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日本語とアラビア語における副詞表現をめぐって
―意味・機能を中心に―

ワリード・イブラヒム（カイロ大学）

【キーワード】　副詞の定義、意味分類、形式と意味、副詞的表現

0．はじめに
　日本語教育の現場でも言語間の翻訳の現場でも最も複雑で理解しにくい言語表現として、

「形容詞」1 や「副詞」が挙げられる。これらが理解しにくい理由として、「形容詞」や「副詞」
のそれぞれの品詞認定としての困難さや言語間に見られるズレに原因があるのは当然である
が、それ以上に、飛田（1994）がその「はしがき」で指摘しているように、話し手の物事に
対する考え方や捉え方・感じ方を表すものが多いからである。特に日本語の品詞認定は、基
本的に語形や活用の有無によって行われる場合が主である 2。しかし実際は、その認定を行お
うとしても、はっきりした境界線が引けない場合が少なくない。「副詞」という品詞はその
分かりやすい例だと言える。副詞は品詞を論じる上で「ゴミ箱」だと言われながらも、「日
本語をみがく小辞典〈形容詞・副詞篇〉」3 というタイトルの書籍が市場に出回っているとい
う現状が物語るように表現上、非常に大事な語類である。また、言語能力を磨くために、副
詞表現の重要性が明らかな一方で、その種類が多く、いくつかの品詞にまたがっていたり、
文の中でも意味的には「命題内」とされるものもあれば、「命題外」とされるものもあった
りするなど、その働きや用法が多岐に渡っているのは事実である。それゆえ、「副詞」は、
形態論的にひとまとめにするのが困難であるため、長い間言語研究の対象外にあった。

1．問題提起と研究の目的
　本稿ではアラビア語において副詞法とされる表現とそれらに対応する日本語表現を探り、
日本語の副詞と呼ばれる品詞が俗に言われるように「いらないものを入れるゴミ箱」ではな
く、むしろ、本来、意味的な面から副詞的な用法を持つものでありながら、日本語の形式重
視の品詞分類によって「副詞」という考え枠組みから排除されてきたものが多々あると主張
したい。
　湯浅（2009:p.63）は、「たとえば、接続助詞の「ほど」「挙句」などは山田（1908）、松下（1930）
によると名詞となる。一方、奥津（1986）は ｢から｣ ｢ながら｣ などと共に ｢ほど｣ ｢挙句｣
を副詞の一種としている。」と指摘している。

1 ワリード（2003）の研究によると、世界の言語は、形容詞の振る舞いの違いにより、「動詞的」と「名詞的」とに分かれる。日本語の
「形容詞」は「用言」の下位分類と位置づけられ、アラビア語の「形容詞」は「名詞」の下位分類と位置づけられている。

2 国立国語研究所（1964）『日本語語彙分類表』の分類方針は、品詞論の面から大きく四つに分かれている。①「体の類（名詞
の仲間）」、②「用の類（動詞の仲間）」、③「相の類（形容詞、形容動詞、連体詞、ある種の副詞も含む）」、④「その他（接続詞
の類、感動詞の類、ある種の副詞）」である。

3 森田（1990）
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　品詞研究の有名なものとして、McCawley（1988）、Sadock（1990）による名詞研究がある。
それによると、品詞は一枚岩的な概念ではなく、意味的、構造的、形態的な要素に分解する
ことができると指摘しており、たとえば、Sadock（1990）は品詞としての「名詞」を形態
的要素、構造的要素、意味的要素に分解した。また、副詞認定について林（2006：p.3）は、
以下のように述べている。

副詞の範囲や定義は研究者によって様々である。主な文法論の範囲でも、副詞を最も
広く考えると、感動詞や接続詞から形容詞連用形・形容動詞連用形まで入ることにな
る。実際、動詞を限定修飾する「ゆっくり」が（情態）副詞なのであれば、「早く」
などの形容詞連用形や、「早急に」などの形容動詞連用形も副詞と考えてもいいとい
う議論も成り立つ。この理論で形容詞連用形を副詞と考えるのであれば、動詞を限定
修飾する動詞テ形（例えば「急いで」など）も同様に副詞と考えてもよいことになる。

このように、副詞はずっと品詞論のゴミ箱とされてきたと言われながらも、副詞の品詞
としての重要さをうかがわせる研究は少なくない。しかし、日本語においての副詞表現の意
味的機能を網羅的に考察した研究はかなり限られてくる。日本語の副詞を総合的に取り上げ
た研究が乏しい上、アラビア語と日本語における副詞表現の対照研究も皆無に等しい。そこ
で、本稿では、日本語とアラビア語における「副詞」と称される表現を概観した上で、副詞
の意味・機能に関する問題点を整理しつつ、意味と機能を重視した副詞定義の再検討の必要
性を述べる。そして、アラビア語圏日本語学習者向けの日本語教育における効果的な副詞指
導を考えることを目的として、日本語とアラビア語における副詞表現の対応の様子を見てい
くことにしたい。

2．日本語副詞の概観
本章では、日本語研究においての「副詞」の定義とその意味的な下位分類を概観するこ

とにする。日本語の副詞については、「副詞論のまとめ方として、「形」から副詞を定義する
立場と、「働き」から副詞を定義する立場の二つの方法がある」と畠（1991:p.5）が指摘して
いる。さらに、「現在は、形だけでは副詞は定義できないと考えられ、形によって定義する
方法から働きによって定義する方法へ移行する傾向が全体として見られる」と述べている。
しかし、品詞論においての副詞は、基本的に「品詞の一であり、自立語で活用がなく、主語
にならない語のうちで、主として、それだけで下に来る用言を修飾するもの」（『松村監修 
デジタル大辞泉』を参照）などと定義されることが多く、その意味・働きを説明した定義は
ほとんど見られない。

副詞は動詞や形容詞（用言や用言相当の語句）を修飾することを本務とする品詞であるが、
形式的にも意味的にも様々なものが含まれている。たとえば、副詞の下位分類として、山田

（1936）の研究では、「事物の状態を表す状態副詞（「はるばる」「しばらく」「ゆっくり」など）、
性質・状態の程度を表す程度副詞（「いささか」「いと」「たいそう」など）、叙述のしかたを
修飾し、受ける語に一定の言い方を要求する陳述副詞（「あたかも」「決して」「もし」など）」
の三分類に分けられている。そして、渡辺（1971）は、山田の「陳述副詞」に当たる分類が、
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後に続く内容を話者に予測させるという職能を持つことから、それらを「誘導副詞」と名付
けた。また、中右（1980）はこの分類の副詞を、一般に「文副詞」と呼ばれる副詞として取
り上げ、命題との係わり方から四つに下位分類している。これらの副詞は、それぞれ細かい
部分で異なるが、ほとんど同じ種類の副詞である。
　また、工藤（2000）は、「陳述副詞」を「叙述副詞」「呼応副詞」とも呼ばれると指摘し、否定・
推量・仮定など、述語を補足したり明確化したりする副詞であり一定の陳述的意味を担う形
式と呼応して用いられると述べた。また、その代表的なものとして、以下のものを挙げた。

　　　< 否定 >： けっして・必ずしも／たいして・ちっとも・ろくに・めったに
　　　< 推量 >： きっと・おそらく・多分／さぞ
　　　< 否定推量 >： まさか・よもや
　　　< 依頼／願望 >： どうぞ・どうか・ぜひ
　　　< 条件 >： もし・まんいち・仮に／たとえ／いかに・いくら／せっかく
　　　< 疑問 >： なぜ・どうして／はたして・いったい
　　　< 比況 >： あたかも・さも・いかにも・まるで

　すなわち、陳述副詞は、否定表現・推量表現など、特殊な陳述の仕方が述部に期待される
副詞（例：「とても食べられない／全然見たくない／たぶんだめだろう」）であり、工藤によ
れば、陳述性（のべかた・predicativity）は、話し手の立場から取り結ばれる文法的諸特性
の総称として用いられているが、その定義をもとに、文の陳述性のうち、副詞あるいは副詞
的成分に関係のあるものとして、ａ）叙法性、ｂ）評価性、ｃ）対照（とりたて）性の三つ
を挙げ、陳述副詞を「叙法副詞」「評価副詞」「とりたて副詞」の三つに分類した。また、高
橋（2005）による研究では、「陳述副詞」の下位分類である「叙法副詞」を、「ムード副詞」
と称している。
　一方、仁田（2002）は、従来さほど組織的に考察されてこなかった副詞的修飾成分を五種
類（付加的成分である副詞的修飾成分は、①結果の副詞、②様態の副詞、③程度の副詞、④
時間関係の副詞、⑤頻度の副詞）に大別し、日本語の副詞的表現の体系化を図っている。そ
して、仁田（2002:p.2）は、「従来の副詞的修飾成分への研究が、文法研究と称しながらも、
個別的な語彙論的色彩の強いものに傾くことが少なかった」と指摘している。仁田は日本語
の副詞を意味的には、「モダリティ（言表態度）に関わる副詞的修飾成分」と、「命題（言表
事態）の内部で働く副詞的修飾成分」に分けている。モダリティ修飾成分とは、命題の担う
事態の内容の増減に関与せず、事態に対する話し手の評価的態度や認識的な捉え方の程度性
や伝え方を表したものである。
　仁田は、従来の日本語の副詞研究であまり論じられてこなかった命題内部で働く副詞につ
いて、それぞれの意味分野を体系的に論じている。語彙論的記述に重きが置かれ､ 統語構造
との関連性に対する分析が不十分であるという批判もある（水野 (2008:pp.81-87) を参照）が、

「豊富なデータと綿密な記述的分析は､ 今後､ 日本語の副詞研究を諸言語と比較し､ 理論的
な分析を進めていくにあたって重要な示唆を与える一冊であることは間違いないだろう」と
指摘している。
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　以上のように工藤（2000）は、日本語副詞を意味の面から取り上げ、仁田（2002）は、構
文論的視点を取り入れた包括的な副詞的表現の分類研究を行ったが、仁田は独自の統語構造
をたて、文の成分を「中核的成分（主語・述語・補語）」と「周辺的・付加的な成分」に分け、
中核的成分である述語成分と共に現れる「命題内修飾成分」としての副詞を取り上げて階層
的な分類を試みた。さらに、「様態の副詞」の下位と上位にはさらに、主体や対象の変化に
関わる「結果の副詞」、アスペクトを中心とする時間の中での事態の出現・存在・展開のあ
りように関係するとされる「程度・量の副詞」を位置づける。周辺的・付加的な文の成分と
して分類される「モダリティ修飾成分」としての副詞は取り扱われなかった。そして、時間
副詞を立てるべきと指摘した。
　要するに、副詞は、様々な言語形式にまたがり、意味分野が多様であるだけでなく、中右 
(1980:p.159) の言うように「話者が切り取った現実世界の状況（出来事、状態、行為、過程など）」
である「命題」と、「発話時における話者の心的態度を叙述したもの」である「モダリティ」
にも関わるということである。
　本稿では、「現実世界の状況」から「話者の心的態度」まで描写する働きを持つ「副詞」
を言語現象として研究するべきだと考える。すなわち、言語形式や語形に縛られず、ただの
文法範疇としてではなく、視野を広げ、その意味・機能・働きや統語的な特徴を表現法とし
て、網羅的に定義するのが本稿における重要な論点であることを強調しておきたい。
　本章では、日本語の語形（語彙レベル）としての「副詞」について述べてきたが、以下で
取り上げるアラビア語の表現法（修辞法）としての「副詞」は、これとはまったく異なって
いる。

3．アラビア語副詞の概観
　前章で見たように日本語においては、「副詞」は品詞として位置づけられているが、しか
し、それはあくまで語形的に分類しやすいものが多いからである。また、日本語の品詞分類
の定義は主に語形に頼りすぎて、副詞句・副詞表現という用語を使わざるを得ないことが多
くなり、それゆえに「副詞は品詞のゴミ箱」という言い方も出てくる。一方、アラビア語に
は、形式として（語形として）の副詞 4 はあるが、本章で取り上げるアラビア語副詞的表現
の概観は品詞ではなく、表現法であると言える。
　本稿では「副詞の意味的特徴」に主眼を置きながら、先行研究を参考にアラビア語と日本
語における副詞の意味機能を明らかにし、副詞表現は、文法範疇というより意味範疇として
見るべきであるという立場を取っている。なお、以下で挙げる文例とその日本語訳はインタ
ーネット上で検索できる三田（1972）の『聖クルアーン日亜対訳』を用いた 5。
　アラビア語における「副詞」、あるいは、より正確に言えば、「副詞的機能を持つ表現」は
多様で、形式的な面からまとめることは不可能であり、「品詞」として認定されておらず、

4 アラビア語の品詞は、語形変化の有無およびその仕方によって、動詞、名詞、不変化詞の三種に大きく分かれる。ワリード
（2003：p.29）を参照されたい。

5 訳文は意訳であり、語彙レベルでは必ずしも原文と一対一で対応しているものではないが、副詞表現の追究にはデータは豊
富である。
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基本的にその意味と働きによって定義される。たとえば、Sameraay（2003）6 による研究では、
以下のように定義されている。

描写、またはそれに相当する表現であり、その修飾を受ける名詞・動詞などの様子・
様態を明解にする働きをするものと、その意味を強調する働きのものである。そのよ
うな意味からは、「副詞（Haal）」の表す内容は、述語の内容の成立に「必須的なもの」
と「副次（強調）的なもの」に分かれる。（Sameraay:2003-p.239）

　以上の定義から、アラビア語の副詞表現の基本的な特徴としては、「意味の強調」、「意味
の明確さ」であると分かるが、形式的にも意味的にも様々な下位分類があるので、本研究で
は、形式による下位分類を概観し、意味的な分類に主眼を置きたい。
　副詞は大きく、「必須的なもの」と「副次的なもの」とに分けられる。①「必須的なもの」とは、
文で伝える意味がそれなしでは成立しないという意味である。それに対して、②「副次的な
もの」とは、文で伝える内容に新しい意味を付け加えることなく、本来の意味をより明確に
する、あるいは強調する意味を表すものである。さらに、①「必須的な副詞」はテンスの面
が三種類に分かれる。以下では①と②の副詞の例を挙げながら紹介することにする。なお、
以下で取り上げるアラビア語の副詞に関する解説は Sameraay（2003:pp.239-269）と Hassan

（1995:pp.363-412）によるものである。

3.1「必須的な意味の副詞」「協調的な意味の副詞」
　アラビア語において、副詞は、文が成す事柄的な意味の成立に必須的（欠かせない）かど
うかという見地から、「必須的な副詞」と「副次的／協調的な副詞」とに区別されるが、まず、

「必須的な副詞」の特徴を見ることにしよう。

①「必須的な副詞（ ）」　
「必須的副詞」は、被修飾語の状態・様子を示すものであり、文の内容に新しい意味をつ

け加える副詞で、所謂、命題内部で働く副詞的修飾成分であり、それが無ければ、意味が成
立しないものである。たとえば、次の例文がその一例である。

【１】 （16： ）
われは天と地、またその間にあるものを、戯れに創ったのではない。（21-16）

　上の例文の「 （戯れに）」は副詞であるが、それを文から取ると意味が変わってしまい、
「創らなかった」という意味になるので、意味の成立に必要である。また、「必須的副詞」は、「同
時性」・「将来性」・「序説性」と三種類に分かれるが、以下ではそれぞれの例文を見ることに
する。

6 Sameraayの原文はアラビア語であり、日本語訳は筆者によるものである（以後も同様）。
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A.「同時性（ ）」

　同時性の副詞とは、修飾される動詞と同時に生起する状態・様子を表すものである。次の
例文には副詞が二つあり、能動分詞「 （怖がっている者）」と、動詞文の「 （彼が
あたりを見回す）」である。二つの副詞はどちらも「 （逃げ出す）」という動詞を修飾し、

「逃げ出す」という行為と同時に現れる状態・様子である。

【２】 （21： ）       

それでかれは、恐れながら　（あたりを）見回し、そこから逃げ出し、．．．（28-21）

B.「将来性（ ）」
　将来性とは、現在ではなく、行為が完成するとこういう状態になるであろうという意味を
表す副詞である。例えば、次の例文の中には四つの副詞があり、①と④が動詞と同時に生起
する状態であり、②と③はその動詞で示される行為が完成した後に実現する状態を表す。

【３】 （27： ）       

．．．もしアッラーが御望みなら、あなたがたは、安心して 必ず聖なるマスジドに入り、

あなたがたの 頭を剃 、または  （髪を）短かく刈り込んで  （ハッジやオムラを全うする）。

何も恐れることはないのである  ．．．（48-27）

また、次の例も将来的な状態を表す副詞であり、預言者になることは生まれた後の状態
である。誕生の吉報と同時にではなく、その後に生起することである。

【４】 （112： ）    

またわれは正しい人物、予言者イスハークの（誕生の）吉報をかれに伝えた。（37-112）

C.「序説性／前置き・注釈（ ）」
序説性、あるいは前置きの副詞とは、後に来る形容詞によって制限される副詞である。

次の例を見ると、「クルアーン（ ）」には統語的に二つの見方があり、一つは、目的語で、
もう一つの見方は前置き副詞として見られる。二つ目の見方では「アラビア語のクルアーン

（読まれるもの）として下した」という意味で解釈される。

②　

④　 ③　 ②　 ①　

①　

①　

②　 ③　

④　

②　

①　
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【５】 （2： ）    

われは、アラビア語の　クルアーンを下した．．．（12-2）

②「副次的な副詞／強調副詞（ ）」
　次に、アラビア語における「副次的副詞」、あるいは強調的副詞を概観することにしたい。

「副次的副詞」とは、それ自体が新しい意味をつけ加えることがなく、主語あるいは目的語
の状況を説明する働きを有する。言い換えれば、必要に応じて述語の叙法の程度を強調・限
定したり、文の叙法性を明確化したりするものであって、文構造上必須のものではない、つ
まり任意的であって義務的ではないという意味では、「語彙的」な表現手段である。すなわ
ち、その意味が既に被修飾語に含意されている副詞であり、その副詞を使用しなくても、仁
田（2002）のいう「事柄的意味」が変わらないのである。このタイプの副詞は、次の三種類
に分けられる。「動詞述語（ ）」を強調するものと、「主語／補語（ ）」の
意味を強調するものと、「文全体（ ）」を強調するものである。

　まず、副詞の被修飾になる「動詞述語（ ）」を強調するものの例として、下の【6】の
例文があるが、この例では、「直ぐ近くに（ ）」という副詞の意味は動詞「近づく（ ）」
に含意されている。

【６】 （31： ）   

主を畏れる者には、楽園が 近づいてくる 。直ぐ近くに 。（50-31）

　次に、副詞の被修飾になる「主語／補語（ ）」の意味を強調するものとして下の【7】
の例がある。意訳の例では明確ではないが、アラビア語の文には目的語の位置に来ている「有
りったけ／全てのもの（ ）」という関係代名詞と、「全部（ ）」という関係代名詞の「有
りったけ／全てのもの（ ）」を修飾している副詞がある。しかし、「全部（ ）」が表し
ている意味は、「有りったけ／全てのもの（ ）」に含意されている。

【７】 （29： ）    

かれこそは、あなたがたのために、地上の 凡てのもの を創られた方であり、．．．（2-29）

　次の例文【8】の中の副詞である「正義を守るもの（ ）」は、「アッラーの外に神
がない（ ）」という文全体を修飾し、その意味を強調するものである。「正義を守
るもの」は「かれの外に神がない」という文の内容を強調する副詞である。日本語の訳では、「正
義を守る」という副詞的表現は「知識を授かった者」に係っているが、それは誤りだと言え
る。すなわち、文の意味は「アッラーも天使たちも知識を授かった者も」「証言した」「アッ

①　②　

①　 ②　

③　 ③　

②　 ①　
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ラーのほかに神がない・正義を守っておられるということを」ということである。

【８】 （21： ）   

アッラーはかれの外に神がないことを立証なされた。
天使たちも正義を守る知識を授った者もまた（それを証言する）。（3-18）

3.2「一時的な意味の副詞」「恒常的な意味の副詞」
　前節では、文の意味内容における副詞の働きを「必須的」なのか、「強調的」なのかとい
う点から見てきたが、意味的な側面からも、副詞の表す状態・様子が「一時的」であるか「恒
常的」であるかによって二種類に分かれる。すなわち、アラビア語においては、副詞は動作
主が行為を行う際の状態・状況を表すのか、あるいは、ずっと離れない状態を表すのかとい
う職能がある。
　たとえば、次の例文【9】（上記例文【1】と同様）は、「逃げ出す」という行為を行うとき
の動作主の状態と様子を表す副詞であり、行為を行う際の状態に限定されている。それに対
して、例文【10】【11】の、「弱いものに（ ）」と「女児に（ ）」はその行為が行われ
た時の状態・様子であるが、一生、修飾対象 7 について離れない状態・様子であることも表す。

【９】 （21： ）    

それでかれは、恐れながら　（あたりを）見回し、そこから逃げ出し、．．．（28-21）

【10】 （28： ）   

．．．人間は（生れ付き）弱い物に創られている。（4-28）

【11】 （36： ）   

．．．かの女は（祈って）言った。「主よ、わたしは女児を生みました。」(3-36)

　以上の例文【10】【11】のように副詞が「恒常的」な意味を表す条件として、「創られた、
生まれた」などのような「生起の開始状態」を含意する動詞である場合に限られているが、
副詞の表す「恒常的」な意味について Sameraay（2003）は次のように指摘している。

副詞の表す状態・様子は基本的に「一時的な」もので、「あなたの兄弟は怒ってやっ
てきた（ ）」のように、「怒り」の状態は来た時の状態であり、すなわち、

7 井本（2012）は、修飾する統語的構成要素を「修飾成分」、修飾される統語的構成要素を「被修飾成分」、修飾される概念的
意味を「修飾対象」と称し、修飾対象は修飾成分が表す意味の包摂的上位概念であると指摘している。また、修飾成分の意
味と修飾対象が単一化することを「修飾限定（する）」と称した。

①　

②　 ①　

②　
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行為が行われる時間範囲内の状態を描写する。しかし、「人間は弱いものに創られた
（ ）」のように「修飾成分」の表す意味がずっと「被修飾成分」について
離れないものになることがある。「恒常的」意味を表し得る副詞は、「生起の開始状態 8」
を含意する動詞を修飾するものに限られている。（……中略……）しかし、「生起の開
始状態」を含意する動詞が使用される全ての文における副詞は「恒常的」な意味にな
るとは限らない。たとえば、同じ「産んだ」でも、「産んだ時泣いていた（ ）」
のように「泣いていた」という状態は出産のときの状況を意味しているが、「産んだ時
目が青い子（ ）」のように、「目が青い」のは、産んだ時の状態でありな
がらも、一生変わらない状態である。つまり、「恒常的」かどうかは、文全体の意味に
依存するということである。（Sameraay:2003-pp.242-243）

　以上のようにアラビア語における副詞的表現は、意味・機能的には様々な基準によって分
類されており、職能が多岐に渡っていることが分かる。また、形式的にも、「単語、句、節」
と様々な言語形式が見られるが、ここでは、言語形式に束縛されず、意味的・機能的な面に
焦点を当てて説明することにした。次章では、アラビア語と日本語における副詞表現の対応
の様子を見ることにしたい。

4．アラビア語と日本語における副詞表現の対応の様子
　前章まででは日本語とアラビア語における「副詞」の定義やその下位分類について考察し
たが、それぞれにおいての品詞としての副詞の位置づけが異なっていることが明らかになっ
た。本章では、例を挙げながらアラビア語と日本語の副詞的表現がどのように対応している
かを考察し、問題点を整理して今後研究すべき課題を検討するための材料としたい。
　まず、日本語教育でも指摘されることはきわめて少ない「動詞テ形」・「動詞連用形」・接
続詞の「〜ながら」・「〜たまま」などに含まれる副詞的な機能を取り上げることにする。動
詞テ形の意味的・機能的な特徴は多様であるが、その中で最も基本的とされる「順次動作」
の用法が動詞によって「同時進行」にある場合もある。すなわち、同じ行為主体で、前件に「状
態動詞」あるいは「結果動詞」が、後件に継続動作性の動詞が立つと「同時進行」になりや
すい。たとえば、次の例文をみると、動詞テ形が副詞的な働きをすることが分かる。

　【12】立ち食いもいいけど、座って食べたいな。 （座った状態で食べる）
　【13】朝起きて顔を洗います。 （順次動作）
　【14】手を挙げて横断歩道を渡ろう。 （「ながら」の関係）
　【15】私が困っていることを分かっていて、助けなかった。 （逆説条件）
　【16】あなたの兄弟は怒ってやってきた。 （同時進行）
　【17】感謝の心を持って人と接触する。 （同時進行）
　【18】踵を返して逃げた出した （同時進行）

8　 何もない状態・状況からできたという意味を表す動詞。
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　日本語には、既に自立副詞として定着した「について・に関して・において」のように動
詞テ形由来の副詞、「繰り返し・相次ぎ・に付き」などのように動詞連用形由来の副詞はあるが、
以上の例文を見ると接続に用いられる動詞テ形のままでも、副詞的用法になり得ることが明
らかである。たとえば、例文【12】のテ形動詞は状態を表すのに対して、【13】
の場合は、ある動作の後で次の動作をすることを表す。また、【14】から【18】の例文は全
て述語の位置に来る動詞で表される行為を行う時の動作主の状態を表す。例文【15】は、動
詞テ形の逆接条件の用法であり、つまり、評価の異なる述語をもつ前件と後件が結ばれるが、
前件は状態を表している。そして、【16】の「怒って」、【17】の「感謝の心を持って」、【18】
の「踵を返して」もテ形の同時進行用法であるが、やはり、述語の位置に来る動詞が表す行
為を行うときの精神状態・感情を表している。すなわち、前件のテ形動詞が状態動詞・感情
動詞（精神的状態）・結果動詞である場合は、副詞的用法になりやすいと言える。また、以
下の例文も「〜ながら」「〜ているところ」「〜たまま」という言語形式を使った例文である
が、副詞的な職能を有している。

　【19】  ．．．でも怒りながらもお手をしてきます。
　【20】 雨が降っているところ出かけた。
　【21】 立ったまま寝てしまいました。

　上記の例文【19】は犬が飼い主に怒りの感情はあるがお手をするという例文であるが、「〜
ながら」を使って怒っている状態で「お手をする」という行為を行うことを表している。ま
た【20】の「〜ているところ」は、仁田（2000）が指摘する「時の状況成分」という解釈も
可能である。そして、【21】の「〜たまま」を使った例文も、やはり、「立った状態」で「寝
てしまう」という意味を表し、前者は副詞的な職能がある。
　日本語には、二つの動詞を接続して前の動詞を「状態化」する言語形式は多数あるが、日
本語教育において、それらの表現を副詞的表現として認識させる指導法を確立すれば、より
分かりやすいし、日本語教育にも翻訳教育にも有意義であると考えられる。
　以上の例文では、副詞表現が言語形式（文法範疇）を超えた現象であるのが見て取れるが、
次は副詞を含むアラビア語の例文とその日本語訳文の対応の様子をみることにしたい。

【22】 （47： ）

われはかれらの胸にある拘わりを除き、（かれらは）兄弟として高位の寝椅子の上に対座す
る。（15-47）

【23】 （16： ）

日が暮れてかれらは、 泣きながら 父の許に（帰って）来た。（12-16）
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【24】 （49： ）

一体訓戒から背き去るとは、かれらはどうしたのであろう。（74-49）

【25】 （19： ）

そこでかれ（スライマーン）は、その言葉の可笑しさに顔を綻ばせ、（祈って）言った。（27-19）

　以上のアラビア語例文【22】から【25】の下線の語は副詞表現である。例文【22】では
「 」に対応する語は「兄弟として」を用いて、「兄弟」を副詞的用法にするために「と
して」が使用されている。また、例文【23】のアラビア語の文では、下線部分「 （彼
らが泣いている）」は「彼らが父親の許に来た時の状態」を表し、副詞文と位置づけられる。
それに対応する部分は日本語訳では「泣きながら」と「動詞連用形＋ながら」が用いられた。
そして、例文【24】では、アラビア語の「 （背き去る者）」に対して「背き去る」と
いう複合動詞が使用された。
　例文【25】では、「 （笑っている）」が「 （微笑んだ）」を修飾し、副詞的働きを
している。アラビア語の「 」は、「慎みのある笑いであり、顔を綻ばせ、歯を見せる程度
である」という意味を表す。また、怒り・皮肉の時でもあり得る顔の表情であるから、「

（笑っている）」が修飾し、意味を「不思議に思って愉快な気持ちになった」と限定した。こ
のようにアラビア語を解釈していくと、日本語の訳文と意味上のズレはあるが、本稿ではこ
の問題を取り上げる余地はないので今後の課題としたい。日本語の訳文では、「顔を綻ばせ、

（祈って）言った」と表現し、「動詞連用形」の「顔を綻ばせ」が用いられた。また、例文【2】
でも見たように「恐れながら（あたりを）見回し、そこから逃げ出した（ ）」
は動詞連用形で副詞的な機能を有した。次の例文も参照されたい。

【26】 （17： ）

スライマーンの命令でかれの軍勢が集められたが、かれらはジンと人間と鳥からなり、
（きちんと）部隊に編成された。（27-17）

【27】 （19： ）

その日、アッラーの敵は集められ、火獄への列に連らなる 列に連らなる。(41-19)

　以上の二つの例文では、「 」が出現するが、【26】では、「（きちんと）部隊に編成された」、
そして、【27】では、「列に連らなる」が対応している。アラビア語のどちらの例文でも、状
態動詞の受け身形で対象に当たるものが、集められた時の状態を表す副詞的表現である。日
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本語の場合は、例文【26】では、「副詞＋動詞」、そして、【27】では、「名詞＋動詞」という
形式を用いて、どちらもどのように「編成され」どのように「連らなる」のかという状態を
明確にするという、副詞的機能を有している。また、例文【6】も同様に「近づく（ ）」
という状態動詞の受け身形が用いられて副詞的機能を表していた。
　このようにアラビア語には状態を表す動詞が多くあり、日本語に訳すと、「副詞＋動詞」
という形式になる。たとえば、日本語では、副詞＋動詞で表現しているものは、アラビア語
に訳すと動詞のみになることが少なくないが、その現象については、牧野（1979:p.79）は次
のように指摘している。

動詞と形容詞との関係についても注意すべき点がある。それは、アラビア語には、普通、
状態動詞といわれている形容詞的内容をもった動詞が非常に多く見出されるというこ
とである。これらの動詞が表しているのは、普通の動詞の場合のような動作や運動で
はなく、すべて状態である。（……中略……）品詞という観点から見た場合、多くの言
語では、通常、形容詞によって表現されているものである。すなわち、一般には形容
詞によって表されている内容がここでは動詞によって表現されている。ということは、
この場合、品詞としての形容詞の果たす機能が動詞の中に取り込まれていることにな
る。

　牧野は、アラビア語における状態動詞を具体的な状態・抽象的な状態・心的な状態と三種
類に分けて多くの例を挙げたが、以上からは、アラビア語においても、日本語においても副
詞表現に用いられる文法的形式は様々であることが明らかである。

5．結語と今後の課題
　本研究は、アラビア語と日本語においての「副詞」を概観した研究であり、両言語におけ
る副詞的表現をめぐる問題点を整理してきた。湯浅（2009）の研究でも「意味と形の自律性
を認めることで、一見例外的に見られる様々な周辺的文法事項を系統的に論じることができ
る」と指摘されているが、以上で見てきたように「副詞」、もしくは「副詞表現」は、文法
範疇としてというより表現形式として取り上げるべきであることが明らかである。また、ア
ラビア語と日本語においての副詞表現を意味別に研究することが必要であるという立場を取
りたい。たとえば、日本語には、語彙レベルにおいての「副詞」が、状態副詞、程度副詞、
陳述副詞などに分類されるが、それぞれに対応するアラビア語の表現はどのようなものがあ
るか、また、日本語の副詞表現に対応するアラビア語表現にはどのような傾向が見られるか
を明らかにする必要がある。
　外国語習得の過程では、言語間の品詞分類のズレが大きな問題になってくる。たとえば、
アラビア語文法においてはモダリティに対応する用語は存在しないし、副詞は品詞として認
定されていない。しかし、日本語と対照させる限り、副詞表現も、日本語において「ようだ・
みたいに・のように」などのようなモダリティ形式は副詞表現と関連しているが、そのよう
な表現はアラビア語においては、ほぼ修辞技法であると考えて差し支えない。　従って、本
稿で強調したいことを整理してまとめると次の要点が挙げられる。
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　まず、「動詞テ形」・「動詞連用形」・「として」・「ものに」・「〜ながら」などのような言語
形式にある副詞的な用法を考慮した日本語教育の構築を目的として、副詞に「命題内」と「命
題外」としての職能があることを学習者にも分かるように導入する必要性があると思われる。
　また、本稿では取り上げられなかったが、日本語らしさを表すとされる、単独で使われる
副詞「まさか・せっかく・さすが・やはり・どうも・どうぞ・なんとか・どうか」などのよ
うなものは、語レベルにおいてそれらに対応するアラビア語の表現はないものが多い。それ
らの語の意味研究が進めば、副詞表現とモダリティ形式を総合した教授法の確立が可能にな
り、日本語的な視点へのより深い理解が得られると思われる。
　両言語においての「副詞」は、多くの品詞や表現形式にまたがっているのは事実であり、
形態の面から分類するのは無理があると言える。そこで、少なくとも日本語教育の現場では、
副詞的な働きを持つすべての言語形式を整理し、それぞれの副詞的な機能をあらかじめ明示
するのが妥当だと言えるであろう。日本語には、語形上の副詞機能を持つ表現が多くある。
そのような表現をも含む副詞表現の体系を再検討する必要があり、それらの体系は日本語教
育のカリキュラム再構築に効果的であると結論づけたい。そうすることによって、日本語学
習・翻訳教育の発展に大いに結びつくと考えられる。
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On Adverbial Expressions in Japanese and Arabic
Focus on Semantics and Functional Features

Walid Ibrahim （Cairo University）

【keywords】Definition of Adverb, Semantic Categorization, Form and Meaning　
Adverbial Expressions

 Adverb in Japanese is defined as a part of speech. But some scholar makes sarcastic 

comments by describe it as “trash” which you put in it what you don’t need. In reference to the large 

number kinds of what is classified as an adverb.

 This paper is a contrastive study on Arabic and Japanese adverbial expressions. in the first 

part I present an overview of adverb in Japanese and Arabic focusing on semantics and functional 

features in the definition and sub classification of each of them. In the second part I used some 

examples from the holy Qur’an and the Japanese free translation of it to clarify that there are many 

grammatical forms in Japanese that have an adverbial function such as ‘’ verbs-TE’’, ‘’ verbs-

NAGARA’’, ‘’ Noun-Toshite’’ and so on.

 This paper emphasized the need to recognize the adverbial function in the different 

grammatical forms which will be very helpful and effective in Japanese education for Arabic native 

speakers and also in the translation education field.




