ISSN 2434-9690

創刊号

東アジア国際言語学会
2020 年 1 月

目次
ごあいさつ ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 鈴木康之 (ⅰ)
[特別寄稿]
文の材料としての単語と連語 ････････････････････････････････････････････ 鈴木康之 (1)
名詞と使役動詞（V-(サ)セル）からなる連語 ･････････････････････････････早津恵美子 (5)
[対照研究]
構造で作る派生空間詞 ･･･････････････････････････････････････････････ 高橋弥守彦 (25)
日本語の「を格」、「から格」の空間名詞と自動詞との組合せに対応する台閩語の
連語との比較 ･････････････････････････････････････････････････････ 施 淑恵 (36)
｢ノニ｣⽂と中国語“关联词”訳の対照研究 ･･･････････････････････････････ 孫 宇雷 (51)
「習得」に関する動詞の語彙的意味の分析――日中の結果複合動詞を中心に― ･････ 蘇 丹 (61)
｢のだ｣文と焦点・強調的“是”字文との対照研究 ― 対訳における
意味伝達と形式選択から― ････････････････････････････････････････ 曹 銀閣 (72)
｢飛び+V｣と“跳／飞+V”についての一考察 ･･･････････････････････････････ 陳 雄洪 (82)
拡張意味単位からみた日中同形語の対照研究―「精神」を例として ･････････ 梁 鵬飛 (92)
[日本語研究]
不可能形式による禁止表現 ･･･････････････････････････････････････････････ 李 楠 (103)
コーパスに基づく類義語の意味分析の研究―「はがれる、むける」などを中心に― ･･･ 李 響 (111)
日本語の存在文と所在文の置き換えに関する一考察 ･･････････････････････ 鄧 超群 (121)
新聞社説における譲歩表現に関する分析―その談話機能を中心に― ･････････ 単 艾婷 (131)
日本語の「内の関係」連体修飾節のモダリティについての考察 ･････････････ 張 静苑 (142)
類型論的にみる日本語の目的語名詞の定性 ･･･････････････････････････････ 魯 美玲 (153)
『萬葉集』にみられるオノマトペ―AB 型を中心に（その弐）― ･････････････ 王 則堯 (164)
[中国語研究]
中国語の仮定複文における前後節の関係標識について ･･･････････････････ 新田小雨子 (174)
時量詞構文における焦点について ･･････････････････････････････････････ 福本陽介 (184)
歴史的に見た離合詞―“请客”
“生气”
“见面” ･･･････････････････････････ 石井宏明 (195)
小説の地の文における“ＳＶ了О”文の成立条件 ････････････････････････ 白石裕一 (205)
現代中国語の数量詞について ･････････････････････････････････････････ 洪 安瀾 (218)
“把”構文における可能表現についての再考 ･･････････････････････････ 小路口ゆみ (229)
位置移動の動詞“过”のスキーマについて

･････････････････････････････ 蘇 秋韵 (239)

二空間の質的対立から見た“过”の通過義について－「境界プロファイル」と
｢場所プロファイル」に着目して－ ･････････････････････････････

佐々木俊雄 (250)

清末北京語動詞の実態―張廷彦『支那語動字用法』と『動字分類大全』に基づいて―
･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 許 辰晨 (261)
2019 年月例会発表記録 ･････････････････････････････････････････････････････････ (272)
編集後記 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ (274)
執筆者一覧 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ (275)
英文目録 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ (276)

位置移動の動詞“过”のスキーマについて
The Schema of the Position Movement Verb "Guo"
蘇 秋韵
SU Qiuyun
提要 “过”在现代汉语中用法繁多，可以作动词，表示“移动”
，如“过桥”
；可以作动态
助词，表示“曾然”
，如“他去年来过北京”
；也可以作副词，表示“过于”
，如“过热”
，
“用
力过猛”等。初看“过”的各项语义，它们之间并不存在明显的关联，但随着研究的深入，
我们发现“过”的语义衍生路径正是“过”这一词虚化（语法化）的过程。本文以表示“位
置移动”的动词“过”为切入点，明确“过”的基本义，并运用图示加以说明。通过图示对
例句进行分析，探明在不同的句子结构中说话者强调或关注的焦点。
キーワード:“过” 位置移動 基本義 スキーマ 述部の連語構造
目次
0.はじめに
1.先行研究
2.述部の連語構造とそのスキーマ
3.おわりに
0. はじめに
現代中国語における“过”にはいくつかの意味、用法が認められる。基本義に関する研究
も数多くあるが、それらの観点は一致しておらず、
「移行」を基本義とする研究、また「経過」
を基本義とする研究も見られる。本稿では多くの実例に基づき、
「移動動詞」の“过”の実例
を分析することによって、
“过”のスキーマを「図 1」のようにまとめ、
“过”が用いられる
連語構造は「経路」
「有様」
「視点」などの情報を伝え、
「起点・着点」の情報は介詞連語、補
語などの言語環境によって示されることを述べる。
図１“过”のスキーマ 1）
経路
起点

有様

着点

1）

「視点」は、後述するように「起点」
（図 6 参照）
、もしくは「着点」
（図 5 参照）に置かれ、それが
同時に顕在化することは無い。
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1. 先行研究
これまでの動詞“过”に関する基本義・プロトタイプについての記述は研究者によって相
違が見られ、大きく二つに分けることができる。それぞれ、
「ⅰ.ある場所から別の場所への
移行」
、
「ⅱ.ある場所からの経過」である。
朴鐘漢(2000:25)は“过”のプロトタイプの意味は「ある地点から何らかの空間を経由して
別の地点への移動」であると指摘する。即ち“过”の基本義を「移行」としている。
一方、多くの研究では動詞“过”の基本義を次のように「経過」とする。
吕叔湘（1999:245）2）では、動詞“过”の意味を、
「
（場所）を通り過ぎる」

「時間が過ぎる、時間を過ごす」

「
（ある範囲や限度を）超過する」 「
（ある処理を）経過させる」
の四つに分けている。
杉村博文(2000:58)では、動詞“过”には、
「甲:ある地点を通過する」

「乙:ある地点から別の地点へ移動する」

の意味があると主張し、さらにその甲義を「図 2」のように説明する。
図 2 甲義:ある地点を通過する

Ⅰ例:天鹅能飞过世界上最高的珠穆朗玛峰。
Ⅱ例:大袋鼠能跳过三米高的栅栏。
Ⅲ例:月光从高高的天上射下来，穿过窗户，斜照在郑波的床头。(杉村博文 2000:58 より)
さらに、杉村博文(2000:58)では、前述の甲、乙両義を一つにまとめれば丙になると指
摘する。丙を「X－Y→Z」のようにまとめ、X、Y、Z はそれぞれ起点、通過点、終
点を意味し、
「X から Y を経て Z へ移動する」と考えられるとする。もし「X－Y
→Z」という空間移動において、起点と終点がかすみ、通過点が際立つと甲義とな
り、逆に移動の両端が際立ち、通過点がかすむと乙義となると考えれば、甲乙両義
は同一事象「X－Y→Z」の異なる分節と考えることが可能だと指摘する。これと同
時に、杉村博文(2000:58)には「
“过”
の二つの意味において乙義は劣勢であり、甲乙両義を一義(「ある地点を通過する」)に収
2）

吕叔湘（1999:245）では、動詞“过”の意味について、次のように記述している。1.经过（处所）
。
可带‘了、着、过’
。可带处所宾语或施事宾语。2.经过或度过（某段时间）
。可带‘了、着、过’
。可
带名词宾语。3.超过（某种范围或限度）
。可带‘了’
。可带名词宾语。4.使经过（某种处理）
。可带
‘了、着、过’
，可重叠。可带名词宾语。
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斂させることができる」との指摘も行われる。
高橋弥守彦(2005:92)は位置移動の動詞“过”の基本義を「過ぎる」としている。
丸尾誠(2014:105)は、動詞“过”の基本義を「通過」とする。さらに、移動を表す“过”
を三つのケースに分けて、そのイメージスキーマを「図 3」のように示している。
図 3“过”のイメージスキーマ
(i)

(ii)
(iii)
(ⅰ)例：向小李走过来

(ⅱ)例：从桥上走过来

(ⅲ)例：接过奖状

(丸尾誠 2014:105 より)

これらの記述から分かるように、先行研究における“过”の基本義・プロトタイプについ
ての説明は一致してはいないものの、“过”の基本義を「経過」と主張するものが多い。位
置移動を考察するには「起点」
、
「経路」
、
「着点」三つの参照点（参照物）を設定する必要が
ある。しかし、“过”の基本義を「経過」とする場合は、位置移動の「経路」という参照点
について言及するのみであり、この点はさらに検討する余地が残されていると思われる。本
稿は、位置移動の“过”の基本義及びスキーマを研究する場合、
「経路」に注目するだけでな
く、
「起点」と「着点」も参照しながら研究を行う必要があることを主張し、従来の考え方を
統合的に記述することを目指す。
2. 述部の連語構造とそのスキーマ
本稿は実例調査の結果に基づき、位置移動を表す“过”の用法を述部の連語構造によって次の
七種類(表 1)に分ける。“N”は空間性を持つ名詞(句)、“V”は有様移動を表す動詞を指す。
表 1“过”に関する構造
1
2
3
4
5
6
7

“过+N”
“过+来/去”
3）
“过+N+来/去”
“V+过”
“V+过+N”
“V+过+来/去”
“V+过+N+来/去”

2.1 “过+N”の構造
3）
“过+N+来/去”は文法構造の原則上、現代中国語に存在するはずであるが、実際には旧白話、あるいは詩

文にのみ見られる構造である。
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空間性を持つ名詞（句）を賓語とする“过+N”構造のスキーマは、図 4 のように示される。
図 4“过+N”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

(1) 将要过大桥时，杜小康还看到了似乎早已等候在桥上的桑桑。
（
《草房子》
）
大橋を過ぎるとき、シャオカンは、早くから橋の上で待っていたらしいサンサンを
見つけた。
（
『サンサン』
）
(2) 过了这条街就到了。
（
《现代汉语八百词（增订本）
》
）
この通りを抜ければすぐに着くよ。(筆者訳)
(3) 冷支队长的队伍络绎过桥，
（
《红高粱》
）
冷支隊長の隊伍がつぎつぎに橋を渡る（
『赤い高粱』
）
(4) 冷支队长的队伍全部过了桥，……（
《红高粱》
）
冷支隊長の隊伍はそろって橋を渡り､…（
『赤い高粱』
）
例(1)の“过大桥”のように、述語動詞“过”と場所を意味する名詞(句)で構成する連語で
は、具体的な空間を通過することを表している。
「図 4」のように名詞句“N”は具体的な場
所を表しているが、空間移動に関わる「起点・着点」
「有様」
「視点」も言語環境によって伝
え、連語構造によって明示されるのは“大桥”という「経路」の情報である。よって、
「図 4」
には「起点」
「有様」
「着点」の部分を点線で表す。例(1)から(4)では“过”の後ろには“大
桥”
“这条街”
“桥”の空間性を持つ名詞句が来ることで、
「経路」の領域が明確に示され、
“过
+N”の構造は移動の「経路」にのみ注目していることが分かる。
2.2 “过+来/去”の構造
述語動詞“过”と趨向補語“来”あるいは“去”で構成する述部は、話者の「視点」から
移動の出来事を叙述している。
“过来”は、話者自身が「着点」の方(あるいは方角)に位置づ
けられ、何かが話者に近づくことを伝えている(図 5)。
図 5“过+来”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

(5) 我心里正想着事呢，它悄悄地、悄悄地就过来了，刷地一大口，就咬在了我的后腿肚
上……（
《草房子》
）
おれがちょうど考え事してたんだ。すると、やつは、こっそり、こっそり寄ってき
てよ、がぶっと一口、おれのふくらはぎにかみつきやがって……（
『サンサン』
）
242

位置移動の動詞“过”のスキーマについて

(6) 有几个人过来看了看，转身就走了。
（
《草房子》
）
何人か寄ってきたが、ちちっと、見ると背を向けていってしまった。
（
『サンサン』
）
(7) 出了车站，我们信步行来，进入中原公司小吃部，脱帽坐下，茶房过来，笑问：……
（
《关于女人》
）
私と三弟は、駅を出てからぶらぶらし、中原公司の小吃部に入り、帽子をとって腰
を下ろした。ホーイがきて、にっこりと（
『女の人について』
）
“过来”と違って、
“过去”は話者が自分を「起点」の方(方角)に位置付けて、何かが話者
から遠ざかることを伝えている(図 6)。
図 6“过+去”のスキーマ
経路
着点

有様

起点

(8) “不要紧了，飞机已经过去了。”（
《关于女人》
）
「だいじようぶですよ。飛行機は行ってしまいましたよ」
（
『女の人について』
）
(9) 她默默地站在他背后，歇了一会儿才说∶“三少爷，让我过去。”（
《家》
）
彼女はだまって彼の背後に立ったが､しばらくして｢三少爺､通して下さい｣（
『家』
）
よって、
“过来/去”は空間移動の「起点」
「経路」
「有様」
「着点」などの情報を重点とせず
(図では点線で表す)、話者自身は出来事が起こる同一空間内に存在し、自分の目で見ている
ように出来事を伝えている。
2.3 “过+N+来/去”の構造
“过+N+来/去”の構造は、現代中国語では生産性を失っているものの、中古漢語、近世漢
語には“过桥来”
、
“过桥去”などのような例が見られる。このタイプは「経路」と話者の「視
点」を示している。
図 7“过+N+来/去”のスキーマ
経路
起点

着点

有様

）

(10) 主人过桥来，双童扶一叟。
（
《泛春池》4 ）
）

(11) 看梅开，过桥来，青旗正在疏篱外，醉和古人安在哉。
（
《山坡羊_酒友刘伶不》5 ）

4）

“诗词名句网”http://www.shicimingju.com/chaxun/list/598831.html による。
“知享诗词网”http://www.rewenju.com/sg/yuandai/2287.html による。
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(12) 欲送星鸾过桥去，夜深河汉未分明。
（
《七夕对雨》6 ）
2.4 “V+过”の構造
高橋弥守彦(2008:113)では、移動動詞の特徴に基づいて“V”を 3 つに分類している。そ
れぞれ、①有様移動の動詞(“走、跑、飞”など)、②位置移動の動詞(“上、下、过”など)、③
趨向移動の動詞(“来、去”など)である。本稿では“V”は「有様移動の動詞」を指す。
図 8“V+过”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

(13) 大路上，偶尔有人走过，都是匆匆的样子，仿佛在这种阳光下一旦呆久了，就会被烧
着似的。
（
《草房子》
）
大通りを、たまに通っていく人があるけれど、みなあわただしい。この日の光の下
に少しでも長くいたら、焼かれてしまうみたいに。
（
『サンサン』
）
(14) 白鸽在天上盘旋着，当时正是一番最好的秋天的阳光，鸽群从天空滑过时，满空中泛
着迷人的白光。
（
《草房子》
）
ハトは、空でぐるぐる旋回している。ちょうど、秋の素晴らしい日の光があたって
いて、
ハトの群れが滑降するとき、
空にはうっとりするような白い光がきらめいた。
（
『サンサン』
）
例(13)と(14)には、
“走、滑”が移動の「有様」を表しており、
「起点、経路、着点、視点」
に関する情報は“V+过”の構造には含まれない。
2.5 “V+过+N”の構造
例(15)の“走过这座桥”のように、有様移動を表す“走”と経路を表す名詞句“这座桥”
によって構成される述部は、移動の「有様」と「経路」を重点として伝えている。図 9 のよ
うに「起点」と「着点」の部分を点線で表す。
図 9“V+过+N”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

(15) “不!老子今天一定要走过这座桥!”
（
《草房子》
）
「いらん、わしは、今日は絶対この橋を渡るんじゃ。
」
（
『サンサン』
）
6）

“中华诗词网”http://www.haoshici.com/3be2435.html による。
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(16) 从医院到家里，要穿过繁华的商业大街。(《人到中年》)
病院から家までは繁華な商店街を通る。(『人、中年に到るや』)
(17) 外曾祖父双手接了大洋，跪在地上千恩万谢，直到小黑马跑过铁道，他才爬起来。
（
《红
高粱》
）
曾祖父は両手で銀貨をおしいただき､跪いて幾度も礼をのべ､黒馬が鉄道線路を越
えてからやっと立ちあがった｡（
『赤い高粱』
）
(18) 大概三点钟光景，好像有一颗炮子飞过你们屋顶，打中了你们的屋脊，接着瓦打破了
一大堆。
（
《家》
）
たしか三時ごろだったかね｡砲弾があんたがだの部屋の屋根へ飛んで､瓦がずいぶ
ん壊れたようだったよ｡（
『家』
）
例（16）～（18）には“穿”
、
“跑”
、
“飞”などの動詞が用いられ、それらは「有様」を表
し、
“繁华的商业大街”
、
“铁道”
、
“你们屋顶”などの名詞句が「経路」を示す。
“V+过+N”の
述部構造は移動の「有様」と「経路」に注目することが明らかとなる。
2.6 “V+过+来/去”の構造
“V+过+来/去”の構造に現れ、
「移動」に関わる動詞として、
1) 主体の移動を表す“走”類
2) 主体の移動の方式を表す“推”類
3) 主体の移動の原因を表す“叫/吸引”類
4) 主体の移動の結果を表す“坐”類
など、主体の空間的移動、引き渡しによる事物の空間的な移動、呼びかけによる主体の空間
的移動、並びに人間の立ち居動作による移動の結果を伝えるという四つのタイプが見られる。
いずれも「図 10」によって説明することができる。
図 10“V+过+来”のスキーマ
経路
起点

有様

着点

例(19)“走过来”の例から明らかなように、述部の連語構造は移動動作の「有様」と話者
の「視点」を重点として伝えている。
2.6.1 “走”類
空間的移動の「有様」と話者の視点を伝える動詞には、“走”以外に“滚动”、“追”、
“跑”などが挙げられる。例えば、
(19) 那时，秃鹤正沿着正对校门的那条路，很有派头地走过来。
（
《草房子》
）
そのときハゲツルは、ちょうどう正面から校門に向かう道を、堂々とやってきて
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いた。
（
『サンサン』
）
(20) 太阳才一露脸，天地间便弥漫开无形的热气，而当太阳如金色的轮子，轰隆隆滚动过
来，直滚到人的头顶上时，天地间就仿佛变得火光闪闪了。
（
《草房子》
）
太陽が顔をだすやいなや、あたりに形のない熱気が立ちこめる。そして、太陽が金
色の車のように、ゴロゴロところがって、人の頭の上まで来たら、あたりはまるで
日の光がきらめくようになる。
（
『サンサン』
）
(21) 秃鹤虽然已没有什么力气了，但还是追了过去。
（
《草房子》
）
ハゲツルは、もう大して元気はなかったが、やっぱり追いかけた。
（
『サンサン』
）
(22) “请你稍等一下。
”陆文婷向病人打了招呼，跑过去拿起听筒。(《人到中年》)
「ちょっとお待ちになって下さいね」陸文婷は患者に断わって、小走りに電話口へ
急ぎ、受話器を取り上げた。(『人、中年に到るや』)
2.6.2 “推”類
“推”類は引き渡しの動作“推”と話者の「視点」に重点を置いて伝える形式である。例
(23)は“护士”が“托盘架”を医師に渡すために移動して来ていることを表す。
(23) 护士把手术床旁的托盘架推过来。(《人到中年》)
看護婦が手術台の傍の消毒盤台を押してきた。(『人、中年に到るや』)
2.6.3 “叫/吸引”類
“叫/吸引”類は呼びかけの動作が移動の原因となる形式である。
(24) 张老汉似乎才把心放下，又叫过孙子来，摸着他胳膊上的布书包，对孙逸民说：
“给，
几个鸡蛋，您能进去，您给她带进去!”(《人到中年》)
張じいさんはようやく安心した様子で、息子

7）

を傍に呼ぶと彼の腕にかけていた

布の手提げ袋を探った。
「卵をほんの二つ三つじゃが、孫先生は中へ入れるで、わ
しに代わって差し上げて下され」(『人、中年に到るや』)
(25) 这一嗓子把病人和大夫的目光都吸引了过去。(《人到中年》)
その気勢に吸い寄せられたように、患者も医師も一斉に声の方を見上げた。(『人、
中年に到るや』)
例(24)は、主体の原因や要求などに応じて、客体が自ら移動することを表す。例(25)の“吸
引”は“这一嗓子”が原因となって患者と医師の視線が声のする方向に向けられたことを
表しており、ある何らかのはたらきかけを「呼びかけ」と比喩的に示すことにする。
2.6.4 “坐”類
“坐”類の動詞に他に“站”、“跪”、“躺”などを上げることができる 8）。ここでは、
7）

訳文は「息子」とするが、
“孙子”は「孫」である。
杉村博文（2012）は他に“蹲、趴、靠、睡”などの動詞を挙げる。

8）

246

位置移動の動詞“过”のスキーマについて

例(26)“坐过来”の例を見てみることにする。空間的移動の結果を、
“坐”など立ち居の有
様を表す動詞によって表現しており、述語構造は主体の「有様」と話者の「視点」を伝え
ている。
(26) 觉慧笑了笑，便把花枝拿开，放在右边的石凳上，又指着左边的石凳说∶“来，坐
过来，你为什么不敢挨近我？”（
《家》
）
覚慧は笑って梅の花を右手の石の腰かけに移し､左手の石の腰かけをさして｢こ
こへ来てお坐りよ､なぜそばへ来ないの｣（
『家』
）
(27) 辛小亮乖乖儿地举着伞站过去了，“你今儿成心给我摆什么谱啊。瞎折腾！”（
《丹
凤眼》
）
辛小亮はおとなしく傘をさしたまま彼女の方に寄って行った｡…（
『鳳凰の眼』
）
(28) 曹氏也不理会，又道：“景泰，你跪过来，把你爹临终前留给二叔的话，说给二叔
听！”（CCL《乔家大院》
）9）
(29) 忽然她冷冰冰他说：“喂！你知道自己在干什么吗？”我说当然知道。能不能劳你
大驾躺过来一点？我要就着亮儿研究一下你的结构。
（CCL《黄金时代》
）
例(26)は、話者である“觉慧”が聞き手に対して、左手の石の腰かけに移動するよう命令し
ており、移動した後の姿勢が“坐”であることを求めている。例(27)～(29)も同じように空間
的移動の結果を“站”、“跪”、“躺”など立ち居の有様を表す動詞によって表現する。
2.7 “V+过+N+来/去”の構造
図 11 のように、
“V+过+N+来/去”の場合、移動という動きの「有様・経路・視点」の情報
を客観的に伝えている。
図 11“V+过+N+来”のスキーマ
経路

起点

有様

着点

(30) 一有空，一家三口总要走过桥来，到桑桑家来玩。
（
《草房子》
）
暇があると、三人はどうしたって橋を渡って、サンサンのうちへ遊びに行く。
（
『サ
ンサン』
）
(31) 桑乔看着细马走过桥去，然后很有感慨地对桑桑的母亲说:“这孩子大了。
”
（
《草房子》
）
サン・チャオは、細馬が橋を渡っていくのを見ていた。そして感慨ふかそうにサン
サンの母さんに言った。
「あの子は大人になったなあ」
（
『サンサン』
）

9）

CCL に掲載されている例文には対訳の日本語がないゆえ、ここでは中国語の原文のみ取り上げるこ
ととする。
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(32) “麻烦了，请把船弄过来，把这些孩子渡过河去，天已晚啦。
”
（
《草房子》
）
「お手数ですが、こっちらへ来て、子供たちを向こう岸へ渡してもらえませんか。
もう遅いんで」
（
『サンサン』
）
(33) “是桑桑。他说，他游过河去，跟毛鸭好好说一说，让他把船弄过来。
”
（
《草房子》
）
「サンサンだよ。泳いでって、マオヤによおく頼んでみるって。船をこっちへ寄せ
てもらうように。
」
（
『サンサン』
）
例(30)では“走过桥来”は「歩行」という「有様」によって、
「橋」という「経路」を渡る
ことを「着点」の「サンサンのうち」から見ているのである。もし“到桑桑家”を“去桑桑
家”に書き換えると、話し手の「視点」は「経路」と「着点」の間に置かれることになるで
あろう。これとは対称的に、例(31)～(33)では、動作者が歩行したり泳いだりして「橋」や
「川」を渡ることを「起点」
、若しくは「起点」と「経路」の間から見ているのである。
3． おわりに
本稿では実際の用例に基づき、
“过”を用いる連語構造について７つのタイプに分類し、
初歩的な考察を行うことで、それぞれの構造は、伝える重点は異なるものの、そのスキー
マには共通性が見られることを示した。
これまでの“过”の基本義についての研究では、
「ある地点から何らかの空間を経由して
別の地点への移動」とする「移行」及び「経過」という結論が示されている。本稿では、
“过”の連語構造は「起点」
「着点」に関する情報を直接的に表示するものではないが、実
際には「起点」と「着点」を前提として含んでいることをスキーマによって明らかにし
た。基本義は「ある領域（起点）から何らかの空間を経由して異なる領域（着点）への移
動」すなわち「渡る」とすることで、これまでの「通過」
、
「移行」を総合的に示すことが
可能ではないかとの考えを提案する。
施事賓語を伴い事物の存在・出現を表す“N 处所+V+过+N 事物（他脑子里闪过一个念头）
”の
ような構造において、
“过”がどのような意味を担っているかについては今後の課題とする
ことにしたい。
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