか？」
13

ほとんどは、確信の度合の高いものであるが、
「なるほどなあ。永野さんはいまに、とてつもない立派な
女と結婚するかもしれないなあ」
（塩狩峠／三浦綾子 1968）のように、スルカモシレナイと共起した例も
みつかった。
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母は太郎の顔を見た。
（太郎物語／曽野綾子 1973）
12) お父さんが引いて、坂本さんが押すのさ。そしたら、途中に変な爺さんがいて、
《夫
婦して力を合わせりゃ、あんたらは今に必ず金持ちになる》って言うのさ。だから
お父さんは《夫婦じゃないよ。後ろのは姉さんだよ！》ってどなり返したら、又坂
本さんにうんと叱られた。
（太郎物語／曽野綾子 1973）
13) 「どうして、一緒に寝ねえんだ」
「まあ、今にわかるさ。こうなると、戦友だって頼りにゃならないのさ。俺がお前
を連れて来たなあ、安田よりゃ頼りになるからさ」
（野火／大岡昇平 1948）
14) 「あなたの最後の目的は分っています、医学校も今にきっと女性に門戸を開いてく
るに違いありません。でも当分は無理です。将来、入れるようになった時、官立の
女子師範を出ていたら学問はもちろん学歴の面でもきっと有利なはずです。」（花埋
み／渡辺淳一 1970）
15) 「うん」
「大丈夫でございますか？」
「いまに強くなろうよ。あのむすめ、おぼえが早くてなあ」
「あれ、いやな……」（剣客商売／池波正太郎 1972）

「いまに」と共起する推量文も、評価性と無関係ではない。話し手の期待や恐れをとも
なう例が多いのである。まず、期待をともなう例を挙げる。

16) 「本当に、助かりますよ……一人のときと違って、朝もゆっくり出来るし、仕事じ
まいも、二時間は早くなったでしょう？……行くゆくは、組合にたのんで、なにか
内職でも世話してもらおうと思って……それで、貯金してね……そうすれば、いま
に、鏡や、ラジオなんかも、買えるんじゃないかと思って……」
（砂の女／安部公房
1962）

次に、恐れをともなう例を挙げる。

17) 「岡安さんは心配してた」
と側へ歩みよりながらさぶが云った、
「――いま栄ちゃんと同じ部屋に、たちの悪い男がはいってるって、その男はいま
になにか間違いを起こすだろうし、栄ちゃんはそれを黙って見てはいないだろうっ
て、だからそんなことにならないうちに、栄ちゃんをここから出したいんだって」
（さ
ぶ／山本周五郎 1963）
18) 女御は、「いまにみっともないことをしでかすのではないかしら」と、はらはらして
いらっしゃる。
（新源氏物語／田辺聖子 1978）
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19) 「そうだとも、いまに、とりかえしのつかないことになってしまうんだ……ある日、
気がついてみたら、部落の連中は、一人もいなくなって、われわれだけが、あと…
…」
（砂の女／安部公房 1962）
20) 「無益だよ……わるあがきじゃないか……まったく無益な話だ……いまに、毒がま
わってしまうぞ……」（砂の女／安部公房 1962）
21) 兵士が倒れていた。彼等の体の下部は、草を流れる水に浸されていた。水に顔を伏
せて動かないのは、息絶えたのであろう。
「俺達も今にこんなになるのかなあ」と通行者が呟くと、
「何をっ」
と、その屍体が水に濡れた顔をあげた。
（野火／大岡昇平 1948）

また、聞き手にとって望ましいことを伝える場合には、励ましのニュアンスを、望まし
くないことを伝える場合には、警告のニュアンスをおびる。

22) 横浜と渋谷で二度も乗り換えなくてはならないのだ。タイミングが悪ければ、すぐ
に二、三十分の狂いは出てしまうだろう。
「いまに来ますよ」
私が言うと、エディは大袈裟に顔をしかめてみせた。
（一瞬の夏／沢木 耕太郎 1982）
23) 「思いつめてはいけないよ……いまによくなる……大丈夫だよ。たいした病ではな
いのだから負けてはいけないよ」（新源氏物語／田辺聖子 1978）
24) 「聞いたやろ、加恵。大成功やったんやで。加恵とお母はんのおかげやね。今に日
本中の医者という医者が吃驚しよるぞ」
夫は喜びに溢れていて、弟子たちの前では抑制していた自慢話が妻の前では子供
のように迸り出た。それに噎せ返りながら加恵は密かに愧じていた。青洲が云うよ
うに自分も与って力あったとは思えなかった。（華岡青洲の妻／有吉佐和子 1966）
25) そういって出てきた小石先生は、あるきながらみんなを土手の方へつれていった。
ひとりひとりの顔を見ながら、
「大きくなったじゃないの。いまに先生においつくわ。あら、小ツやんなんか、お
いこしそうだ。
」
（二十四の瞳／壺井栄 1952）
26) 「そういう思想だから、だめなんだよ。うちのおふくろとそっくりだ。今にあんた
もあんなになるよ」
「私ね、とにかく、すてきな女の人に生れたかったわ。あの人が、踊っててみだれ
るくらい、私がすてきな女だったらどんなにいいだろうと思うの。一ぺん、そんな
思いができたら、死んでもいいと思うわ」（太郎物語／曽野綾子 1973）
27) 「バカだな。そんな感傷的な考え方をしていると、いまに手痛い目に会うぞ。しか
し、どうだ、興醒めしたか。よく訓練された娼婦という趣もあったな」
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「いや、興醒めしない、むしろ、いじらしい気持だ」
（樹々は緑か／吉行淳之介 1958）

４．
「いまにも」
次に、「いまにも」をみる。この「いまにも」は、前の節でみた「いまに」を「も」でと
りたてたものではない。
「いまに」と「いまにも」は、時間的な側面も、モーダルな側面も、
大きく異なっている。

４．１ 「いまにも」の時間的な側面
「いまにも」と共起する文の述語になる動詞のテンス・アスペクト形式は、
〈未来・完成
性〉を表すスル形式に限定される。

28) 「利兵衛、おめえ、家に帰ったら、いまにも警察が押しこんでくるんじゃないのか」
伊助が戻ってきて言った。
（冬の旅／立原正秋 1969）

ただし、述語にスル形式が現れるのは、ごく一部の例にすぎない。多数を占めるのは、
シソウダという文法的派生形容詞が述語になった例である。シソウダは、直後にあること
が起こる、その徴候が存在することを表す形式である（日本語記述文法研究会編 2003）
。テ
ンス対立があり、徴候の存在時が現在であるか過去であるかを表す。

29) つもった砂の上に、汗がしたたり、その上にまた砂が降る……女の肩がふるえ、男
も過熱して、いまにも吹きこぼれそうだ……それにしても、女の太股に、なぜこれ
ほど激しく誘いよせられるのやら、わけが分らない…（砂の女／安部公房 1962）
30) 壁の上空には西からはりだしてきた黒い雲がかかり、いまにも雨が降りだしそうだ
った。
（世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド／村上春樹 1985）

スル形式と共起する場合は、
〈発話時の直後〉を表すので、テンポラリティー（未来の一
種）といえるが、シソウダと共起する場合は、
〈発話時の直後〉とは限らないので、アスペ
クチュアリティー（将然性）とみなすべきである。

４．２ 「いまにも」のモーダルな側面
ここでは、「いまにも」のモーダルな側面をみる。前節でみたように、「いまにも」と共
起する述語は、大きくは、スル形式とシソウダに分かれる

14。いずれも叙述系であって、

実行系のモーダルな意味（意志、勧誘、命令、依頼など）を表す文とは共起しない。
14

シソウダの類義表現として、
「夫人の顔はむくんだようにひどく大きくみえ、いまにも泣き出さんばかり
にゆがんでいた。
」
（驢馬／三浦哲郎 1961）のようなセンバカリダもある。
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スル形式の例は、「いまにも」と共起することで、「今すぐにでもそのことが起こる」と
いう〈予測〉を表す。懸念をともなうことが多い。

31) 我々の進む道は、ここの橋の手前で完全に断たれてしまった。弓状に組立てられた
鉄の橋材は、岸から四五メートルぐらいの高さまで変色し、草原に立つ橋脚台のそ
ばに、背中から頭にかけて火傷している馬が、今にも倒れるのではないかと思われ
る恰好で、がたがた震えながら立っていた。
（黒い雨／井伏鱒二 1966）
32) 「ある意味ですべてに鈍感になると思うんです。精神病者の中にはいろんな妄想を
もつ人がいるんですよ。ぼくは医者じゃあないが、むかしから精神病院の中で育っ
てきたんですからね。たとえば世界が今にも破滅するという確信をもっている人間
がいます。空の色もただならぬ色をしている。太陽の輪郭が変った。地上にはかつ
てない瘴気が漂っている。そう確かにその人間には感ずるのです。（後略）」
（楡家の
人びと／北杜夫 1962）

一方、シソウダの例では、徴候に対する〈知覚体験性〉というエヴィデンシャルな側面
が前面化する。

33) 壁の上空には西からはりだしてきた黒い雲がかかり、いまにも雨が降りだしそうだ
った。
（世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド／村上春樹 1985）
34) 二月二十六日から一両日間の陸軍首脳の動静というものは、川島陸相が叛乱軍の蹶
起趣意書を全軍に伝達する、叛乱部隊幹部と会見した軍事参議官たちが、彼らの挙
兵に賞讃の言葉を送るという風で、青年将校たちの「国家改造」の夢は今にも実現
しそうに見えた。（山本五十六／阿川弘之 1965）
35) 加恵は身震いしながらそっと部屋を出た。
跫音を立てないように静かに歩くのだが、脚の関節ががくがくして躰は今にも倒れ
そうであった。
（華岡青洲の妻／有吉佐和子 1966）

また、シソウダの文には、対象の様子を何かの徴候のようにみたてる、
〈比喩〉の用法が
ある。

36) 「無茶はあんたや、あんな寝たっきりのおなごを、嫁はんにきめるなんて、それこ
そ無茶というもんや。見ただけでも細うて、いまにもこわれそうやないか」
「隆士にいさん。ふじ子さんはきっとなおります。必ず丈夫になります」
（塩狩峠／
三浦綾子 1968）
37) 「おまえの言い方はおかしくないか？

おまえが医者にならなくっても別段わるい

理由はあるまい？おまえはちゃんと農場をやっていてくれるし、……そんなひがん
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だような言い方はおかしいよ」
「いや、そんなことではないんです。ぼくは自分の生き方に責任を持ちたいし、…
…ぼくの寿命のことだってわきまえているつもりです」
「なんだって？寿命？まるでおまえは今にも死にそうなことを言うじゃないか」
（楡
家の人びと／北杜夫 1962）
38) 空はまるで今にも雪でも来そうな気配に曇り、ひときわ肌寒く、土台石がむなしく
残っているばかりの焼跡に、いくら立っていても仕方がなかった。（楡家の人びと／
北杜夫 1962）

５．おわりに
この章では「いまに」
「いまにも」について取り上げ、その時間副詞としての特徴を、時
間的な側面とモーダルな側面から記述した。要点を以下にまとめる。
「いまに」
「いまにも」と共起する文は、時間的限定性のあるアクチュアルな運動を表す
文に限定される。
「いまに」が共起する述語のテンス・アスペクト形式は基本的にスル形式であり、
〈未来・
完成性〉といった基本的な意味が実現している。遠い未来をさす例もあれば、比較的近い
未来をさす例もあるが、
「いつか分からない」という不定的な未来である。
「いまに」と共起する実行系の文のモーダルな意味は、話し手の〈決意〉である。実現
がきわめて困難である、理想が高く簡単には実現しえない、という状況や場面での固い決
心・誓いを表す。シテヤル、シテミセルという述語形式もしばしば出現する。「いまに」と
共起する叙述系の文のモーダルな意味は〈推量〉であり、典型的には〈予言〉を表す。こ
のとき、述語にはいいきりのスル形式のほか、推量形式が現れる。「必ず」
「きっと」など
の確信の度合の高い副詞と共起することもある。さしたる根拠のない場合が多く、期待や
恐れといった評価性をともなう例も多い。
「いまにも」と共起する文の述語になるのは、基本的に、
〈未来・完成性〉を表すスル形
式か、シソウダである。後者にはテンス対立がある。スル形式と共起する場合は未来＝直
後というテンポラリティーを表し、シソウダと共起する場合は将然性というアスペクチュ
アリティーを表す。モーダルな側面に関しては、スル形式と共起する場合には〈予測〉と
なり、シソウダと共起する場合には徴候に対する〈知覚体験性〉というエヴィデンシャル
な側面が前面化する。
「いまにも」は〈比喩〉の用法にも現れる。
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第４章

「いまごろ」と「いまさら」

１. はじめに
「いまごろ」
「いまさら」は、
〈現在〉を表す時間副詞であるが、
「いま」との違いを考え
るとき、テンポラリティー以外の側面に目を向けなければならない。それは、認識的モダ
リティーや評価性の側面である。動詞の終止形が MTA の複合体であるように、副詞におい
てもカテゴリーの複合性を追究しなければならない。この章では、そうした観点から、
「い
まごろ」「いまさら」の意味記述を行う。
調査にあたっては、主に、
『CD-ROM 版 新潮文庫 100 冊』に収録された、1950 年以降の
日本の作品から収集した用例を使用した 15。

２．先行研究
先行研究における「いまごろ」
「いまさら」についての記述はあまり多くないが、ここで
は、特に重要であると思われる、田窪・笹栗（2001）と工藤（2013）を取り上げ、それら
の議論を紹介する。

２．１ 田窪・笹栗（2001）
田窪・笹栗（2001）は、「いまごろ」の解釈方略について考察している。まず、「いまご
ろ」の意味については、
「
「今」によって与えられる時期的性質を周期的時間のスケールの
中で評価したものを表す」とし、例 1)の「今ごろ」は「今日の今の時間」を表し、「いま」
とそれほど変わらない意味となるが、例 2)ではまったく異なるとしている。つまり、
「いま
ごろ」は発話時自体を表していない。

1) 「今日は 9 時に現地に着いてないといけないそうだ。」
「じゃ、今ごろ出かければいいね。
」
2) 「明日は 9 時に現地に着いてないといけないそうだ。」
「じゃ、今ごろ出かければいいね。
」

また、
「でしょう」をともなわない場合は、
「きっと」のような副詞をつけるか、
「よ」の
ような終助詞をつけなければ、認容性が安定しないことを指摘している。

15

ここでは対象をダイクティックな用法に限定し、
「去年のいまごろ」
「来年のいまごろ」のような用例は
対象外とした。
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3) 彼は今ごろ東京に着いているでしょう。
4) 彼は今／今ごろ東京にいるでしょう／はずです。
5) 彼は今／?今ごろ東京に着きました。

さらに、条件文においては、
「いま」を使った場合、現実の発話場面に言及しているニュ
アンスが強く出る。これに対し、
「いまごろ」は、想像や仮定の世界において自然な経過が
想定できるとき、また、現実や現場と離れた場面に関して述べるときに、自然に使えると
する。したがって、次のような反事実的な条件文は自然であるとしている。しかし、
「いま」
は使いにくい 16。

6) あの時彼が助けてくれなかったら、今ごろ私たち一家は路頭に迷っていただろう。

さらに、田窪・笹栗（2001）は、「らしい」
「ようだ」のような、現実における証拠をも
とに推論することを表す助動詞に「いまごろ」が使えるのは、「いまごろ」は「いま」と違
い、
「遅すぎる」というニュアンスがあるためであるとしている。

7) 彼は今ごろニューヨークに着いたらしい。

また、
「いまごろ」は、非難や驚き、早すぎるというニュアンスを表す場合もあるという。

8) （お正月に）明日研究会？ 今ごろ研究会があるの？
9) 午後 3 時開幕ですから、今ごろ来ても誰もいませんよ。

２．２ 工藤（2013）
工藤（2013）は、コミュニケーション活動においては、確認ずみの事実か事実未確認で
あるかが重要であるとし、スル形式と「いまごろ」を例に、
〈事実確認の有無〉を表し分け
るモーダルな意味と〈発話時を基準とする時間的位置づけ〉を表し分けるテンポラルな意
味がどのように相関しているかを記述したものである。
工藤は、まず、スル形式におけるテンポラルな意味とモーダルな意味の複合性が次のよ
うな形で現れるとしている。例は工藤（2013）から引用したものである。

①〈未来〉＋〈事実未確認〉
例：太郎は合格するよ。

16

反事実条件文の「いまごろ」については田窪（1993）も言及している。また、田窪（2001）も参照。
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②〈過去〉＋〈確認済の事実に対する評価感情〉
例：
「ええ、私も驚いたわ。昨日の午後になって急に言い出すんですもの。あんな引
越しってないわ」
（砂の器）

次に、
「いまごろ」では、テンポラルな意味とモーダルな意味の複合性は、次のような形
で現れるとしている。

①〈発話時を含む時間帯〉＋〈事実未確認〉
例：
「あの人たちは、いまごろ、パリ中のホテルに電話をかけて、私を捜しているわ」
（朝の歓び）
「多分もう二人とも電車で金沢の町に行き、今頃はてんどんでも食べているでし
ょう」
（北の海）
②〈発話時を含む時間帯における確認済の事実に対する評価感情〉
例：
「めずらしいことね。いまごろ雪が降るなんて」（孤高の人）
「何処へ行っていたの、いまごろ」母親は刺すような眼で僕を見ると云った。
（質
屋の女房）
③〈発話時を含む時間帯における反レアルな出来事の想像（推量）
〉
例：
「水口さんに助けられた。彼が平然と受け取るような男だったら、僕は今頃、
使い込みの罪でクビだったよ」
（思い出にかわるまで）

なお、②における評価的感情には、次の二つのタイプがあるとされている。

〈意外性〉
：事実とは認めがたい（信じられない）という認識・感情的側面の前面化
例：
「おい加藤どうした、今ごろなんでこの辺をうろついているんだ」（孤高の人）
〈不当性〉
：現実化されるべきではないという評価的側面の前面化
例：
「そんなこと、今頃言うなんて、卑怯よ」（くれない）

そして、出来事の時間的位置づけを表すテンポラリティーと事実確認の有無に関わるモ
ダリティーとは、
〈発話時〉における話し手の立場からの〈述語が表す出来事と現実世界と
の関係づけ〉である点で共通し、相互作用するとしている。

A）時間面からの関係づけ＝テンポラリティー
B）現実性（事実確認の有無）の観点からの関係づけ＝モダリティー

いずれの研究にも重要な指摘が多数みられ、大変参考になる。以下では、工藤（2013）
の記述の枠組みに従う形で「いまごろ」に関する筆者の調査結果をまとめ、それを踏まえ
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て「いまさら」の特徴を明らかにするという手順で論じていく。

３．
「いまごろ」
「いまごろ」は、そのテンポラルな側面においては、「いま」と同じく、〈発話時を含む
時間帯〉を表す。このことはすべての「いまごろ」の例に共通する。以下の記述では、
「い
まごろ」のモーダルな側面（認識的な側面と評価的な側面のからみあい）に注目する。

３．１ 事実未確認
まず、
「いまごろ」が〈事実未確認〉の文と共起している例をみる。これには、推量形を
ともなう文や疑問文の例が多いが、断定形の例もみられ、その場合は「いまごろ」がなけ
れば〈事実確認〉になってしまう。つまり、
「いまごろ」自体が〈事実未確認〉という認識
的な意味を表しているのである。したがって、推量形などによって、
〈事実未確認〉である
ことが述語形式に示されていれば、
「いまごろ」に変えて、
「いま」を用いることもできる。

1) 「それにしても、いろんな事情や遠慮があったにしても、自分は故郷を疎遠にしすぎ
てきた。自分は楡病院の後継ぎであると共に、やはり東北の、あの村の人間なのだ。
弟は、城吉は、どうしているだろう？妹は今ごろは草とりで大変なことだろう。手紙
も書いてやらなければ」
（楡家の人びと／北杜夫 1962）
2) 「バーに勤めている。あいつ、いま頃は、俺の名を腕に刺青しているだろうな。俺は、
あいつといっしょに、将来を誓いあったしるしに、おたがいの名を腕に刺青しようと
話しあった。ところが、そのあくる日に俺はつかまってしまった」
（冬の旅／立原正
秋 1969）
3) 「まだ、寝てるね。野口、きっと、そうだね」
エディは、リングの上で若いボクサーのパンチを受けてやっているスラックス姿の
男に声をかけた。私が初めて金子ジムを訪れた時、あがりなよと言ってくれた男だ。
内藤の話によれば、名を野口一夫といい、フライ級の元ボクサーで、現在では金子ジ
ムの中心的なトレーナーになっているとのことだった。三十もなかばに近いと聞いて
いたが、年齢よりはるかに若く見えた。野口は、エディにそう話しかけられると、小
柄な体に似合わぬ太い声で、
「いや、今頃、顔を洗ってますよ」
と言った。
（一瞬の夏／沢木耕太郎 1982）
4) 三枝は考えながら言った。
「――今ごろはどこをうろついてるのかな」
「お気の毒ねえ。――まあ、色々と悪いこともやってたけど、そう根っからの悪党で
もなかったわ。ご冥福を……」
（女社長に乾杯！／赤川次郎 1982）
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5) 「いまごろは、京にお帰りになったかしら」
（新源氏物語／田辺聖子 1978）

３．２ 事実確認
次に、「いまごろ」が〈事実確認〉の文と共起している例をみる 17。ここでは、評価感情
が前面化し、過去のことにもスル形式が使用されるようになる。ここでは、工藤（2013）
に従って、評価感情を〈意外性〉と〈不当性〉に分けておく。
まず、〈意外性〉の例を挙げる。いずれも、通常とは異なる事実、予想の範囲にない事実
を確認し、意外だ、信じられないという評価感情を表出している。疑問が生じ、相手に聞
き返したり、「めずらしい」などの評価語によって直接評価が示されたりする場合もある。
単独使用や倒置も見られる。

6) 「めずらしいことね。いまごろ雪が降るなんて」
（孤高の人／新田次郎 1969）
7) 「あら、それ、わたしの父ですが。
」
こんどはおじいさんが、ひらきなおるようなかっこうで、
「ほう、こいつはめずらしい。そうかいな。いまごろ嘉吉つぁんのむすめさんにあう
とはなあ。そういやにたとこがある。」
（二十四の瞳／壺井栄 1952）
8) 「よくある話だ。なんだってそんなこと、
今頃いい出したんだ」
（野火／大岡昇平 1948）
9) 「うん『瞼の母』ってのを見たが、俺あいやになっちゃってね」
「なんだってお前、今頃不意にそんなこといい出したんだ」
（野火／大岡昇平 1948）
10) 「やはり加藤君だね、今ごろどうしたのだ」
（孤高の人／新田次郎 1969）
11) 「東京から送ってきた菓子や。今ごろ、こんな菓子はめずらしい。店には出さんと、
軍や官庁にだけ納めてるんやそうな」
（金閣寺／三島由紀夫 1956）
12) 「今ごろ、男の客とはまったく珍しいが」
彼は口の中で呟いて、不吉な気持になった。（砂の上の植物群／吉行淳之介 1963）
13) 「ご懐妊のごようすでございます」
女房の答えに、源氏は、
「珍しいことを聞く。いまごろ……」
とつぶやいた。
（新源氏物語／田辺聖子 1978）

次は、〈不当性〉の例である。これらの例では、確認された事実に対して、それが不適切
なものであり、現実化すべきではない、遅すぎるなどといった否定的評価を表出している。
「驢馬だ」
「仕方がない」などの評価語によって、そうした否定的評価が直接表されている
17

「峻一はどうしているかな？」
「また」と、龍子はいくらか面倒臭げな声を出した。
「それは大きくなり
ましてよ。お前さまを見ても覚えていないでしょうね。今ごろは日米戦争なんて言って遊んでますわ」
（楡
家の人びと／北杜夫 1962）のような例は、
〈事実確認〉ではあるが、
「は」でとりたてられていることから
もわかるように、ここで述べているものとはタイプが異なる。
「いま」＋「ころ」＝「最近」という、もと
もとの意味を残すもので、こうした用法は現在ではほとんど見かけなくなっている。
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例もある。反語の例も見られる。

14) 「それがどうした。盗み食いは貴様の得意じゃないか。――そんなことにいまごろ気
がつくなんて、さすがは驢馬だよ。」
（驢馬／三浦哲郎 1962）
15)

気がとがめている急所を妻が遠慮なくつッ突き出した。私は少しむかむかとした。
「今頃そんな事をいったって仕方がない。今だって俺は石のいう事を本統とは思って
いない。
・・・」
（流行感冒／志賀直哉 1919）

16)

縁側にすわっているお万阿の裾のはだけたうちうらをじっと見ているのである。
「お万阿、ひさしぶりだな」
「いまごろ何をおっしゃっています」
と、お万阿はあわてて裾をかきあわせた。
（国盗り物語／司馬遼太郎 1963）

話し手自身の行動について不適切であることを自覚していることを表明するような用法
も見られた。

17) 「いまごろ間のぬけた質問だけど、未紀にはお父さんがいたんだね。なんとなくいな
いとおもいこんでいた」
（楡家の人びと／北杜夫 1962）

３．３ 反実仮想
モーダルな意味の三つめは、
〈反実仮想〉である。レアリティーの観点から〈反実仮想〉
を定義すると、〈事実未確認〉は事実かどうかわからない、〈事実確認〉は事実であること
がわかっている、ということであるのに対して、
〈反実仮想〉は事実でないことがわかって
いる、ということである。次のような例が〈反実仮想〉である。この用法では、
「いま」は
使われない。

18) 「もし、君という人間が本当に立派な人間でなければ、ぼくは今ごろ遊女とひとつ枕
でねていたことだろう」
（塩狩峠／三浦綾子 1968）
19) 「ああ、もし、私が、あなたの人生で最初にめぐりあう男だったとしたら。――今ご
ろは幸福な妹背として、たのしい月日を送っていたかもしれない……」（新源氏物語
／田辺聖子 1978）

３．４ 「いまごろ」の用法ととりたて形式
以上にみた、
「いまごろ」の用法に関する筆者の調査結果は、おおむね、工藤（2013）の
記述に一致する。ここでは、三つの用法の特徴として、新たに、次のようなことも指摘し
ておきたい。それは、とりたて形式に関する特徴である。
〈事実確認〉と〈反実仮想〉には、
「は」によるとりたて形式である「いまごろは」の使用が見られた。しかし、
〈事実確認〉
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では、「いまごろは」は使用されない。これは、〈事実確認〉での「いまごろ」では評価性
が前面化し、時間副詞から陳述副詞へと移行しつつあるからではないかと考えられる。〈事
実確認〉にのみ、単独使用や倒置がみられることも、このことを裏書きしている 18。

４．
「いまさら」
次に、「いまさら」を取り上げる。テンポラルな側面において、〈発話時を含む時間帯〉
を表すことは、「いまごろ」と同様である。しかし、モーダルな側面は大きく異なる。「い
まごろ」には、
〈事実未確認〉
〈事実確認〉
〈反実仮想〉の三つのモーダルな意味があったが、
「いまさら」には〈事実未確認〉
〈反実仮想〉がない。ただし、すべてが〈事実確認〉なの
ではない。また、〈事実確認〉のときの評価性も「いまごろ」とは違っている。そのため、
「いまごろ」と同じような枠組みで記述することはできない。「いまさら」の基本的なモー
ダルな意味は〈不当性〉であり、これを中心にして、そのバリアントを記述することにす
る。

４．１ 未実現の事象の不当性
「いまごろ」が〈事実未確認〉を表すとき、それは要するに〈推量〉の意味であった。
しかし、
「いまさら」は、
〈反実仮想〉がないことからもわかるように、
〈推量〉を表さない。
重要なのは、「いまさら」では、常に〈不当性〉が表されるということである。以下では、
レアリティーの観点から用例を〈実現ずみ〉と〈未実現〉にわけ、〈不当性〉がどのように
現れるかをみていく。まずは、
〈未実現〉のケースを取り上げる。

20) 「・・・これは弁解だ。私は自分を誤魔化している」
司祭は首を弱々しくふった。
「なぜ卑しい抗弁を今更やろうというのだ」
私は転んだ。
（沈黙／遠藤周作 1966）
21) 「今さら茶なんか出す必要はないよ。今からやると、まるで人の後塵を拝するような
具合になる。基一郎先生のやり方は、それとは逆で、万事、人の先へ先へと目をつけ
られたものだ。大体、元はといえばうちが最初なんだからねえ、茶なんてものは」
（楡
家の人びと／北杜夫 1962）
22) 「よせ」北岡が渋い顔で、
「仲間内の争いは社長の好まないことだ。――ともかく乗りかかったんだからな。今
さらやめるわけにはいかん。それは君も分かっているはずだぞ、三枝君」
三枝は黙って目を閉じた。
（女社長に乾杯！／赤川次郎 1982）

18

この場合は、感動詞に近づいているのかもしれない。
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23) 「家出してきたから、子供ができたからといって、奴、いまさら家には帰れんだろう
しな。といって質入れする衣類もねえしよ」
（冬の旅／立原正秋 1969）
24)

別れてもう四年にもなる妻子のことが頭に浮んだ。
「そうか下宿に帰って食べるか。だが、加藤、おれのことを、しまに話してくれるな。
話しても、いまさら、どうにもならねえことだからな」
（孤高の人／新田次郎 1969）

25) 「もちろん利兵衛のためよ」
「自分のためには嘆かないのか」
「いまさら嘆いてもはじまるまい」
「だけど、ここにはいってくるようじゃ、利兵衛もたいしたことはしていねえな」
（冬
の旅／立原正秋 1969）
26) 「家出してきたから、子供ができたからといって、奴、いまさら家には帰れんだろう
しな。といって質入れする衣類もねえしよ」
「なら、安、逃走するか」
（冬の旅／立原正秋 1969）
27) 「今更、なんでお逃げになる――私の膝の上でおやすみなさい。もっとこっちへきて」
「この通り、ほんの赤児さまなんでございますよ」
（新源氏物語／田辺聖子 1978）

これらの例では、表現形式はさまざまであるが、まだ実現していない、可能性としての
出来事について、その現実化を不当なもの、不適切なもの、すべきでないことと評価して
いる。人称性には制限がなく、
〈自嘲〉の例もある。
「いまごろ」にもこの用法はあるが、
「い
まさら」のほうが多い。また、両者を置き換えることはほとんどできない。
「いまごろ」は
常識的に不適切であるという意味であるのに対して、
「いまさら」では、もう手遅れである、
今ではもう意味がない、というように、過去の経緯から不適切であると評価するという違
いがあるからである。

４．２ 実現ずみの事象の不当性
すでに実現している出来事に対する評価を表す場合も、「いまさら」の意味は、必ず〈不
当性〉になり、
〈意外性〉の用法はない。
したがって、
「今頃雪が降るなんて」のような〈意外性〉を表す「いまごろ」を「いまさ
ら」に置き換えることはできない。
一方、〈不当性〉の「いまごろ」は、多くの場合、
「いまさら」に置き換えられる。以下、
〈実現ずみ〉の場合の「いまさら」の用例を挙げる。

28) 「さびしいわ。どんなに愛し合っていても、所詮は孤独なのね……。あなたは明石の
かたとご一緒にたのしくお暮らしになればいいわ。わたくしは一人さびしく死ぬのよ」
「何だって。情けないことを今さらいうんだね。誰のために、私が今まで海山をさす
らって苦労したと思うの？みな、あなたのためじゃないか。
」
（新源氏物語／田辺聖子
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1978）
29) 「はっはっは、母さん、いまさら、なにを言っているのです。あれはあれ、これはこ
れです。
」（冬の旅／立原正秋 1969）
30) 「康子って女、お母さんどう思う？」
「いまさら何を言ってるの」
と母は腹立たしそうな言い方をした。
（青春の蹉跌／石川達三 1971）
31) 「今更、何を言う。いいか。この長崎にもむかしは十一の教会に二万の信徒がおった
わ。それが今どこに影をひそめた。あの者たちの中にも信徒だった者はおろうが、今
はお前、ああして罵ることによって、己れが切支丹でないことを周りのものに見せて
おる」
（沈黙／遠藤周作 1966）
32) 「許しの秘蹟は与えるけれども、私はあなたを信じたわけではない。今更なぜ、ここ
に戻ってきたのかそのわけも私にはわからない」
大きな溜息をつき弁解の言葉を探しながらキチジローは体を動かす。
（沈黙／遠藤
周作 1966）
33) 「大丈夫？――飲みすぎよ」
「今さら言っても始まらないわよ」
「コーヒーでも飲んで来たら？」（女社長に乾杯！／赤川次郎 1982）
34)

その夜、彼は外山三郎のところへ訪ねていって、そのなやみをうったえた。
「今さら、なにをいうのだ加藤、きみのお父さんはきみが人並みではないといってい
るのではない。より以上人間として進歩してくれと願っているのだ。きみは今のきみ
のままでいいのだ。なにもいまさら生活態度をかえることはない。加藤は加藤らしい
生き方をすればいい。きみは少しは変っているさ、きみのようにいろいろと変った考
え方を持った人が集まってこそ会社は成り立っていくのだ」（孤高の人／新田次郎
1969）

35) 「無罪の判決こそ当然なのに、なぜ、いまさら上告をするのだろう」
という同情の言葉や手紙を星に寄せる人も多かった。（人民は弱し 官吏は強し／
星新一 1967）

これらは、
「いまごろ」に置き換えることができ、
「いまごろ」と「いまさら」が〈事実
確認〉の場合に〈不当性〉の意味を共有していることがわかる。しかし、
「いまごろ」の〈不
当性〉には、常識に反しているから不適切であるという意味の例があり、工藤（2013）が
挙げる、次のような「いまごろ」の例は、
「いまさら」には置き換えられない。
「いまさら」
の〈不当性〉は、あくまでも過去からの経緯を踏まえての評価であり、その経緯は聞き手
と共有されていなければならない。

36) 「本当の四校生は俺たち柔道部員だけだ。今頃町をほっつきあるいているのにろくな
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奴はいない。見ろ、吹けば飛ぶような体つきをしている」（北の海／井上靖 1975）

なお、
「いまさら」にも陳述副詞化が起こっている。

37) 「奉行様も、もしパードレ・ガルペが転ぶと一言、言えば三人の命は助けようと申さ
れておる。既にあの者たちは、昨日、奉行所にて踏絵に足かけ申した」
「足かけた者をむごい……今更」
司祭は喘ぎながらそう言ったが、言葉が続かなかった。
（沈黙／遠藤周作 1966）
38) 「じゃ本当にやるんだね？」
「やるともさ。何だい今更、良ちゃんじゃあるまいし。」
（草の花／福永武彦 1954）

５．おわりに
「いま」「いまごろ」「いまさら」は、テンポラルな側面において、いずれも〈発話時を
含む時間帯〉を表す。この三者の違いは、モーダルな側面にある。そのことをわかりやす
くまとめると、次のようになる。

「いま」
テンポラルな側面：現在
モーダルな側面 ：なし（述語や副詞がになう）

「いまごろ」
テンポラルな側面：現在
モーダルな側面 ：①事実未確認（推量）
②事実確認＋評価性（意外性）
③事実確認＋評価性（不当性）
④反実仮想

「いまさら」
テンポラルな側面：現在
モーダルな側面 ：未実現／実現ずみ＋評価性（経緯を踏まえた不当性）

「いまごろ」に比べ、
「いまさら」のモーダルな側面は単純である。評価性が前面化し、
しかも〈不当性〉に特化している。ただし、
〈不当性〉の中に過去からの経緯を踏まえると
いうテンポラルな側面が潜んでいる。
評価性の前面化がみられる時間副詞には、ほかに「いまじぶん」
「いまどき」などがある。
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これらは〈意外性〉にも〈不当性〉にも使われると思われるが、
「いまごろ」との違いにつ
いては、詳細な調査が必要である。なお、「いまごろになって」「いまじぶんになって」は
「いまさら」に近い。
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第５章

「いま」によってむすばれる従属複文について

１．はじめに
「いま」には、時間名詞と時間副詞の用法があり、後者については、第１章で取り上げ
た。
「いま」には、このほか、時間名詞と時間副詞の性質をあわせもつ接続詞的な用法があ
り、新聞記事などでよくみかける 19。

1) 「ＴＰＰが事実上崩壊した今、東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）締結に向け、
日本がリーダーシップをとるべきだ。」
（朝日新聞 2017 年 2 月 27 日）

この例では、
「いま」が〈現在〉という時間を示しながら、現在がどのような時期なのか
という認識を「ＴＰＰが事実上崩壊した」という規定語節で提示し、そのことを理由とし
て、今後、「日本」が行うべき対応策を主節で提案している。この場合、「ＴＰＰが事実上
崩壊した今」は、時間を表すという点でも、また理由を表すという点でも、文の中では、
実質的に状況語節 20として働いているとみることができる。すべての時間名詞がこのような
状況語節を形成することができるというわけではなく 21、一種の文法化であるとみられる。
この章では、このような「いま」でむすばる従属複文を対象とし、新聞記事より収集し
た用例を用いて 22、その意味的・文法的な特徴について考察する。

２．先行研究
例 1)のような「いま」の用法について考察した先行研究はほとんどないが、森本（2005）
が「～今」を副詞節と認めていることが注目される。森本は、その意味を、
「「過去形＋今」
、
「非過去形＋今」という形式があるが、いずれも現在ある事態に到達したということを述
べ、その時間を区切りとして、どんな出来事が起こるかを述べる」と記述しており、時間
従属複文としてとらえていると思われる。
たしかに、例 1)のような「いま」は、時間従属複文を構成する従属接続詞として機能し
ているとみることができ、
「とき」などでむすばれる時間従属複文の先行研究が参考になる。
19

後述するように、筆者の調査では、二年分の新聞記事において 1407 例の使用例が抽出された。つまり、
一日あたり約 2 例の使用があるということになる。
20
高橋ほか（2005）を参照。文の状況語として働く従属節のことである。
21
「昨日」
「明日」
「昨年」
「来年」などにはほとんど見られない。
「現在」には見られるが、
「いま」と比べ
て圧倒的に少ない。
22
朝日新聞オンライン記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル for Libraries」を利用し、2016 年 1 月 1 日～2017
年 12 月 31 日の二年間のすべての記事（週刊アエラを含む）から「いま」の用例を検索し、その中から考
察対象として 1407 例の用例を得た。
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たとえば、言語学研究会・構文論グループ（1985）
、工藤（1995）などである。これらによ
ると、
「いま」によってむすばれる二つの節の表す出来事の時間関係は「同時関係」であり、
この関係は従属節と主節が「とき」でむすばれる場合と同じである。
言語学研究会・構文論グループ（1989：120）では、同時関係をあらわす接続詞「とき」
によってむすばれる時間的つきそい・あわせ文について、つきそい文にあらわれるテンス・
アスペクト形式があらわす意味について、次のように記述している。

ひとくちに《同時性》といっても、実際には、つきそい文の述語の位置にあらわれ
てくる動詞のかたちによって、ふたつの出来事の同時的関係はすこしずつことなって
いる。たとえば、つきそい文の述語の位置にあらわれてくる動詞が「したとき」のか
たちをとっていれば、おおくのばあい、つきそい文によってさしだされる動作あるい
は変化が限界に達して、完結したときに、いいおわり文の出来事は実現しているし、
「す
るとき」のかたちをとっていれば、そこにさしだされる動作あるいは変化が限界に達
するまでに、いいおわり文の出来事が実現しているだろう。また、つきそい文の述語
が「しているとき」や「していたとき」のかたちをとっていれば、それによってさし
だされる《動作》あるいは《変化の結果》が継続しているときに、いいおわり文にさ
しだされる出来事が実現している。

これらの指摘のうち、
「したとき」「しているとき」については、ほぼそのまま「したい
ま」「しているいま」にも当てはまる。しかし、「するとき」と「するいま」は対応しない
部分があり、
「していたとき」に対応する「していたいま」は例外的にしか見られない。
そして、時間従属複文には、タクシス的な関係のほか、条件づけ・条件づけられの関係
も同時に存在しているという指摘は、「いま」によってむすばれる従属複文の研究において
も重要である（言語学研究会・構文論グループ 1989：129・131）
。

この種の時間的な条件づけは、まずおおくのばあい、場面的な条件づけをともなっ
ている。つまり、つきそい文にさしだされる動作なり状態はあたらしい場面をつくり
だしていて、その場面のなかでいいおわり文にさしだされる出来事は実現するし、進
行するのである。／（中略）／この場面的な条件づけの関係は、ふたつの出来事のあ
いだの関係のしかたによっては、原因的な条件づけの意味をおびてくる。つきそい文
にさしだされる出来事は直接的な原因として、あるいはきっかけとしてはたらいて、
いいおわり文にさしだされる出来事を成立させている。

また、工藤（1995）では、時間従属複文は、二つの出来事の〈時間的順序関係（タクシ
ス）
〉の観点から大きく〈共起（＝同時）的時間関係〉を表すグループと、
〈継起（＝継時）
的時間関係〉を表すグループに分けている。そして、時間関係と因果関係の関係について
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も、次のように言及している（工藤 1995：252）
。

以上のような時間の従属複文は、２つの出来事間の時間関係を表すために発達して
いるものである。原因－結果、必要条件－帰結、手段－目的のような因果関係（条件
づけ・条件づけられの関係）を表す従属複文としては、
「ノデ、カラ、スレバ、スルナ
ラ、スルト、シタラ、スルタメニ、スルヨウニ」等のようなものがある。確かに両者
は、時間関係を基本的に捉えわけているのか、因果関係を捉えわけているのかで異な
っているのであるが、時間関係ぬきの因果関係はありえず、また、時間関係をとらえ
るとすれば、そこに implicit には因果関係性が含みこまれてくる。

そして、〈先行―後続〉関係にある場合は、先行の出来事が原因を、後続の出来事が結果
を表し（「存分に殴り合った後、ついに二人とも立ち上がれなくなった」）、〈同時〉関係に
ある場合には、従属文が原因を、主文が結果を表す（
「しかしきみはハツ子に抱きつかれた
時、びっくりしたろう」
）としている。
従属節と主節の時間関係や因果関係に関するこれらの先行研究の指摘は、この章で対象
とする、従属節と主節が「いま」でむすばれる従属複文を記述するうえで非常に参考にな
るが、以下に述べるように、
「いま」がダイクティックな現在を表すことに起因して、独自
の特徴も少なからず見られる。それは、文体的な面、時間的な面、モーダルな面にわたる。
以下では、この複文の時間従属複文としての特徴と因果関係を表す複文としての特徴に分
けてみていく。

３．時間従属複文としての特徴

３．１ 述語の品詞とテンス・アスペクト形式の分布
まず、従属節と主節の述語の品詞とテンス・アスペクト形式の分布について調査した結
果を示しておく。

表 1 述語の品詞の分布
従属節

主節

動詞

1159（82%）

1017（72%）

形容詞

51（4%）

138（10%）

名詞

197（14%）

198（14%）

その他（省略など）

0

54（4%）

合計

1407（100%）

1407（100%）
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表 2 述語のテンス・アスペクト形式の分布
従属節

主節

スル

319（23%）

284（20.2%）

シタ

695（49%）

142（10.1%）

シテイル

145（10%）

203（14.4%）

シテイタ

0

3（0.2%）

その他（省略など）

248（18%）

775（55.1%）

合計

1407（100%）

1407（100%）

３．２ 従属節と主節の出来事の時間関係
「いま」でむすばれる従属複文は、「とき」でむすばれる従属複文と同じように、同時関
係性を表す。以下、この同時関係性がどのように実現するかを、従属節のテンス・アスペ
クト形式ごとに見ていく。同時関係性のバリアントには、重複的同時性と接触的同時性が
ある（工藤 1995）。

３．２．１ 従属節の述語がスル形式・シテイル形式の場合
従属節の述語がスル形式・シテイル形式の場合から見る。スル形式の例の多くは、重複
的同時性を表す。すなわち、従属節の出来事（動作や変化）の継続過程と主節の出来事が
同時であることを表す。たとえば、例 1）では、
「夏の大会が近づく」という変化の過程と
「練習で積極的に声を出すようになった」という変化の完成および後続段階の同時性を捉
えている。つまり、主節のシタ形式はパーフェクト 23である。また、従属節の出来事も主節
の出来事も現在のことであるから、主節のシタ形式は現在パーフェクトである。

1) 主将の岡部凌（りょう）
（１７）はみんなが自然と丸刈りになったチームに感じてい
る。
「いろんな壁がなくなり、ようやくまとまりが出てきた」
夏の大会が近づくいま、今村は練習で積極的に声を出すようになった。部を離れ
る前以上に。
「充実している。冬にいなくてみんなに迷惑をかけた。少しでも役に立
ちたい」
（2016 年 6 月 30 日

朝刊 東京Ｂ・２地方）

2) 子宮内膜症は、月経血が逆流して卵巣などに付き、血液とともに体外に出るはずの
子宮内膜に似た組織がそこで増殖する病だ。戦前１００回程度だった女性の生涯の
月経回数は晩婚化と少産化が進むいま、４～５倍に増え、この病気に苦しむ女性が
増加した。潜在患者は２５０万～２６０万人といわれ、不妊に至る例もある。
（2017
年 2 月 10 日 朝刊 ２総合）
23

工藤（1995）を参照。パーフェクトとは、
〈先行する時点における運動の完成性〉
、
〈後続する時点＝設定
時点における運動の直接的結果あるいは間接的効力の継続性〉の両方を〈複合的〉にとらえるアスペクト
的意味である。
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3) 保護された猫とふれあって、里親になってもらう猫カフェをしているが、猫ブーム
といわれるいま、メディアの取材などが増えた。日本経済を底上げするには、政府
には、中小企業の抜本的な経営改善につながる施策にも取り組んでほしい。
（2016 年
5 月 16 日 朝刊 オピニオン１）

これらの例では、主節の出来事は継続性であるから、従属節のスルは継続相のシテイル
に置き換えることもできる。また、主節のシタは現在パーフェクトのシテイルに置き換え
ることができる。ただし、従属節の出来事が継続性である場合、シテイル形式の例よりも
スル形式の例のほうがかなり多い。次に、従属節の述語がシテイル形式の例を挙げる。こ
れをスルに置き換えることもできる。

4) 訓練については「やらないよりはやった方がいい」と理解を示す。一方、北朝鮮が
米グアム島周辺に中距離弾道ミサイルを発射すると予告するなど、米朝関係が緊張
している今、
「このタイミングの訓練では日本国民の不安をさらに高め、冷静で合理
的な判断ができなくなる」とも指摘する。
（2017 年 8 月 29 日 朝刊 社会）

次のような例では、主節の述語がスル形式になっているが、これらは現在を表している。
重複的同時性ということでは、前の例と変わりない。

5) 難民問題が叫ばれている今、この史実は私たちに重くのしかかります。この辛く苦
しく残酷なサウルの物語を、現代を生きる私たちは自分事として受け止めなければ
なりません。
（2016 年 3 月 19 日 朝刊 佐賀全県・１地方）
「年齢を考えると、残された時間は小説
6) 学ぶことの多かった食堂を、２年前去った。
を書くのに、めいっぱい使いたい」と決心した。ただ、筆一本で暮らす今、力の源
はやはり食、と身に染みる。
（2016 年 8 月 14 日 朝刊 読書４）
7) 私が一番大切にしている言葉は「一度始めたことは最後までやり切る」。母が残して
くれた言葉だ。空港の地上スタッフを目指す今、つらいことがあってもこの言葉の
お陰で頑張れる。母が元気でいたら、「よく頑張っているね」と褒めてくれるだろう
か。いやきっと、
「まだまだ」と背中を押してくれるに違いない。
（2017 年 7 月 28 日
朝刊 オピニオン２）

以上は、部分的同時性の例であったが、従属節と主節の両方が継続性の述語の場合は、
全体的同時性になる。

8) 日本や欧州などの同盟国との協力関係を米国が軽んじれば、世界の安保環境は激変
する。強国が力任せに周辺国を脅かしたり、独裁政権が人権を侵害したりする行為
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が各地で続く今、同盟国が結束して危機を封じる意義はむしろ増している。
（2016 年
7 月 23 日 朝刊 オピニオン２）
9) 代表の星川満さん（７４）は「県内全市町村に温泉が湧き出す山形県で、新庄が温
泉のない自治体になっていいのかという思いがある。高齢化が進む今、温泉は、お
年寄りの健康長寿や外出機会づくりにも役立っている」と話す。
（2017 年 11 月 15 日
朝刊 山形・１地方）
10) また、カトリック圏のフランスでは、キリスト教に関連した言い回しも多いという。
言語が人の思想に与える影響の大きさ、文化との関わりの深さが感じられる。
グローバル化の進む今、外国の言葉の背景にある文化を理解することが大切にな
っている。
「国際人」とは多様な文化を受け止め、様々な角度からものごとを見られ
る人のことだと思う。道具としての言語ではなく、文化としての言語をじっくりと
学びたい。
（2017 年 2 月 3 日 朝刊 オピニオン２）
11) 篠田昭市長は、市が農業特区に指定されており、農家レストランや特例農業法人な
ど先進的な取り組みができると紹介。ドローンやセンサーを使った水田管理など機
械化も進んでいるとして、
「農業の高齢化が進んでいる今、もうかる農業の実現に向
けて効率化が求められている」と話した。
（2017 年 9 月 10 日 朝刊 新潟全県・１
地方）

ごくわずかであるが、主節がシテイタ形式の用例もある。「いま」と過去形の共起は会話
文ではありえないが、小説の地の文の内的意識提示部分では起こりうる。内的独白として
の本来的現在形を過去形に変えるという文体的技巧で、
「描出話法」と呼ばれている（工藤
1995）
。次の例は、小説ではなく、ルポルタージュであるが、二重視点化という原理は共通
であろう。その点を考慮すれば、この例でも、同時的関係性は成り立っているといえる。

12) 五輪憲章は国家間同士の対決色を打ち消そうと努めるけれど、五輪が世界で愛され
るのは国別対抗戦のだいご味だと、リオで取材をして改めて感じた。
内向き志向の潮流が世界を覆う今、そうした排他的なナショナリズムとは一線を
画した平和な空気が選手村を包んでいた。各棟のバルコニーの外には母国の旗が誇
らしげに掲げられた。リオで目にしたのは、健全な愛国心を背負ったアスリートの
戦いだ。（2016 年 8 月 22 日

夕刊 ２社会）

３．２．２ 従属節の述語がシタ形式の場合
次に、従属節にシタ形式があらわれる場合を見る。この場合も、同時関係を表している
ことでは、これまで見てきた場合と同様である。ただし、重複的同時性ではなく、接触的
同時性になる。接触的同時性とは、従属節の出来事の結果段階（限界達成後の段階）と主
節の出来事の同時関係性である。たとえば、例 13）では、
「高校野球を終える」という限界
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に達した後の段階が「プロで活躍できる選手になるのが目標となった」のと同時であるこ
とを表している。

13) 「負け続け、苦しんだ３年間でしたが、高校野球人生は充実していた」と大泉主将。
高校野球を終えたいま、プロで活躍できる選手になるのが目標となった。
（2017 年 7
月 27 日 朝刊 山形・１地方）
14) 囲碁の謝依旻（しぇいいみん）女流本因坊（２６）が女流５タイトルを史上初めて
独占した。負けず嫌いがプラスに働くのか、苦しい戦いでも勝負強さを発揮し、最
後には勝利を引き寄せる。タイトル獲得数２５は断トツだ。国内の女流囲碁界を制
覇したいま、改めて世界戦での活躍を目標に掲げた。
（2016 年 7 月 21 日 夕刊 夕
刊囲碁将棋）

また、ここでも、主節の述語がシテイタ形式の例がわずかながらある。すでに述べたよ
うに、これは二重視点化の現象であり、同時関係の例外にはならない。

15) 伝説の振付家、ピナ・バウシュがドイツ・フォルクヴァング芸術大学で師事したク
ルト・ヨース。ドイツの現代ダンスの祖ともいえる彼が、明快な反戦メッセージを
込めて作った。ナチスが台頭するなか、国際会議の緑のテーブルを囲み、怪しげな
会話、口論をする男たち――。
上演には、作品の対峙（たいじ）した時代背景を知ることも必要とヨースは考え
た。その彼も、後を受け継いだ娘も亡くなった今、新たな上演はない気がしていた。
そんななか、ピナがフォルクヴァング芸術大学の学長時代に留学した岡登志子が、
現代の「緑のテーブル」として再構築したものを見た。
（2017 年 4 月 6 日 夕刊ｂｅ
木曜２面）
16) 記者は１５年前も一緒にこの旧村を訪れた。当時はスベトラーナさんの家は形をと
どめ道路もわかった。
事故から３０年を経た今、屋根が落ちて形が崩れ、れんが壁の間には床材、屋根
材が折り重なっていた。スベトラーナさんは「この玄関の前にバラを植えていた。
ここが居間……」と言いながら泣き出した。
（2016 年 4 月 24 日 朝刊 １総合）

３．２．３ 従属節の述語が準アスペクト・組み立て形式の場合
従属節の述語が基本的なテンス・アスペクト形式ではなく、準アスペクト・組み立て形
式の場合もある。

17) 現在の危機はむろん北朝鮮によってもたらされたものだ。しかし現職大統領のキャ
ラクターによって米国自身が不安定要因になりつつあるいま、東アジアは倍増（ば
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いま）しの暗雲に覆われた観がある。（2017 年 10 月 1 日 朝刊 ３総合）
18) 安倍首相が解散に踏み切ろうとするいま、首相がすべての衆院議員をクビにできる
解散権のあり方に疑問が募る。
（2017 年 9 月 22 日 朝刊 オピニオン２）
19) 「期待します。確かに過去の例は大概、失敗しています。性的関係、能力差、結局
は個性の差や自我を超えることができずに、消滅していった。でも、強力な経済シ
ステムを携えた国家が存続していくいま、一人ひとりがしたたかに生き抜くしか、
対抗するすべはない。その可能性の一つが、コミューン的なもの、個人のつながり
や連帯かもしれない」（2016 年 4 月 12 日 朝刊 オピニオン１）

これらについても、それらの形式がさしだす運動の時間的展開段階と主節の出来事の同
時関係を表す点で、これまでに見た例と大きく異なるものではない。

３．２．４ 従属節の述語が形容詞・名詞の場合
従属節の述語には、アクチュアルな時間的展開がない形容詞、名詞があらわれることも
ある。しかし、考察対象の 1407 例のうち、形容詞は 51 例（4%）にすぎず、名詞も 197 例
（14%）にとどまる。

20) 「生まれた土地で人生を」という生き方が難しいいま、映画は奇跡のような家族の
かたちを見せてくれる。病気の不安を紛らわそうと焼酎に酔いつぶれるトラさんの
姿や、息も絶え絶えに病床で語るトラさんの、親として夫としての言葉も、カメラ
は記録している。取材者がたっぷり時間をかけて家族と信頼関係を築いたからこそ
撮れた映像といえる。（2016 年 9 月 15 日 夕刊 芸能３）
21) 米新政権の出方が不透明な今、日韓の連携が弱まれば、対北朝鮮、対中国の政策に
影響することは避けられない。
（2017 年 1 月 7 日 朝刊 ２総合）
22) コンピューターグラフィックス全盛の今、製図用ペンや銅版画も駆使して、手描き
にあくまでこだわる。（2017 年 12 月 8 日 夕刊ｂｅ金曜６面）
23) 日馬富士の事件の行く末は不透明だ。危機の今、１８８３（明治１６）年から１３
４年間、幕内力士を途絶えさせていない青森県出身力士の伝統の力で、角界を下支
えする必要がある。
（2017 年 11 月 19 日 朝刊 地東北・県版スポーツ）

３．２．５ 「とき」でむすばれる従属複文との比較
「いま」でむすばれる従属複文を時間の従属複文として観察する場合、もっとも重要な
比較の対象は、
「とき」でむすばれる従属複文である。「いま」でむすばれる従属複文に関
して行った、前節までの記述を踏まえ、両者の共通点と相違点を、次のようにまとめてお
く。
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〈両者の共通点〉
・いずれも基本的に同時関係を表し、重複的同時性・接触的同時性・全体的同時性・
部分的同時性といったバリエーションがある。
・従属節の述語がシテイル形式のときは、重複的同時性・全体的同時性を表す。
・従属節の述語がシタ形式のときは、接触的同時性を表す。

〈両者の相違点〉
・
「とき」でむすばれる従属複文は、過去や未来のことも表すが（現在はまれ 24）
、「い
ま」でむすばれる従属複文は、現在しか表せない（ただし、その幅は広い）
。
・
「とき」でむすばれる従属複文における従属節のスル・シタは、限界達成前・後とい
うアスペクト的な対立を構成するが 25、
「いま」でむすばれる従属複文では、従属節
のシタは限界達成後を表すものの、スルは主に継続過程を表し、限界達成前を表さ
ない。

４．因果関係を表す従属複文としての特徴
すでに指摘しておいたように、
「いま」によってむすばれる従属複文は、時間従属複文と
しての側面と因果関係を表す従属複文の側面をもつ。前者については前節で述べた。この
節では後者について述べる。
まず、断っておきたいのは、考察対象の 1407 例のすべてに因果関係が読みとれるわけで
はないということである。だが、因果関係が読みとれる例が多数を占めることは間違いな
い。判断が難しいものもたくさんあり、正確な数値を出すことは困難であるが、筆者の見
たところ、因果関係が読みとれる用例は全体の 9 割以上に及ぶ。つまり、
「いま」によって
むすばれる従属複文における因果関係性はあくまでも implicit なものではあるが、このタ
イプの複文の意味としてかなりの程度定着しつつあると見られるのである。
以下では、用例の観察を通じて、因果関係の観点から「いま」によってむすばれる従属
複文の意味を記述していく。

４．１ 原因・結果の関係の場合
まず、従属節の出来事も、主節の出来事も、書き手によって事実確認されているレアル
な事態である場合、従属節と主節の２つの出来事は、原因・結果の関係になる。
たとえば、例 24）では、
「車や飛行機での輸送が主流になった」というレアルな出来事が
24

たとえば、
「私が本を読んでいるとき、弟はテレビを見ている」のように、従属節にシテイル形式を用い
ても、習慣性の意味になり、現在をあらわさない。
「本を読んでいるときに話しかけないで」のように「…
…ときに」という形なら現在もありうる。
25
「郷里に帰る時、旧友に会った」は主節の出来事が従属節の出来事の限界達成前の段階と同時、
「郷里に
帰った時、旧友に会った」は主節の出来事が従属節の出来事の限界達成後の段階と同時。
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原因となり、その結果として、
「貨物列車は減った」という事実が確認されている。他の例
も同様である。

24) ＪＲ東日本大宮支社によると、三角線は１９７３年の武蔵野線開通時、東北と西日
本などを武蔵野線経由で結ぶため造られた。都心を通らず物資を運ぶ大動脈として
活躍したが、車や飛行機での輸送が主流になった今、貨物列車は減った。（2016 年
12 月 15 日 夕刊 １社会）
25) 子宮内膜症は、月経血が逆流して卵巣などに付き、血液とともに体外に出るはずの
子宮内膜に似た組織がそこで増殖する病だ。戦前１００回程度だった女性の生涯の
月経回数は晩婚化と少産化が進むいま、４～５倍に増え、この病気に苦しむ女性が
増加した。潜在患者は２５０万～２６０万人といわれ、不妊に至る例もある。
（2017
年 2 月 10 日 朝刊 ２総合）
26) 保護された猫とふれあって、里親になってもらう猫カフェをしているが、猫ブーム
といわれるいま、メディアの取材などが増えた。日本経済を底上げするには、政府
には、中小企業の抜本的な経営改善につながる施策にも取り組んでほしい。
（2016 年
5 月 16 日 朝刊 オピニオン１）
27) 試着品だけを並べた店、自社の商品を着て、ＳＮＳで発信する販売員……。インタ
ーネットで気軽に服を買えるようになったいま、店舗と通販サイトの利点を組み合
わせたサービスが広がり始めている。
（2017 年 8 月 24 日 夕刊 ファッション）
28) 大相撲人気復活の今、初心者ファンに向けた観戦ガイドブックの類が多数出版さ
れている。
（2016 年 11 月 13 日 朝刊 読書 1）
29) 終戦から７１年。戦争を知らない世代ばかりの今、戦争経験者の「声」を聴く機会
がどんどん失われています。８月の終戦記念日の翌日、戦場体験を語る活動を続け
ている元海軍兵士の瀧本邦慶（たきもとくによし）さんの講演が突然キャンセルさ
れたという報道がありました。
（2016 年 10 月 26 日

朝刊 オピニオン 2）

なお、次のような、主節の事態に主体の意志がかかわる例については、主体にとって、
従属節の事態は、原因というより、主体がそのような行動をとる理由になっている。

30) タイのプミポン前国王の死去に伴い、ワチラロンコン現国王（６５）が即位要請を
受諾してから１日で１年になる。この間、国王の権限強化につながる動きが続く一
方で、軍事政権は「不敬罪」で体制への批判を封じ込めてきた。前国王の喪が明け
たいま、関係者は今後の現国王の動きを注視している。
（2017 年 12 月 1 日 朝刊１
外報）

以上のように、従属節と主節が原因・結果の関係にある場合、主節の述語は断定の形（シ
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タ形式・シテイル形式のいいきり）になる。
一方、次に挙げるのは、主節に可能性が提示された例である。これらについても、従属
節にしめされた事態を原因として、そのような可能性が結果として出現したという、原因・
結果関係がなりたっている。

31) 「政府も企業もインターネットに依存している今、たった１人か２人のサイバー攻
撃で政府の機能やインフラが破壊されかねない。危険性は、加速度的に高まってい
ます」
（2016 年 1 月 23 日 朝刊 週末ｂｅ・ｂ０１）
32) 安倍政権が異次元緩和と財政出動に頼って成長戦略をおざなりにした間に、日本経
済は抜き差しならない状況に陥った。財政再建のめどが立たない今、異次元緩和を
急にやめれば、日銀という超大口の買い手を失う国債の価格が急落して金利が急騰
し、経済が大混乱しかねない。
（2016 年 7 月 4 日 週刊 アエラ）
33) 日米協定は、２０１８年７月１６日に期限切れを迎える。自動延長も可能だが、そ
の後は期限がなくなるものの、米国が事前通告すれば一方的に協定が破棄される。
高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃炉がほぼ確実になったいま、日本はどうプルトニ
ウムを減らすのか、明示を求められる可能性もある。
（2016 年 10 月 15 日 朝刊 ５
総合）

次のような例では、主節に疑問文が用いられ、従属節にしめされた事態を起因として、そ
れがどのような結果をもたらすかを探ろうとしている 26。

34) 南米のスター選手を高額で集め、欧州の名門チームまで買収する。でも、代表の実
力は？

中国の知られざるサッカー熱は、圧倒的な経済力を手にしたいま、どこへ

向かうのか。斎藤徳彦記者が探りました。
（2016 年 6 月 10 日 夕刊 ２総合）

４．２ 根拠・判断の関係の場合
新聞記事のテクストを構成する部分を事実と意見に分けるなら、前の節で取り上げた例
は、事実を述べるテクストにあらわれる。それに対して、以下に取り上げる例は、意見を
述べる部分にあらわれるものである。

４．２．１ おしはかり的な判断
次の例では、主節におしはかり的な判断がしめされ、従属節にその根拠となる事実をさ
26

なお、
「昭和時代に爆発的な人気を博した歌声喫茶。団塊の世代の一斉退職が始まった２０００年代以降、
全国的に再ブームとなり、勢いは増すばかりだ。
「一人カラオケ」も定番になったいま、何が人々を引きつ
けるのか。下関市で年４回開かれるイベント「懐かしの歌声喫茶」を訪ねた。
」
（2017 年 6 月 23 日 朝刊
山口・１地方）という例には因果関係が読みとれない。むしろ、逆接的である。このような用法の位置づ
けは今後の課題である。
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しだしている。たとえば、例 36）は、
「米中の貿易額が大きくなった。だから、米国が貿易
赤字を解消するためには、中国との関係が決定的となるだろう」のように、接続詞「だか
ら」でつなぐことができる 27。

35) 首相の強引さが森友・加計（かけ）学園疑惑にまで結びついているように見える今、
多くの国民が首相の手法に傲慢さを感じ取るのは自然なことだろう。国民が首相に
直接意見を伝えられる場はめったにない。
（2017 年 7 月 21 日

朝刊 オピニオン２）

36) 三つ目は貿易問題だ。米中の貿易額が大きくなった今、米国が貿易赤字を解消する
ためには、中国との関係が決定的となるだろう。協力関係を深めるのか、貿易戦争
に突入するのかの分かれ道だ。
（2017 年 11 月 5 日 朝刊 １外報）
37) ただし、それには、欧米より低い水準にとどまり続けている最低賃金の引き上げが
欠かせません。求められるのは、経営者の意識改革です。人手不足が顕在化しつつ
ある今、賃上げを含めた労働環境の向上に努めなければ、会社を維持するのは難し
くなるでしょう。（2016 年 3 月 9 日 朝刊 オピニオン１）
38) 都議選惨敗と支持率急落で強気のシナリオが揺らぎはじめた今、憲法改正は首相の
解散戦略にとって制約要因となりそうだ。
（2017 年 7 月 17 日 朝刊 ２総合）
39) 米国出身で相撲に詳しいリー・トンプソン早稲田大教授（スポーツ社会学）は「ど
の口上も横綱を受ける覚悟と決意を示す点は共通している」とした上で、
「難しい四
字熟語が使われ始めた当時は、外国出身力士の台頭への反発も出ていた時代。熟語
は結果的に、日本出身の横綱だと強調する効果があったのでは」
。口上が「原点回帰」
した背景について「外国出身力士の活躍が当たり前になっている今、難しい言葉を
使う必要性が減っているのかもしれない」とみる。
（2017 年 1 月 26 日 朝刊

３社

会）

ここで注目したいのは、例 36)～38)の主節が未来の出来事をあらわしているということ
である。もともと「いま」は幅のある現在をあらわすので、そのようなことがあっても不
思議ではないが、現状を踏まえて今後について展望するという述べ方は、次に取り上げる
タイプとも共通しており、このタイプの従属複文の重要な特徴であると考えられる。

４．２．２ 必要性の判断
次に取り上げるものも、従属節と主節は根拠・判断の関係にある。ただし、判断の種類
が異なる。前に取り上げたものはおしはかり的な判断であったが、ここで取り上げるのは、
そのようにすることが必要であるとする判断である。まず、主節の述語が「……する必要
がある」である例を挙げる。いずれも、環境や社会の状況の変化に応じた行動をとるよう

27

例 35）は、典型的なおしはかりではなく、断定をさしひかえたものであろう。
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提言するものである。

40) 昔のように隣近所みんなで子どもを育てる時代ではなくなった今、安心して子育て
できる環境を社会全体が連携して作る必要があります。食事の場を提供し、居場所
を作る役割を担う「子ども食堂」は子どもの成長発達にとても良い影響を与えると
思います。
（2016 年 7 月 13 日 朝刊 オピニオン２）
41) 極端な大雨など気象災害の増加が懸念されている今、自分の身を守るための知識を
学び、行動を考える必要がある。（2016 年 2 月 5 日

朝刊 岡山全県・２地方）

42) この判決で「３倍程度は合憲」との考えが独り歩きし、改革の機運がしぼむのが心
配だ。定数是正をめぐる国会の怠慢・裏切りは何度もくり返されてきた。司法が一
歩後ろに引いてしまったいま、国民が引き続き目を光らせる必要がある。参院議員
の定数配分をめぐっては別の問題もある。
（2017 年 9 月 28 日

朝刊 オピニオン２）

43) 「テーマの是非ではなく、互いの考えの相違点を発見しその理由まで理解してほし
い。そして合意するのかしないのか、社会集団の一人として考え抜いてほしいので
す。１８歳選挙権が始まった今、こういうプロセスを年齢に見合ったかたちで学ん
でいく必要があると思います。知識は古びても思考は財産になって残っていくはず
ですから」
（2016 年 9 月 12 日 週刊アエラ）

次は、述語が「しなければならない」
「するべきだ」といった形をとる例である。

44) 女性の「活躍推進」や貧困を巡る政策でも想定されておらず、こうした女性を対象
にした調査自体が珍しいという。男女ともに未婚化や非正規化が進む今、
「支援の対
象として社会が認め、家族を基準とした社会保障制度の枠を見直していかなければ
ならない」と話す。
（2016 年 2 月 24 日 朝刊 ５総合）
45) 何よりも営業努力だと考えています。お葬式やお墓に対する考え方も変わってきて
いる今、お寺、仏教を改めて理解してもらわなくてはいけません。たとえば、難し
いお経を読んで誰がわかるのか。わかりやすく伝えることが一番大事で、
『お経は短
く、説法は長く』が肝心です。
（2017 年 6 月 30 日 週刊 週刊朝日）
46) 恋愛のメカニズムを科学的に研究する早稲田大の森川友義教授は「お見合い結婚が
減った今、結婚相手を探すなら９５％が能動的に恋愛しなければいけなくなった」
と解説します。
（2016 年 6 月 25 日 夕刊 Ｕ３５）
47) 一部ではなく、全面的な行使を容認すべきだ。核を持つ全体主義国家による国防の
危機に直面している今、わざわざ自らの手足を縛るような規定をすべきではない。
（2016 年 7 月 8 日 朝刊 石川全県・２地方）
48) 稲田氏の関与が疑われた段階で、第三者機関の調査に切り替える手もあったが安倍
政権は拒み、内閣改造前の駆け込み公表にこだわった。特別防衛監察制度への信頼
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が大きく損なわれた今、第三者機関を設置して調べ直すべきだ。
（2017 年 7 月 29 日
朝刊１ 総合）

このほか、明示的な「必要」の表現をとっていないものでも、文レベルでは必要性があ
らわされている例も多数見られる。たとえば、例 49）では、主節で「難民援助システムの
改革」が必要であるという意見を述べている。そして、その根拠として、従属節に「今、
難民を含めた強制移住の被害者が全世界で６５００万人を数える」という事実をしめして
いる。以下の例でも、主節には、必要性についての書き手の判断が間接的に表現されてい
る。

49) 日本を含めた援助国は現行の難民支援制度が事実上破綻していることを認識し、発
展途上国、援助機関と協力のうえ、おのおのが適切な責任を果たす新たな難民援助
のあり方を今すぐ検討するべきだ。忘れてならないのは開発途上地域と先進地域が
責任を押し付け合い、新たな難民支援制度の構築が遅れれば、最大の被害者となる
のは難民たちだということだ。難民を含めた強制移住の被害者が全世界で６５００
万人を数えるいま、難民援助システムの改革は国際社会が抱える喫緊の課題である。
（2017 年 1 月 12 日 朝刊

オピニオン１）

50) 降雨で地下水の水位が地表近くまで上昇すれば、気化したベンゼンなどを含む有毒
なガスの濃度が地上で高くなる恐れがあり、市場の食品に影響を与える危険性は増
す。濃度が低くても、地下水が地表近くに上がってくること自体、市場の運営に支
障をきたす。ガスを地中で遮るはずの盛り土がされていない今、地下水を地表に近
づけないことは汚染対策の柱だ。（2016 年 10 月 3 日 週刊 アエラ）
51) 農林水産省は想定問答について「地裁での交渉に支障を及ぼす」として説明を拒ん
できたが、協議が打ち切られたいま、もう拒む理由はない。説明責任を果たし、地
元の不信感を拭ったうえで、解決の糸口を探るべきだ。
（2017 年 3 月 28 日 朝刊 ２
社会）
52) 日本では安楽死は認められていません。私は安楽死の法制化を望みます。高齢化社
会の今、安楽死の必要性を論じてもよい時期ではないでしょうか。
（2016 年 11 月 29
日

朝刊 オピニオン２）

53) 気候変動がもたらす災害や巨大地震が想定されるいま、市民にとって一番大切なの
は、日常生活の中での防災、減災教育ではないでしょうか。
（2017 年 2 月 8 日 朝刊
大分全県・２地方）
54) しかし、そのような綱領作り、党作りには時間がかかります。新党結成を拙速に行
えば、確固たる理念、綱領のない、寄り合い所帯の党になってしまうだけではない
でしょうか。
参院選が間近に迫っている今、野党に求められているのは、参議院で３分の１以
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上の議席を確保するよう、全力を尽くすことではないでしょうか。安倍晋三首相が、
改正発議に必要な３分の２の議席確保をめざすとしているからです。新党結成にこ
だわり、さらに選挙協力を白紙に戻すようなことは避けるべきです。
（2016 年 2 月
19 日 朝刊 オピニオン２）

主節が疑問文になっている例は前にも取り上げたが、次のようなものは、それとは異な
る。これらは、従属節にしめされた状況に対応するには、どうすることが必要かというこ
とについて問題提起している。

55) ベトナム戦争のさなか、その歌は気負いなく平和を求める若者の心を代弁していた。
それから半世紀近く、戦後世代は人口の８割を超えた。体験者が消えつつある今、
どうやって戦争を伝えるのか。それが、私たち「戦争を知らない大人たち」の課題
になった。今夏のＮＨＫの終戦特集は、その点で多くの貴重なヒントを与えてくれ
た。軍幹部が、補給を軽んじた無謀な作戦で多くの死傷者を出した「戦慄の記録 イ
ンパール」
。
（2017 年 9 月 28 日 朝刊 ２道）
56) たくさんの人が乳がんにかかる今、どうやって患者さんを社会で支えていくか。考
えてもらうのがピンクリボン活動。正しい情報を知らないからこわくなってしまう。
正しい情報を知ることが大切なんです。
（2017 年 8 月 22 日 朝刊 東特集Ｃ）

次のような例も、前の例に準じる。主節は疑問文ではないが、現状に問題があることを
指摘し、その解決の必要性を主張している。

57) 根津のいう“難民”とは、鉄道や路線バスの廃止で移動手段を奪われた「交通難民」
、
大型ショッピングモールの進出で徒歩圏内の商店街を失った「買い物難民」など、
モータリゼーションのひずみに苦しむ人々のことだ。しかし、高齢ドライバーの誤
操作による重大事故や生活道路での歩行者の死亡事故が多発するいま、クルマがあ
れば済む話ではない。そこで根津が提案するのが「自転車以上軽自動車未満」の乗
り物でこの課題を解決することだ。
（2017 年 2 月 5 日 朝刊 グローブ５面）
58) 安倍晋三首相は戦力保有行使を禁じた９条２項は変えず、３項で自衛隊を明記する
改憲案を示していますが、これだと「自衛隊は戦力ではない」という欺瞞は残った
まま。北朝鮮問題が緊迫するいま、国防を真剣に考えているのか疑問を覚える、い
い加減な改憲案です。しかし立憲民主党の枝野幸男代表も、９条２項を残して自衛
隊明記という安倍改憲案と大差ない改憲案を２０１３年に提示した。
（2017 年 10 月
20 日

朝刊 オピニオン１）
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４．３ 理由づけ
次に取り上げるのは、主節にまちのぞみ文 28がくる場合である。次の例では、主節には、
書き手の欲求や願い、期待が表現され、従属節には、その理由となるレアルな出来事がさ
しだされている。新聞記事ということもあって、これらのまちのぞみ文の例は、社会的な
意味や公共性を意識した例が多い。

59) 「美術館の購入予算が減る今、同時代の作品を一つでも多く美術館に残したい。海
外ではお金持ちがステータスのために文化に協力する習慣があるが、日本では日本
なりに、小さなお金を出し合って残していけたら」と八木さん。
（2016 年 7 月 22 日
夕刊 夕刊ｂｅ金曜６面）
60) 橋本さんは「自分の父も大工だったから、家を残したいという思いに応えたかった。
活字離れが進むいま、若い人たちに向けた文学スペースにしたい」と話す。
（2016 年
2 月 18 日 朝刊 ２社会）
61) 南海トラフ地震も予測されるいま、四方を海に囲まれた日本の地理的条件を生かし
て機動的な初動対応ができるように、常備を強く求めたい。
（2016 年 4 月 25 日 朝
刊

オピニオン２）

62) 「日本人の働き方や休み方を考え直そうという今、小さな村の小さな暮らし方があ
るということを、そして都会で行き詰まっている人たちに他の暮らしもあるという
ことを、ぜひ知ってほしい」。サミットを終えた小村さんの思いだ。
（2016 年 12 月
27 日 朝刊 山梨全県・１地方）
63) 地震後初めて部員が集まったのは４月２９日朝。半ズボンにＴシャツ姿。保護者ら
と手押し車で土を運び、補修した。作業後、松岡順一監督（４５）が言った。「野球
ができることに感謝すると、みんな漠然と言ってきたと思う。当たり前のことがで
きないということを体験した今、その意味を改めてよく考えて欲しい」
（2016 年 7 月
6 日 夕刊 ２社会）

以上、この節では、
「いま」によってむすばれる従属複文における因果関係をあらわす従
属複文の側面に焦点をあて、この複文の従属節が、主節との関係において、原因、根拠、
理由をあらわすことを見た。

28

奥田（1986b）を参照。
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５．おわりに
以上に述べてきたように、
「いま」によってむすばれる従属複文には、同時関係性という
時間従属複文の側面と因果関係をあらわす従属複文の側面がある。この二つの側面は、相
互に働きかけあい、からみあって、この複文を特徴づけている。この複文においては、時
間従属複文の側面が explicit であり、因果関係をあらわす従属複文の側面は implicit で
ある。
このことによって、後者の側面は、前者の側面にしばられることになる。原因、根拠、
理由といった、さまざまなタイプの因果関係をあらわすことができるとはいえ、従属節は
現在の出来事をさしだし、主節はそれと同時関係にある出来事をさしだすという制約から
逃れることはできない。「いま」によってむすばれることから必然的に生じる制約である。
同時関係性という点では、
「とき」と共通するが、現在をあらわすか否かという点で、両者
はむしろ相補的な関係にある。
しかし、実際の用例からわかるのは、「いま」によってむすばれる従属複文においては、
典型的な同時性や客観的な原因・結果関係をあらわすものは少なく、主節に未来志向性が
あらわれている例が大変多い。現状を問題視し、それに対する対応をのぞむ、求めるとい
う、書き手の積極的な態度がいいあらわされているのである。この点では、因果関係の側
面が時間関係の側面に働きかけているといえるだろう。
なお、因果関係が読みとれない例もあることはすでに述べた。最後に、その一部を取り
上げておく。過去を振り返り、そこからの成長、発展、改善などについて、感慨を込めて
述べるものであり、一つのパターンになっている。

64) 原料のコメは「大槌復興米」と呼ばれるひとめぼれ。津波で全壊した自宅跡で菊池
さんが最初の３株を見つけた。津波に乗ってどこからかたどり着き、芽吹いたとみ
られる。稲は後に復興のシンボルとして、ＮＰＯやボランティアが少しずつ増やし
ていった。
震災から６年が経った今、復興米は被災地に心を寄せるツールとして活用される
ようになった。
（2017 年 5 月 9 日 朝刊 岩手全県・１地方）
65) 疾風のごとく帰国したので、心をブルガリアに半分残したまま上映を迎えた。いた
だいたたくさんの感想も、疑惑の表面化から４カ月ほどがたった今、ようやく少し
ずつ噛み砕けてきた。（2016 年 11 月 25 日 夕刊 東特集Ｅ９）
66) 国交正常化から６０年を迎える今、フィリピンは語学留学やダイビングなど、私た
ち日本の若者にとって身近な国だ。私も学生だった６年前、ＮＧＯのボランティア
として１年間ホームステイをした。
（2016 年 4 月 30 日 朝刊 オピニオン１）
67) 酒造りって面白そうだ。そう思い、３１歳で袂（たもと）を連ねた。だが、まだそ
のときは宮森に実権はない。山口が酒米を洗っているときに、濁った水を取り換え
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ただけで、ベテランの蔵人たちから「何やってんだ」と怒られた。それから８年た
ったいま、製造部長を務める山口は、長谷川浩一や廣木健司からも「寫楽があるの
は、山ちゃんがいるおかげだ」と言われる存在になった。
（2016 年 6 月 10 日 朝刊
福島全県・２地方）
68) ４年前のソチ五輪代表選考会だった全日本のフリーでは、羽生結弦（ＡＮＡ）や高
橋大輔らと同じ最終グループで滑った。当時は高校生。２０歳になった今、世界の
トップ選手と堂々と戦える実力をつけ、平昌五輪のメダル候補に躍り出た。
（2017 年
12 月 25 日 朝刊 スポーツ２）

91

終

章

本論文では、時間名詞「いま」が格（はだか格を含む）やとりたて形式をとったり、語
基として合成語を形成したりして時間副詞として働く場合や、文法化によって従属接続詞
化した用法を取り上げ、述語論において有効性が確認されているカテゴリー（テンポラリ
ティー・アスペクチュアリティー・モダリティー・とりたて・評価性・タクシス性・因果
性）の複合性という観点から、それらについて考察を行った。
時間の言語表現としてのテンポラリティーについては、文法的＝形態論的な表現手段と
してのテンスと語彙的な表現手段としての時間副詞がある。また、表現内容の観点からは、
絶対的テンポラリティー（発話行為時基準）と相対的テンポラリティー（他の出来事時基
準）に分かれ、時間副詞についても、この観点からの二分類が可能である。
「いま」は前者
にあたり、発話時と同時であること＝現在を表す。しかし、
「いま」には、
「いまは」
「いま
も」
「いまでは」
「いまでも」
「いまや」「いまだに」など、さまざまなとりたて形式におい
て語彙化が進んでおり、このほか、
「いまごろ」「いまさら」などの合成語を形成したり、
従属接続詞へと文法化したりしたものもあり、現在に対するさまざまな把握のしかたがそ
れらに反映している。このように多数存在する「いま」の関連語彙の意味と機能を体系的
に記述する必要がある。こうした問題意識のもと、本論文の各章では、以下のようなこと
を論じた。
第１章では、はだか格でとりたてのない「いま」を一つの時間副詞として取り上げ、述
語のテンス・アスペクトおよびモダリティーとの関係について考察した。述語のテンス・
アスペクトとの関係については、まず〈はなしあい〉での用例を調査し、未来＝直後を表
すスルを除いては、一般に現在を表す非過去形と共起し、過去形については、現在パーフ
ェクト用法の完成相過去形（シタ）のほか、まれではあるが、継続相過去形（シテイタ）
とも共起し、直前まで継続していた動作を表すことを明らかにした。また、
〈かたり〉では、
相対的テンスとして機能したり、描出話法に現れたりすることを確認した。モダリティー
との関係については、叙述系と実行系で「いま」の時間的な意味が変わるということを指
摘した。前者については、テンポラリティーはほぼ現在といえるが、後者については、未
来＝直後になる。ただし、
「すぐ」との比較によって、実行系の文と共起する「いま」は、
単純に未来＝直後を表しているということはできず、「この場において」という意味で発話
現場を指していると考えられることを指摘した。
第２章では、
「いま」のとりたて形式として、
「いまは」
「いまでは」
「いまも」
「いまでも」
「いまや」
「いまだに」を取り上げ、とりたて性と評価性の両面から考察した。考察の結果、
「いまは」は、現在に焦点をあて現在以外の時間からとりたてる（対比される状況は明示
されないこともある）のに対して、
「いまでは」は、先行文に明示される過去の状況からの
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推移の結果として現在の状況をとりたて、肯定的な評価を与えること、「いまや」のとりた
て方は「いまは」と似ているが、評価性（結果に対する肯定的評価）に関しては「いまで
は」と共通であること、
「いまも」と「いまでも」は、いずれも現在という時間を過去と同
じ状況にある時間として累加するときに用いられるが（対比される過去の状況は基本的に
先行文に明示される）
、後者には特に、現在の状況が過去から変わっていないという認識に
加えて長い時間の経過の中で状況に変化があってもよいはずであるのに変化していないと
いう一種の評価的感情を伴うこと、
「いまだに」については、基本的に否定的な評価的感情
を伴うという点が「いまでも」とは違うこと、よって、推移の結果に対する肯定的な評価
を含む「いまや」と状況に変化のないことに対する否定的な評価を含む「いまだに」は対
照的であること、などを明らかにした。
第３章では、
「いま」のニ格形式の「いまに」「いまにも」を取り上げ、テンポラルな側
面とモーダルな側面との複合を観察した。まず、
「いまに」が共起する述語のテンス・アス
ペクト形式は基本的にスル形式であり、「いつか分からない」という不定的な未来を表す。
モーダルな側面に関しては、実行系の文では〈決意〉になり、叙述系では〈推量〉になる。
前者では、実現が困難であるという状況や場面での固い決心・誓いを表し、シテヤル、シ
テミセルという述語形式も現れる。後者では、〈予言〉のニュアンスになり、期待や恐れと
いった評価性をともなうことも多い。一方、
「いまにも」は、スル形式と共起して未来＝直
後を表し、シソウダと共起して〈将然性〉を表す。モーダルな側面は、前者の場合は〈予
測〉となり、後者の場合は徴候に対する〈知覚体験性〉になる。
第４章では、
「いまごろ」に関する工藤（2013）の記述を踏まえて、
「いまごろ」と「い
まさら」を比較した。
「いまごろ」は、モーダルな側面について〈事実未確認〉〈事実確認〉
〈反実仮想〉の三つの場合があり、
〈事実確認〉の場合に評価感情が前面化することが知ら
れている（このとき、
「は」でとりたてられないことを指摘した）
。また、評価感情には〈意
外性〉と〈不当性〉がある。一方、
「いまさら」は常に〈不当性〉を表す。
「いまさら」の
例には、未実現の場合と実現ずみの場合があり、実現ずみの場合、「いまごろ」と「いまさ
ら」は置き換えられることが多いが、「いまごろ」は、その時期の実行が不適切であれば使
用できるのに対して、
「いまさら」は、経緯を踏まえて不当であると評価するときにしか使
用できない。
第５章では、新聞記事のテクストにしばしば見られる、従属接続詞化した「いま」を取
り上げた。
「いま」によってむすばれる従属複文には、同時関係性を表す時間従属複文の側
面と因果関係を表す従属複文の側面がある。前者の側面は、
「とき」によってむすばれる時
間従属複文が比較の対象になる。両者の間には、基本的に同時関係（重複的同時性・接触
的同時性・全体的同時性・部分的同時性）を表し、従属節の述語がシテイル形式のときは
重複的同時性・全体的同時性を、従属節の述語がシタ形式のときは接触的同時性を表す、
といった共通点が見られる。一方で、「とき」でむすばれる従属複文が現在のことを表すの
はまれであるが、
「いま」でむすばれる従属複文は現在のことしか表せない（ただし、その
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幅は広い）
、
「とき」でむすばれる従属複文における従属節のスル・シタは限界達成前・後
というアスペクト的な対立を構成するが、「いま」でむすばれる従属複文では従属節のシタ
は限界達成後を、スルは主に継続過程を表す、といった相違点がある。他方、「いま」によ
ってむすばれる従属複文が因果関係を表す用例は９割以上に及び、因果関係性はこのタイ
プの複文の特徴として定着しているといえる。因果関係の内実は、主節のモーダルな意味
によって、原因・結果、根拠・判断、理由づけに分かれる。新聞記事での実際の使用にお
いては、典型的な同時性や客観的な原因・結果関係を表すものは少なく、現状を問題視し、
それに対する対応を望み、求めるという書き手の積極的な態度（未来への志向性）が言い
表されているものが非常に多い。
本論文の結論は以下の通りである。テンポラリティー・アスペクチュアリティー・モダ
リティー・とりたて・評価性・タクシス性・因果性などのカテゴリーは、相互に作用しな
がら、文の対象的な内容と現実との関係としての〈陳述性〉を体系化している。そうした
意味で、カテゴリーの複合性は必然的であり、言語研究のさまざまな局面において重要に
なる考え方である。

それにしても、日本語には「いま」から派生した副詞のバリエーションが多い。『日本国
語大辞典』から「いま－」で始まる副詞の項目 29を抜き出すと、
「いまいち」
「いまいちど」
「いまいま」
「いまがいま」
「いまかいまか」「いまがた」
「いまこそあれ」「いまこのとき」
「いまごろ」
「いまさき」
「いまさきがた」「いまさっき」
「いまさら」「いまし」「いましが
た」
「いましき」
「いましは」
「いまじぶん」
「いましも」
「いましあれ」
「いますこし」
「いま
だ」
「いまだかつて」
「いまだに」
「いまといういま」
「いまどき」
「いまともに」
「いまに」
「い
まにして」
「いまにも」
「いまのいま」
「いまのいままで」
「いまのところ」
「いまのほど」
「い
まのま」
「いまのまさか」
「いまは」
「いまはかぎり」「いまはかく」
「いまはこれまで」
「い
まはた」
「いまははや」
「いまはむかし」
「いまひといき」
「いまひとつ」
「いまほど」「いま
まで」
「いまもいま」
「いまもかも」
「いまもって」
「いまや」
「いまやいまや」「いまやおそ
し」
「いまをかぎり」と、枚挙に暇がない。
試しに、この辞典の「いまは」の項を引いてみると、
「現在は。今頃は。
」のほかに、「こ
んな状態になった現在では、もはや。」「もう、そろそろ。おっつけ。」
「これからは。今後
は。
」という意味記述があり、古くは用法の広かったことが窺えて興味深い。また、辞書に
よって掲載語が異なるというのも興味深い。
『明鏡国語辞典』は、
「いまでこそ」
「いまでも」
を副詞として掲出する唯一の辞書である（ただし、
「いまでは」はない）。
本論文で取り上げたのは、ほんの一部の語彙にすぎない。また、歴史的変化についても
みていない。今後、考察範囲を少しでも広げていきたい。

29

慣用表現や連語、
「と」をともなって副詞的に用いられるもの、古語を含む。
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出典リスト
・朝日新聞オンライン記事データベース『聞蔵 II ビジュアル for Libraries』
・
『CD-ROM 版 新潮文庫 100 冊』
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剣客商売／池波正太郎 1972
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北の海／井上靖 1975
黒い雨／井伏鱒二 1966
沈黙／遠藤周作 1966
野火／大岡昇平 1948
楡家の人びと／北杜夫 1962
聖少女／倉橋由美子 1967
一瞬の夏／沢木耕太郎 1982
流行感冒／志賀直哉 1919
国盗り物語／司馬遼太郎 1963
太郎物語／曽野綾子 1973
冬の旅／立原正秋 1969
新源氏物語／田辺聖子 1978
二十四の瞳／壺井栄 1952
孤高の人／新田次郎 1969
草の花／福永武彦 1954
人民は弱し 官吏は強し／星新一 1967
塩狩峠／三浦綾子 1968
驢馬／三浦哲郎 1962
金閣寺／三島由紀夫 1956
雁の寺／水上勉 1961
世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド／村上春樹 1985
さぶ／山本周五郎 1963
樹々は緑か／吉行淳之介 1958
砂の上の植物群／吉行淳之介 1963
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