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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－
The Sense of Passing in “GUO(过)” from the Viewpoint of Qualitative Conflict between
Two Spaces
－Focusing on “Boundary Profile” and “Place Profile”－

佐々木 俊雄
SASAKI Toshio
Abstract: This paper primarily analyzes the phrasal expressions of pass, such as
“GUO(过)+N,”“V+GUO(过)+N,” and “CONG(从)+N+V+GUO(过)” and argues that the syntactical
characteristics of “GUO(过)” should be discussed in relation to place as well as boundary profiles.
Phrasal expressions of pass will be grammatical if a moving entity passes something or moves from one
boundary to another by passing a dividing line. However, the degree of naturalness of a phrase or a
sentence differs from that of a noun or a noun phrase placed after “GUO(过)” or in front of it. Therefore,
in this research, the author examines not only nouns or phrases which designate a specified or identified
person or entity, but also the perspective of speakers that is reflected when verbalized.
Keywords: moving verb “GUO(过),” spatial recognition, qualitative conflict, boundary profile, place
profile
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1．はじめに
本稿は現代中国語の位置移動動詞“过”を考察対象とし、通過を表す「“过”＋Ｎ」
、
「Ｖ
＋“过”＋Ｎ」
、
「
“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”
」の各表現形式における統語的特徴をまとめること
が目的である。
「“过”＋Ｎ」を核とする連語において“过”は直接目的語としてどのよう
な性質の名詞（句）を取ることができ、その選択の動機は何に求めることができるのか、と
いうことから考察を始め、続いて形式別に空間移動の特徴とその言語化について論じる。な
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お、本稿の分析対象は主に有情物主体の有意思による空間移動とし、
『现代汉语八百词』で
“超过”として分類されている超過義の用法については考察対象外とする。
2．Ｎの個別具体性と定性1）
2.1 Ｎがモノとしての性質を有する場合
議論の出発点として“门”を取り上げる。“过”が従える名詞性成分（以下Ｎと略）がト
コロ性を有するかどうかについては、意味に基づいて判定するのではなく、主観的移動動詞
“来/去”の直接目的語になる、場所の前置詞類の直接目的語になる、など特定の言語環境
に生起可能か否かの客観的証拠によって判定されるべきである。2）“门”はそのいずれのテ
ストにもパスしないので、トコロ性を有する名詞であるとは言い難い。
(1) a. 进门/出门［門を入る/門を出る］
b. 走前门/后门［正門から入る/裏口へ回る］
c. *过前门/后门［
「正門から入る/裏口へ回る」のつもり］3）
“门”は内と外を隔て、出入りする場所として機能するもので、例(1a)、(1b)に見られる
ように、空間的な進入あるいは退出において“过”は用いることができない。一方で“门”
は場所を通過する際のランドマークとしての役割も担うことが観察される。
(2) a. ?过门［門を過ぎる］
b. 过北大西门［北京大学の西門を過ぎる］
例(2a)の“门”も(2b)の“北大西门”も個別具体性において大きな差はないが、フレーズ・
1)

2)

3)

荒川（1992[2015]）は、日本語と中国語の名詞の「モノ性」と「トコロ性」に着目し、主に存在表
現における“有”
、
“在”及び空間移動表現における“上”
、
“下”
、
“进”
、
“出”
、
“回”と組み合わさ
る名詞成分について考察を行っている。“过”に直接関係したものは見られないが、
「トコロ性を検
証する枠組み」を用いて詳細に記述する手法は本稿が考察対象とする言語事実の分析にも応用する
ことが期待できるものである。
高橋（2002）は空間詞を基本空間詞と派生空間詞の二類に分類し、固有名詞、場所名詞、方位詞、
指示代詞のように各単語自体で場所を表せるものを「場所を示す基本空間詞」
、もの名詞の、特定の
連語の中で場所を表すものを「場所を示せる派生空間詞」と名付けている。“过”に関する高橋
（2002）以降の主な研究成果としては、高橋（2009、2010）が挙げられるであろう。連語論の観点
から筆者は「“过”＋空間詞」について、高橋（2009）
『格つき空間詞と〈ひと〉の動作を表す動詞
との関係―日中対照研究を視野に入れて―』の中で、｢空間的な通過のむすびつき｣と｢方向的な移り
のむすびつき｣の二類に分類している。また、高橋（2010）
「
“过＋空間詞”再考」では、新しい言語
資料を加え、連語論の観点から「“过”＋空間詞」を再検討した結果、上記の二類のむすびつきの
ほか、例文は決して多くないものの、｢空間的な移りの結びつき｣、｢空間的な着点のむすびつき｣、
｢社会的な移りのむすびつき｣が新たに加えられた。
「“过”＋空間詞」に関する五類のむすびつき
は、用法が圧倒的に多い｢空間的な通過のむすびつき｣がプロトタイプであり、他の四類のむすびつ
きはそれを基本として派生した用法、つまりバリエーションであることが結論として挙げられてい
る。
査読委員の先生からは、過去や完了を表す“了”と組み合わせて“过了前门”や“过了第一道门”
とすると自然なフレーズになるとの御指摘を頂いた。本稿の例(7)でも類似の例文を挙げてあり、
“了”の支えがあると成立するのは確かである。しかし、これは二義的な問題であろう。
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レヴェルにおいて“过”はハダカの名詞を従えることはできず、例(2b)のようにＮの定性が
高く指示対象物としての色合いが濃いと自然な表現となる。
2.2 Ｎがトコロとしての性質を有する場合
我々は経験則に基づき、
“马路”について以下の二点の知識を有する。4）
ⅰ．道路は移動する「場所」である。
ⅱ．道路を横断する際には「区切り」が存在する。
このような性質を持つＮは“马路”の他にも“桥”や“河”などが挙げられ、いずれも「
“过”
＋Ｎ」の連語を形成する。しかしながら、Ｎが同様の性質を持つ場合でも実際の使用状況に
おいて同程度ではなく、以下の例においては矢印の先の組み合わせを用いる傾向が見られる。
5）

(3) a. 过马路［道路を渡る］
b. 过地下通道［地下道を越える］ → 走地下通道［地下道を越える］
c. 过过街天桥［歩道橋を渡る］

→ 走过街天桥［歩道橋を渡る］

例(3b)、(3c)における“走”は「歩く」ではなく、共に通過義として用いられている。
（
『现
代汉语词典』
、
『现代汉语八百词』等参照）筆者は実体験に基づいた言語事実も有しており、
〔写真１〕の左二枚の場所で母語話者が例(4)の発話を行った記憶がある。
(4) 我们过马路吧。
［道路を渡りましょうか。
］

写真 1 道路を横切ることが推奨されていない状況6）

なぜ例(3b)、(3c)の表現は使用上の優先度が低いのか。筆者は中国と日本で〔写真１〕の
四枚を複数の母語話者に提示し、“过”と組み合わさる名詞を答えてもらったところ、全て
例(4)と同じ“马路”が返って来た。その次に、敢えて“地下通道”や“过街天桥”を使用す

4)

個別言語にかかわらずこの「知識」を有するのか、という問いに答えておかなければならない。道
路が整備されており、その道路を車などが走るために歩行者が道路を横断することが求められる環
境では、道路は「①場所で」、「②横断する時に区切りが存在する」ことを移動主体は体験的に学
習している。しかし、未開な土地では、そもそも道路を渡るという概念がないと思われるので、上
記の①と②の認識はユニバーサルなものではないということになる。よって、「経験則に基づき」
という箇所は、より正確には「道路を渡ることを体験的に学習している言語主体であれば」という
ことになる。
5)
中国語の場所目的語についての考察は、孟庆海（1986）
、徐丹（1995）
、史有为（1997）
、张黎
（1997）
、朴貞姫・崔健（2004）などを参照。
6)
本文中の写真は全て筆者が北京で撮影したものである。
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るようお願いしたところ、例(3b)、(3c)に挙げたように、動詞には“走”を用いた。移動主
体が実際に通過する空間“地下通道”
、
“过街天桥”は上掲（ⅰ）
、
（ⅱ）と共通する要素を有
するにもかかわらず、“过”と共起するＮに“马路”を選択したことは興味深い。これは「接
近可能性（accessibility）
」という概念を用いて解釈できるであろう。すなわち、
〔写真１〕の
状況では、通過する場所として“马路”がプロファイルされ、
“地下通道”や“过街天桥”は
背景化されるのである。
では、
“马路”がプロファイルされない状況でも“过街天桥”と“地下通道”は“过”に後
置されないのだろうか。筆者は以下の絵と質問文を用い、別の母語話者三名に調査を実施し
た。質問と回答は以下の通りである。
表 1 道路を異なった方式で渡る人の絵7）
（Ａ）

（Ｂ）

他/她在干什么？
他/她 (

（Ｃ）

他/她在干什么？
)。

他/她 (

他/她在干什么？
)。

他/她 (

)。

表 2 母語話者三名の回答 8）
（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

回答者１

在上楼梯

在过天桥

在过地下通道

回答者２

在散步

正上天桥呢

看不清楚

回答者３

上台阶

过天桥

钻(穿)地道

〔表２〕が示す通り、
“天桥”も“地下通道”も“马路”がプロファイルされる状況では“过”
とは組み合わさらないものの、進行相においては“过”に後置されることが判明した。Ｎは
移動主体による通過が現在行われている「場所」で、かつ、動作主体は範囲性空間の「区切
り」に向かって移動しているのである。「“过”＋Ｎ」の組み合わせを分析するにあたっては
統語的側面及び語用的側面を十分に考慮に入れることが必要であると言える。

7)

三枚の絵は 2018 年度に上智大学で筆者の授業を履修していた和泉力君が描いてくれたものであ
る。ここに記して篤く御礼申し上げる。
8)
（Ａ）の絵についての質問に対して母語話者が“马路”や“人行横道”ではなく“楼梯”と“台
阶”を選んだことは些か意外であった。本調査は“马路”などの単語を与えずに目的語に何を選択
するかを知るために行ったもので、結果として“楼梯”等に見えたのなら仕方がない。回答者が全
員年輩だったこととも関係しているかもしれない。
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3．“过”の「境界プロファイル」と「場所プロファイル」
方美麗（2004:73-74）によると、本動詞“过”はもともと動作の進行する場所に用いられ
るもので、
“过电线杆”や“过我的身旁”など「
“过”＋Ｎ」の組み合わせが成立しないのは
空間性の欠如、すなわち、物理的な通過ができないからであり、この「
“过”＋Ｎ」を成立さ
せるには様態性動詞Ｖが通過の結果を表す補助動詞“过”を伴うか、あるいは通過する場所
を表す介詞“从”を伴わなければならないという。容認度において筆者の見解と異なるもの
もあるが、そのまま載せることとする。
(5) *过电线杆［
「電柱を過ぎる」のつもり］
→走过电线杆 / 从电线杆走过［電柱を過ぎる］
(6) *过我的身旁［
「私の傍を通る」のつもり］
→走过我的身旁 / 从我的身旁走过［私の傍を通り過ぎる］
（(5)、(6)共に方美麗 2004:73-74、体裁と日本語訳は引用者）
これに対し、丸尾（2014:108）は例(7)を挙げ、空間性に乏しいＮ成分が本動詞の“过”と
共起できる理由について、
「
“银行／公园／火车站”などは場所性に加えてモノとしての側面
を有しており、こうしたことから中国語では対象的な結び付きとしての性格が強く読み取れ
る」と述べている。
（2014:109）
(7) 过了｛银行／公园／火车站｝就是书店。
［
｛銀行／公園／駅｝を過ぎれば郵便局だ。
］
これらの主張について若干の補足を行いたい。以下の例(8)、(9)を比較してみると分かる
ように、ハダカの一般名詞はその大きさにかかわらずフレーズ・レヴェルで「
“过”＋Ｎ」に
おけるＮ成分になることはできない。しかし、修飾語句を付与した名詞や固有名詞の場合は
問題なく成立する。9）
(8) ?过铜像 / 过小姑娘的铜像 / 走过小姑娘的铜像
［「銅像を過ぎる」のつもり / 女の子の銅像を過ぎる / 同左］
(9) ?过水塔 / 过博雅塔 / 走过博雅塔
［「給水塔を過ぎる」のつもり / 「博雅塔」を過ぎる / 同左］
また、道案内のようにＮが空間移動における目印の役割を担う状況下では、Ｎの定性が

9)

杉村（2011:21）は“过”の結果性に着目し、
“跑，跳，爬，飞”といった動作主体の移動を表す動
詞の結果から空間の境界性が強化されるという観点を提示している。
杉村(1992)は“过”の動きを「境界を過ぎる」と規定した。そこから“过广场”の不自然さを
割り出せば，
“广场”の境界としての非典型性を理由とすることができる。
（
“过河”
，
“过马路”
と比較されたい。
）そこで，(34)のように「…して～した」と作れば“广场”に境界性を読み込
みやすくなり，その結果，全体として成立に転じたと考えてみたい。
“跑过广场”の成立事情は
どうかと言えば，
“过广场”は意味的にも構文的にも“跑”の結果として機能している。そのこ
とが“过广场”の有界性，裏返せば“广场”の境界性を強化して“跑过广场”を成立に導いてい
ると考えられよう。
（波線は引用者）
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高まり、フレーズ・レヴェルでも“过”と共起することが可能となる。
(10)a. 北京大学旅游路线推荐由北大西门进入，过校友桥，…；由此右转往南沿湖东岸，
过博雅塔；…；再穿过宿舍区，沿五四大道出北大南门。
［北京大学の観光ルートと
しては、西門から入り、「校友橋」を渡り、…（すること）をお勧めします；こ
こから右折して湖の東岸を南に進み、「博雅塔」を過ぎ；…；再び宿舎区域を通
り、五四のメインストリートに沿って南門を出てください。］（途家网『北京大
学旅游路线推荐 2014 北京大学旅游攻略』）
b. 北京大学旅游路线推荐由北大西门进入，过桥，…；由此右转往南沿湖东岸，过水
塔；…
このように、Ｎがトコロの場合はもちろんのこと、モノとしての性質を有する場合におい
ても「
“过”＋Ｎ」は成立する。二空間の質的対立に着目するならば、言語主体は対象物とし
てのＮをプロファイルして境界を設定し、移動主体がその二空間を隔てる境界を通過するこ
とを言語化しているのである。
ところで先に筆者は例(5)、(6)の容認度において一部異なる立場をとると述べた。具体的
には以下の例(11b)の前者のフレーズである。
(11) a. *过我的身旁［
「私の傍を通り過ぎる」のつもり］
b. ?走过我的身旁 / 从我的身旁走过［私の傍を通り過ぎる］
例(11b)に示した通り、たとえ移動動詞“走”を用いて空間性を強化したとしても自然なフ
レーズとは見做されないのである。その理由として、
“我的身旁”は明確な範囲がなく、境界
となる「区切り」も不明確である為ではないかと考える。一方、同じように方位詞を伴った
例(12)は問題なく成立する。
(12) 他们慢慢地走着，一边走一边说话，正走过花台旁边，忽然听见一声不寻常的哀叫，…。
［彼らはゆっくりと歩いていた。歩きながら話をして、ちょうどフラワースタンド
の傍を通り掛った時、突然ただならぬ悲痛な声を耳にした。
］
（巴金『家』
）
「
“过”＋Ｎ」においてＮがトコロとしての性質を持つ場合、自然な組み合わせと見做され
るには、Ｎ自身が「区切り」を有する必要があることを 2.2 で見た。その「区切り」がある
ことが「
“过”＋Ｎ」の通過義を成立させていると仮定し、別の用例を見てみたい。
(13) 穿过县界长长的隧道，便是雪国。
［国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。
］
（叶渭渠译『雪国·伊豆舞女』
）
(14) 回到房间，她又换了一件印度莎丽。灯光穿过薄薄的衣料，勾勒出了她身体上所有的
起伏与我心中所有的跌宕。
［部屋に戻ると、彼女はまたインドのサリーを身に纏っ
た。照明が薄い生地を通り抜け、彼女の身体のあらゆる起伏と私の心の全ての抑揚
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を描き出した。
］
（阿来『宝刀』
）10）
(15) 铃声只响一声就被我接听的理由，没有你想的那么复杂，只是我凑巧走过电话机旁。
［呼び出し音が一度鳴っただけで私が出ることが出来たのは、君が考えるほど複雑
ではなく、それはただ私がちょうど電話機の傍を通りかかったからだ。
］
（毕淑敏『拯
救乳房』
）
(16) 公路上正过着队伍呢。
［道路を隊列が通っているところだ。
］
（
『现代汉语八百词（增
订本）
』
）
例(13)の“隧道”は明確な範囲を持った名詞だが、例(14)の“衣料”それ自身には範囲と
呼べる空間がほとんど認められない。しかしながら、
「区切り」を有するという点では共通し
ている。また、例(12)、(15)のように、Ｎが方位詞を伴った組み合わせは「区切り」こそ存
在しないものの、先に 2.2 の〔表２〕で見たように、進行を表す副詞と共起することで「区
切りに向かって一方の領域をちょうど過ぎている」というニュアンスを帯びた通過義が成立
する。このように、
「
“过”＋Ｎ」は、明確・非明確な区切りを境とした「二空間の質的対立」
が存在し、その区切りを通過することが言語化されたものと言えるであろう。
「
“过”＋Ｎ」
および「Ｖ＋“过”＋Ｎ」において境界通過を表すものを「境界プロファイル」
、通過場所に
焦点が当てられる通過を「場所プロファイル」と名付けることとする。この「場所プロファ
イル」形式では例(16)のように場所が前置されることもある。
ここまでの議論を踏まえると、Ｎが“过”の後に言語化されない表現に対する解釈も可能
となる。
(17) 过一下。
［ちょっと通ります。
］
例(17)は食堂などで列を作って並んでいる場面でよく耳にする表現である。発話者である
言語主体は、自らの前に空間を作ることを聞き手にお願いし、列の間を通り抜けるのである
が、その発話機能メカニズムを分析すると、発話者は“过”の使用によって場所をプロファ
イルし、その場所を越えるという動作の申し立てをしていると解釈できるであろう。敢えて
Ｎが言語化されないのも、このような表現が発話者にも聞き手にも通過義ではなく専ら単純
移動義として認識されているからであると言える。
4．
“从”の「場所プロファイル」
本章ではＮが“过”に後置される形式と“从”を用いて前置される形式の統語的特徴につ

10

本用例については、これまでの論述の流れから見てもかなり異質なものであることを理由に、他の例文
と一緒にして比較すべきでないのではないかという御意見を査読委員の先生から頂いた。しかし、本稿の
第一章で「本稿の分析対象は主に有情物主体の有意思による空間移動とし」としたように、全ての移動主
体を有情物主体に限定はしておらず、また、照明の光は移動主体であることには疑いがないことから、例
文として扱うことに問題はないと判断した。
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いて、両プロファイルの角度から見ていく。
(18) a. 走过桥［橋を渡る］＜Ｎ：トコロ；境界プロファイル＞
b. 从大桥上走过［同上］＜場所プロファイル＞
c. 从大桥上走过去［橋を渡って行く］＜場所プロファイル＞
「
“过”＋Ｎ」においてＮは目的語であるが、
「
“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”
」形式においてはそ
うではない。その証拠に、例(18a)を“从”を用いた介詞前置型構造に変換しようとすると、
たとえＮがトコロとしての性質を有していたとしても、方位詞を付与して例(18b)、(18c)の
ように表現しなければならない。森（1998:125）によると、
「
“从”は、ある距離・空間に渡
っての直線的な道筋が前提となっていて、運動が必ず連続的に一方向へ向かって行われるも
のでなければならない」という。例(18a)が「一括走査（summary scanning）
」
、例(18b)、(18c)
が「連続走査（sequential scanning）
」ということになろう。例(18b)を図解すると〔図１〕の
ようになる。

図 1 Ｎが明確な境界を有する場合の連続走査形式

では、Ｎに明確な範囲がない場合はどのように解釈したらよいだろうか。
(19) ?走过我的身旁 / 从我的身旁走过 =(11b)
(20) 从站台上迎面扑来一阵寒气，他立即对自己在火车上那种非礼行为感到羞愧，就头也
不回地从火车头前面走了过去。
（プラット・フォウムの寒さに触れると、急に汽車の
中の非礼が恥しくなって、後も見ずに機関車の前を渡った。
）
（叶渭渠译『雪国·伊
豆舞女』
）
(21) 公交车从大街上驶过去了。
［バスが大通りを疾走して行った。
］
例(19)の“我的身旁”は“我”をランドマークとして設定された空間で、
〔図１〕に示した
ように、動作主体は連続的に一方向へ向かって空間を移動し、ランドマーク近くの非明確な
境界を越えるので通過義である。例(20)も同様の解釈が成り立つ。例(21)は場所“大街上”
がプロファイルされており、移動先の到着点が明確に示されていないので、こちらは単純移
動義である。なお、本稿では空間移動表現における通過義と単純移動義を別のものとして取

り扱うこととし、その区別に際しては「二空間の境界を越えるか否か」という判断基準を導
入し、移動主体が境界を越えていない場合は単純移動義として分類する。
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図 2 Ｎが非明確な境界を有する場合の連続走査形式

例(20)、(21)は視点が趨向移動動詞“去”を用いて言語化されたものであるが、
〔図２〕に
は移動主体とランドマークしかなく、視点は表現されていない。その理由として、
「
“从”＋
Ｎ＋Ｖ＋“过”
」形式は複合的な視点が言語化されたもので、図の中に反映することが難しい
ことが挙げられる。空間移動の言語化の過程で言語主体は対象物Ｎを一つの空間としてプロ
ファイルし、その空間を起点として移り動く先にあるもう一つの空間を認知する。二空間の
移動はランドマークと視点とのインターアクションを経ることにより、ようやく通過が言語
化される為、視点がどこをどのように見ているかを図に含めることは困難である。よってＮ
が非明確な境界を有する「場所プロファイル」形式の連続走査を描くにあたっては、例(19)の
ように視点が言語化されていない用例までに止めた。彭広陸（2008:5）は言語類型論の観点か
ら中国語を視点移動型の言語として分類し、
「視点」についての定義の中で「どの部分を見て
いるのか、どのように見えているのか、という言語主体の心理的操作」と述べており、この観
点から見ても、図の中に視点を含めるべきではないと判断した。11）
5．おわりに
本稿は位置移動動詞“过”が表す通過義を中心に、単純移動義も含めた二つの空間移動方
式における言語主体の空間認知とその言語化について分析を行った。“过”が目的語として
従える名詞成分の個別具体性や定性、接近可能性からの検討から始め、
「“过”＋Ｎ」
、
「Ｖ＋
“过”＋Ｎ」
、
「
“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”
」の各表現形式が表す空間移動の特徴について、
「境
界」
、
「二空間の質的対立」
、
「言語主体の視点」といった観点からの考察を加えることで、そ
れぞれの空間移動における言語化について多角的な視点からの見解を示すことができた。そ
れらをまとめたのが〔表３〕である。

11)

「視点」について彭広陸（2008:5）は以下のように定義付けている。
「視点」とは、単語・連語・文・テクストそれぞれの言語的単位のレベルにおける言語主体（命
名者・話者・語り手を含む）の事象へのとらえ方である。具体的に言うと、事象を、誰が見ている
のか、どの部分を見ているのか、どのように見えているのか、という言語主体の心理的操作であ
り、そして何らかの形で言語化されるものである。
（波線は引用者）

258

二空間の質的対立から見た“过”の通過義について
表 3 各移動形式とそれに対応するフレーズの統語的特徴
移動類型

表現形式

プロファイル

“过”＋Ｎ【Ｎ：トコロ、境界あり】
通過

単純移動

“过”＋Ｎ【Ｎ：モノ、定性あり】

境界
対象物を介した境界

Ｖ＋“过”＋Ｎ（＋“去”
）
【Ｎ：トコロ、境界あり】

境界

“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”＋“去”
【Ｎ：トコロ、境界あり】

場所

“过”【“过一下。”など】

場所

“从”＋Ｎ＋Ｖ＋“过”＋“去”
【Ｎ：トコロ、境界なし】

場所

言語主体は対象物としてのモノ名詞を介して通過を表現し、また、境界や質的に対立す
る二空間をプロファイルすることによって通過や単純移動の各空間移動を言語化する。こ
れらのプロセスは、言語主体が「どの部分を見ているのか」
、そして「どのように見えてい
るのか」
、という心理的操作の表れでもある。
用例出典(URL は 2019 年５月 31 日に確認済)
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