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序章序章序章序章    本研究本研究本研究本研究のののの目的目的目的目的とととと構成構成構成構成    

 

    

0.1.    本研究本研究本研究本研究のののの目的目的目的目的とととと対象対象対象対象    

現代中国語の方位詞とは、方向や相対的な位置関係を表す語を指し、その語構

成上の特徴に基づき“上、下、前、后、里、外、内、中、左、右、东、西、南、

北”などの「単純方位詞」と、これらに“边、面、头”などの接尾辞を加えた「合

成方位詞」の二種類に分けられる。これらの方位詞の用法については、それぞれ

の役割分担が明確な場合もあれば、各方位詞の持つ機能に重複する部分が存在す

る場合もある。たとえば、方位詞“上”と“里”の場合、先行研究においても指

摘されるように、“上”が二次元的特徴の顕著な対象について用いられるのに対し、

“里”は三次元的特徴が顕著な場合に用いられるという違いがみられる。 

 

（1）桌子上摆着二十多盘子菜

1
。（→

＊

桌子里）

2
 

＜CCL 语料库＞（李存葆《高山下的花环》）

3 

[テーブルの上には二十皿あまりの料理が並べてある。] 

（2）果然是齐虹在房间里等她，满脸的焦急使他看上去苍老了许多。 

（→

＊

房间上）           ＜CCL 语料库＞（宗璞《红豆》） 

[やはり斉虹は部屋の中で彼女を待っていた。顔中に広がった苛立ちの

せいで彼はずいぶんと老けてみえた。] 

 

例（1）では、“桌子”という二次元的特徴の顕著な名詞とその上（表面）に並べ

られた料理の間に「接触関係」が存在することから“上”と共起し、“里”を用い

ることはできない。これに対して、例（2）の場合、“房间”という三次元的空間

の内部に人が存在することを表しており、“上”ではなく“里”が用いられる。し

かしながら、これらの例のように“上”と“里”は常に明確に使い分けられると

いうわけではなく、相互の置き換えが可能となるケースも少なくない。 

 

（3）沙漠里没有树，一棵都没有。（→沙漠上） 

＜CCL 语料库＞（鲍昌《芨芨草》） 
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[砂漠には木がない。一本もない。] 

（4）我经常在电视里看到他。（→电视上） 

＜人民网＞（http://hi.people.com.cn/2008/05/05/377411.html） 

［私はよくテレビで彼を見る。］ 

 

例（3）の“沙漠”は二次元的特徴の顕著な名詞であるが、“里”と共起すること

も可能である。同様に、例（4）の“电视”についても、テレビの画面という二次

元的特徴を持つ名詞であり、“上”が用いられることが多いが、“里”を用いるこ

ともできる。「具体的な空間を表す場合」（例：“沙漠”）と「具体的な空間を表さ

ない場合」（例：“电视”）において、方位詞“上”、“里”はそれぞれどのように使

い分けられるのであろうか。 

また、同じような機能を有すると考えられる名詞であっても、方位詞“上”、“里”

との共起状況に違いがみられるケースもある。たとえば、日本語の「グラウンド」

と「公園」には、「屋外にあり、スポーツやジョギング、散歩などを楽しむことの

できる空間を有する」という共通点があるが、中国語の“操场”、“公园”に方位

詞を後置する場合には、用いられる方位詞に違いがみられる。 

 

（5）我一般会在幼儿园午间活动的时候去，孩子们都在操场上玩，协调性和运

动能力一眼就能看出来。 

＜人民网＞（http://zj.people.com.cn/GB//n/2012/0806/c186327-17322963.html） 

［私は一般に幼稚園の昼休みの活動の時間に行く。子どもたちは皆グラ

ウンドで遊んでおり、協調性と運動能力が一目で分かる。］ 

（6）老师禁止我们在操场里玩。     ＜百度＞（http://d.yeshj.com/w/bar） 

［先生は私たちがグラウンドで遊ぶのを禁止している。］ 

 

“操场”は二次元的特徴が顕著であることから、例（5）のように“上”と共起す

ることが多いものの、例（6）が示すように、“里”との共起例も存在する

4
。これ

に対して“公园”の場合、次の例（7）のように“里”としか共起しない。 

 

（7）很多小朋友下课后不是马上回家，而是在公园里玩，……（→

＊

公园上） 
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＜人民网＞（http://edu.people.com.cn/GB/n/2012/0821/c1053-18795120.html） 

［多くの子どもが授業が終わったあとすぐに家に帰らず、公園で遊ぶ…］ 

 

以上の例が示すように、方位詞の選択においては、話者が対象となる空間をどの

ように認識しているのかという点が大きな判断基準の一つとなり得るといえるが、

中国語母語話者にとって、“操场”と“公园”はどのような特徴の違いを持つ空間

として認識されているのであろうか。前述のように、現代中国語の方位詞は複数

存在するが、本研究では、その中でも特に使用頻度の高い“上”と“里”を取り

上げ、前置する名詞の持つ特徴がこれらの方位詞の選択に与える影響を観察する

とともに、意味的・統語的側面からそれぞれの方位詞の持つ特徴を明らかにする

ことを目的とする。さらに、方位詞“上”、“里”についての理解を深めるため、「類

似」あるいは「対比」の関係にある“中、内、外、下、前、后”などの方位詞と

の比較分析も行う。たとえば、方位詞“里”と“中、内”については、“上”より

も共通する部分が多く、特に“里”と“中”については置き換えが可能なケース

がほとんどである。ただし、当然のことながら両者の機能は全く同じというわけ

ではなく、これらの比較分析を通して“里”の用法をより詳細に把握することが

可能であるといえる。 

さらに、世界の各言語にみられるように、中国語においても空間を表す語が時

間を表す表現に転用される場合がある。たとえば、方位詞“上”は「位置が高い」

ことを表すが、空間的位置関係だけでなく、“上半个月”[月の前半]のように、“半”

と共起して「ある時間(期間)の前半」を表すことも可能である。また、“上”以外

にも、“下”、“前”、“后”など複数の方位詞が時間を表す表現に用いられるが、こ

れらの方位詞の時間的用法についても考察の対象とする。 

また、既述のように、方位詞とは方向や相対的な位置関係を表す語であり、陆

俭明・沈阳 2004の指摘にもあるように、「空間（場所）」の範疇に属するものであ

る。陆俭明・沈阳 2004：312は“空间（处所）”のカテゴリーについて、次のよう

に述べている。 

 

“空间（处所）”也是汉语中一种重要的语法意义，空间（处所）范畴在语法

形式上首先跟方位处所名词（如“（桌子）上”）、表示起点、终点、定点的介

词（如“从”、“到”、“在”）等句法成分有密切的关系;同时因为现实中任何
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动作行为都发生在一定的空间处所里，因此任何句子（特别是陈述句）都必

须或可以表达包括事件发生的地点、人和事物存在的地点、运动的起点和终

点等在内的各种空间处所意义，…… 

[「空間（場所）」も中国語において重要な文法的意味の一つであり、空間

（場所）のカテゴリーは文法形式において、まずは方位・場所名詞（たと

えば“（桌子）上”）、起点、終点、定点を表す介詞（たとえば“从”、“到”、

“在”）などの統語成分と密接な関係がある。それと同時に、現実において

は如何なる動作行為も一定の空間・場所において発生するため、どのよう

な文（とりわけ陳述文）であっても事柄の発生地点、人や事物の存在地点、

運動の起点や終点などを含む各種の空間・場所的意味を必ず表さなければ

ならない、あるいは表すことができる…] 

 

陆俭明・沈阳 2004の主張に基づけば、方位詞の問題について考察する際には、事

柄の発生地点、人・事物の存在地点、運動の起点や終点などの複数の要素につい

て同時に考慮する必要があることになる。本研究では、方位詞の選択、および省

略の可否に影響を及ぼす複数の要素のうち、共起する名詞自体の持つ特徴による

影響を中心に考察するが、実際にはそれ以外の要素による影響を完全に排除する

ことは困難であるため、例文を挙げる際には、名詞以外の要素による影響を受け

る可能性を十分に考慮した上で考察をすすめていくこととする。 

また、方位詞に関する先行研究は数多く存在し、それぞれの方位詞の用法につ

いてはすでに明らかにされている部分も少なくないが、“上”と“里”の使い分け

や省略の可否に関する問題を含め、これらの方位詞の用法にはまだ曖昧な部分が

残されていることも事実である。本研究では、方位詞の選択に関する問題に重点

を置きつつ、方位詞“上”と“里”のニュアンスの違い、および方位詞の省略の

可否などの問題にも触れながら、“上”、“里”の用法を明らかにすることを目的と

する。 

    

0.2.    本研究本研究本研究本研究のののの構成構成構成構成    

本研究は序章と終章を除いて 6 つの章から構成される。各章の要旨は以下の通

りである。 
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第 1 章では、現代中国語の方位詞に関する諸問題を概観する。方位詞に関連す

る問題には、大きく分けて、複数ある方位詞のうちのどの方位詞を選ぶのかとい

う「方位詞の選択」に関わる問題と、方位詞を付加する必要があるか否かという

「方位詞の付加」に関わる問題の二つが挙げられる。本研究では、前者の「方位

詞の選択」に関する問題を中心に考察するが、第 1 章では方位詞“上”、“里”の

用法をより多角的に捉えるために、「方位詞の付加」について、“V 进＋L”（V：動

詞、L：場所を表す語句）

5
の形式を取り上げて検討する。また、共起する動詞や

方向補語など、本研究の主な視点である「名詞自体の持つ特徴」以外の要素が方

位詞の選択に与える影響についても言及する。 

第 2 章、第 3 章では、方位詞“上”、“里”の選択に関わる問題について、「具体

的な空間を表すケース」と「具体的な空間を表さないケース」の二つに分けて考

察する。第 2 章では、“操场”[グラウンド]、“公园”[公園]などの具体的な空間

を表す名詞と方位詞“上”、“里”の共起状況から、それぞれの方位詞が選択され

る際の条件、および各方位詞の用法を明らかにする。なお、ここで取り上げる名

詞の中には、“公园”のように“里”としか共起しないものや、“马路”[道路]の

ように“上”としか共起しないものもみられるが、“沙漠”、“操场”、“草地”など

のように、“上”、“里”のいずれとも共起できるものの方が多く存在する。第 2 章

では、このような方位詞“上”、“里”の置き換えが可能な場合に生じるニュアン

スの違いを明らかにするとともに、“上”、“里”の持つ特徴が方位詞の選択に及ぼ

す影響について論じる。そして第 3 章では、第 2 章での考察結果をもとに、“报纸”

[新聞]、“电视”[テレビ]、“电话”[電話]などの文字、映像、音声といった様々

な方式による情報媒体を例に取り、「具体的な空間を表さないケース」を対象に検

討を行う。さらに、“上”、“里”は“心”のような物理的なかたちを持たないもの

と共起することも可能であるが、第 3 章では“胸、脑”と共に「思考をつかさど

る名詞」として取り上げ、“上”、“里”との共起状況を明らかにする。 

第 4 章、第 5 章では、方位詞“里”の用法について、“里”と類似する機能を有

する“中、内”との比較を通して考察する。方位詞“里、中、内”、特に“里”

と“中”についてはその用法に似通った部分が多く、先行研究においても、“里”
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と“中”は同等に扱われることが少なくない。しかしながら、実際には“里”が

口語的な場面に多用されるのに対し、“中、内”は書面語に多く用いられる傾向が

あるなど、文体の違いを始めとしたいくつかの相違点が存在する。これらの方位

詞について、第 4 章では主に“里”と“中”の違いが顕著に表れる「空間構成に

関わる名詞」（“窗”[窓]、“墙”[壁、塀]など）、および“里”と“内”の違いが

顕著に表れる「明確な範囲を持たない名詞」（“天空”[大空、天空]、“田野”[田

野、野原]など）を取り上げて考察する。そして、第 5 章では方位詞“里、中、内”

と「身体部位名詞」との共起関係を例に挙げて、文体的特徴と方位詞選択との関

連性について検討する。 

第 6 章では、方位詞が時間表現に用いられるケースについて論じる。中国語の

方位詞の中には、本研究の主な考察対象の一つである“上”のように、空間的位

置関係を表す場合（例：“桌子上”[机の上]）だけでなく、時間を表す表現（例：

“上（个）星期”[先週]）にも用いられるものが存在する。本研究では、方位詞

“上”、および時間表現に多用される“前”、そしてこれらと対をなす“下、后”

を取り上げて分析する。なお、これらの方位詞のうち、“前、后”については、[＋

過程]の特徴を持つ語と共起する場合に多義が生じることが先行研究で指摘され

ている。しかし実際には、前置される要素によってはどちらか一方の意味として

用いられやすくなるケースもあり、この問題についてはさらなる見当の余地があ

ると思われる。以上の点をふまえ、第 6 章では、方位詞“上、下”、および“前、

后”の持つ時間的用法について、統語的および意味的観点からの分析を通して考

察する。 

最後の終章では、本研究の分析結果を要約するとともに、方位詞“上”、“里”

の用法について総括する。 
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＜＜＜＜序章序章序章序章    注釈注釈注釈注釈＞＞＞＞    

1） 例文中の分析対象となる部分を下線で示す。以降、特に指摘のない場合、例

文中の下線は引用者によるものとする。 

2） 例文末尾の括弧内の表示は、例文中の方位詞“上”、“里”の置き換えの可否

を表している。たとえば例（1）の末尾の（→

＊

桌子里）は、例文中の“桌子

上”を“桌子里”に置き換えた場合に非文となることを意味する。同様に、（→

○○里/上）は置き換えが可能なこと、（→

?
○○里/上）は不適切な表現である

こと、（→

??
○○里/上）はさらに容認度が劣ることを示す。なお、これらの置

き換えの可否についての判断は、いずれも中国語母語話者に確認を行った上

で提示している。 

3） 例（1）に示したように、北京大学汉语语言学研究中心のコーパスによる例文

については、＜CCL 语料库＞と表記した上で、引用された小説のタイトル（お

よび作者）や雑誌名、新聞名等の情報を提示する。 

4） “操场”の場合、“上”と共起することが多く、“里”の使用には個人差がみ

られる。なお、具体的にどのようなケースに“操场”が“里”と共起するか

については、第 2 章で考察する。 

5） ここで、本研究で用いる記号の凡例を示しておく。 

 

N：名詞、 V：動詞、 L：場所を表す語句、 NP：名詞フレーズ 
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第第第第 1 章章章章    現代中国語現代中国語現代中国語現代中国語のののの方位詞方位詞方位詞方位詞にににに関関関関するするするする諸問題諸問題諸問題諸問題    

 

 

1.0. はじめにはじめにはじめにはじめに    

現代中国語の方位詞に関しては、これまでに複数の研究者によって様々な視点

から研究がなされてきた。たとえば、吕叔湘 1965、史有为 1997、邹韶华 2001な

どはコーパスを用いた統計的手法により方位詞の使用状況について分析しており、

沈家煊 1999は中英対照という観点から中国語における空間認知、およびその表現

形式の特徴を明らかにしている。認知言語学的なアプローチによる研究について

は、この沈家煊 1999以外にも廖秋忠 1983、1989、刘宁生 1994、周烈婷 2000、葛

婷 2004、童盛强 2006、吕兆格・郭晓沛 2006など多数みられる。また、方经民 1987a、

b は“方位参照”

1
の理論を提唱し、方位詞を含む空間表現に関する一連の研究（方

经民 1993、1997、1999a～c、2000など）を行っている。 

一方、個別の方位詞の研究については、“上”と“里”の用法に関するものが最

も多く、高橋 1988、高桥 1992、保坂・郭 2000、周烈婷 2000、西槇 2004、葛婷 2004

などが挙げられる。その他、“里”類の方位詞（“里”、“中”、“内”）に関する研究

（罗日新 1987、邢福义 1996、西槇 2005）、“上”、“下”に関する研究（缑瑞隆 2004、

白丽芳 2006）などもみられる。 

本章では、方位詞の中でもとりわけ使用頻度の高い“上”、“里”の用法につい

ての先行研究を紹介するとともに、方位詞に関わるいくつかの問題を取り上げて

検討する。 

 

1.1.    方位詞方位詞方位詞方位詞のののの用法用法用法用法にににに関関関関するするするする先行研究先行研究先行研究先行研究    

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. ≪≪≪≪现现现现代代代代汉语汉语汉语汉语八百八百八百八百词词词词≫≫≫≫によるによるによるによる““““上上上上””””、、、、““““里里里里””””のののの用法用法用法用法    

《现代汉语八百词》（以下、《八百词》と略す）では、“上”、“里”の用法につい

て、以下のように記述されている（“上”：415－416頁、“里”：322－323頁）

2
。 
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①“上”【方位詞】：位置が高い。 

名詞+“上” 

a) 物体の最上部あるいは表面を指す。 

例：山上[山、山の頂上]、脸上[顔、顔の表面]、桌子上[机の上] 

b) 範囲を示す。 

例：书上[本、本の中]、报上[新聞紙上]、世界上[世界において] 

c) 方面を指す。 

例：他在音韵研究上下了很大功夫[彼は音韻研究において大変な努力

を払った] 

 

②“里”【方位詞】：一定の範囲内。 

名詞+“里” 

a) 場所を示す。 

例：城里[市内]、树林里[林の中]、房间里有人[部屋の中に人がいる] 

b) 時間を示す。 

例：夜里[夜中]、假期里[休暇中]、上个月里他来过一次[先月彼は一

度来た] 

c) 範囲を示す。 

例：话里有话[話に言外の意味がある]、主席团成员里有老周[議長団

のメンバーの中には周さんがいる] 

d) 機関・機構を表す単音節の名詞に付くときは、機関・機構を指す場合と、

その所在地を指す場合とがある。 

例：向县里(指机构)汇报情况[県(機関を指す)に状況を報告する]、从

县里(指处所)来[県(場所を指す)から来る] 

e) 人体の部分を表す若干の名詞につく。具体的な部分を指す場合と、抽象

的なものを指す場合とがある。 

例：手里拿着一封信(实指)[手に 1 通の手紙を持っている(具体的)]、

手里收集了一些材料(虚指)[手元に少しばかり資料を集めた(抽
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象的)] 

 

上記の《八百词》の記述に基づき、方位詞“上”、“里”にそれぞれどのような用

法があるのかをある程度把握することは可能である。しかしながら、具体的な用

例について詳しい分析を行うには十分であるとは言い難い。たとえば、以下の例

（1）、（2）について、上記の分類にしたがって分析した場合、“里”はいずれのケ

ースにおいても「場所を示す」用法として用いられていることになる。 

 

（1）湖里有一条很大的鱼。（→

＊

湖上） 

[湖に一匹の大きな魚がいる。] 

（2）湖里有一条很大的船。（→湖上） 

[湖に一艘の大きな船が浮かんでいる。] 

（例（1）、（2）は高桥 1992：54） 

 

上の例から明らかなように、同じ「場所を示す」用法の“里”であっても、“上”

に置き換えることができないケース（例（1））もあれば、置き換えが可能なケー

ス（例（2））も存在する。次に、“里”の分類のもう一つの例として、高桥 1992

の分類をみてみる。 

    

1.1.2.    高高高高桥桥桥桥 1992 によるによるによるによる““““里里里里””””のののの用法用法用法用法    

高桥 1992：50－51 による“里”の分類は、《八百词》の分類とは大きく異なっ

ている

3
。 

 

““““里里里里””””

4    

1））））表示体积内表示体积内表示体积内表示体积内[体積内を表す]：：：： 

具体的な空間内部を表す用法であり、原則的に“上”に置き換える

ことはできない。 

a. 她猛地想起来了，从衣兜里掏出这月的工资。 
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（→

＊

衣兜上） 

[彼女は急に思い出して、服のポケットから今月の賃金

を取り出した。] 

2））））表示框框内表示框框内表示框框内表示框框内[枠内を表す]：：：：    

外界との間に明確な境界の存在する場合を表す。この用法に該当す

る“里”については、“上”に置き換えることのできる場合（例 c）

とできない場合（例 b）がある。 

b. 索桂云的眼睛里发潮了。（→

＊

眼睛上） 

[索桂雲の目が潤んだ。] 

c. 嗨，其实，不过是因为她们班里的几位同学结伴秋游，

没有叫上她。（→班上） 

[ねえ、実のところ、彼女のクラスの何人かのクラスメ

ートが連れ立って秋の遠足に行くのに、彼女が呼ばれ

なかったからというだけのことだ。] 

3））））表示周围表示周围表示周围表示周围[周囲を表す]：：：：    

あるものの周りが全て他のものである場合。たとえば次の例 d のよ

うに、本のページに挟まれた「花」の周囲はすべて「本のページ」

で埋められており、空間は存在しない。このような用法を“表示周

围”という。なお、同様の用法は“上”には存在しないため、置き

換えることはできない。 

d. 她那忧郁的、满是皱纹的脸，让我想起我早年夹在书页

里的那些已经枯萎了的花。（→

＊

书页上） 

[彼女のその憂鬱でしわだらけの顔は、私に昔、本の

ページに挟んだ枯れしぼんだ花を思い起こさせた。] 

4））））表示总和表示总和表示总和表示总和[全体を表す]

 5
：：：：    

“里”がない場合、前にくる名詞は単数、複数のいずれも表すこと

ができるが、“里”がある場合、複数のみを表す。“上”については

このような用法はないため、置き換えることはできない。 
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e. 从到过我家的客人里，我看不出任何迹象，他究竟是谁

呢?（→

＊

客人上） 

[私の家に来たことのあるお客の中に、私はいかなる

形跡も見出すことができなかった。彼は一体誰なのだ

ろうか。] 

 

以上の高桥 1992 の分類によれば、“表示框框内”のケースのみに“上”への置き

換えの可能性が生じるといえる。先の例（1）、（2）の“里”についても、高桥 1992

の分類に基づいて解釈すれば、両者の“上”への置き換えの可否に差異が生じる

理由が明らかとなる（ここでは例（3）、（4）として再掲）。 

 

（3）湖里有一条很大的鱼。（→

＊

湖上） 

（4）湖里有一条很大的船。（→湖上）       （例（1）、（2）再掲） 

 

高桥 1992：54は、例（3）、（4）の“里”はそれぞれ“表示周围”、“表示框框内”

の用法に該当するとしている。ここでの参照物体はいずれも“湖”という同一の

名詞であるものの、指示物体が“鱼”であるのか、それとも“船”であるのかに

よって用いられる“里”の用法に差異が生じることになる。すなわち、指示物体

自体の持つ特徴によって、前者は「湖（水）の中にいる」、後者は「（湖という）

一つの範囲内に浮かんでいる」という異なる位置関係を表していると認識される。

なお、“上”への置き換えが可能となるのは、高桥 1992が指摘するように、“表示

框框内”として用いられている後者のケースのみである。この場合、“船”は“湖”

という一つの「範囲内」に浮かんでいるというだけでなく、“湖”の「表面」に浮

かんでいると捉えることもできることから、“上”への置き換えが可能となると考

えられる。 

以上のことから、方位詞“上”、“里”の選択においては、話し手が指示物体と

参照物体の位置関係をどのように捉えているのかという点が最も重要なポイント

の一つとなるといえる。次に、方位詞“上”、“里”が表す位置関係を図式化した
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葛婷 2004の研究をみてみる。 

 

1.1.3.    ““““上上上上””””、、、、““““里里里里””””がががが表表表表すすすす位置関係位置関係位置関係位置関係    

葛婷 2004：60は、方位詞“上”、“里”によって表される指示物体と参照物体の

位置関係について、以下のような図を用いて説明している（“上”は【図 1】～【図

5】、“里”は【図 6】～【図 9】）。 

 

““““上上上上””””    

 

  【図 1】     【図 2】  【図 3】   【図 4】    【図 5】 

 

““““里里里里””””    

 

  【図 6】     【図 7】     【図 8】      【図 9】 

    

上の各図が示すように、方位詞“上”、“里”との共起によって表される物体の位

置関係には様々なケースが存在するが、ここで重要となるのは、どのようなケー
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スに“上”のみが用いられ、どのようなケースに“里”のみが用いられるのかと

いう点である。葛婷 2004：60は、“里”の用法を示す【図 6】～【図 9】のうち、“外”

との対立を表す【図 6】を除くすべてにおいて“上”との置き換えの可能性がある

と指摘し、そのうちの【図 7】を表す例として次のようなものを挙げている。 

 

（5）火车上/里的人很多，站也没有地方。 

［電車の中には人がたくさんいて、立っている場所もない。］ 

（葛婷 2004：60） 

    

例（5）では参照物体「電車」と指示物体「人」の位置関係が表されている。この

場合については、確かに“上”と“里”のいずれも用いることができるが、次の

例（6）、（7）が示すように、三次元的特徴の顕著な名詞の場合には通常“里”が

用いられることが多い。 

 

（6）配殿里有个隔出来的小房间，房间里有张桌子，桌子上堆着写在旧稿纸上

的手稿。（→

＊

配殿上、

＊

房间上）  ＜CCL 语料库＞（王晓波《万寿寺》） 

[配殿（本殿の左右の建物）には仕切られた小さな部屋がある。部屋の

中には机があり、机の上には古い原稿用紙に書かれた肉筆の原稿が積ん

である。] 

（7）小学生从书包里翻出铅笔盒，她自己挑出一支圆珠笔交给我。 

（→

＊

书包上）        ＜CCL 语料库＞（王朔≪过把瘾就死≫） 

[小学生はかばんの中をかき回して筆箱を出すと、彼女は自分でボール

ペンを一本選んで私に渡した。] 

    

例（6）の“配殿”や“房间”、例（7）の“书包”はいずれも三次元的特徴が顕著

であり、これらの立体空間の内部を表す場合には“里”が付加され、“上”を用い

ることはできない。つまり、先の例（5）の“火车”のように“上”との共起が可

能となるのは例外的なケースであるといえる

6
。どのような条件を満たした場合に
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“上”と“里”の置き換えが可能となるのであろうか。また、葛婷 2004にも一部

指摘されているように、方位詞“上”、“里”は以上のような具体的な空間を表す

ケースだけでなく、“心上/心里”[心の中]のような具体的な空間を表さないケース

にも用いられる。本研究では、方位詞“上”、“里”に前置される名詞を「具体的

な空間を表すケース」と「具体的な空間を表さないケース」に分け、それぞれの

ケースにおける“上”、“里”との共起状況の分析を通して、方位詞“上”、“里”

の持つ特徴を明らかにすることを試みる。 

 

1.2.    方位詞方位詞方位詞方位詞にににに関関関関わるわるわるわる問題問題問題問題についてについてについてについて    

前述のように、方位詞に関連する問題としては、主に「方位詞選択に関する問

題」と「方位詞の付加に関する問題」の二つが存在する。前者は（複数の方位詞

のうちの）どの方位詞が用いられるのかが問われるのに対し、後者は方位詞その

ものが必要とされるか否かが問題となる。方位詞はどのような場合に用いられて、

どのような場合に用いられないのか。たとえば、吕叔湘 1942/1944：195で“白话

里面用方所词，除地名外，大率加用方位词，以「里」、「上」、「下」为最普通。”[口

語において方位詞が用いられるとき、地名を除いて、たいてい方位詞が併せて用

いられる。“里”、“上”、“下”が最も一般的である。]と指摘されているように、

地名などの固有名詞の後には方位詞が用いられないという記述は、他の先行研究

においてもよくみられる（文錬 1959、Li & Thompson1981、藤堂・相原 1985、刘

月华 2001など）。 

また、藤堂・相原 1985 は、「名詞には，それ自身場所性を持っているものとそ

うでないものがあり」（83 頁）、場所性を持っているものは直接“到、在、往”の

客語になれるが、場所性を持たないものは、後に“里”、“上”などの方位詞が必

要となるとしている。方位詞“里”、“上”の使用について、藤堂・相原 1985：83

－84の記述に基づいて分類した場合、以下の三つのケースに分けられる

7
。 

 

I）“里”、“上”を用いることができないケース

8 

→ 日本、中国、北京、上海、南京路… 
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例：他在北京学习。→

＊

他在北京里/上

9
学习。 

［彼は北京で勉強している。］ 

II）“里”、“上”を付加してもしなくてもよいケース 

→ 图书馆、邮局、办公室、宿舍、学校、百货大楼、车站… 

例：他在学校里工作。→他在学校工作。 

［彼は学校で仕事をしている。］ 

III）“里”、“上”が必要となるケース 

→ 椅子、桌子、书架、床、炕、书、岗位、职位、手… 

例 a：他把书放在桌子上了。→

＊

他把书放在桌子了。 

［彼は本を机の上に置いた。］ 

例 b：请拿在手里仔细看吧。→

＊

请拿在手仔细看吧。 

[手にとってよくご覧。] 

 

藤堂・相原 1985：83－84 は、I）類は地名や国名などの場所指示性が強い固有名

詞であり、II）類はそれ自身のうちに場所を表す意味を含んでいるものであり、日

常生活の中で「ある確定した場所」を指す働きが強く、III）類は固有性、場所性

が共にうすい一般名詞や抽象名詞であると述べている。 

以上のように、方位詞“里”、“上”の付加に関する問題については、先行研究

においてすでに明らかにされている部分が少なくない。ただし、次の例のように、

場所性が低い語であっても方位詞の省略が可能となるケースもみられる。 

 

（8）……，连孩子们也会用稚嫩的小手将母亲削掉的果皮放进垃圾箱。 

（→垃圾箱里）         ＜CCL 语料库＞（《人民日报》1996） 

［…子どもたちでさえ、幼い小さな手で母親の剥いた果物の皮をゴミ箱

に入れる。］ 

 

例（8）の“垃圾箱”[ごみ箱]は、上記の藤堂・相原 1985の分類の III）類に該当

し、固有性や場所性が高いとはいえないが、原文のように“V 进”の目的語とな
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る場合には方位詞“里”の省略が可能となる。このような例は、名詞自体の持つ

場所性は方位詞の省略の可否を判断する際の基準の一つとなり得るが、絶対的な

基準ではないことを示唆しているといえよう。既述のように、方位詞とは方向や

相対的な位置関係を表す語であり、どのような方位詞が用いられるかについては、

前置される名詞自体が持つ特徴だけでなく、共起する動詞や方向補語、構文、話

者の視点、文脈など様々な要素による影響を受ける。これは方位詞の付加の問題

にも当てはまり、場所性の低い名詞であっても、他の要素によって位置関係が明

白な場合には、方位詞の省略が可能となるケースもあると考えられる。本研究で

は、方位詞の選択や省略の可否に影響を与える複数の要素のうち、方位詞に前置

される名詞自体の持つ特徴を主な考察対象とするが、実際にはこれ以外の要素に

よる影響を完全に切り離して考察することは難しい。以下の 1.2.1.では、名詞以外

の要素による影響の一例として、動詞及び方向補語が方位詞の選択に与える影響

を取り上げて検討する。 

 

1.2.1.    方位詞方位詞方位詞方位詞““““上上上上””””、、、、““““里里里里””””のののの選択選択選択選択    

1.2.1.1.    動詞動詞動詞動詞によるによるによるによる影響影響影響影響    

方位詞の選択において重要となるのは指示物体と参照物体の位置関係であり、

話者がそれをどのように認識しているかによって用いられる方位詞が決定される。

先の例（1）、（2）のように、指示物体となる名詞の持つ特徴が参照物体との位置

関係を決定づける最大の要素となるケースだけでなく、共起する動詞によって両

者の関係が明らかにされるケースも少なくない。 

 

（9）【土葬】处理死人遗体的一种方法，一般是把尸体装进棺材，再埋在地里(区

别于“火葬、水葬”等)。    （《现代汉语词典 第 5 版》1382頁） 

［【土葬】遺体を処理する方法の一種で、一般に、死体を棺桶の中に入れ

てから地中に埋める（「火葬、水葬」等と区別される）。］ 

 

動詞“埋”は物体間に「内包」の関係が存在することを表すことから、例（9）で
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は“里”が用いられている。储泽祥 1997aは、相対的位置関係を有する“本体”

と“客体”

10
においては、動詞についてもその形式と合致するものを要求するとし

た上で、動詞をその特性に基づき以下の四種類に分類している。以下は、储泽祥

1997a：264－267の分類をまとめなおしたものである。 

 

（一）V[＋接触]：“本体”と“客体”の相対的位置関係に“接触性”がある場

合、「接触」の意味を有する動詞を要求する。このタイプの

組み合わせにおいては、それと関係する名詞に付ける方位

詞として“上”が用いられやすい。 

例：“盖”[覆う]、“挂”[掛ける]、“贴”[貼る]、“写”[書

く]など 

（二）V[＋容入]：“本体”と“客体”の相対的位置関係に“容入性”がある場

合、「容れる」の意味を有する動詞を要求する。このタイプ

の組み合わせにおいては、それと関係する名詞に付ける方

位詞として“里”が用いられやすい。 

例：“包”[包む]、“插”[挿す]、“藏”[隠す]、“埋”[埋

める]など 

（三）V[＋离析]：“本体”と“客体”の相対的位置関係に“离析性”がある場

合、「離れる」の意味を有する動詞を要求する。このタイプ

の組み合わせにおいては“里”はあまり用いられない。 

例：“飞”[飛ぶ]、“追”[追う]など 

（四）V[＋接触]/[＋容入]： 

動詞の中には、“接触性”、“容入性”の両方の意味を持つも

のがある。しかし、“本体”と“客体”の相対的位置関係の

相違により、動詞の意味についても違いが生じる。したが

って、[＋接触]、[＋容入]の二種類の特性を持つ動詞であ

っても、具体的な文においては、基本的にはどちらか一つ

の意味しか表されない。 
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例：“放”[置く、入れる]、“睡”[眠る]、“躺”[横にな

る]、“坐”[座る]、“跑”[走る]など 

 

上のような分類は、先の例（9）のケースからも明らかなように、方位詞選択の基

準の一つとなり得るといえる。ただし、（四）類の動詞については、[＋接触]と[＋

容入]の両方を表す可能性があるとされているように、常に動詞の特性のみによっ

て共起する方位詞を決定することができるというわけではない。 

 

（10）桌上放着一本书。 

[机の上に一冊の本が置いてある。] 

（11）抽屉里放着一本书。 

[引き出しの中に一冊の本が入っている。] 

（例（10）、（11）は储泽祥 1997a：266） 

 

储泽祥 1997a：266が指摘するように、動詞“放”は「接触関係」を表す場合には

“上”と共起し（例（10））、「内包関係」を表す場合には“里”と共起する（例（11））。

つまり、動詞“放”だけでは“上”と共起するのか、それとも“里”と共起する

のかを判断することができないことになる。さらに、（二）類に該当する動詞“插”

についても、“上”と共起するケースもみられる。 

 

（12）……，大大的生日蛋糕上插着 10根蜡烛。（→

??
蛋糕里） 

＜人民网＞（http://minzu.people.com.cn/GB/166721/12529700.html） 

[…大きな誕生日ケーキに 10 本のロウソクが挿してある。] 

 

例（12）の場合、[＋容入]を表す動詞“插”が用いられているにもかかわらず“上”

と共起しており、ここでは“里”を用いると不自然な文となる。その理由の一つ

として考えられるのは、焦点の問題である。誕生日ケーキのロウソクは火を灯す

ために挿されるのであり、その焦点はケーキに埋まっている部分ではなく、外に
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出ている部分に置かれる。つまり、例（12）では動詞“插”が用いられてはいる

ものの、その焦点は「内包関係」には置かれていないことから、“里”は用いられ

にくいと考えらえる。 

以上のようなことから、共起する動詞の持つ特徴は、方位詞選択の一つの目安

にはなり得るが、決定的な要素であるとは言い難い。 

 

1.2.1.2.    方向補語方向補語方向補語方向補語によるによるによるによる影響影響影響影響 

1.2.1.1.でみたように、動詞だけでは物体間の位置的関係を確定することができ

ないケースが存在するが、方向補語を用いることによってその関係が明らかとな

る場合がある。たとえば、動詞“跑”は、储泽祥 1997aの分類では（四）類の[+

接触]にも[+容入]にもなり得る動詞に該当し、次の例（13）、（14）のように“上”

と共起するケース、“里”と共起するケースのいずれのパターンもみられる。 

 

（13）在海口，在三亚，街道上跑着各省市车牌的豪车。 

＜人民网＞（http://pic.people.com.cn/GB/31655/10920851.html） 

[海口や三亜では、大通りを各省市のナンバープレートを付けた高級車

が走っている。] 

（14）庙可大了，我小时候还经常在庙里跑着玩呢…… 

＜人民网＞（http://art.people.com.cn/GB/205643/206277/13716810.html） 

[寺はとても大きくて、私は幼い頃よく寺の中で走って遊んでいた…] 

 

しかし、次の例のように“跑进”の形で用いられる場合には“里”としか共起し

ない。 

 

（15）夫妇俩又埋头嘟嘟哝哝地学英语，小女孩跑进草地里专心致志地逗弄蝴

蝶。（→

＊

草地上）               （高橋 1988：159） 

[夫婦はまたぼそぼそと英語の勉強に没頭し、少女は草地に走り込んで

わき目も振らずに蝶と戯れている。] 
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例（15）の“跑”は補語を伴った“跑进”の形で用いられており、“草地”と“小

女孩”の間に「内包関係」が存在することが明らかとなることから、方位詞“上”

を用いることはできない。なお、“V 进＋L”の形式は、方位詞の選択の問題だけ

でなく、方位詞の省略の可否にも影響を与え得る。この点については、1.2.2.1.に

おいて改めて述べる。 

 

1.2.2.    方位詞方位詞方位詞方位詞““““里里里里””””のののの省略省略省略省略    

一般に、介詞“在、到、往、从”が用いられる場合には、共起する名詞に「場

所性」が要求されるが、一方で、これらの介詞を伴わない場合における名詞に対

する「場所性」の要求度は一様ではない

11
。たとえば、荒川 1992：85 では、「ト

コロ化」を必要としない例の一つとして、次のようなものを挙げている。 

 

（16）进屋子                    （荒川 1992：85） 

[部屋に入る] 

 

“屋子”は通常「場所性」が要求される場合には方位詞を伴わなければ用いるこ

とができないが（例：

＊

在屋子→在屋子里）、例（16）のように動詞“进”の目的

語として用いられる場合には方位詞（この場合“里”）を必要としない。同様に、

“进”が補語として用いられる場合についても、方位詞“里”の省略が可能とな

るケースが多い。 

 

（17）因此他每次上课，走进教室里时总要夹着一大摞书。（→教室） 

＜CCL 语料库＞（汪曾祺《沈从文先生在西南联大》） 

［このため、彼が授業に行くときにはいつも山のような本を抱えて教室

に入らなければならなかった。］ 

（18）……，连孩子们也会用稚嫩的小手将母亲削掉的果皮放进垃圾箱。 

（→垃圾箱里）                （例（8）再掲） 
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上の例から明らかなように、“V 进＋L”の場合、例（17）の“教室”のようにも

ともと方位詞の付加が任意とされる名詞だけでなく、例（18）の“垃圾箱”のよ

うに必ず方位詞を伴わなければならないとされるものについても、“里”の省略が

可能となる。以下、方位詞の省略に関する問題について、“V 进＋L”のケースを

取り上げて考察する。 

 

1.2.2.1. ““““VVVV 进进进进＋＋＋＋LLLL””””ののののケースケースケースケース    

“V 进＋L”における“L”については、先の例（17）のように“里”が後置さ

れるケースと、例（18）のように“里”が省略されるケースとがある。ただし、

例（17）、（18）のいずれにおいても、“里”は付加してもしなくても成立するよう

に、“V 进＋L”の“L”については、（i）「“里”の付加が任意の場合」が多い。し

かし、（ii）「必ず“里”が用いられる場合」や（iii）「“里”を用いることができな

い場合」も存在する。また、“V 进＋L”の“L”に付加される方位詞は“里”が最

も多いが

12
、（iv）「“里”類以外の方位詞が用いられる場合」も存在する。以下、

（i）～（iv）のケースについて個別にみていく。 

    

（（（（i））））““““里里里里””””のののの付加付加付加付加がががが任意任意任意任意のののの場合場合場合場合    

“V 进＋L”の“L”については、方位詞“里”の付加が任意であるケースが

多く、先の例（18）の“垃圾箱”だけでなく、その他の普通名詞についても“里”

を伴わない例がみられる。 

 

（19）据悉，警方进入房间的时候，谢征宇神色慌张地把一个小纸袋塞进抽

屉，……（→抽屉里） 

＜人民网＞（http://pic.people.com.cn/GB/1098/6764490.html） 

[情報によると、警察が部屋に入ったとき、謝征宇は慌てふためいた様

子で小さな紙袋を引出しに押し込み…] 

（20）将冬瓜片放进大碗，加 1/2汤匙盐、3 汤匙酱油和 1 汤匙糖搅拌均匀，腌

制 15分钟。（→大碗里）＜百度＞（http://www.sbar.com.cn/caipu/28635/） 
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[冬瓜をスライスしたものをボウルに入れ、スプーン 1/2杯の塩、スプ

ーン 3 杯の醤油とスプーン 1 杯の砂糖を加えてまんべんなく混ぜ合わ

せ、15分間浸けておきます。] 

 

“垃圾箱”（例（18））、“抽屉”（例（19））、“大碗”（例（20））は、いずれも中に

モノを入れることを目的として作られた「容器」の一種である。したがって、“V

进”の目的語として、特に“里”を付加しなくても「内包関係」が成立すること

は容易に推測され得るといえる。また、通常「容器」として用いられないもので

あっても、中に何かを入れたり、挿し込んだりすることができるものについては

“里”を省略することが可能である。 

 

（21）今年圣诞夜，圣诞老人第一件放进袜子的是什么东西?（→袜子里） 

＜百度＞（http://www.sgnet.cc/news/2010-03/06/content_292742.htm） 

[今年のクリスマスイブに、サンタクロースが最初に靴下に入れたのは

何でしょう。] 

（22）研究人员建议，把剁碎的青椒、胡萝卜等蔬菜塞进面包，将其当成早餐

或午餐。（→面包里） 

＜人民网＞（http://health.people.com.cn/GB/15235375.html） 

[研究者は、細かく刻んだピーマン、にんじんなどの野菜をパンにはさ

んで朝食や昼食にすることをすすめている。] 

（23）我们店里规定长期工必须要理短发，就是用手指插进头发，头发不能超

过手指。（→头发里） 

＜人民网＞（http://finance.people.com.cn/money/GB/15477187.html） 

[我々の店では長期労働者は必ず髪の毛を短くしなければならないと

定めており、手の指を髪の毛に差し入れたときに、髪の毛が指からは

み出してはならない。] 
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例（21）～（23）の“袜子”、“面包”、“头发”は、いずれも本来的に「容器」として

用いられるものではない。たとえば、“袜子”は素足と靴の間の緩衝材、あるいは

保温、汗の吸収などといった役割を持っている。「足」を入れる「容器」として

捉えることも可能であるが、想定される内容物は「足」のみであり、通常はそれ

以外のものを入れるための「容器」としては認識されない。また、“面包”の場合

についても、パンの間に様々な具材を挟んだり、中にジャムや餡を入れたりする

こともできるが、パンはジャムや餡を入れるための「容器」ではない。このように、

“V 进”の目的語は、本来的に「容器」として作られたものなのか、それとも副次

的に「容器」としての役割を担うものなのかにかかわらず、方位詞“里”を省略

することが可能であるといえる。 

さらに、通常“上”と共起することが多い二次元的特徴の顕著な名詞

13
につい

ても、“里”を付加しなくても“V 进”の目的語となることができる。 

 

（24）彭其激动得簌簌地流出两行冰冷的眼泪，走进了广场。 

（→

?
广场里/

＊

广场上）       ＜CCL 语料库＞（《读书》vol-035） 

［彭其は感動してはらはらと二筋の冷たい涙を流し、広場に入っていっ

た。］ 

（25）崔文戈果断采取依靠单侧刹车强制转弯的方法，将战机准确地滑进滑行

道……（→滑行道里/

＊

滑行道上） 

＜百度＞(http://mil.qianlong.com/4919/2004/03/04/228@1919661.htm) 

［崔文戈は思い切りよく片側ブレーキによって強制的に曲がる方法を

とり、戦闘機を正確に誘導路に滑り込ませた…］ 

 

例（24）、（25）において“V 进”の目的語として用いられている“广场”及び“滑

行道”は、いずれのケースもその顕著な二次元的特徴には焦点が置かれておらず、

一つの範囲を持つ空間として捉えられている。この場合、「接触関係」に焦点が置

かれる“上”を用いることはできない。なお、“里”の付加については基本的に任

意となるが、例（24）のように“里”を用いない方が自然な表現となる場合もあ
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る。二次元的特徴を持つ名詞についてはもともと“里”と共起しにくい傾向があ

るため、“V 进”の目的語となるケースについても“里”との共起が認められにく

くなる可能性があると考えられる。 

一方、次の例（26）のように“里”を付けた方がよいケースも存在する。 

 

（26）她从书包里掏出一个纸盒子放进桌子里。（→

??
放进桌子） 

＜百度＞（http://wenku.baidu.com/view/db2da6c69ec3d5bbfd0a742d.html） 

[彼女はかばんの中から紙箱を一つ取り出して机の中に入れた。] 

 

“桌子”にはいろいろなタイプのものがあるが、引き出しのついたもの、あるい

は学校などで用いられるような机の下に荷物を入れるスペースのあるタイプのも

のについては、“里”を用いて「机の中」という意味を表すことが可能である。し

かし、“桌子”にはもともと顕著な二次元的特徴を持つという共通認識が存在し

14
、

「容器」としての認識には結びつきにくいため、“V 进”の目的語となる場合であ

っても“里”を付加した方が分かりやすい表現となると考えられる。 

 

（（（（ii））））必必必必ずずずず““““里里里里””””がががが付加付加付加付加されるされるされるされる場合場合場合場合    

黄育红 2004：366は、“V 进＋L”において必ず“里”が後置されるケースとし

て、“火、土”などの単音節の名詞の例を挙げている。 

 

（27）那一天她发疯似的将《红楼梦》和别的一些书扔进火里烧了，气得他整

整十天不理她。 

［あの日彼女は狂ったように《紅楼夢》とほかの何冊かの本を火の中に

投げ捨てて焼き、まるまる十日間も彼女を無視するくらいに彼を怒ら

せた。］ 

（28）我用湿棉花缠住根部，到了那边泡在瓶子里，泡出须根再埋进土里。 

［私は湿らせた綿を根の部分に巻き付け、向こうに着いたら瓶の中につ

けて、ひげ根が出てきたら一度土の中に埋めることにする。］ 



 30

（例(27)、（28）は黄育红 2004：366） 

 

黄育红 2004の指摘するように、上の例（27）、（28）の“里”は省略することはで

きない。ただし、このような傾向は“V 进”の目的語となるケースについてのみ

当てはまるというわけではない。藤堂・相原 1985や储泽祥 200415
などにも指摘が

あるように、単音節の名詞にはもともと方位詞が省略されにくい傾向がある。上

の例の“火”や“土”についても、“火海”や“泥土”のような二音節の語にすれ

ば、方位詞の省略が可能となる。 

 

（29）万峰二话没说，一桶凉水将自己淋透便冲进火海。（→火海里） 

＜人民网＞（http://bf.people.com.cn/GB/15203262.html） 

[万峰は二の句も継がず、バケツ一杯の水をかぶって身体を濡らすと、

火の海に突進していった。] 

（30）大李就用铁杆插进泥土，感觉下面有砖，于是认为这里应该是古墓。 

（→泥土里）  ＜人民网＞（http://legal.people.com.cn/GB/13107802.html） 

[大李が鉄の棒を泥土に挿すと、下に煉瓦があるのが感じられたので、

ここは古い墓に違いないと考えた。] 

 

以上の例からも明らかなように、単音節か否かという点は、方位詞省略の可否に

おける判断基準の一つとなり得るといえる。ただし、単音節の語がすべて方位詞

を省略することができないというわけではないようである。 

 

（31）人们大部分没动，只有魏强、汪霞跟他走进屋。（→屋里） 

＜CCL 语料库＞（冯志《敌后武工队》） 

［人々は大部分が動かなかったが、魏強と汪霞だけが彼と一緒に部屋に

入った。］ 

（32）她知道沿着一条路走进山去，就会找到我。（→山里） 

＜CCL 语料库＞（王晓波《黄金时代》） 
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［彼女は一本の道に沿って山の中に入れば、私を見つけることができる

と知っていた。］ 

 

例（31）、（32）の例が示すように、単音節の名詞であっても必ずしも“里”を伴

わなくても成立するケースもある

16
。上記の例において“里”が省略可能となる

理由としては、先の例（29）、（30）の“火”や“土”と異なり、“屋”や“山”がも

ともと場所性を有している点が挙げられる。つまり、“V 进”の目的語については、

単音節の語であっても、場所として認識され得るものであれば、方位詞が省略さ

れる可能性があるといえる。 

 

（（（（iii））））““““里里里里””””をををを付加付加付加付加できないできないできないできない場合場合場合場合    

以上でみてきたように、“V 进＋L”の“L”については、方位詞“里”の付加が

任意であるケースが多いが、“里”を付加することができないケースも皆無ではな

い。 

 

（33）这年 8 月 14日，八国联军从天津攻进了北京。（→

＊

北京里） 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1993） 

［この年の 8 月 14日、八カ国連合軍は天津から北京に攻め込んだ。］ 

 

例（33）の“北京”のような固有名詞については、もともと方位詞を付加するこ

とができないため、ここでも“里”を付加することができない。つまり、“V 进＋

L”のケースにおいて“里”を付加できない場合とは、地名や国名を表す場合を指

す。 

    

（（（（iv））））““““里里里里””””類以外類以外類以外類以外のののの方位詞方位詞方位詞方位詞がががが付加付加付加付加されるされるされるされる場合場合場合場合    

既述のように、“V 进＋L”は「内包関係」が存在することを表すことから、方

位詞が後置される場合には、「中、内側」の意味を表す“里”類（“里”、“中”、“内”）

の方位詞が用いられるのが一般的であるが、それ以外の方位詞が用いられる可能
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性も皆無ではない。 

 

（34）当孙女士让它再跳一次时，它发现了躲在一旁偷拍的记者，然后钻进沙

发下，再也不肯表演。 

＜人民网＞（http://society.people.com.cn/GB/1062/3778295.html） 

[孫女史がもう一度跳ばせようとしたとき、それ（猫：引用者注）は傍

らに隠れてこっそり撮影している記者に気づき、ソファーの下に潜り

込んで二度と実演してくれなかった。] 

 

例（34）では、“V 进”の目的語である“沙发”に“里”ではなく“下”が後置さ

れている。この場合、ソファーの下（床との間）に閉鎖空間（一種の容器として

みなされる）が存在することから、“V 进”の目的語となることが可能となると考

えられる。 

 

1.2.2.2.    小結小結小結小結 

以上のようなことから、“V 进＋L”の“L”については、場所性の低い単音節名

詞の場合には“里”が必須となり、また、もともと方位詞を付加することのでき

ない地名や国名などの場合には“里”は用いられないが、それ以外は基本的に“里”

の付加が任意となるケースが多いといえる。しかしながら、上記の条件を満たす

場合であっても、“里”の付加は常に任意であるというわけではない。たとえば、

“桌子”のように二次元的特徴が顕著な名詞については、「容器」としての認識に

結びつきにくく、「容器」の機能を有する場合であっても“里”を付けた方が自然

な表現となる（例（26））。つまり、“V 进＋L”が用いられる場合には、指示物体

と参照物体の間に「内包関係」が存在することがすでに確定しているが、「容器」

としての認識に結びつきにくいものについては、“里”を付加することにより「容

器」であることが強調され、よりスムーズに「内包関係」を表すことができるよ

うになると考えられる。 
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1.3.    第第第第 1 章章章章のまとめのまとめのまとめのまとめ    

本章では、現代中国語の方位詞“上、里”の用法に関する先行研究を提示する

とともに、方位詞に関連するいくつかの問題を取り上げた。方位詞に関する問題

には大きく分けて、「方位詞の選択」に関する問題と「方位詞の付加」に関する問

題の二つが挙げられる。方位詞の選択、および付加については、いずれも共起す

る名詞、動詞、補語、介詞および構文、視点、文脈など様々な要素による影響を

受けるが、これらの要素は単独で選択される方位詞を決定付けることが難しいケ

ースが多く、複数の要素から判断する必要がある。たとえば、用いられる動詞が

同じであっても、共起する名詞が異なれば選択される方位詞も異なる（例（1）/（2）、

例（10）/（11））。また、“V 进＋L”のケースにおいては、「内包関係」を表すこと

が明らかなため、方位詞“里”は余剰性（redundancy）の高い要素としてみなされ、

付加が任意となるケースが少なくない。その場合に重要となるのは、“V 进＋L”

の“L”が「内包関係」を表すのに必須となる「容器」（あるいは「一つの範囲」）

としての認識に結びつくか否かという点である。 

本研究では使用頻度の特に高い方位詞“上”と“里”を中心に、両者の選択に

関する問題について考察するとともに、「類似」あるいは「対比」の関係にある“中、

内、外、下”などの方位詞との比較分析などを通して、“上”と“里”の持つ特徴

を明らかにすることを主な目的とする。また、本章で指摘したような方位詞の選

択に影響を及ぼす様々な要素を考慮しつつ、共起する名詞自体の持つ特徴が“上”、

“里”の選択や“里”、“中”、“内”の選択に与える影響についても論じる。 
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＜＜＜＜第第第第 1 章章章章    注釈注釈注釈注釈＞＞＞＞ 

1） 方经民 1993では、方经民 1987a、b で提唱した“方位参照”の理論について

再検討を行っている。方经民 1993：88 による“方位参照”の定義とは、“叙

述者选择观察点利用方向参照点、位置参照点和方位词的关系描写空间、时间

方位辖域”[陳述者は観察点を選択し、方向参照点、位置参照点と方位詞の関

係を利用した上で、空間、時間の方位領域を描く]というものである。 

2） 体裁（下線含む）および日本語訳は引用者による。以下、先行研究からの引

用については、特に記載のない限り、その体裁および日本語訳はすべて引用

者によるものとする。 

3） 高桥 1992 による“上”の用法については、「時間を表す」という用法が加え

られているほかは《八百词》の内容とほぼ同じであるため、ここでは省略す

る。 

4） それぞれの用法についての解説は、高桥 1992：50－51の記述をもとに引用者

がまとめなおしたものである。なお、各用法の例文は、高桥 1992：50－51か

ら引用したものに、引用者が日本語訳を付けたものである。 

5） “表示总和”の用法は、“里”だけでなく、“中”にもみられる。 

日韩两国人的睡眠时间为受调查国中最短，日本人每天平均睡 7.83小时。 

（→里/

??
内） ＜人民网＞（http://world.people.com.cn/GB/11601892.html） 

[日韓両国の人の睡眠時間は調査を受けた国の中で最も短く、日本人の

毎日の平均睡眠時間は 7.83時間であった。] 

上の例の“受调查国中”は、「調査を受けた（複数の）国の中」という意味を

表しているが、このように「複数の中」を表す場合には“里”と“中”が用

いられるが、同じく“里”類の方位詞である“内”は用いられにくい。 

6） この点については、2.4.で詳しく分析する。 

7） この後に続く三つの分類は、藤堂・相原 1985：83－84の例文をもとに、引用

者がまとめなおしたものである。 

8） “北京”のような固有名詞には方位詞を後置することができないが、“北京市”

のように「固有名詞（地名）＋普通名詞」の構成からなるものについては方
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位詞を付加することが可能となる。高橋 1997：358 は「固有名詞の後に用い

られる“里”はある特定の中心地域を表す用法」であるとして、以下のよう

な例を挙げている。 

a. 北京市里有三个商业区。     （高橋 1997：358（日本語訳含む）） 

［北京市の中心には三つの商業区域がある。］ 

高橋 1997 によれば、“北京市里”は北京市の中心地域を指すということにな

る。しかし、次の例が示すように、「固有名詞（地名）＋普通名詞」に“里”

が後置される場合、常にその中心地域のみを指すとは限らない。 

b. 北京市里最便宜的旅馆在哪里? 

＜百度＞（http://zhidao.baidu.com/question/183975326.html） 

[北京市内で最も安い旅館はどこにありますか?] 

例 b の“北京市里”は北京の中心部のみではなく、北京市内全域を指してい

ると捉えるのが自然である。先の例 a の“北京市里”が「中心地域」を指す

と理解された理由は、“商业区”が市の中心部にあると推測されるためである

と考えられる。このように、「固有名詞（地名）＋普通名詞」は「中心部」と

「全体」の二通りの意味を表すことが可能であり、どちらの意味を表すのか

については文脈に依存するといえる。 

9） 藤堂・相原 1985では“上”と共起することのできない場合の具体例は挙げら

れていないが、ここで挙げられた例文“他在北京学习。”［彼は北京で勉強し

ている。］は、“里”だけでなく“上”を付加することもできない。 

10）储泽祥 1997aのいう“本体”と“客体”は、本研究の「参照物体」と「指示

物体」に該当する。 

11）介詞“往”の目的語の場合であっても、方位詞が省略される例がみられる。 

a. 如今大家都养成了往垃圾箱扔垃圾的习惯，我们的工作自然也轻松了不

少。（→垃圾箱里） 

＜百度＞（http://www.envir.gov.cn/info/2002/10/108754.htm） 

[今ではみんなゴミ箱にごみを捨てる習慣が身に付き、私たちの仕事も

自然ととても楽になった。] 
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b. 他脱去外衣，换上拖鞋，盘腿坐在沙发上，一边往杯子倒啤酒，一边

说：……（→往杯子里） 

＜百度＞（http://blog.sina.com.cn/mapingchuan8899） 

[彼は上着を脱いでスリッパに履き替え、ソファーの上で胡坐をかき、

コップにビールを注ぎながら言った…] 

例 aの「ゴミ箱」と「ゴミ」、例 b の「コップ」と「ビール」はいずれも「内

包関係」にある。同じく「内包関係」を表す“V 进＋L”のケースにおいて“里”

の省略が可能な場合が多いように、“往”の目的語であっても「内包関係」を

表すことが明白な場合には、“里”が省略される可能性が生じるものと推測さ

れる。 

問題となるのは、必ずしも「内包関係」を表さない場合においても、“里”

を省略することが可能なケースが存在する点である。 

c. ……胡浩然一闪，健步如飞地冲到二分线上，又顺势把球往篮框投

去，……（→往篮框里） 

＜百度＞（http://zuowen.chazidian.com/zuowen848178） 

[…胡浩然はさっとかわすと、飛ぶように 2 ポイントラインまで突き

進み、ボールをバスケットゴールへと投げた…] 

例 c では最終的にゴールが決まったかどうかが明らかにされていないが、依

然として“里”を省略することが可能である。バスケットゴールに向かって

ボールを投げた場合、必ずしもシュートが決まるとは限らない。つまり、ボ

ールとゴールの間に「内包関係」が確定していない場合にも“里”を省略で

きるケースが存在することになる。しかし、そもそも介詞“往”は「動作の

方向」を表すものであり、“V 进＋L”のように「内包関係」を確定するもの

ではない。つまり、介詞“往”の場合、「内包関係」が明白な場合ではなく、

「動作の方向」が明らかな場合に“里”が省略される可能性が生じるものと

考えられる。 

以上のような状況から、介詞“在、到、往、从”などの目的語に対して要

求される場所性はすべて一様であるのだろうかという疑問が生じる。赵元任
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1980：265では“在”と“到”、“从”では要求される場所性に差異があること

が指摘されているが、“往”のケースについては言及されていない。“往”の

目的語に対して求められる場所性については、今後さらに詳しく検討する必

要があるといえよう。 

12）実際には“里”だけでなく、“里”に近い働きを持つ“中”や“内”などが用

いられるケースもみられる。方位詞“里、中、内”の違いについては、第 4

章、第 5 章において詳しく述べることとし、ここでは使用頻度の最も高い“里”

を“里、中、内”からなる“里”類の代表として考察対象とする。 

13）方位詞“上”と共起しやすい名詞には、“广场”[広場]や“操场”[グラウン

ド]などの二次元的特徴が顕著なものが挙げられる。詳しくは第 2 章を参照。 

14）“桌子”について二次元的特徴を持つという共通認識が存在することは、“纸”

［紙］、“票”［チケット］などの「平面の目立つもの」を数えるのに用いる量

詞“张”が“桌子”に対しても用いられることからもみてとることができる。 

15）储泽祥 2004：115は、“NP＋方位词”の音節が“1＋1”の構成によって成り立

つとき、方位詞は一般に省略することができないとし、以下の二つのパター

ンがあることを指摘している。 

① 書面語では単独で用いることができるが、口語では単独で用いること

ができないもの（例：“身上、地上、寺里、空中”など） 

② 書面語、口語のいずれにおいても単独で用いることができるもの 

（例：“村里、店里、海上、街上”など） 

16）さらに、次のような例もみられる。 

等了半个多小时，45岁的代义权手里拿着几挂鞭炮走进门。（→门里） 

＜人民网＞（http://www.people.com.cn/GB/shehui/1063/2288608.html） 

［三十分あまり待つと、45 歳の代義権が手に何本かの爆竹を持ってド

アから入ってきた。］ 

上の例の“门”のように、ある空間の内部と外部とをつなぐ「通過経路」を

表す場合、“里”の付加は任意となる。なお、「通過経路」と方位詞との関係

については、4.2.で詳しく述べる。 
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第第第第 2 章章章章    方位詞方位詞方位詞方位詞““““上上上上””””、、、、““““里里里里””””のののの選択選択選択選択についてについてについてについて（（（（1））））    

――――    具体的具体的具体的具体的なななな空間空間空間空間をををを表表表表すすすすケースケースケースケース    

 

 

2.0.    はじめにはじめにはじめにはじめに    

本章では、現代中国語の方位詞“上”、“里”の選択に関わる問題について、具

体的な空間を表すケースを対象に考察する。方位詞“上”、“里”の基本的な用法

については、“上”は二次元的特徴の顕著な場合（例：“桌子上”［机の上］）に用

いられ、“里”は三次元的特徴の顕著な場合（例：“房间里”[部屋の中]）に用い

られるという傾向がみられる。両者の使い分けには一見明確な差異があるように

思われるが、二次元的か三次元的かという基準のみでこれらの方位詞を完全に使

い分けることはできない。たとえば、序章で問題提起したように、“操场”［グラ

ウンド］、“公园”［公園］における“上”、“里”の使用状況には明確な差異がみら

れる。 

 

（1）我一般会在幼儿园午间活动的时候去，孩子们都在操场上玩，协调性和运

动能力一眼就能看出来。 

＜人民网＞（http://zj.people.com.cn/GB//n/2012/0806/c186327-17322963.html） 

［私は一般に幼稚園の昼休みの活動の時間に行く。子どもたちは皆グラ

ウンドで遊んでおり、協調性と運動能力が一目で分かる。］ 

（2）老师禁止我们在操场里玩。     ＜百度＞（http://d.yeshj.com/w/bar） 

［先生は私たちがグラウンドで遊ぶのを禁止している。］ 

（3）很多小朋友下课后不是马上回家，而是在公园里玩，……（→

＊

公园上） 

＜人民网＞（http://edu.people.com.cn/GB/n/2012/0821/c1053-18795120.html） 

［多くの子どもが授業が終わったあとすぐに家に帰らず、公園で遊ぶ…］ 

（序章・例（5）～（7）再掲） 

 

例（1）～（3）から明らかなように、“操场”の場合は“上”だけでなく“里”が用
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いられるケースもみられるが、“公园”の場合には基本的に“里”のみが用いられ、

“上”は用いられないという違いがある。“里”しか用いられない“公园”は三次

元的空間として捉えられ、“上”と“里”の両方が用いられる“操场”は二次元・

三次元の両方として認識されるということを意味するのであろうか。本章では、

共起する名詞自体の持つ特徴による影響を中心に、具体的な空間を表す場合にお

ける方位詞“上”と“里”の選択に関する問題について考察を行う。 

 

2.1. 具体的具体的具体的具体的なななな空間空間空間空間をををを表表表表すすすす““““上上上上””””    

方位詞に前置される名詞が二次元的特徴が顕著であると認識される場合には、

一般的に“上”が用いられることが多い。 

 

（4）桌子上放着许许多多小礼物：一对花碗，两双筷子，一个小圆镜子。 

（→

＊

桌子里）         ＜CCL 语料库＞（周而复《上海的早晨》） 

[机の上にはたくさんの小さな贈り物が置いてある。花碗が一対、箸が

二膳、小さな丸い鏡が一つ。] 

（5）公安局墙上挂着毛主席语录：“骄傲使人落后，虚心使人进步。” 

（→

＊

墙里）            ＜CCL 语料库＞（张贤亮《绿化树》） 

[公安局の壁には毛主席語録が掛けてある。「傲慢さは人を堕落させ、謙

虚さは人を進歩させる。」] 

 

例（4）、（5）の“桌子”と“墙”は、前者は空間的に水平（【図 1】参照）、後者は

垂直（【図 2】参照）という違いはあるものの、いずれも顕著な二次元的特徴を有

している点において共通している。そして、例（4）は「贈り物」と「机（の表面）」、

例（5）は「毛主席語録」と「壁（の表面）」の間に「接触関係」が存在している。

なお、これらの例はいずれも“上”を“里”に置き換えることはできないことか

ら、表面的な「接触関係」に焦点が置かれる場合には、“里”を用いることはでき

ないといえる。 
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また、「接触関係」を表すケースには、例（4）の「贈り物」と「机」のように、

いわゆる「モノ」と「モノ」の位置関係を表す場合だけでなく、次の例のように

「モノ」と「トコロ」の位置関係を表す場合もある。 

 

（6）上车以后把师傅杀死，甩在沙漠上，自己把车开回了上海。（→沙漠里） 

＜CCL 语料库＞（毕淑敏《翻浆(上)》） 

[車に乗った後親方を殺して、砂漠に置き去りにし、自分で車を運転し

て上海に戻った。] 

（7）下午，他们便相邀去洗海水澡，在沙滩上散步。（→

＊

沙滩里） 

＜CCL 语料库＞（《作家文摘》1997） 

[午後、彼らはお互いに誘い合って海水浴に行き、砂浜を散歩した。] 

 

上の例の“沙漠”[砂漠]、“沙滩”[砂浜]は、いずれも二次元的特徴の顕著な「ト

コロ」として認識される。例（6）は方位詞“上”が用いられ、「死体」（モノ）と

「砂漠（の表面）」（トコロ）の間に接触関係が存在することに焦点が置かれてい

る。また、例（7）では散歩をする人の「足（の裏）」（モノ）と「砂浜（の表面）」

（トコロ）に一種の接触関係が存在しているといえる。ここでポイントとなるの

は、“上”から“里”への置き換えの可否である。「モノ」と「モノ」の位置関係

を表すケース（例（4）、（5））については、“上”を“里”に置き換えることがで

きないが、「モノ」と「トコロ」の位置関係を表すケースには、例（6）のように

【図 2】 

【図 1】 
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“里”への置き換えが可能となるケースも存在することになる。 

さらに、“上”の用法には、次の例（8）のように接触関係が全く存在しないケ

ース（［－接触］）も存在する。 

 

（8）子弹从侦察员们头上飞过去。（→

＊

头里） 

＜CCL 语料库＞（杜鹏程《保卫延安》） 

[銃弾が偵察員たちの頭の上を飛んで行った。] 

 

例（8）は、偵察員たちの頭上（上方）を銃弾が通過していったことを表しており、

当然のことながら、両者の間に接触関係は存在しない（【図 3】参照）。 

 

 

ただし、“上”の［－接触］を表す用法が用いられるのは、例（8）のように文脈

から両者に接触関係が存在しないことが明白な場合に限られる

1
。つまり、“上”

が「上方」を表すためには、文脈による状況設定が必須となる。なお、このよう

な［－接触］のケースについても“上”を“里”に置き換えることはできない。 

本章では、以上に挙げたような具体的な空間を表す場合の方位詞“上”と“里”

の使い分けを通して、置き換えの可能となる場合の条件やそれぞれの表す意味に

ついて考察する。 

 

2.2.    具体的具体的具体的具体的なななな空間空間空間空間をををを表表表表すすすす““““里里里里””””    

方位詞“里”が具体的な空間を表す場合には、次のようなケースが考えられる。 

 

（9）“房间里的人是谁?”二哥低声问道，掩盖不住内心的忧惧。 

【図 3】 
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（→

＊

房间上）            ＜CCL 语料库＞（罗广斌《红岩》） 

[「部屋の中の人は誰なんだ?」二番目の兄は心の中の心配や不安を隠

すことができず、低い声で尋ねた。] 

（10）戒指我都买好了，还订了一束花和一个小蛋糕，我要把戒指藏在蛋糕里，

当她把戒指从嘴里拿出来时，我马上向她求婚。（→

＊

蛋糕上/

＊

嘴上） 

＜人民网＞（http://hn.people.com.cn/GB/195210/12448263.html） 

[指輪はもう買ったし、花束と小さなケーキも注文しました。私は指輪

をケーキの中に隠して、彼女が指輪を口の中から取り出した時に、すか

さず彼女にプロポーズするのです。] 

 

上の例（9）、（10）は三次元空間や物質の内部を指しており（【図 4】参照）、いず

れのケースも“里”を“上”に置き換えることはできない。 

 

 

これに対して、以下の例については“里”だけでなく、“上”を用いることも可

能である。 

 

（11）记得我呆住了，双手垂下，在草地里静静地站着，一直等到那歌声在风

中消逝。（→草地上）      ＜CCL 语料库＞（张承志《黑骏马》） 

[私は茫然として、両手を垂れ、静かに草原に立つくし、あの歌声が

聞こえなくなるのをずっと待っていたことを覚えている。] 

（12）一些质量较差的房屋被完全冲垮,海里漂浮着家具、衣服等物品。 

（→海上）        ＜CCL 语料库＞（《新华社 2004年新闻稿》） 

外外外外

【図 4】 

  

  里里里里    
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[質が悪い建物は完全に押し流され、海には家具や衣服などが漂ってい

る。] 

 

例（11）、（12）は、それぞれ「草原という範囲の内側に立っていること」、「海と

いう範囲の内側に家具や衣服などが漂っていること」を表している。これは、高

桥 1992の分析における“表示框框内”[枠内を表す]という用法に該当すると考え

られる

2
。これらの例における“里”は、ある範囲の内側か外側かという関係、す

なわち“外”との対立を表しており（下の【図 5】参照）、空間の広がりを規定す

る次元とは無関係であるため、対象は必ずしも三次元的空間である必要はない。

つまり、話者によって一つの「範囲」として認識される場合については、たとえ

二次元的特徴が顕著であっても“里”の使用が認められることになる。なお、例

（11）や（12）のような「範囲の内側」を表す“里”については、“上”への置き

換えが可能である場合が多い。 

 

 

                            外 

 

【図 5】 

 

さらに、次のようなケースにおいても、“里”と“上”の両方を用いることがで

きる。 

 

（13）公共汽车里人不是很多，刘慧芳从中门上车后便站在车箱连接处，…… 

（→公共汽车上）        ＜CCL 语料库＞（王朔《无人喝采》） 

[バスの中は、人はあまり多くなかった。劉慧芳は中央のドアから乗車

すると、車両の連結部分に立ち…] 

 

例（13）では、先の例（9）のように、三次元空間の内部が表されているが、“里”

                    里里里里    
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を“上”に置き換えることが可能である。先行研究でも言及されているように、「乗

り物」における方位詞選択については、他とは異なる特徴がみられる。この点に

ついては 2.4.で詳しく取り上げる。 

以上のようなことから、“里”は“房间里”のように前置する名詞が典型的な三

次元的特徴を有する場合についてのみ用いられるのではなく、“草地里”のように

次元とは直接関係のない「範囲の内側」を指すケースにも用いられるため、“上”

との置き換えが可能なケースが生じるといえる。つまり、方位詞“里”は次元的

特徴に着目した場合、立体（三次元）的か、平面（二次元）的かという対立関係

を“上”との使い分けによって表し、さらに、“外”との対比により、境界を基準

とする内外関係についても表していることになる。以下、前者のような“里”を

“里 1”、後者のような“里”を“里 2”とする。なお、“里 1”と“里 2”の関係は

次の【表 1】のようにまとめられる。 

 

【表 1】 “里/上”、“里/外”の対立関係 

 “上” “里” “外” 

＜次元＞ 平面 立体（“里 1”）  

＜境界＞  内側（“里 2”） 外側 

 

2.3.    ““““上上上上””””とととと““““里里里里””””のののの選択選択選択選択についてについてについてについて    

先の 2.1.と 2.2.でみたように、具体的な空間を表す場合に用いられる方位詞“上”

と“里”は、それぞれ「接触関係」（“上”）や「内包関係」（“里”）に焦点が置か

れない場合には両者の置き換えが可能となるケースがある（例（6）、（11）、（12）

など）。本節では、このような両者の置き換えが可能となるケースを中心に具体例

を挙げつつ、“上”と“里”の置き換えの可否における条件や制限、および方位詞

の選択に結び付く話者の認識等について考察する。 
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2.3.1.    ““““上上上上””””とととと「「「「範囲範囲範囲範囲」」」」をををを表表表表すすすす““““里里里里 2””””    

一般に、二次元的特徴の顕著な名詞については、次の例のように“上”が用い

られることが多い。 

 

（14）我问他干吗去了，他说在广场上看了会儿人家放风筝。（→

＊

广场里） 

＜CCL 语料库＞（王朔《浮出海面》） 

[私が彼に何をしに行ったのかを聞くと、彼は広場でみんなが凧を揚げ

るのをしばらく見ていたと言った。] 

（15）天暗下来，路上行人断迹，操场上打篮球的人也走了。（→

＊

操场里） 

＜CCL 语料库＞(王朔《看上去很美》） 

[空が暗くなってきて、路上の通行人は途切れ、グラウンドでバスケッ

トボールをしていた人も行ってしまった。] 

 

例（14）、（15）のように、二次元的特徴の顕著な“广场”や“操场”の場合、“上”

との共起が一般的である。保坂･郭 2000：241 は、“广场”に対して“里”が用い

られない理由について、「ある場所を“广场”と認知するにはその特性として、二

次元の場所と意識されなければならない」、「三次元の空間と意識されるなら、も

はや“广场”とは認められない」としている。しかし、次の例のように、“广场”

が“里”と共起する例も存在する

3
。 

 

（16）……，穿着崭新节日盛装的牧民们的衣服湿透了，但是，任它风吹雨淋，

广场里的观众一动不动!（→广场上） 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1995） 

[…真新しい晴れ着姿の牧畜民たちの服はすっかり濡れていたが、風に

吹かれ、雨に濡れるに任せ、広場の観衆は微動だにしない!] 

 

例（16）の“里”は、先の例（11）、（12）と同様に「範囲の内側」を表す“里 2”

として用いられていると考えられる。前述のように、内外関係を表す“里 2”につ
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いては、対象の次元が二次元であるか三次元であるかを問わないため、“上”との

共起が一般的な名詞であっても、ある範囲の内側であることを強調する場合には

共起が可能となる。しかし、全てのケースにおいて“里 2”と共起するわけではな

く、たとえば先の例（14）のように、同じ“广场”であっても“里”への置き換

えに違和感が生じるケースも少なくない。“里 2”の使用にはどのような制限が存

在するのであろうか。以下、“里 2”の共起制限についてみていく。 

 

2.3.2. ““““里里里里 2””””におけるにおけるにおけるにおける形状形状形状形状によるによるによるによる共起制限共起制限共起制限共起制限    

“沙漠”[砂漠]と“沙滩”[砂浜]は、いずれも「砂」という同様の成分から構

成される二次元的特徴の顕著な名詞であるが、方位詞“上”、“里”の置き換えの

可否において相違がみられる。たとえば、“沙漠”については、“上”と“里”（里

2）のどちらとも共起が可能である場合が多い。 

 

（17）沙漠里没有树，一棵都没有。（→沙漠上） 

＜CCL 语料库＞（鲍昌《芨芨草》） 

[砂漠には木がない。一本もない。] 

（18）上车以后把师傅杀死，甩在沙漠上，自己把车开回了上海。（→沙漠里） 

（例（6）再掲） 

 

一方、“沙滩”の場合、以下の例が示すように、基本的に“上”と共起すること

が多い。 

 

（19）她独自坐在沙滩上，头发、衣服都湿透了，贴在身上。（→

＊

沙滩里） 

＜CCL 语料库＞（王朔《一半是火焰，一半是海水》） 

[彼女はひとり砂浜に座っていた。髪の毛も服もすっかり濡れて、体に

貼り付いていた。] 

（20）下午，他们便相邀去洗海水澡，在沙滩上散步。（→
＊

沙滩里） 

（例（7）再掲） 
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例（19）では、“她”が砂浜に座っている状態について描写されていることから、

「接触関係」を表すために“里”ではなく“上”が選択されているものと考えら

れる

4
。一方、例（20）の場合、砂浜を散歩していることを表現しており、「接触

関係」には特に焦点が置かれないが、“上”のみが用いられ、“里 2”は用いられに

くい

5
。このように、“沙滩”は“上”と共起しやすい傾向がみられるが、次の例

（21）、（22）のように、前後関係などから話者が「砂浜」を一つの「範囲」とし

て捉えていることが明らかな場合には“里 2”との共起も可能となる。 

 

（21）暗里，二百多男女老少，挨家挨户被敌人抓起来，用刺刀赶到村前的

．．．

沙

滩里，突然，一片大火从村里升起。（→沙滩上） 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1995） 

[秘密裏に二百名あまりの老若男女が軒並み敵に捕まり、銃剣で村の前

の砂浜まで追い立てられると、突然村に火の手が上がった。] 

（22）铺展开的渔网在大片浅黄色

．．．．．

沙滩里，给人一种如鱼儿一般游动的感觉；

用俯视角度拍摄，既排除了天空对画面完整性的干扰，又使正在忙碌的

人物产生出一种静态美。（→沙滩上） 

＜人民网＞（http://art.people.com.cn/GB/41123/41126/3561705.html） 

[敷き広げられた漁網が広い薄黄色の砂浜の中で、まるで魚のように自

由に動き回っているような感覚を与える。上から見下ろす俯瞰的な視

点で捉えられ、空による画面の完全性に対する干渉を排除することが

でき、また忙しく働いている人々に一種の静的な美しさを与えてい

る。] 

 

例（21）の場合、「追い立てられる」という状況から、ある場所から「村の前の砂

浜」という特定の範囲内への移動というニュアンスが生じるために“里 2”との共

起が可能となっているものと推測される。一方、例（22）については、「大きな薄

黄色の砂浜」が俯瞰的に捉えられていることから、一つの「範囲」として認識さ

れやすくなっているものと考えられる

6
。以上の例のように、文脈から一つの「範
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囲」としての認識に結びつく場合には“里 2”との共起も可能となるが、いずれの

ケースも“上”との置き換えが可能であり、“沙滩”については、やはり“里 2”

よりも“上”との結びつきの方が強いと理解される。つまり、“沙滩”にはもとも

と一つの「範囲」として認識されにくい傾向があると考えられる。これに対して

“沙漠”の場合、例（17）（例（18）についても“里”への置き換えが可能）のよ

うに、“里 2”との共起に特に制限はなく、“沙滩”に比べて一つの「範囲」として

認識されやすいといえる。 

両者の間にこのような認識の違いが生じる原因の一つとして、“沙漠”と“沙滩”

の形状の違いが挙げられる。つまり“沙滩”の場合、“沙漠”とは異なり、一般に

海に沿った細長い形をしていることから、一種の「線･帯状」として捉えられるが

故に、“上”との結びつきが強くなるのではないかとの仮説が立てられる。以下、

「線･帯状」の特徴を持つ名詞と方位詞との共起関係についてみてみる。 

「線･帯状」の形状的特徴を持つ名詞としては、たとえば“马路”[大通り]、“公

路”[自動車道路]などの「道」類の名詞が挙げられる。 

 

（23）马路上除了排着队走的巡警，差不多没有什么行人。（→

＊

马路里） 

＜CCL 语料库＞（老舍《赵子曰》） 

[大通りには、隊列をなして歩いている警官以外ほとんど通行人はなか

った。] 

（24）敌人的坦克，在公路上往南跑!（→

＊

公路里） 

＜CCL 语料库＞（老舍《无名高地有了名》） 

[敵の戦車が、道路を南へ走っていきます!] 

 

例（23）、（24）のように、“马路”や“公路”には“上”が用いられ、“里”に置

き換えることはできない。ただし、同じように「線･帯状」の形状的特徴を有する

名詞であっても、“里”と共起する名詞も存在する。 

 

（25）那日傍晚，马锐在胡同里被几个年轻人打了。（→

＊

胡同上） 
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＜CCL 语料库＞（王朔《我是你爸爸》） 

[あの日の夕方、馬鋭は路地で何人かの若者に殴られた。] 

（26）从此，这条巷子里就看不见王玉英了。（→

＊

巷子上） 

＜CCL 语料库＞（汪曾祺《晚饭花》） 

[この時から、この横丁で王玉英を見かけなくなった。] 

 

“胡同”、“巷子”はいずれも「両側に建物が並んだ道」を表す。建物に囲まれた

細い道は「道」という平面としての側面よりも、その両側に立ち並ぶ建物に囲ま

れた閉鎖的な空間としてのイメージが強くなる

7
。つまり、“胡同”、“巷子”の場

合、道の両側に建物が並んでいるという状態が引き起こす一種の閉鎖感が“里”

との共起に結びつくといえる。このようなことから、“里 1”が用いられる際の条

件として、「閉鎖性の高さ」という基準も関係しているものと考えられる。次の 2.3.3.

では、名詞の持つ閉鎖性が方位詞選択に与える影響についてみてみる。 

 

2.3.3. ““““里里里里 1111””””とととと閉鎖性閉鎖性閉鎖性閉鎖性についてについてについてについて    

前述のように、“操场”［グラウンド］については、その顕著な二次元的特徴か

ら“上”と共起しやすいが、それが一つの「範囲」として認識される場合には、“里

2”を用いることも可能である。それに対して、三次元的特徴の顕著な名詞につい

ては、基本的に“里 1”のみと共起し、“上”には置き換えられにくい

8
。 

 

（27）“房间里的人是谁?”二哥低声问道，掩盖不住内心的忧惧。 

（→

＊

房间上）                 （例（9）再掲） 

（28）她想起抽屉里有速效感冒胶囊，她就问他是否需要。（→

＊

抽屉上） 

＜CCL 语料库＞（余华《现实一种》） 

[彼女は引き出しの中に即効性風邪薬があるのを思い出し、彼に必要か

どうかを尋ねた。] 

 

上の例から明らかなように、“房间”[部屋]や“抽屉”[引き出し]のような三次元
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的特徴の顕著な名詞については、「内包関係」に焦点が置かれることから、“里 1”

と共起する。つまり、たとえ例（27）のケースにおいて“人”が“房间”の中で

立っていたとしても（その場合、“房间”の床の表面と“人”の足の裏との間に「接

触関係」が成立する）、“房间”と“人”の間の位置的関係の焦点は依然として「内

包関係」にあり、“里 1”を“上”に置き換えることはできない

9
。ここで問題とな

るのは、具体的にどのようなものについて三次元的特徴が顕著であるとみなされ

るのかという点である。“房间”のように天井や床、壁などによって密閉された空

間がプロトタイプ的な存在であるとした場合、“公园”のようなケースはどのよう

な位置付けとなるのであろうか。冒頭の例（3）が示すように、“公园”は基本的

に“里”とのみ共起し、“上”との共起は認められない（ここでは例（29）として

再掲）。 

 

（29）很多小朋友下课后不是马上回家，而是在公园里玩，……（→

＊

公园上） 

（例（3）再掲） 

 

例（29）の“里”を“上”に置き換えることができないのは、“公园”が三次元的

特徴を有するためであろうか。保坂･郭 2000：241 は、“公园”が“里”とのみ共

起することについて以下のように述べている。 

 

“公园”という場所の特性として必ず塀や柵、門などがあって、そこは囲

われた三次元の空間と意識されることが挙げられる。ここでの“～里”のは

たらきは三次元としてのマークであるだけでなく、ある境界の“里”（なか）

と“外”（そと）をマークするものでもある。 

 

“公园”に対する認識のポイントは、保坂･郭 2000の指摘するように、｢囲われた

空間｣を表すことにある。つまり、一般に“公园”とは周囲を塀や柵で囲われた閉

鎖性の高い空間を指す場合が多く、この「閉鎖性」の高さが“里”との共起に結

びつくものと考えられる

10
。 
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また、この“公园”の例に近いものとして“学校”が挙げられるが、刘宁生 1994：

175は英語の“at the school”、“on the campus”と中国語の“学校里”の表現の間に

存在する相違について、塀の有無が関連していることを指摘している。すなわち、

中国語における“学校”が周囲を塀で囲まれていることから内部空間を有する物

体としてみなされるのに対して、英語社会における“school”、“campus”がそれぞ

れ平面の一つの点、平面としてみなされるのは、伝統的に学校というものが塀な

どで囲まれておらず、学校が地面全体の一部分として認識されるためではないか

というものである。刘宁生 1994 の説に従えば、“公园”や“学校”が“里”と共

起する理由は、これらの名詞に対して「（塀などに囲まれた）閉鎖性の高い空間」

であるという共通認識が存在し、「内部空間を有する物体」として捉えられること

によると考えられる。また、2.3.2.の“胡同”や“巷子”の例についても、「両側に

建物が並んでいる」という特徴が一種の閉鎖感を生み出すことから、“公园”や“学

校”と同様の位置付けとなる。以上のように、“里 1”が用いられる条件としては、

必ずしも典型的な三次元空間だけでなく、閉鎖性の高さという条件についても重

要なファクターとなっているといえよう。 

 

2.3.4.    小結小結小結小結    

本節では、“上”と“里”の置き換えの可能性が存在するケースについて、両者

の置き換えの可否における条件や制限についてみてきた。考察の結果に基づいて、

冒頭に挙げた例（2）、（3）に関する疑問は、次のように解釈することができる。

すなわち、“操场”[グラウンド]は通常“上”と共起することが多いが、例（2）（“老

师禁止我们在操场里玩。”）の場合、それが一つの「範囲」として認識されている

ために“里”と共起していると理解される。なお、例（2）の“里”は“里 1”で

はなく“里 2”として用いられており、グラウンドが三次元の空間として認識され

ているわけではない。一方、例（3）の“公园里”の場合、“里”を“上”に置き

換えることができないが、それは、ここでの“里”が“里 2”ではなく“里 1”で

あるためであると考えられる。“在公园里玩”という表現は、「公園という一つの

範囲内で遊ぶ」と捉えることも可能であるように思われるが、その場合“里 2”が



 52

用いられることになる。しかし、ここまでにみてきたように、“里 2”が用いられ

るケースには、“上”との置き換えが可能な場合がほとんどである（例（11）、（12）、

（16）など）。つまり、“上”に置き換えることのできない“公园里”の“里”は

“里 1”であると判断するのが妥当であり、同じく“里 1”と共起する“房间”[部

屋]のような典型的な三次元空間が“上”と共起しにくいのと同様に、“公园”の

ように密閉度はさほど高くないものの、高い閉鎖性を有する空間についても“上”

と結びつきにくくなる傾向があるといえる。 

 

2.4. 三次元的特徴三次元的特徴三次元的特徴三次元的特徴をををを持持持持つつつつ名詞名詞名詞名詞とととと方位詞方位詞方位詞方位詞““““上上上上””””    

ここまでの分析によれば、三次元的特徴を持つ、あるいは閉鎖性の高い名詞（“房

间、抽屉、胡同、公园”など）については主に“里”が用いられることになるが、

一方で、高橋 1988、保坂・郭 2000、杉村 2001、西槇 2004などに指摘されるよう

に、「乗り物」に関する名詞については三次元的特徴を持つ場合であっても“上”

と共起しやすい傾向がみられる

11
。 

 

（30）但是你知道我在公共汽车上怎么想的么?（→公共汽车里） 

＜CCL 语料库＞（梁晓声《表弟》） 

[だけど、私がバスの中でどう思ったかわかりますか。] 

（31）现在我在飞机上给你写信，今日到上海，明日飞旧金山。（→飞机里） 

＜CCL 语料库＞（铁凝《大浴女》） 

[今、私は飛行機の中であなたに手紙を書いています。今日上海に着き、

明日サンフランシスコに飛びます。] 

 

もっとも、これらの乗り物についても“上”しか用いられないというわけではな

く、その三次元的特徴から“里”と共起することも可能であり、例（30）、（31）

の“上”はいずれも“里”に置き換えることが可能である。 

本節では、主に名詞に対する空間認知という観点から、このような乗り物に関

する名詞に後置される方位詞“上”、“里”の使い分けについて分析を試みる。 
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2.4.1.    乗乗乗乗りりりり物物物物とととと““““on””””    

前述のように、乗り物については三次元的特徴を有している場合であっても、

“里”ではなく“上”と共起しやすい傾向があるが、同様の傾向は英語の前置詞

“on”、“in”においてもみられる。Herskovits 1986：144は、「大きな乗り物で輸送

される物理的対象」（“Physical object transported by large vehicle”）について、たと

えば、バス（例：“the children on the bus”[バスに乗っている子供たち]）、地下鉄

（例：“the police officers on the subway”[地下鉄に乗っている警察官]）、飛行機（例：

“The luggage is still on the plane.”[荷物はまだ飛行機にある。]）のように「内包」

の特徴が際立っているにもかかわらず、「接触・支持」を表す“on”が用いられる

理由を次のように述べている。 

 

The vehicle must have a relatively large surface or floor that supports the travelers. 

If the vehicle is small, surrounding becomes more salient, and on becomes less 

acceptable:                    （Herskovits 1986：144） 

[乗り物は移動する対象を支えるための比較的大きな表面または床を持た

なければならない。乗り物が小さければ、包囲がより際立って特徴的にな

り、on はその分受け入れにくくなる。] 

 

Herskovits 1986によれば、顕著な三次元的特徴を有する乗り物に対して“on”を

用いるためには、その三次元的特徴（「内包関係」）より「接触関係」が際立つ必

要があり、たとえば“bus、subway、plane”などのようにある程度の大きさを有す

るものでなければ“on”の対象とはなり得ないことになる。このような認識は、

中国語の方位詞“上”と“里”の使い分けにおいても有効に作用するものと考え

られるが、どのような乗り物が大きく、またどのような乗り物が小さいと認識さ

れるのかについては、英語と中国語では必ずしも一致しない。たとえば、Herskovits 

1986では、“on”が受け入れられにくいケースとして、次のような例を挙げている。 

 

（32）＊the customer on the taxi           （Herskovits 1986：144） 
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[タクシーに乗っている客] 

 

確かに、「タクシー」は「バス」や「地下鉄」などに比べて比較的小さな空間しか

有していないといえるが、中国語では「タクシー」の場合も“上”、“里”の両方

を用いることが可能である。 

 

（33）在出租车上，我把钱包里的三百块钱给他，我知道他没有钱，…… 

（→出租车里）         ＜CCL 语料库＞（安顿《绝对隐私》） 

[タクシーの中で、私は財布の中の 300元を彼にあげた。私は彼にお金

がないのを知っていた…] 

（34）坐轮椅的韩国客人在前台登记时，突然发现了随身带的一件行李忘在出

租车里了。（→出租车上）     ＜CCL 语料库＞（《报刊精选》1994） 

[車椅子に乗った韓国人客がフロントでチェックインする時に、突然手

荷物を一つタクシーの中に忘れたことに気が付いた。] 

 

このように、乗り物と方位詞“上”、“里”の共起関係は、英語の“on”、“in”のケ

ースと全く同じであるというわけではない。以下、中国語における乗り物と“上”、

“里”との共起関係についてみていく。 

 

2.4.2.    乗乗乗乗りりりり物物物物とととと““““上上上上””””、、、、““““里里里里””””についてについてについてについて    

杉村 2001：56は、「乗り物の大小や密閉度が認知に一定の影響を与える」とし、

同じ自動車であっても「大きいものは“车上”，小さいものは“车里”

12
」と表現

される傾向が強くなることに加え、「窓にカーテンを降ろして外部から中が覗けな

いようにしてある小型車の場合は“车里”」が用いられ、「小型車でも開放的な“敞

篷 chǎngpéng汽车”（オープンカー）などは“车上”」が用いられることなどにつ

いて言及している。杉村 2001 の指摘するように、“上”との共起が一般的な乗り

物類についても、比較的小さなものや密閉性を有する乗り物、たとえば“轿子”[駕

籠]や“囚车”[護送車]などについては、他の乗り物に比べて“里”との共起例が
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多くみられる。 

 

（35）琴的母亲张太太坐在前面的一乘轿子里，…… 

＜CCL 语料库＞（巴金《家》） 

[琴の母親である張夫人は、前の駕籠に乗って…] 

（36）他被装在有铁栅栏的囚车里运回马赛。 

＜CCL 语料库＞（《读书》总第 11期） 

[彼は鉄格子のついた護送車でマルセイユに送り返された。] 

 

“轿子”とは、目隠しのカーテンのついた竹製ないし木製の箱型の乗り物を指す。

「密閉度」という点においては、現代の乗り物ほど高くはないが、箱型であり、

さらに目隠しのカーテンがついていることから、一定の閉鎖性を有しているとい

える。また、人や馬などによって運ばれる比較的小さな乗り物でもあるため、“轿

子”は必然的に“里”と共起しやすくなるといえる。一方、“囚车”の場合、犯罪

者を護送するという特殊な役割を持つ車であり、一般的な車両には求められない

特別な意味での「閉鎖性」を持つことが、“里”との共起につながっているものと

考えられる。 

ただし、“轿子”、“囚车”も乗り物の一種であるため、次の例が示すように“上”

を用いることも可能である。 

 

（37）我坐在轿子上倒也觉得新奇有趣。（→轿子里） 

＜CCL 语料库＞（梁实秋《南游杂感》） 

[私は駕籠に乗るのも珍しくて興味深いと感じていた。] 

（38）一个赤裸的姑娘……突然从囚车上跳下，扭曲着，痴笑着躺在地上…… 

（→囚车里）      ＜CCL 语料库＞（《哈佛管理培训系列全集》） 

[ひとりの裸の娘が（中略）突然護送車から飛び降りた。体をねじらせ、

うつろな笑いを浮かべて地面に仰向けになり…] 
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例（37）の“轿子上”については、“我”と“轿子”の間に存在する「接触関係」

に焦点が置かれるために“上”が選択されているものと考えられる。一方、例（38）

では、“囚车”の持つ特殊な閉鎖性ではなく、“跳下”という動作によって表され

る「上から下への移動」に焦点が置かれていることから“上”が用いられている

と考えられる。なお、例（37）、（38）はいずれも“上”を“里”に置き換えるこ

とが可能である。例（38）のように、「上から下への移動」を表す場合、“里”よ

りも“上”の方が選択されやすいことが予測されるが、次の例が示すように、「上

から下への移動」を表す場合についても、必ずしも“里”しか用いられないとい

うわけではない。 

 

（39）就是在战争中，一旦遇到空袭，驾驶员可以很方便从车里跳下来，保证

车上人员的安全。（→车上）              ＜人民网＞ 

（http://pic.people.com.cn/n/2012/1030/c1016-19436661-3.html） 

[それは戦争中、空襲に遭った際に、ドライバーが車内から飛び降りる

のを便利にし、車に乗っている人の安全を保障する。] 

 

例（39）はウィリス社製のジープにドアがついていないことに対する説明の文で

ある。ここでの“从车里跳下来”は、「車内から飛び降りる」というニュアンスを

表していると考えられる。なお、この車（ジープ）にはドアだけでなく、屋根も

ついていないが、それにもかかわらず“车里”という表現が用いられていること

になる。このような用例からも、方位詞の選択については、話者の認識に依存す

る部分が少なくないことをみてとることができる。 

また、次の例のように、話者の認識に「上方のイメージ」が含まれると考えら

れるケースも存在する。 

 

（40）从飞机上往下看去，只见比较平坦的东非高原上有一条长长的凹痕，…… 

（→飞机里）         ＜CCL 语料库＞（《中国儿童百科全书》） 

[飛行機の上から下を見ると、比較的平坦な東アフリカ高原には一本の
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長いへこんだ跡が見えるだけで…] 

 

“飞机”はそれ自体が十分な大きさを持つ乗り物であり、“上”と共起する場合に

は、指示物体と参照物体の間に接触関係が存在することを意味する。ただし、例

（40）のケースについては、「飛行機から地上の様子」を眺めるという状況から、

単なる接触関係を表すだけでなく、「飛行機が上空に存在する」というニュアンス

（「上方のイメージ」）を含む可能性がある。これと同様に「上方のイメージ」が

介在すると思われるケースとして、“电梯”[エレベーター]の例が挙げられる。“电

梯”は密閉性の高い移動手段であり、通常、“里”が用いられることが多い。 

 

（41）但是这样一来，我就不知死在电梯里的那个老头子是谁了。 

＜CCL 语料库＞（王小波《未来世界》） 

[しかしこうなると、私はエレベーターの中で亡くなった老人が誰なの

かわからなくなってしまった。] 

 

しかし、“电梯”はいわゆる「交通手段」ではないものの、「乗り物」の一種とし

て捉えることも可能であることから、“上”との共起例もみられる。 

 

（42）只有两人被关在突然出故障的电梯上。（→电梯里） 

＜CCL 语料库＞（《读者文摘》总第 118期） 

[二人だけが、突然故障したエレベーターに閉じ込められた。] 

 

“电梯”は密閉度の高い箱型の移動手段であり、さらに「閉じ込められた」とい

う文脈からも、例（42）では「内包関係」を表す“里”と共起するのが自然であ

ると推測されるが、原文では“上”が用いられている。インフォーマントの中に

は、このようなケースには「エレベーター自体が高い位置にあるというニュアン

ス」（上方のイメージ）が感じられるとする者もいる。作動中に停止したエレベー

ターには、「密室」（閉鎖性の高い空間）というイメージだけでなく、「空中に止ま
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っている」というニュアンスが含まれる。例（42）の“电梯上”に「上方のイメ

ージ」が感じられるとするインフォーマントの焦点は、“里”に結びつく「密室で

ある」という点ではなく、「空中（高いところ）に止まっている」という部分に当

てられていると考えられる。 

 

2.4.3.    ““““上上上上””””とととと「「「「動動動動きききき」」」」のののの関係関係関係関係についてについてについてについて    

以上でみてきたように、三次元的特徴を有する乗り物については“上”と“里”

の両方を用いることが可能な場合が多いが、両者にはどのようなニュアンスの違

いが存在するのであろうか。保坂・郭 2000：238は、次のような例を挙げ、「乗り

物が“～上”によって場所化されるには本来の機能として『動いている』点が関

与的」であるとしている。 

 

（43）a. 我把雨伞忘在电车上了 

[私は傘を電車の中に忘れた] 

b. 我把雨伞忘在电车里了 

[私は傘を電車の中に忘れた] 

（例（43）a、b は保坂・郭 2000：238（日本語訳含む））
 

 

保坂・郭 2000：238によれば、例（43a）は傘を忘れた電車が運行中であることに

重点があり、たとえば「電車を降り、ホームから走り去る電車を見て、傘を車内

に忘れたことに気づいた場合」といった状況が想定されるという。一方、例（43b）

の場合には、「傘を忘れた場所が電車内だというだけで、電車の運行には無関心で

ある」と指摘している。そして、このような傾向を傍証するものとして、次のよ

うな例を挙げている。 

 

（44）我把我的钱包落在车里(

＊

上)了 

[私は財布を車の中に忘れた] 

（保坂・郭 2000：238（日本語訳含む）） 
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保坂・郭 2000：238では、例（44）の発話状況として、「自分で運転していた車の

中に財布を忘れたことに気づいた場合」であり、「車はすでに動いていない」こと

が前提であるとした上で“上”を用いることができないことを指摘している。し

かしながら、このような乗り物における「動き」と“上”との共起関係は、少な

くとも筆者の行ったインフォーマント調査によれば、必ずしも共通の認識として

存在するものではなく、実際には例（43a）と（43b）のように“上”と“里”を

使い分けることによって保坂・郭 2000：238 が指摘するような明確なニュアンス

の違いを表現することは難しいようである

13
。この点については、対象となる乗り

物の「動き」が特に意識されない場合についても“上”を用いることが可能であ

ることからも明らかである。たとえば、次の例（45）では“上”が用いられてい

るが、先の例（43b）のケースと同様に、その飛行機が飛行中か否かという点に焦

点は置かれない。 

 

（45）“您的钥匙不可能忘在飞机上了，否则清洁工一定会交给我们的。” 

（→飞机里）                    ＜百度＞ 

（http://hi.baidu.com/jialshg/blog/item/9ed5fab16108815e09230255.html） 

[「あなたの鍵が飛行機の中に忘れられていたはずはありません。そう

でなければ、清掃員が必ず私たちに渡してくれるはずです。」] 

 

例（45）では、鍵をなくした人が飛行機を降りてから、少なくとも清掃員が機内

の清掃をすませるくらいの時間が経っていることは明らかであるが、その飛行機

が次のフライトに飛び立っているかどうか（飛行中か否か）は問題とならない。

つまり、“上”が用いられる場合についても、“里”の場合と同様に飛行機自体の

「動き」には特に焦点が置かれないことになる。このようなことからも、少なく

とも実際のコミュニケーションにおいて、両者の違いを「動き」という視点から

使い分けすることは必ずしも妥当ではないといえるものの、一方で、乗り物にお

ける“上”との共起に「動き」という要素が全く関与しないというわけではない。

むしろ、乗り物が他の三次元的特徴を有する名詞と異なり“上”を用いることが
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できる理由として、乗り物の乗り物たる所以である「動き」が関与していると考

えるのは極めて至当であるといえよう。たとえば、杉村 2001：65は「乗り物はそ

の文が適用された特定の瞬間には動いていなくても、移動の途中でなければなら

ない」としている

14
。 

また、刘宁生 1994：174では“飞机”[飛行機]、“汽车”[自動車]、“火车”[汽

車]、“轮船”[汽船]などについては“上”が用いられるが、“机舱”[キャビン]、

“车箱”[車両]、“船舱”[船室]については“里”が用いられると指摘されている。

両者の違いは、「乗り物」として認識されるか否かという点にある。以下、“火车”

と“车厢”[車両]を例に挙げてみていく。 

 

（46）早晨来过，说是昨天在火车上没睡好，这会儿大概回家睡觉去啦。 

（→火车里）      ＜CCL 语料库＞（陈建功・赵大年《皇城根》） 

[早朝に来て、昨日汽車でよく眠れなかったって言っていたから、今頃

はきっと家に帰って寝ているだろうよ。] 

（47）我曾连续三天在地铁车厢里看见报贩从这一端喊到那一端，…… 

（→

??
车厢上）                     ＜CCL 语料库＞（《人民日报》1996） 

[私は以前三日連続で、地下鉄の車両の中で新聞の売り子がこっちの端

からあっちの端まで叫んでいるのをみたことがある…] 

 

例（46）の“火车上”は“上”を“里”に置き換えることも可能であるが、例（47）

の“（地铁）车厢里”は“里”を“上”に置き換えると不自然な表現となる。つま

り、“火车”の場合、“上”と“里”のどちらを用いても「汽車の中」という意味

を表すことができるが、“车厢”の場合には「車両の中」という意味を表す際には

“上”は用いられにくいといえる。次に、“车厢”が“上”と共起した場合にどの

ような意味を表すのかについてみてみる。 

 

（48）车厢上印着“载重 135吨”、“轻型货物专运”等字样。 

＜人民网＞（http://military.people.com.cn/GB/1077/3671252.html） 
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[車両には「積載重量 135トン」、「軽量貨物専用」などの字句が刻まれ

ている。] 

（49）在新地铁的车厢中，记者看到，每个车厢上都贴有地铁简图，每条地铁

线都用不同颜色区分。 

＜人民网＞（http://lady.people.com.cn/GB/1089/5683925.html） 

[新しい地下鉄の車両の中で、記者は各車両に地下鉄の略図が貼られ、

それぞれの路線が異なる色で色分けされているのを確認した。] 

 

例（48）、（49）はそれぞれ車両の外部、および内部の表面との接触関係を表して

おり、車両の内部空間自体は表さない。つまり、ここでの“车厢”は「乗り物」

としてではなく、三次元的特徴を有する一種の「箱」として認識されているとい

える。先の例（46）、（47）における方位詞の置き換えの可否についても、“火车”

は「乗り物」であることから“里”と“上”のいずれも用いることができるが、“车

厢”は「乗り物」として認識されないために、その内部空間を指す場合には“里”

しか用いられないと理解される。 

ただし、次の例のように、車両の中を指す場合に“车厢上”が用いられるケー

スもみられる。 

 

（50）“我在 5 号车厢上被人劫持，现在不能通话，只能发短信求助。”2 月

25日晚上 7 点，北京铁路公安局接到报警，一名 23岁女子在 1407次列

车上被劫持。（→车厢里） 

＜人民网＞（http://society.people.com.cn/GB/1062/5424213.html） 

[「私は 5 号車で犯人に捕まっています。今は電話で話せないので、メ

ールで助けを求めることしかできません。」2 月 25日夜 7 時、北京鉄道

公安局は、一人の 23 歳の女性が 1407次の列車で捕らわれたとの通報

を受けた。] 

 

例（50）の“车厢上”は、女性が捕らわれている「列車の内部」を指す。前述
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のように、通常、“车厢上”は「車両の表面」の意味しか表さないが、ここでの

“车厢”のように「列車」を比喩的に指す場合には、“上”と共起してその内部

空間を指し示すことが可能となると考えられる。 

 

2.4.4.    小結小結小結小結    

以上、2.4.では乗り物に関わる名詞に後置する方位詞“上”と“里”について

みてきた。三次元的特徴を持つ乗り物は、他の三次元的特徴を持つ名詞（たと

えば“房间里”、“抽屉里”など）と異なり、“上”と共起しやすい傾向がある。

ただし、“里”と共起することも可能であり、その場合、対象間の「内包関係」

に焦点が置かれることになる。したがって、“轿子”のように一定の密閉度を有

する比較的小さな乗り物や、特殊な閉鎖性が求められる“囚车”などのケース

においては、「接触関係」よりも「内包関係」の方が際立ちやすくなることから、

他の乗り物に比べて“里”が選択されやすくなる傾向があるといえる。 

 

2.5.    ““““N＋＋＋＋上上上上””””とととと““““N＋＋＋＋里里里里””””ののののニュアンスニュアンスニュアンスニュアンスのののの違違違違いいいい

15
    

ここまでにみてきたように、名詞に後置する“上”と“里”は置き換えが可能

なケースが少なくないが、両者の置き換えが可能な場合、どのようなニュアンス

の違いが生じるのだろうか。以下、方位詞“上”、“里”の置き換えによって生じ

るニュアンスの違いについて、二つのケースを取り上げる。 

    

2.5.1.    「「「「平面平面平面平面」」」」とととと「「「「立体立体立体立体」」」」 

一つ目のケースは、方位詞“上”、“里”と共起する際の次元的特徴の差異によ

って生じるニュアンスの違いである。 

 

（51）总之，每当我躺在酥软、厚密、繁茂的草地里，总有一种说不出的快感。 

（→草地上）           ＜CCL 语料库＞（宋学武《干草》） 

[とにかく、柔らかく厚く生い茂った草原に横たわると、いつもなんと

も言えない心地よさを感じていたのである。] 
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例（51）の場合、“酥软、厚密、繁茂”という修飾語によって、“草地”がふさふ

さとした柔らかいものであることが表現されているが、この場合、これらの修飾

語だけでなく、“草地”に後置された方位詞“里”も、聞き手に与えるニュアンス

に影響を及ぼしているといえる。このような認識は、高桥 1992が指摘する“沙发”

に対する認識と近いものである。 

 

(52）他坐在沙发上。（→沙发里）           （高桥 1992：52） 

[彼はソファーに座っている。] 

 

高桥 1992は、例（52）の“上”は“里”に置き換えることが可能であるとしてい

る。「～に座る」という意味を表す場合、「接触関係」を表すことから、通常“上”

が用いられることが多いが、次の例（53）のように“坐在沙发里”という表現が

用いられる例や、例（54）のように動詞“窝”[縮こまる]と“沙发里”が共起す

る例もみられる。 

 

(53）我们正坐在沙发里打盹，都匆匆站起身来振作精神。（→沙发上） 

（权延赤《红墙内外》） 

[私たちはちょうどソファーに座ってうたたねをしていたが、みんなあ

たふたと立ち上がって気持ちを引き締めた。] 

(54）他下班后，不是窝在沙发里看电视，就是抱着电脑打游戏，几乎不说话。 

（→沙发上）                     ＜人民网＞ 

（http://health.people.com.cn/GB/n/2012/0915/c14739-19016913.html） 

[彼は仕事が終わった後、ソファーに縮こまってテレビを見るか、パソ

コンを抱えてゲームをするかで、ほとんど口をきかない。] 

 

“坐在沙发里”や“窝在沙发里”という表現が成立する背景には、参照物体であ

るソファーの持つ特性が影響していると考えられる。ソファーの中には非常に柔

らかい素材で作られたものがあり、そこに座ると身体が沈み込み、まるでソファ
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ーに包み込まれたような状態になる場合がある。このような状態について、話者

が「（座っている人の）身体がソファーに包まれている」というような「内包関係」

として捉えた場合、“里”が用いられることになる。これと同様の認識が例（51）

の“草地里”においても共有されると考えられる

16
。つまり、例（51）は“草地”

という一つの範囲の内側に座っているのではなく、ふわふわと柔らかい草の中に

座っているのであり、この場合の“里”は“里 1”に該当する。また、例（52）と

同様に、例（51）についても、“里”だけでなく“上”を用いることもできる。“上”

を用いた場合には、参照物体の持つ二次元的特徴に焦点が置かれるのに対して、

“里”を用いた場合には、立体的なイメージと結びつくという違いがある。つま

り、両者を使い分けることによって、話者の空間認識の違いを表現することが可

能となるといえる。 

 

2.5.2.    「「「「臨場感臨場感臨場感臨場感」」」」とととと「「「「距離感距離感距離感距離感」」」」 

二つ目のケースは、視点の違いによって生じるニュアンスの違いである。葛婷

2004：67 は、話者の視点の違いが方位詞“上”、“里”の選択に与える影響につい

て、次のように指摘している。 

 

当说话人说到“里”时，自然要离开一段距离，跳出来从外部才会看到

一个封闭的空间;而“上”处于底面上，只有进入一个三维空间，才能观察到

底面上发生的一切。 

[話者が“里”を用いる時には、当然、一定の距離を離れなければならず、

跳び出して外部からはじめて閉鎖された空間をみることができる。しかし、

“上”は底面に位置し、三次元空間に入ってはじめて底面上で発生する全

てを観察することができる。] 

 

葛婷 2004：67のこの見方に従えば、話者が“里”を用いる場合には、対象との間

に一定の距離があり、“上”を用いた場合には、話者の視点は対象に包括されるこ

とになる。このような違いは、表現されるイメージにどのような影響を与えるの
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だろうか。方位詞“上”と“里”がそれぞれ用いられた次の二つの例から、両者

の違いを比較してみる。 

 

（55）他听见有动物的呼吸声，便急忙抬头，不看还好，一看吓了一跳，离自

己不足十米的草地上站着一只狼，浑身雪白，只是胸前挂着一块翡翠玉

佩，似乎还发着光。 

＜百度＞（http://bbs.readnovel.com/htm_data/8/0602/69397.html） 

[彼は動物の呼吸音が聞こえると、急いで頭を上げた。見なければよか

ったが、見てしまって驚いた。自分から 10 メートルと離れていない草

原に一匹の狼が立っていた。全身雪のように真っ白で、ただ胸にヒス

イの玉の装身具をつけており、まるで光を発しているようだった。] 

（56）记得我呆住了，双手垂下，在草地里静静地站着，一直等到那歌声在风

中消逝。                       （例（11）再掲） 

 

例（55）では、10 メートルも離れていないところにいる狼について描写されてい

る。葛婷 2004 の見方に従えば、“草地上”を用いることによって、筆者の視点が

登場人物の“他”と同一化されることになるが、この場合、筆者の目を通して聞

き手（読み手）もまた事件の発生現場に引き寄せられることになる。つまり、こ

のような“上”の用法には、ある種の臨場感を読み手に感じさせる働きがあると

いえる。一方、例（56）では“我”（登場人物）が“草地”に立っている状況が描

写されているが、“草地上”ではなく“草地里”が用いられていることから、筆者

の視点は登場人物と同一化されていないことになる。つまり、ここでは離れたと

ころから登場人物である“我”を観察し、それを描写していることになるが、こ

の場合、距離的に離れたところからの観察というだけでなく、現在の“我”から

当時の“我”という時間的な隔たりへの拡張の可能性も考えられる。登場人物の

視点と同一化した臨場感あふれる描写方法（“上”を用いた場合）ではなく、距離

感を感じさせる俯瞰的な描写方法（“里”を用いた場合）を選択することにより、

時間的隔たりを表現する回想シーンを効果的に演出しているといえよう。 
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以上のように、“上”と“里”のどちらの方位詞を選択するかによって、表現さ

れるニュアンスに比較的大きな差異が生じるケースがみられるが、先の 2.3.1.で取

り上げた“广场”を用いた二つの例文（例（14）、（16））において、“上”、“里”の

置き換えの可否に違いが生じる原因についても、この「視点の違い」が影響して

いるものと考えられる（ここでは例（57）、（58）として再掲）。 

 

（57）我问他干吗去了，他说在广场上看了会儿人家放风筝。（→

＊

广场里） 

（例（14）再掲） 

（58）……，穿着崭新节日盛装的牧民们的衣服湿透了，但是，任它风吹雨淋，

广场里的观众一动不动! （→广场上）      （例（16）再掲） 

 

上の二つの例のうち、例（58）については“里”を“上”に置き換えることがで

きるが、例（57）については、“里”への置き換えに違和感を唱えるインフォーマ

ントが少なくない。これは、もともと“广场”がその二次元的特徴から“上”と

の共起が優勢であることも影響しているが、それだけでなく「視点の違い」によ

る影響も受けているものと思われる。例（57）では、A（我）が B（他）に「何を

しに行っていたのか」を尋ねたのに対し、B が「広場で凧揚げをしているのを見

ていた」と答えている。つまり、広場にいた本人である B の視点からの回答であ

ることから、“广场”の様子を俯瞰的に観察するという視点を用いるのではなく、

B の視点と同一化して描写するのが適切であるため、“里”とは共起しにくくなる。

これに対して、例（58）の場合、筆者の視点の化身となり得る登場人物が不在で

あり、筆者は“广场”の様子を俯瞰的に観察することができるため、“里”との共

起も可能となるものと考えられる。 

 

2.6. 第第第第 2 章章章章のまとめのまとめのまとめのまとめ    

本章では、名詞の持つ特徴が方位詞“上”、“里”の選択に与える影響、および

選択される方位詞によって生じるニュアンスの違いについて考察した。その結果、

方位詞“上”、“里”と共起する名詞の間には、次のような関係が存在することが
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明らかとなった。まず、「平面的空間」を表す場合（二次元的特徴が顕著なもの）

については、基本的に“上”と共起することになるが、二次元的特徴が顕著であ

っても、対象がある一定の「範囲」として認識され得る場合には、その「範囲の

内側」という認識から“里”（“外”と対立関係にある“里 2”）との共起が可能と

なる場合もある（例（2）、（11）など）。一方、「立体的空間」の場合には基本的に

“里 1”が用いられるが、“房间”のような典型的な三次元的空間だけでなく、“公

园”、“学校”などについても“里 1”が用いられる。中国語の“公园”や“学校”

には、「塀などによって完全に閉鎖された空間である」という共通認識が確立して

おり、「内部空間を有する物体」の一種とみなされるため、“房间”を始めとする

プロトタイプ的な「立体的空間」と同様に“里”との間に強固な結びつきが存在

するといえる。また、三次元的特徴の顕著な名詞の中で、例外的に“上”と共起

するのが「乗り物」類の名詞である。一般的に「乗り物」については、三次元的

特徴を有しているにもかかわらず、“里”よりも“上”と共起するケースが多い。

ただし、“车厢”[車両]については、基本的にその内部を表す場合に“上”を用い

ることができず、立体的空間の一つとして認識される。つまり、単なる立体的空

間とは異なる特徴を持つ「乗り物」として認識される場合にのみ“上”との共起

が可能となるが、一方で、「乗り物」の最大の特徴の一つである「動き」と方位詞

“上”、“里”との共起関係については、先行研究に言及されるような明確な意味

の違い（対象が動いている場合には“上”が用いられる）は認められないことが

明らかになった。また、対象となる乗り物の大きさは、方位詞“上”、“里”の選

択に一定の影響を与え得るが、実際にどちらの方位詞が用いられるのかについて

は、特に「内包関係」に焦点が置かれる場合（“里”）や「接触関係」に焦点が置

かれる場合（“上”）など、特別な文脈がない限り任意であるケースが多い。 
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＜＜＜＜第第第第 2 章章章章    注釈注釈注釈注釈＞＞＞＞ 

1） 同様の指摘は、黄 2002aにもみられる。黄 2002a：86 は、「“上”は、他の要

素により『非接触性』が明らかである場合にのみ、『上方空間』という具体的

空間義を表す」と述べている。 

2） 1.1.2.の高桥 1992を参照。 

3） “广场”が“里”と共起する場合、例（16）のような「範囲の内側」を表す

“里 2”だけでなく、三次元的空間を表す“里 1”として用いられるケースも

みられる。 

尤其让人不能容忍的是，他们什么都不买，而且也不在美食广场里用

餐―他们每天都吃自己带的午饭!（→

??
美食广场上)   ＜人民网＞ 

（http://sports.people.com.cn/GB/31928/32032/33894/33896/3910836.html） 

[特に我慢ならないのは、彼らが何も買わず、しかも“美食广场”で食

事もしないことである。―彼らは毎日自分で持ってきたお昼ご飯を

食べているのだ。] 

ここでの“美食广场”は、例（16）における“广场”のような典型的な“广

场”（屋外にあり、屋根や壁などがない）とは異なる空間を表す。この場合の

“美食广场”とは、ある商業施設の飲食コーナーを指し、建物の中に存在す

る三次元的空間として認識される場所である。このような“广场”の使用は、

“广场”の派生的用法であるといえよう。 

4） 同じく座っている状態を表す場合であっても、参照物体の持つ特徴によって

は、“里”と共起する場合もある。詳しくは、2.5.1.を参照。 

5） もっとも、“沙滩”についても“里”と全く共起しないというわけではなく、

砂浜の砂の中（地中）を表す場合には“沙滩里”（“里 1”）が用いられる。 

0－50℃，日温差更大，夏天午间地面温度可达 60℃以上，若在沙滩里埋

一个鸡蛋，不久便可食用。   ＜CCL 语料库＞（《中国儿童百科全书》） 

[0－50℃、一日の温度差は更に大きく、夏の正午の地温は 60℃以上に達

し、もし砂漠に卵を一つ埋めれば、ほどなく食べられるようになる。] 

6） “里 2”と俯瞰的視点の関係については、2.5.2.において言及する。 
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7） 中国語には“死胡同”という語があるが、これは日本語の「袋小路」に該当

する。日本語においては、一般に「道」に対して特に次元が意識されること

はあまりないものと考えられるが、「袋小路」の「袋」が表すように、日本語

にも「道」が閉鎖的空間として捉えられるケースが存在しているといえる。 

8） ただし、例外もある。三次元的特徴を有するにもかかわらず“上”との共起

が認められるものに、“火车”[汽車]、“飞机”[飛行機]などの「乗り物」が

挙げられる。保坂・郭 2000、杉村 2001、西槙 2004などに詳しく述べられて

いるように、これらの名詞は、閉鎖された空間を有する典型的な三次元的特

徴を持つ名詞であるが、いずれも“里”のみではなく、“上”も用いられる。

なお、「乗り物」と方位詞の関係については、2.4.で考察する。 

9） 例（27）のように、“房间”の場合には“里”と共起することが多いが、“房

间”の指す内容によっては、“上”の使用が可能となるケースもある。 

记者看到，在房产局 10个房间上挂着微机房、办公室、副局长室等牌子，

但是都没有人。 

＜人民网＞（http://politics.people.com.cn/GB/14562/11008698.html） 

[記者は家屋不動産局の 10部屋にパソコン室、事務室、副局長室等のプ

レートが掛けられているのを見たが、どの部屋にも人はいなかった。] 

一般に、その部屋が何の部屋であるかを知らせるためのプレートは、部屋の

ドアやその付近の壁に付けられていることが多い。したがって、上の例文に

おける“牌子”も部屋の入り口である「ドア（もしくはその付近の壁）」に掛

けられているものと推測される。つまり、ここでの“房间”は部屋そのもの

ではなく、部屋の一部である「ドア（/壁）」をメトニミー的に指し示してお

り、そのドアの表面と“牌子”との「接触関係」を表すことから“上”が用

いられているものと考えられる。 

10）筆者の行ったインフォーマント調査によれば、“公园”に対しては、保坂・郭

2000の指摘するような「塀や柵、門などによって囲われた空間」としてのイ

メージが強いとの回答が多く得られた。ただし、これは現実にすべての“公

园”が塀などによって周囲を完全に囲まれた密閉空間であるというわけでは
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なく、一般的な認識として「閉鎖された空間というイメージが強い」という

ことを意味する。 

11）ただし、“自行车”[自転車]、“摩托车”[オートバイ]などのように、屋根な

どの囲いのついていない（三次元的特徴を持たない）乗り物については“上”

のみが用いられ“里”は用いられない。本節では“上”と“里”の両方を用

いることのできる三次元的特徴を持つ乗り物のみを考察対象とする。 

12）下線は原文のまま。 

13）具体的には、例（43a）、（43b）について、保坂・郭 2000の述べる意味で方位

詞“上”と“里”を使い分けるインフォーマントは少なく、いずれの場合に

も“上”（あるいは“里”）を用いるとする回答が目立った。また、筆者の調

査でも両者を使い分ける者も若干みられたものの、保坂・郭 2000の指摘する

ようなニュアンスの違いまでは意識されていなかった。 

しかし一方で、保坂・郭 2000の指摘するようなニュアンスの違いは、英語

の“on”と“in”の間にもみられるようである。 

Some speakers of English make a further distinction for public modes of 

transportation, using in when the carrier is stationary and on when it is in 

motion. 

＜online writing lab＞（http://owl.english.purdue.edu/owl/owlprint/594/） 

［英語話者の中には、公共交通機関について、乗り物が静止している時

には in を用い、それが動いている時には on を用いるというように、

さらに詳細に区別する人もいる。］ 

上記の指摘によれば、中国語の“上”と“里”の間に存在するとされる差異

が、英語の“on”と“in”の間にも存在することになる。ただし、“Some speakers 

of English”とあるように、必ずしも英語話者全体に普遍的な認識ではなく、

中国語においても同様の状態にあることが推測される。 

14）同様の指摘は、英語の場合においてもみられる。 

The vehicle must be in the course of travel, even if it is not moving at the 

particular moment at which the sentence applies. （Herskovits 1986：144） 
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［乗り物はその文が適用された特定の瞬間には動いていなくても、移動

の途中でなければならない。］ 

乗り物が乗り物としてみなされるためには、その最も根本的な特徴である「動

き」が認められることが前提となる。その判断基準は、「その瞬間に動いてい

るか否か」ではなく、「移動手段としての機能を有しているか否か」という点

にある。 

15）“N＋上”、“N＋里”の“N”は名詞を表す。 

16）このような認識は、英語の前置詞“in”、“on”の使い分けにおいてもみられる。 

In the grass suggests that the grass is long, on the grass that it is short. 

（Leech1969：162） 

[in the grass は草の丈が長いこと、on the grass はそれが短いことを

示唆する。] 

Leech1969が指摘するように、前置詞“in”と“on”を使い分けることによっ

て、草の長さに対する認識の違いを反映させることが可能となる。 
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第第第第 3 章章章章    方位詞方位詞方位詞方位詞““““上上上上””””、、、、““““里里里里””””のののの選択選択選択選択についてについてについてについて（（（（2））））    

――――    具体的具体的具体的具体的なななな空間空間空間空間をををを表表表表さないさないさないさないケースケースケースケース 

 

 

3.0.    はじめにはじめにはじめにはじめに    

第 2 章では、方位詞“上”、“里”がそれぞれ“广场、桌子”および“房间、抽

屉”などと共起し、具体的な空間を表すケースについてみてきた。しかし、たと

えば“电视”［テレビ］のような名詞については、具体的な空間を表す場合（例（1））

だけでなく、情報媒体としての機能について述べる場合（例（2））もある。 

 

（1）电视上摆着两张照片，一张是女孩的近照，另一张是全身照。（→

＊

电视里） 

＜百度＞(http://www.wenxuewu.com/files/article/fulltext/117/117611.html) 

[テレビの上には二枚の写真がならべてある。一枚は女の子のクローズ

アップの写真で、もう一枚は全身の写真である。] 

（2）我们在电视上看到了你们的比赛，你们取得的好成绩使我们非常高兴。 

（→电视里）          ＜CCL 语料库＞（《人民日报》1996） 

[我々はテレビであなた方の試合を見ました。あなた方がよい成績を収

めたことをとてもうれしく思います。] 

 

例（1）は「テレビ」と二枚の写真の間に存在する物理的な「接触関係」を表して

いる。それに対して、例（2）の場合、「テレビの画面に映し出される映像」を見

たことを意味しており、「テレビ」が持つ「情報媒体」としての機能に焦点が当て

られているという違いがある。前者の場合には“上”を“里”に置き換えること

はできないが、後者の場合には“里”を用いることも可能である。 

また、方位詞“上”、“里”は“心”のような物理的なかたちを持たないものと

共起することも可能である。 

 

（3）刚才那码事儿，你不要放在心里，他就是这么个脾气。（→心上） 
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＜CCL 语料库＞（浩然《夏青苗求师》） 

[さっきのあのことは気にしないで下さい。彼はそういう性格なので

す。] 

 

“放在心里”は「心に留める、気にする」という意味を表すが、この表現は“里”

を“上”に置き換えて、“放在心上”とすることも可能である。「心」のような物

理的なかたちを持たないものは一体どのように捉えられるのであろうか。本章で

は、主に具体的な空間を表さない場合における方位詞“上”、“里”の共起状況の

観察を通して、両者の使い分け、およびそれぞれの特徴について考察する

1
。 

 

3.1.    文字情報文字情報文字情報文字情報にににに関関関関するするするする名詞名詞名詞名詞    

西槇 2004：257は情報媒体と方位詞“上”、“里”の共起関係について、“书［本］、

文件［文書］、信［手紙］、报纸［新聞］、杂志［雑誌］”などの“有形物质载体”［有

形物質媒体］

2
は“上”と“里”を互いに置き換えることができ、またその場合、

両者に意味の違いは生じないとしている。これらの名詞については、実際に“上”、

“里”のいずれとも共起する例がみられるが、常に自由に置き換えができるとい

うわけではない。たとえば、陈满华 1995bは中国語学習者による方位詞の用法に

関する誤用例として、次のような例を挙げている。 

 

（4）＊

我在报纸里看见了他们公司的广告。(→报纸上) （陈满华 1995b：62） 

 

“报纸”は情報媒体の一種であるが、“上”と共起するのが一般的である。また、

“报纸”以外の名詞についても、“上”、“里”の置き換えになんらかの制限がある

場合や、また、置き換えが可能であっても、表現されるニュアンスが異なる場合

もみられる。以下、文字情報に関わる名詞と方位詞“上”、“里”との共起状況か

ら、両者の選択条件について考察する。 
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3.1.1.    ケースケースケースケース（（（（1）－）－）－）－““““报纸报纸报纸报纸””””    

文字情報に関する名詞のうち、“报纸”については、“上”との共起が一般的で

あるが、“里”との共起例も皆無ではない。 

 

（5）……，扯了一把茅草当扫帚，把玻璃碴轻轻地扫作一堆，又一点点包到报

纸里，然后倒进了垃圾桶。（→

＊

报纸上） 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1996） 

[…チガヤを一掴み引き抜いて箒の代わりにし、ガラスの破片を一箇所

に掃き集めて、少しずつ新聞に包んでからゴミ箱に入れた。] 

（6）邮局夹在当天报纸里又送来催交下季度报刊费的通知。（→

＊

报纸上） 

＜CCL 语料库＞（王朔《浮出海面》） 

[郵便局はその日の新聞に挟んで、来季の新聞雑誌購読費の支払い通知

をまた送ってきた。] 

（7）那是 1979 年末的一天，我们办公室的报纸里，不知怎么突然多夹了一份

市场报，4 开，彩色印刷。（→

＊

报纸上）＜CCL 语料库＞（《市场报》1994） 

[あれは 1979年末のとある日だった。私たちの事務室の新聞の中に、ど

ういうわけか突然四つ切のカラー印刷の市場報が一部余分に紛れ込ん

でいた。] 

 

例（5）の場合、[+容入]の動詞“包”との共起によって、“报纸”と“玻璃碴”の

間に内包関係が成立することから“里”が用いられる。一方、例（6）は新聞の間

に挟まれた状態を表しており、“表示周围”

3
の用法として“里”が用いられてい

ると考えられる。つまり、例（5）、（6）の“报纸”には物を包んだり、挟んだり

することができるという“报纸”の持つ特徴の一つに焦点が置かれているという

共通点が見出される。また、例（7）についても、例（6）と共通する動詞“夹”

が用いられていることから、“市场报”が“报纸”に挟まれている状態を表してい

ると理解することができる。ただし、ここでの“报纸里”には、“我们办公室的报

纸”が一紙ではなく、複数紙であることを示唆する可能性もある。つまり、事務
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室にあった何紙かの新聞の中に“市场报”が紛れ込んでいたという認識である。

後者の場合の“里”は、高桥 1992の分類によれば、“表示总和”

4
の用法に該当す

るものであるが、いずれにしても、例（7）の“报纸”は情報媒体としての機能に

焦点が置かれていないという点で、例（5）、（6）と共通しているといえよう。 

また、次の例（8）のように、情報媒体としての役割を担う“报纸”が“里”と

共起するケースもみられる。 

 

（8）而当时，许多报纸里都载文描述“大哥大”，考据它的名称是从香港“舶

来”，……（→报纸上）     ＜CCL 语料库＞（《报刊精选》1994） 

[しかし当時、多くの新聞が“大哥大”についての記事を掲載しており、

その名称の由来は香港からの輸入であるとし…] 

 

例（8）の“报纸”には、“大哥大”[携帯電話]に関する記事が掲載されているこ

とから、情報媒体としての役割を担っていると考えられる。しかし一方で、“许多

报纸里”という表現から、「複数社の新聞の中」という解釈も成り立つ。つまり、

この場合の“里”は“表示总和”の用法として用いられているために、情報媒体

として機能しているにもかかわらず“报纸”と“里”の共起が可能となっている

といえる。 

以上のようなことから、“报纸”については、情報媒体以外の特徴に焦点が置か

れる場合（例（5）、（6））や対象が複数である場合（例（8））には“里”との共起

も可能となるが、情報媒体としての役割に焦点が置かれる場合（例（4））には、

基本的に“上”が用いられるといえる

5
。情報媒体としての“报纸”はなぜ“里”

とは共起しないのだろうか。沈家煊 1999：40－41は、中国語話者の“纸”、“报纸”

に対する認識について、英語の“paper”、“newspaper”のケースと比較している。 

 

（9）纸上有一条折痕。 

There’s a crease in the paper.（汉语把纸看做“面”

6
，英语把纸看做“域”

7
） 

（10）在报纸上发表 
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be published in the newspaper (维度 2“域”) 

（例（9）沈家煊 1999：40、例（10）沈家煊 1999：41） 

 

沈家煊 1999が指摘するように、中国語では“纸”や“报纸”を“面”として捉え

るのに対し、英語では“paper”や“newspaper”を範囲の明確な“域”として捉え

るという違いがある。つまり、中国語の“纸”や“报纸”は英語のケースと異な

り、「一つの範囲」としての認識に結びつかないことになる。このことから、“报

纸”および“报纸”の情報媒介手段である“纸”はいずれも「範囲の内側」を表

す“里 2”とは共起しないといえる。 

一方で、“报纸”以外の情報媒体を表す名詞については、“上”、“里”のいずれ

とも共起するケースが少なくない
8
。情報媒体としての機能に焦点が置かれる場合、

方位詞“上”、“里”はどのようなメカニズムに基づいて使い分けがなされるので

あろうか。次の 3.1.2.では、文字情報媒体に関する名詞のうち最も使用頻度の高い

語の一つである“书”[本]を例にとって、方位詞“上”、“里”との共起状況につ

いてみていく。 

    

3.1.2.    ケースケースケースケース（（（（2）－）－）－）－““““书书书书””””    

前述のように、西槇 2004：257は“有形物质载体”を表す名詞（“书、文件、信、

报纸、杂志”など）については“上”、“里”の置き換えが基本的に自由であり、

表現される内容にも影響がないとしているが、高橋 1988、高桥 1992、保坂・郭 2000

などでは、置き換えが可能な場合における両者の表す内容の違いについて言及さ

れている。たとえば、保坂・郭 2000：244 は、次のような例を挙げ、両者の表す

内容の違いを明確にしている。 

 

（11）这本书上是这么写的。（→书里） 

[この本にはこう書かれている。] 

（保坂·郭 2000：244（日本語訳含む）） 
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保坂・郭 2000：244では、例（11）のように“上”を用いた場合は、「具体的に本

に書かれている文字ないしは文章そのものについていう」、つまり「本に実際に書

かれている引用」であり、一方、“上”を“里”に置き換えた場合には、「三次元

の場所としての『本の中』は本のページとページの間などではなく、抽象的な意

味領域の『本の内容』へと比喩的な拡張がなされている」という違いがあると述

べている。 

また、保坂・郭 2000：244 は、例（11）の“书上”を“书里”に置き換えた場

合、“书上”の表す内容を含み得ると指摘している。つまり、“这本书里是这么写

的。”の場合、本に書かれた内容について言及したものであるのか、それとも本に

書かれている具体的な文章について言及したものであるのかを、この一文のみで

判断することはできないことになる。さらに、「本に書く」という表現は、「本を

執筆する」という意味だけでなく、「本に文字などを書き込む」という意味も表す

ことができる。 

 

（12）她说，“我的一切都写在书里”。（→书上） 

＜人民网＞（http://book.people.com.cn/GB/69361/11746150.html) 

[彼女は、「私のすべてを本の中に書きました」と言った。] 

（13）当我在书上写上她的名字，再写上自己的名字时，我和她都忍不住笑起

来，……（→书里）       ＜CCL 语料库＞（赵丽宏《名字》） 

[私が本に彼女の名前を書き、さらに自分の名前を書いた時、私と彼女

はこらえきれずに笑い出した…] 

 

例（12）の“写”は「文章や作品を書く、創作する」という意味で用いられてい

るのに対して、例（13）の“写”は「ペンなどを用いて文字を書く」という意味

で用いられている。上に示したように、いずれのケースについても“上”、“里”

の両方を用いることが可能である。例（13）のように、物理的な接触関係（「本」

と名前を書くのに用いられている「ペン先」との間に存在する接触関係）が成立

する場合、“上”との共起が優勢になることが予測されるが、実際には“里”を用
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いることもできる。その場合、本の中のどこかのページに書き込んだというニュ

アンスになるが、これはすなわち、名前の書かれているページが文脈から特定す

ることができないことを意味する。これに対して、次の例（14）のように、文脈

から具体的な本の一ページを指していることが明らかな場合、“上”が選択されや

すくなる。 

 

（14）我伸着脖子一看，书上写着“再放酱油少许”。（→

??
书里）

9 

（高橋 1988：167） 

[私が首を伸ばして見てみると、本には「さらに醤油を少々入れる」と

書いてある。] 

 

例（14）については、たとえば料理などをしながら、首を伸ばしてその本の開か

れたページに書かれた“再放酱油少许”という文字を見ているというような場面

が想起されることから、ここでの“书上”が指しているのは、具体的な本の特定

のページであると理解することができる。そして、この場合の“书上”を“书里”

に置き換えると不自然な表現となるように、文脈から「具体的に本に書かれてい

る文字ないしは文章そのもの」を直接指していることが明白な場合には、“里”と

は共起しにくくなる傾向があるといえる。具体的なページを指す場合に方位詞

“上”が要求されるのはどのような理由によるものなのか。それには、崔希亮

2001：176が指摘するような一種の接触関係が影響しているものと考えられる。 

 

（15）圆圆的目光落在那把小提琴上。         (崔希亮 2001：176） 

[圓圓の視線はあのバイオリンの上に止まっている。] 

 

例（15）の“目光”[視線]と“小提琴”[バイオリン]の間には、物理的な接触こ

そ存在しないものの、圓圓の視線はバイオリンの上に止まっており、一種の接触

の関係として捉えることが可能である。同様に、先の例（14）のケースについて

も、“我”は開かれた本の特定のページの“再放酱油少许”という文を見ており、



 79

この場合の“我”の視線と開かれた本のページには、一種の接触関係が成立して

いるといえる。なお、このような接触関係は、本の中の具体的なページが特定さ

れることによって初めて成立するものであり、「具体的に書かれていること」につ

いて言及される場合であっても、ページと視線の関係が明確でない場合について

は、“里”を用いることも可能となる。 

 

（16）书上写着“再放酱油少许”。（→书里) 

 

例（16）は、先の例（14）から“我伸着脖子一看”の部分を省いたものであるが、

この場合、例（14）と異なり、“书上”を“书里”に置き換えることが可能である。

“再放酱油少许”は、依然として具体的に書かれている内容であることに変わり

はないものの、例（14）のように本のページとそれを見ている人の視線の関係が

明確ではなく、“再放酱油少许”という文は、特定のページに書かれたものである

と解釈することも、また本の中のどこかのページに書かれたものと解釈すること

もできる。したがって、“上”だけでなく、“里”も用いられることになると考え

られる。 

 

3.1.3.    小結小結小結小結    

以上、文字情報媒体に関する名詞のうち、“报纸”と“书”の例を中心にみてき

た。“报纸”の場合、その情報媒体としての機能に焦点が置かれる場合には基本的

に“上”が用いられるが、“书”については“上”だけでなく“里”も多用され、

両者には大きな差異が認められた。また、本節では特に言及していないものの、“小

说”の場合、基本的には“上”、“里”のどちらとも共起するが、“上”よりも“里”

と共起しやすい傾向がみられる。これは、“小说”が文学の一形式を表す語であり、

創作（架空）の世界を表すのに用いられることが多いためであると考えられる。 

 

（17）其实我心里也非常渴望有一个人说他不在乎我的过去，不过那也就是一

种渴望，那样的男人只有在小说里才有。（→小说上） 
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＜CCL 语料库＞（安顿《绝对隐私》） 

[実は私も心の中では私の過去を気にしないと言ってくれる人がいて

くれたらと願っている。でもそれも一種の願望に過ぎない。そんな男

の人は小説の中にしかいないのだから。] 

 

例（17）は「小説の中にしかいない」、つまり「実在しない」ということを比喩的

に表現しており、ここでの“小说”は物理的なかたちを持った本ではなく、作品

の中に創り出された架空の世界を指しているといえる。また、例（17）の場合、“里”

を“上”に置き換えることも可能であるが、同じ文学の一形式を指す“童话”の

場合、“上”とは共起しにくい傾向がある

10
。 

 

（18）【拟人】修辞方式，把事物人格化。例如童话里的动物能说话。 

（→

＊

童话上）           （《现代汉语词典 第 5 版》992頁） 

[【擬人】修辞の方法で、事物を人格化する。たとえば、童話の中の動

物は話ができる。] 

 

以上のようなことから、文字情報に関する名詞のうち、“报纸”のように二次元的

特徴が特に顕著なものについては“上”と共起しやすいが、一方で、文学の一形

式である“小说”や“童话”のように抽象的概念に結びつきやすいものについて

は“里”と共起しやすくなるといえる。 

 

3.2.    映像映像映像映像にににに関関関関するするするする名詞名詞名詞名詞    

映像媒体に関する名詞については、映像を映し出す画面を有するため、その二

次元的特徴から“上”との共起が予測されるが、実際には“上”だけでなく“里”

と共起するケースも少なくない。保坂・郭 2000：242－243 は、“电视”と方位詞

“上”、“里”との共起に関して、次のような例を挙げて分析を行っている。 

 

（19）a. 你看，电视上的这个人像不像她? 
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[ねぇ、テレビのこの人彼女に似ていない?] 

b. 你看，电视里的这个人像不像她? 

[ねぇ、テレビのこの人彼女に似ていない?] 

（例（19）a、b は保坂・郭 2000：243（日本語訳含む）） 

 

例（19a）、（19b）のように、テレビ画面に映っている映像を見ながら発話する場

合、“电视”は“上”、“里”のいずれとも共起が可能である。保坂・郭 2000：242

－243はその理由を「テレビの画面自体は平面で、二次元の代表のようなものであ

る。したがって画面を場所化するには“～上”を用いる。しかしながら“电视”

は物理的な器機としてだけでなく、語彙的に『テレビという媒体』をも指す。こ

れによって場所化には“～里”も使われるのだろう」と分析している。 

一方、例（19）の“电视”を次の例（20a）のように“银幕”[スクリーン]に置

き換えた場合には“上”しか用いられない。その理由について保坂・郭 2000：243

は、“银幕”の場合、「純粋に二次元を表す名詞となり“～上”で場所化され、“～

里”となる余地がなくなる」と説明している。また同様に、例（20b）のように“电

影”[映画]に置き換えた場合については、「語彙的に二次元の場所を表すことはで

きず、媒体として場所化には“～里”を用いることになる」と述べている。 

 

（20）a. 你看，银幕上(

＊

里)的这个人像不像她? 

[ねぇ、スクリーンのこの人彼女に似ていない?] 

b. 你看，电影里(

＊

上)的这个人像不像她? 

[ねぇ、映画の中のこの人彼女に似ていない?] 

（例（20）a、b は保坂・郭 2000：243（日本語訳含む）） 

 

保坂・郭 2000が指摘するように、目の前に映し出された映像について言及する

場合の方位詞“上”、“里”と“电视”、“银幕”、“电影”の三つの名詞との共起関

係には、それぞれの名詞の持つ特徴によって差異がみられるといえる。すなわち、

“银幕”はその二次元的イメージから“上”と共起し、“电影”は情報媒体として
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の機能から“里”と共起することになる。一方、“电视”については、二次元的イ

メージと情報媒体としての機能の両方を併せ持つことから、“上”、“里”のいずれ

も用いることが可能となる。ただし、目の前の映像そのものではなく、その内容

について言及する場合については、このような使い分けがそのまま当てはまるわ

けではない。保坂・郭 2000：243 は、次の例（21）のように、テレビ画面上の映

像そのものではなく、内容について言及する場合については、“里”しか使えない

としている。 

 

（21）a. 昨天电视里演的那个节目看了吗? 

[昨日テレビで放映されたあの番組、見ましたか?]  

b.＊昨天电视上演的那个节目看了吗? 

[昨日テレビで放映されたあの番組、見ましたか?] 

（例（21）a、b は保坂・郭 2000：243（日本語訳含む）） 

 

しかし実際には、例（21b）について、これを成立するとみなすインフォーマント

の意見も複数存在する。以上の点を踏まえ、以下では、映像を介する情報媒体と

方位詞“上”、“里”との共起状況について考察する。 

 

3.2.1.    「「「「情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達のののの道具道具道具道具」」」」とととと「「「「伝達伝達伝達伝達されるされるされるされる情報情報情報情報」」」」    

3.2.で示したように、“银幕”は“上”、“电影”は“里”と共起することが多い

が、目の前のスクリーンに映し出された映像について直接言及するケースでなけ

れば、“银幕里”や“电影上”といった表現が用いられることもある。まずは、“银

幕”のケースからみてみる。 

 

（22）多数影片的放映现场，观众不如银幕里人多，而且其中相当一部分还是

享有免费看片权的各路电影节嘉宾。 

＜人民网＞（http://www.people.com.cn/GB/news/1023/2798246.html） 

[多くの映画の放映会場において、観客数がスクリーン（映画）の中の
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登場人物より少なく、しかも、観客の相当数が無料招待券の映画祭の

招待客であった。] 

（23）当然，当我们把所有目光的焦点集中于银幕里的苏菲，故事本身可能就

变得不那么重要了…… 

＜百度＞（http://bbs.eastday.com/viewthread.php?tid=600320） 

[もちろん、私たちの全ての視線はスクリーンの中のソフィーに集中し

ており、ストーリー自体はそれほど重要ではなくなっていたようだ…] 

 

“里”と共起している例（22）、（23）の“银幕”は、「スクリーン」という映画の

映し出される二次元的な道具としてではなく、「スクリーン」に映し出される映像

世界、すなわち“电影”を比喩的に表現しているものと考えられる。また、この

ような用法はテレビ画面を表す“荧屏”についてもみられる。 

 

（24）欧美国家的居民们，已经开始淡忘荧屏里一度风云的“万宝路牛仔”了。

＜CCL 语料库＞（《读者》总第 140期） 

[欧米諸国の人たちは、ブラウン管で一斉を風靡した“万宝路牛仔”を

すでに忘れ始めている。] 

 

“荧屏”の場合も、その二次元的特徴から、通常は“上”との共起が一般的であ

るが、このように“里”が用いられる場合、“荧屏”はテレビ画面そのものを指す

のではなく、実際には“电视”という映像媒体を比喩的に表しているといえる。 

また、“电影”が“上”と共起するケースもみられる。 

 

（25）持枪火并，开车对撞……谁曾想到电影上的一幕会真实发生在进贤郊外。 

（→电影里） 

＜人民网＞（http://legal.people.com.cn/GB/188502/16727395.html） 

[銃の撃ち合いに車の衝突…映画のワンシーンが進賢の郊外で本当に

起こるなどと誰が考えたであろうか。] 
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（26）这种情景只有在电影上看过，到现在我还不敢相信是真的，太恐怖了。 

（→电影里） 

＜百度＞（http://news.sina.com.cn/s/2002-08-02/0542657685.html） 

[こんな情景は映画でしか見たことがない。今でも本当だとはとても信

じられない。恐ろしすぎる。] 

 

例（25）、（26）の“电影上”は、いずれも具体的な映画のワンシーンを直接的に

指し示すものではなく、話し手は今までに見たことのある映画のワンシーン、あ

るいはこれまでの経験の積み重ねによって得られた知識に基づくイメージ映像を

思い浮かべているにすぎない。直接的に二次元的イメージに結びつかない“电影”

は“里”と共起しやすいが、一方で、話し手が自分の頭の中にある映像をまるで

映画のワンシーンを切り取るように思い浮かべた時、それは、二次元的特徴を有

する一枚の絵や写真のケースと同様に、“上”と共起することが可能となるものと

考えられる。 

以上でみてきた“银幕”と“电影”が、それぞれ「情報伝達の道具」と「伝達

される情報」という役割を担っていたのに対して、その両方の役割を併せ持つの

が“电视”である。 

 

（27）前几天中午，电视上播出一条信息，说全国大城市都在闹“保姆荒”，

北京更甚，缺口很大。（→电视里） 

＜人民网＞（http://opinion.people.com.cn/GB/40604/3307490.html） 

[何日か前のお昼に、テレビであるニュースが流れた。全国の大都市に

おいて、「家政婦不足」が問題となっており、北京は特にひどく、かな

り不足しているらしい。] 

（28）10岁那年，父母带他去上海治病，他在电视里看到了电脑，一下子就喜

欢上了。（→电视上） 

＜人民网＞（http://scitech.people.com.cn/GB/16797658.html） 

[10歳だったあの年に、両親が彼を上海に病気の治療に連れて行った。
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彼はテレビでパソコンを見て、たちまち虜になった。] 

 

「情報伝達の道具」と「伝達される情報」の両方を表すことのできる“电视”は、

例（27）、（28）のように“上”と“里”のいずれとも共起が可能なケースがほと

んどである。 

ただし、“电视”の場合についても、常に“上”と“里”の置き換えが可能であ

るというわけではない。 

 

（29）……，我甚至都能听到楼上马桶冲水的声音，还有从隔壁那屋传来的电视里

的杂音。（→

??
电视上）    ＜百度＞（http://tieba.baidu.com/p/910831750） 

［…私は上の階のトイレの水を流す音、それに隣の部屋から聞こえてくるテ

レビのノイズさえ聞こえた。］ 

 

例（29）が表しているのは、隣の部屋の“电视里的杂音”も聞こえるくらい静か

な様子であるが、この場合の“里”を“上”に置き換えると違和感が生じる。“电

视”については、通常「映像」と「音声」がセットとなっていることが前提とさ

れるが、これら二つがセットとして扱われている場合、および「映像」のみにつ

いて言及される場合には、“上”、“里”のいずれも用いられるが、例（29）のよう

に「音声」のみがクローズアップされる場合には、“上”が用いられにくくなる可

能性があると考えられる。このような音に関する名詞と方位詞との関係について

は、3.3.において再度取り上げる。 

    

3.2.2.    擬似的空間擬似的空間擬似的空間擬似的空間をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす““““镜子镜子镜子镜子””””    

3.2.1.では、“电视”や“电影”などの「映像」を介する情報媒体について考察し

たが、これらの情報媒体以外にも、「姿」（映像）を映し出すことのできる道具は

存在する。たとえば、“镜子”[鏡]は姿を映し出す道具の代表的なものの一つであ

るが

11
、この“镜子”については、保坂・郭 2000：243－244 も指摘するように、

“电视”、“银幕”、“电影”などの場合とは異なる認識が存在するようである。 
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（30）a.＊镜子上的她显得很漂亮 

b. 镜子里的她显得很漂亮 

[鏡の中の彼女はとてもきれいに見える] 

（保坂・郭 2000：244（日本語訳含む）） 

 

上の例が示すように、“镜子”と“上”、“里”との共起状況は、先に取り上げた“银

幕”のような映像を映し出す道具における共起状況とは明らかに異なっている。

“银幕”は“银幕上的这个人”のように、目の前の映像を指すときには“上”と

共起するが、“镜子”の場合、同じく二次元的特徴を有しているにもかかわらず、

“上”と共起することができない。保坂・郭 2000：244 は、この点について以下

のように分析している。 

 

映画のスクリーンとは異なり、鏡に映る対象物が必ず鏡の前に存在する

ことと関係が深いように思う。鏡は二次元と意識される場所でありながら、

鏡との距離を変えることで鏡に映る対象物も時に近く時に遠くなることが

擬似的な奥行きを鏡の中に生み出し、擬似空間が意識されるからと考えら

れないだろうか。 

 

保坂・郭 2000が指摘するように、鏡自体は二次元的特徴を有しているが、鏡に映

し出される映像をみている我々は必ずしもそれを平面的な「絵」として捉えてい

ない。つまり、“镜子”に映し出される擬似的な空間が、我々の目の前にあたかも

三次元的空間が広がっているような錯覚を与え、そのような認識が方位詞“里”

との共起に結びついていると考えられる。 

 

（31）如果房间墙壁上有一块大镜子，镜子里就可以反映出全屋的景象，似乎

有一种房屋扩大了的感觉，其实是这种光学幻觉在起作用。 

＜百度＞（http://jingyan.baidu.com/article/c45ad29c8fab7e051753e2a8.html） 

[もし部屋の壁に大きな鏡があれば、鏡に部屋全体の光景が映し出され、
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まるで部屋が大きくなったような感覚が生じる。しかし、これは光学

作用によって幻覚が起こっているにすぎない。] 

 

例（31）の“镜子里”に映し出されているのは、奥行きのある一つの空間である。

鏡を通して認識されるこのような擬似的な立体的空間が方位詞“里”との共起に

よって表現されているといえる

12
。 

以上のように、鏡に映った映像について言及される場合には、鏡に映し出され

た映像の持つ立体感、つまり三次元的特徴から“里”と共起しやすい傾向がある

が、必ずしも“里”のみが用いられるというわけではない

13
。 

 

（32）……；两名特警将一个小镜子放在大门下面，镜子上立即显示出院内场

景。（→镜子里） 

＜人民网＞（http://olympic.people.com.cn/GB/4373071.html） 

[…二名の特殊警察部隊が小さな鏡を正門の下に置くと、鏡には直ちに

庭の内部の情景が映し出された。] 

 

例（32）の“镜子”は必要とする映像情報（庭の内部の様子）を手に入れるため

の「道具」であり、“镜子”に映し出される映像そのものについては特に言及され

ていない。ここから、“镜子”に映し出される映像自体に焦点が置かれない場合に

は、“上”との共起の可能性が生じると推測することができる。なお、映し出され

る映像自体に焦点が置かれない場合には、必ず“上”を用いなければならないと

いうわけではないため、例（32）の“镜子上”は“镜子里”に置き換えることも

可能である。さらに以下の二つの例文を比較してみる。 

 

（33）可是，她从镜子里发现自己身后站了个人。（→镜子上） 

＜CCL 语料库＞（陈建功·赵大年《皇城根》） 

[しかし、彼女は鏡で自分の背後に人が立っているのに気が付いた。] 

（34）她在后面边弹琴边瞧着镜子里的我说。（→

?
镜子上） 
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＜CCL 语料库＞（王朔《浮出海面》） 

[彼女は後ろでピアノを弾きながら鏡の中の私を見て言った。] 

 

上の二つの例はいずれも鏡に人の姿が映っていることを表しているが、例（33）

では“里”と“上”の両方を用いることができるのに対し、例（34）では“上”

よりも“里”を用いた方が適切であるという違いがみられる。例（33）の場合、

鏡に映った映像を通して「自分の背後に人が立っているのに気付いた」のであり、

鏡は必要とする情報を得るための道具として用いられていると解釈できる。なお、

例（33）では鏡にある人物が映し出されているが、鏡に映し出された人物そのも

のに焦点は当たっておらず、そこに疑似的立体空間が要求されることはない。つ

まり、先の例（32）および（33）のケースでは、鏡に映し出される映像そのもの

に焦点がない、あるいは映し出される映像に対して（疑似的な）立体空間が要求

されないために、必ずしも“里”を用いる必要がなく、“上”との共起が可能とな

ると考えられる。これに対して、例（34）の場合、「鏡の中の私を見て言った」と

あるように、鏡の中に疑似的な立体空間が見出されているものと理解されるため、

“上”が用いられにくくなるといえる。 

また当然のことながら、“上”と共起した場合に鏡に映し出される映像には三次

元的な奥行きは感じられない。 

 

（35）而那时镜子上只有一片模糊的肉色的人影，这使我们两人都不感到害羞。

（→镜子里）                     ＜CCL 语料库＞(张贤亮《绿化树》） 

［しかし、あの時、鏡にはぼんやりとした肌色の人の影が映っていただ

けで、私たち二人は恥ずかしいとは感じなかった。］ 

 

上の例（35）における“镜子上”が映し出しているのはぼんやりとした人の影で

ある。このような曖昧な映像の場合、通常鏡に映し出されるようなリアルな映像

から感じられる奥行きや立体感といった感覚は生じにくい。つまりこの場合、鏡

という二次元的道具の表面にぼんやりとした映像が映し出されているだけで、立
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体感を伴う擬似的空間には結びつかないために、“上”との共起が可能となってい

ると考えられる。 

以上のことから、“镜子”については、映し出される映像の持つ立体感から“里”

と共起しやすい傾向があるが、一方で、必要な情報を得るための道具として用い

られる（映し出される映像に対して疑似的立体空間が要求されない）場合には、

“上”との共起が可能となるケースもあるといえる。なお、“镜子里”における“里”

は、鏡という「枠の中」（一定の範囲内）ではなく、鏡の中に広がる「擬似的立体

空間」という認識に基づくものであることから、“里 2”（一定の範囲内）ではなく

“里 1”（立体空間の内部）として用いられていることになる。ここで生じるのが、

どのような場合において「一定の範囲内」として認識されるのかという疑問であ

る。先の第 2 章で取り上げた「具体的な空間を表すケース」については、“广场”

や“沙漠”のように名詞自体に一定の範囲が存在するとみなされ、かつ対象との

関係が[－容入]であるケースにおいて方位詞“里”が用いられている場合、その

“里”は一定の範囲内であることを表す“里 2”であると理解される。それに対し

て、第 3 章でここまでに取り上げた具体的な空間を表さないケースについては、

以上の条件を満たしている場合であっても、「一定の範囲内」として認識されない。

たとえば、“报纸”の場合、「紙」という物理的なかたちを有することから、明確

な範囲が存在するが、“报纸”を一つの枠として捉える認識には結びつかず、“报

纸里”は「複数紙の新聞の中」を指す場合や「内包関係」を表す場合のみに用い

られる。同様に、「スクリーン」や「本のページ」などの場合についても、「枠の

中」（一定の範囲内）としての認識とは結びつかない。このような傾向について、

西槇 2004：256は、対象物の大きさに関係があることを指摘している

14
。 

 

平面的面积越小，用“里”的可能性也越小。极端的例子是“票”，一般的

票都很小，如“邮票”“电影票”等，由于平面太小，使人难以产生在平面里面

的想法，这时就只能用“上”，“票上”就不能说“票里”。 

[平面の面積が小さければ小さいほど、“里”を用いる可能性も小さくなる。

極端な例は“票”[切符、入場券など]である。一般的な“票”は、たとえば
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“邮票”[切手]、“电影票”[映画の入場券]などのようにどれも小さく、平面

が小さすぎるため、平面の中という考え方が生まれにくく、このような場合

には“上”しか用いることができず、“票上”は“票里”に言い換えることが

できない。] 

 

確かに、“邮票”や“电影票”の面積は小さく、「平面の中」という考え方には結

びつきにくいといえるであろう。しかし、チケット類よりも面積の広い“报纸”

についても、「一つの範囲」として認識されにくいこともあり、対象の大きさが「一

つの範囲」としての認識に与える影響については、さらに検討が必要であると思

われる。ここで明らかなことは、大きな面積を持つ“广场”や“沙漠”などの具

体的な空間と比較的小さな面積しか持たない“镜子”や“报纸”などの物体の間

には、「一つの範囲」としての認識に対する明確な違いが存在するという事実であ

る。この点については、“里”だけでなく、“中”にも共通する問題であることか

ら、次の第 4 章で再度検討する。 

 

3.2.3.    小結小結小結小結    

映像に関する名詞については、それぞれの名詞の持つ特徴によって方位詞“上”、

“里”との共起状況に以下のような差異がみられた。 

 

【表 1】映像を媒介とする情報媒体の特徴 
 

 映像を映し出す道具 

→“上”と共起    

伝達される情報 

→“里”と共起 

电视 ○ ○ 

电影 △ ○ 

银幕/荧屏 ○ △ 

 

上の【表 1】の「○」は、それぞれ「映像を映し出す道具」、「伝達される情報」と
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しての機能を有することを意味し、「△」は基本的な用法ではなく、比喩的に用い

られるケースがあることを示す。“银幕”や“荧屏”のように「映像（情報）を映

し出す道具」については、比喩的に用いられる場合（“电影”、“电视”を指す）を

除き、通常“上”と共起するが、「伝達される情報」である“电影”は物理的なか

たちを伴わないことから、“里”と共起しやすい傾向がみられる。また、「映像を

映し出す道具」と「伝達される情報」の両方を併せ持つ“电视”は、基本的に“上”、

“里”のいずれとも共起が可能となる。なお、“上”が用いられる場合にも、必ず

しも目の前の映像についての言及である必要はなく、話し手の記憶の中の映像で

あっても“上”を用いることができる。 

一方、姿を映し出す道具である“镜子”の場合、そこに映し出される映像の持

つ擬似的な立体感から“里 1”との共起が一般的であるが、姿を映すための単なる

道具として用いられる（映し出される映像に擬似的立体空間が要求されない）場

合には“上”が用いられるケースもある（例（32）、（33））。 

 

3.3. 音声音声音声音声にににに関関関関するするするする名詞名詞名詞名詞    

本節では、「音声」を情報伝達の手段とする名詞について考察する。具体的には、

“广播”[ラジオ（放送）]と“电话”[電話]のケースを取り上げて、方位詞“上”、

“里”との共起状況を分析する。 

 

3.3.1.    「「「「音声音声音声音声」」」」とととと““““里里里里””””    

“电视”の情報伝達手段が「映像」と「音声」の二つによるものであるのに対

して、“广播”は「音声」のみによって情報が伝達される。“广播”についても情

報媒体の一種であることから、“里”と“上”の両方が用いられることが予測され

るが、“广播”の場合、“上”よりも“里”を用いて表現されることが多い傾向が

みられる。しかし、次の例のように“上”を用いた例も存在する。 

 

（36）养狗，广播上说怕传染病，与其养它，还不如养几只鸡。（→广播里） 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1996） 
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[犬を飼うのは、ラジオで言っていたが、伝染病が怖いので、犬を飼う

ぐらいなら、にわとりを何羽か飼う方がよほどましであるらしい。] 

（37）农民从广播上得知龙井茶销路好，就从杭州请来师傅，…… 

（→广播里）           ＜CCL 语料库＞（《市场报》1994） 

[農民はラジオで龍井茶の売れ行きが良いことを知ると、杭州から専門

家を呼び寄せて…] 

 

例（36）、（37）の場合、いずれも“广播上”を“广播里”に置き換えることが可能

である。ただし、インフォーマントによっては、“广播上”という表現自体を認め

ず、例（36）、（37）についても、“上”ではなく“里”を用いるべきであるとする

者も存在する。 

次に、“里”が用いられた例をみてみる。 

 

（38）你听听广播里说什么来着。    ＜CCL 语料库＞（《北京人在纽约》） 

[ラジオで何と言っているか聞いてみてごらんなさい。] 

（39）第二天清晨，人们从广播里听到了令人振奋的消息:…… 

＜CCL 语料库＞（《作家文摘》1997） 

[翌日の明け方、人々はラジオで元気づけられるニュースを聞いた…] 

（40）几分钟后，我听到广播里传出像音乐那样动听的声音，…… 

＜CCL 语料库＞（《作家文摘》1997） 

[何分後かに、私はラジオから音楽のようにひきつけられる声が流れて

くるのを耳にして…] 

 

例（38）～（40）ではすべて“广播里”という表現が用いられているが、これを“广

播上”に置き換えることができるか否かについては、インフォーマントによって

意見が分かれる。“广播上”に置き換えることが可能であるとする意見については、

“广播”が情報媒体の一種であることによると理解される。一方、“广播上”に置

き換えることができないと判断される場合、これら三つの例文の中でも例（40）
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は特に“广播上”への置き換えが難しいと捉える意見が多かった。例（38）～（40）

における“广播”はいずれも情報（音声）の出所として用いられているが、例（38）、

（39）と例（40）ではその焦点が異なる。例（38）では、現在流れているラジオ番

組について、“你”（聞き手）に対して、「なんと言っているのかちゃんと聞いてみ

なさい」と言っているようなシチュエーションが想定される。ここで聞き手が求

められているのは、ラジオから必要な情報を得ることである。同様に、例（39）

についても、「元気づけられるニュース」というラジオの内容について言及されて

いる。つまり、例（38）、（39）はいずれもラジオから得られる「情報」に焦点が置

かれているといえる。それに対して、例（40）では「音楽のようにひきつけられ

る声」のように、ラジオから流れてくる「音声」そのものに焦点が置かれている。

“广播”は「音声」によって情報を伝達することから、例（38）、（39）の「情報」

についても、当然「音声」を介して伝達されることになるが、例（40）のケース

とは異なり、「音声」そのものには焦点が置かれていない。つまり、“广播”が“上”

と共起する可能性が生じるのは、その焦点が「音声」に置かれない場合であると

いえる。先の例（36）、（37）の“广播”が“上”と共起している理由についても、

「ラジオ」から情報を得たことを表しており、その情報を媒介する「音声」自体

には特に焦点が置かれないためであると解釈できる。 

また、“广播”と同様に「音声」によって情報を媒介する“电话”［電話］も“里”

と共起しやすい傾向がみられる。 

 

（41）但我能经常在电话里听到妈妈的声音，妈妈的声音很甜很甜，…… 

（→

＊

电话上）        ＜CCL 语料库＞（《读者》总第 189期） 

[しかし、私はいつも電話でお母さんの声を聞くことができた。お母さ

んの声はとてもとても甘く…] 

（42）咔的一声，电话里的声音消失了。（→

＊

电话上） 

＜CCL 语料库＞（吕雷《火红的云霞》） 

[ガチャンと音がして、電話の声が消えた。] 
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例（41）の場合、情報伝達のツールである“电话”を通して、“妈妈的声音”が聞

こえてくるが、その焦点は“电话”によって媒介される情報ではなく、“妈妈的声

音”そのものにある。また、例（42）の場合も、情報の伝達に焦点がない点にお

いて例（41）と同様である。つまり、“广播”のケースと同じく、“电话”につい

ても「音声」そのものに焦点が置かれる場合には、“上”と共起しにくい傾向があ

るといえる。しかし、“电话”の場合にも、条件によっては“上”が用いられるこ

ともある。 

 

（43）黄永胜在电话上告诉了叶群。（→电话里） 

＜CCL 语料库＞（《作家文摘》1993） 

[黄永勝は電話で葉群に伝えた。] 

（44）“电话上不好讲……”冯晓征回避着，电话挂上了。（→电话里） 

＜CCL 语料库＞（《作家文摘》1993） 

[「電話では言いにくい…」馮暁征はそうはぐらかして電話を切った。] 

 

例（43）の場合、「黄永勝は葉群に何らかの情報について、“电话”という手段を

用いて伝えた」ことになり、ここでの“电话”は情報伝達のツールとして用いら

れているといえる。また、例（44）の場合についても、“电话”という媒介物を通

じて情報を伝達することができないことを表しており、その焦点は依然として情

報の伝達にある。このように、「情報伝達のツール」としての機能に焦点が置かれ

るケース、つまり「音声」自体に焦点が置かれない場合には“上”との共起の可

能性も生じるといえる

15
。 

 

3.3.2.    小結小結小結小結 

“广播”や“电话”のような音声を媒介とする情報媒体については、基本的に

“里”と共起しやすく、特に音声そのものに焦点があたる場合には“上”と共起

しにくい傾向がみられた。これは、“上”、“里”のどちらとも共起が可能であるは

ずの“电视”が、先の例（29）において“上”と共起しにくいことについても当
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てはまると考えられる（ここでは例（45）として再掲）。 

 

（45）……，我甚至都能听到楼上马桶冲水的声音，还有从隔壁那屋传来的电

视里的杂音。（→

??
电视上）                       （例（29）再掲） 

 

例（45）では隣の部屋から聞こえてくるテレビのノイズ音について言及しており、

当然のことながらその焦点はテレビの映像ではなく、音声そのものにあるため、

“上”との共起に違和感が生じると考えられる。 

以上の考察から、「音声」を情報伝達の手段とする“广播”、“电话”については、

情報伝達のツールとして“里”、“上”のいずれとも共起する可能性があるものの、

「映像」を媒介とする“电视”などとは異なり、“上”とは共起しにくい傾向があ

るといえる。これは、「音声」が二次元的イメージに結びつきにくいことに起因し、

特に“广播”、“电话”の「音声」自体に焦点が当たる場合には、“上”は用いられ

にくくなる。 

以上では、「具体的な空間を表さないケース」として様々な情報媒体の例をみて

きた。次節からは、具体的な空間を表さないもう一つのケースとして、「身体部位

名詞」の例を取り上げることとする。 

    

3.4.    身体部位名詞身体部位名詞身体部位名詞身体部位名詞    

身体部位名詞と方位詞との関係については、これまでにも多くの先行研究にお

いて言及がみられる。たとえば、《八百词》では、“里”が一部の身体部位名詞と

共起する際、「具体的な部分を指す場合」（例（46a））と「抽象的なものを指す場

合」（例（46b））の二つのケースがあることが指摘されている。 

 

（46）a. 手里拿着一封信 

[手に一通の手紙を持っている] 

b. 手里收集了一些材料 

[手元に少しばかり資料を集めた] 
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（《八百词》323頁） 

 

例(46a)の“手里”は、実際に「手の中」に手紙が握られているという状態を表し

ており、“手”という具体的な部分を指している。それに対して、例（46b）の“手

里”は、集められた資料が実際に誰かの手の中に握られているのではなく、当該

人物の「所有下」にあることを比喩的に表現しているにすぎない。本研究では、

前者のケースが表す内容を「具体的意味」、後者のケースが表す内容を「抽象的意

味」と呼ぶこととする。 

また、高橋 1988：164では、上の《八百词》の例文について、例（46a）は“上”

に置き換えることができるのに対し、例（46b）は置き換えができないと述べてい

る。高橋 1988：164は例（46b）が“上”に置き換えることのできない理由につい

て、「“上”は一般に抽象的な意味で使う場合も（中略）ある状態を表す動詞や形

容詞（中略）などとしか用いられなく，動作性の強い動詞（たとえば“收集”な

ど）とは共に用いられない」ことによると分析している。さらに、高橋 1988：165

は身体部位名詞に後置する“上”と“里”の置き換えが可能なケースとして次の

例を挙げている。 

 

（47）a. 嘴里不说，心里有数 

b. 嘴上不说，心上有数             （高橋 1988：165） 

［口には出さないが、心当たりがある］ 

 

高橋 1988：165が指摘するように、例（47a）の“嘴里”は例（47b）のように“嘴

上”に置き換えることが可能である。このように身体部位名詞が方位詞と共起し

て「抽象的意味」を表す場合、“上”と“里”の置き換えが可能となる例は少なく

ない。本節では、身体部位名詞と方位詞“上”と“里”の共起関係について、両

者の置き換えが可能となるケースを取り上げて考察する。 
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3.4.1.    思考思考思考思考をつかさどるをつかさどるをつかさどるをつかさどる器官器官器官器官とととと““““里里里里””””、、、、““““上上上上””””    

方位詞“里”と共起して「抽象的意味」を表すことのできる身体部位名詞とし

ては、前述の“手”、“嘴”以外にも“心、胸、脑、眼、肚子”などが挙げられる。

ここではこれらの身体部位名詞の中から、特にその特徴が文法的に反映される“心、

胸、脑”などの「思考をつかさどる器官」について考察する

16
。 

 

（48）刚才那码事儿，你不要放在心里，他就是这么个脾气。（→心上） 

（例（3）再掲） 

（49）她忽然收敛了眼光，把眼睛望着灯火，轻轻地叹了一口气，要说话，但

是又忍住了，好像胸里藏着许多话却无法说出来。（→

＊

胸上） 

＜CCL 语料库＞（巴金《家》） 

[彼女は突然視線をあらためて灯火を見つめ、軽くため息を一つついて、

話をしようとしてはまた口をつぐむ。どうやら胸の中にたくさんの話

を隠しているのに、どうやって言い出したらよいのかわからない様子

だった。] 

（50）浅红色的花朵似乎刺痛了我的眼睛，我的脑里渐渐地浮起了另一张带着

凄哀表情的美丽的面庞。（→

＊

脑上）   ＜CCL 语料库＞（巴金《家》） 

[淡い紅色の花はまるで私の目を刺すようであり、私の脳裏には次第に

もう一つの物寂しい表情の美しい顔が浮かんできた。] 

 

例（48）～（50）ではいずれも“里”が用いられているが、例（48）の“心”の場

合のみ“里”を“上”に置き換えることができる。つまり、“心”の場合には“上”

との共起によっても「抽象的意味」を表すことが可能であるが、“胸”、“脑”につ

いてはそれができないということになる。このような違いが生じる原因はどこに

あるのだろうか。以下、“胸”の例から順にみていく。 

 

（51）此外，仰卧睡眠两手常常会放在胸上，这样还容易做噩梦。 

＜人民网＞（http://scitech.people.com.cn/GB/25509/10181735.html） 
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[この他、仰向け就寝は両手を胸の上に置くことが多く、悪い夢を見や

すい。] 

（52）兰妮把头紧紧贴在娘的胸上，低声说，…… 

＜CCL 语料库＞（李晓明《平原枪声》） 

[蘭妮は頭をぴったりと母親の胸にくっつけ、低い声で言った…] 

 

例（51）、（52）のように、“胸”が“上”と共起する場合、具体的な身体部位「胸」

との「接触関係」が表されることが多い。 

一方、“脑”についてはそのまま“上”と共起して「接触」の意味を表す例はほ

とんどみられない。これは、“脑”が頭蓋骨の中にあり、直接何らかの物質と接触

するという状況が想定されにくいことが関係していると考えられる。したがって、

“脑”が“上”と共起する場合、“脑”の外側、つまり「頭」のある部分との「接

触」関係を表す場合などに用いられることが多い。 

 

（53）这个女孩根本就没有看到刚才的雪球，我是扔在她的后脑上，并且马上

就碎了。          ＜CCL 语料库＞（余华《在细雨中呼喊》） 

[この少女は全くさっきの雪球を見ていなかった。私はそれを彼女の後

頭部に投げ、しかもすぐに砕けてしまったからだ。] 

 

以上のような“胸”、“脑”の例から、通常これらの名詞が“上”と共起する場

合には具体的な身体部位との「接触関係」が想起されやすい傾向があり、「抽象的

意味」には結びつきにくくなるといえる。それに対して、“心”は具体的な身体部

位としての認識に結びつきにくいことから、“上”と共起した場合にも「抽象的意

味」を表すことが可能となると考えられる。次の 3.4.2.では、“心”との共起にお

ける方位詞“里”、“上”の使い分けについて考察する。 

 

3.4.2.    ““““心上心上心上心上””””とととと““““心里心里心里心里””””のののの違違違違いについていについていについていについて 

保坂・郭 2000：246は、“心”との共起における“里”と“上”の使い分けにつ



 99

いて、次のように説明している。 

 

“心”の場所化では心という器官として用いるなら“～里”が使われ、“～

上”を用いることはできない。すなわち、モノを考える器官であれば二次元

ではありえず、ぼんやりと三次元のカタチが意識されるからだと証明できる。

（中略）しかし「思考する、考える、感情をつかさどる」「心に留める」「心

の片すみ」などのように器官としての意味からはなれ、単なる「心という場

所」ととらえるなら“～上”を使い、“～里”を使うことは出来ない。 

 

保坂・郭 2000 の分析によれば、「心という器官」として用いる場合には“里”の

みが用いられ（例（54）、（55））、単なる「心という場所」を表す場合には“上”

のみが用いられる（例（56））という明確な使い分けがあることになる。 

 

（54）心里(

＊

上)是这么想的,嘴上就说出来了 

[頭（心）で考えたことが、口からすぐ出てきた] 

（55）心里(

＊

上)难受 

[心苦しい、つらい] 

（56）不把这事放在心上(

＊

里) 

[こんなことは心に留めるな] 

（例（54）～（56）は保坂・郭 2000：246（日本語訳、文法判断を含む）） 

 

上記の例（54）、（55）以外にも、“心里不安”[心が騒ぐ]、“心里踏实”[心（気持

ち）が落ち着く]などについては、“上”よりも“里”と共起しやすい傾向がみら

れる。保坂・郭 2000が指摘するように、これらのケースにおける“心”は「単な

る場所」ではなく、「思考をつかさどる器官」としての機能と関連があるように思

われる。しかし、「思考をつかさどる器官」としての“心”と「単なる場所」とし

ての“心”は、それほど簡単に分けられるものではない。たとえば、例（56）の

“放在心上”という表現は、実際には先の例（48）のように、“里”と共起して用



 100

いられることも少なくない（ここでは例（57）として再掲）。 

 

（57）刚才那码事儿，你不要放在心里，他就是这么个脾气。（→心上） 

（例（48）再掲） 

 

また、「単なる場所」を表すと考えられるケースについても、必ずしも“上”が

用いられるとは断定できない。 

 

（58）妻子看在眼里，痛在心上。   ＜CCL 语料库＞（《人民日报》1996） 

[妻はそれを見て、心が痛んだ。] 

 

例（58）の“心”は「痛みを感じる場所」として捉えることが可能である。しか

し、インフォーマントによっては、ここでの“痛在心上”という表現に違和感を

覚える者もいる。つまり、「単なる場所」を指す場合についても、無条件に“心上”

が用いられるとは限らないといえる。 

一方、「心に刻む」という意味を表す“记在心里/上”は、「心という場所に刻む」

として解釈することが可能であり、“记在心里”と“记在心上”の両方を用いるこ

とが可能である。 

 

（59）【耳性】受了告诫之后，没有记在心上，依然犯同样的毛病，叫做没有耳

性(多指小孩子)。（→心里）   （《现代汉语词典 第 5 版》362頁） 

[【耳性】訓戒を受けた後、それを心に留めずに、同様の過ちを犯すこ

とを“没有耳性”という（子どもについていうことが多い）。] 

 

例（59）の“上”は“里”に置き換えることも可能である。その場合、単に心と

いう場所に刻むという表面的な意味だけでなく、深く心に留めて忘れないという

「思考をつかさどる器官」としての“心”の機能に関わる内容に踏み込んだ表現

となる。ただし、両者の置き換えは常に可能というわけではなく、齐沪扬 1998は
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次の例のようなケースについて、“上”を用いることができないと指摘している。 

 

（60）这句话牢牢地记在心里（→

＊

心上）      （齐沪扬 1998：41） 

[この話をしっかりと心に刻みつける] 

 

例（60）では“牢牢地”[しっかりと]というニュアンスが表現されているが、“心

上”という表現を用いた場合、“上”の持つ「表面」のイメージから「表面的、一

時的」といったニュアンスに結びつくため、「しっかりと」というニュアンスと矛

盾が生じると考えられる。同様に、先の例（58）について違和感を覚えるとする

インフォーマントが存在する理由についても、“心上”によって表される「表面的

な心の痛み」と、インフォーマントの予測する妻の心の痛みの度合いとの間にギ

ャップがあることが理由の一つとして考えられる。 

これに対して、“心里”が用いられにくくなるケースとしては、次のような例

が挙げられる。 

 

（61）甲：有谁知道什么时候重播啊? 

[いつ再放送するか誰か知っていますか。] 

乙：帮不上了。抱歉! 

[お役に立てません。ごめんなさい。] 

甲：没关系，大家帮我放在心上就行了。谢谢。（→

??
放在心里） 

[かまいません。みなさんが気に留めておいてくれればそれでいい

です。ありがとう。] 

 

上の会話は、インターネットの掲示板でのやりとりの一例である。このように、

友人や知人にちょっとした頼み事をする場合などに、軽く気に留めておくという

ような意味を表すためには、「表面的、一時的」といったニュアンスを持つ“（放

在）心上”を用いるのが自然であり、“（放在）心里”を用いると違和感が生じる。

それは、“里”を用いた場合には“里”の持つ「内包」のイメージから「内的、堅
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固な」といったニュアンスに結びつくためであると考えられる。つまり、相手に

対して軽く気に留めておいてもらうことを依頼するようなケースには、“放在心

里”は重すぎるのである。以上のようなことから、“心”の後ろに“上”、“里”の

どちらが用いられるのかについては、話者の心的態度が少なからず反映されるも

のであるといえる。 

 

3.4.3.    小結小結小結小結    

本節では、主に“心”、“胸”、“脑”の三つの名詞を取り上げて、方位詞“上”、

“里”との共起状況を考察した。“胸”や“脑”が“上”と共起する場合、「物理

的な接触関係」のイメージに結びつきやすいことから、「具体的意味」を表し、「抽

象的意味」は表しにくい傾向がみられた。一方、“心”の場合、該当する明確な器

官が存在しないため、“上”、“里”のいずれを用いても「抽象的意味」を表すこと

が可能となる。また、“心上/里”については、“上”を用いた場合には「表面的、

一時的」というような、どちらかといえば軽いニュアンスとなるのに対して、“里”

を用いた場合には「内的、堅固な」といった重たいニュアンスとなるという違い

が生じる。 

 

3.5.    第第第第 3 章章章章のまとめのまとめのまとめのまとめ    

本章では、“电视”、“广播”、“心”などの具体的な空間を表さないケースを中心

に、各名詞と方位詞“上”、“里”との共起関係について考察した。先行研究にも

指摘のあるように、物理的実質を伴う情報媒体については、基本的に“上”と“里”

の両方を用いることが可能な場合が多い。しかしながら、同じ情報媒体であって

も、情報伝達の形態の違いによって状況は異なる。たとえば、“报纸”の場合、そ

の顕著な二次元的特徴から“上”との共起が圧倒的に優勢であり、情報媒体とし

ての機能に焦点がない場合を除いて、ほとんど“里”と共起することはない。ま

た、映画という情報（映像）を映し出す“银幕”についても、その二次元的特徴

から“上”と共起しやすい。“电视”や“书”のケースも含め、二次元的特徴の顕

著な「紙」や「スクリーン/テレビの画面」などを介して情報の伝達を行う場合、
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これらの情報媒体と情報の受け手の間に「視線」を介した接触関係が存在するこ

とが“上”との共起につながる一因となっていると考えられる。これに対して、“广

播”や“电话”の場合、二次元的特徴と結びつかない「音声」が情報伝達手段で

あることから、“上”とは共起しにくい傾向がみられる。 

また、思考をつかさどる身体名詞との共起状況においては、“心”のように、具

体的な器官と結びつきにくい場合には“上”を用いて「抽象的意味」を表すこと

が可能であるが、“胸”や“脑”のように具体的な器官と直結する場合には「抽象

的意味」を表しにくい傾向がみられた。 
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＜＜＜＜第第第第 3 章章章章    注釈注釈注釈注釈＞＞＞＞ 

1） 本章では具体的な空間を表さない場合を中心に考察するが、分析の過程にお

いて必要がある場合には、具体的な空間を表すケースについても随時検証し

ていく。 

2） 西槇 2004：257 は“上”、“里”の置き換えが可能である“有形物质载体”に

対して、“非物质载体”に該当する“故事、话、歌、口号、命令、文章、诗、

词、乐曲、影片”などについては“里”のみが用いられ、“上”を用いること

はできないとしている。 

3） “表示周围”の用法については、1.1.2.を参照。 

4） “表示总和”の用法については、1.1.2.を参照。 

5） “上”が用いられるケースであっても、情報媒体としての役割に焦点が置か

れない場合もある。 

朋友来访，进屋就踩在报纸上，他是用报纸作地毯的。（→

＊

报纸里） 

＜CCL 语料库＞（《作家文摘》1993） 

[友人がやってきて、部屋に入ると新聞を踏みつけることになる。彼は新

聞を絨毯代わりに使っているのである。] 

上の例の“报纸”は、絨毯の代わりに用いられており、情報媒体として機能

していないことは明白である。ここでは、[+接触]の要素を持つ動詞“踩”と

の共起により、“报纸”と訪問者の足の間に接触関係が成立することから“上”

が用いられている。 

6） 沈家煊 1999：39は、Leech1969に基づき、以下のような“维度”[次元（dimension）]

による分類を行っている。 

维度 0（点）：     at (at the entrance) 

                      to (to the station) 

维度 1/2（线/面）： on (on the clothesline, on the wall) 

                     on to (on to the clothesline, on to the wall) 

维度 2/3（域/体）： in (in the circle, in the box) 

                     into (into the circle, into the box) 
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7） “面”と“域”はどちらも二次元を表すが、“域”については、境界があると

いう点に違いがある。 

8） 情報媒体については、冒頭の“电视”（例（2））や“书”（例（11））など、“上”、

“里”のいずれも用いることのできる場合が少なくない。 

9） 例（14）の“上”から“里”への置き換えの可否についての文法判断は、引

用者が行ったインフォーマント調査によるものである。高橋 1988：167－173

は、例（14）の“上”は“里”への置き換えが可能であるとし、その場合の

“里”について「枠内」を表すとしている。しかし、筆者が複数のインフォ

ーマントに行った調査では、例（14）について“里”を用いることはできな

いとする意見が多かった。 

10）下の表は、＜CCL 语料库＞を用いて、“小说里/上”および“童话里/上”の使

用例を検索した結果をまとめたものである。 

 

 里 上 

小说 792 62 

童话 99 1 

 

上の表から、“小说”、“童话”はともに“上”よりも“里”と共起しやすい傾

向があることがわかる。ただし、“里”との共起例には、「小説/童話の中」と

いう作品の内容を指すケースだけでなく、「複数の小説/童話の中」という“表

示总和”を表すケースも含まれるため、共起例が多くなることが推測される。 

11）姿を映すことのできる名詞については“镜子”以外にも、“水面、湖、水池、

冰块、玻璃、（玻璃）窗”などが挙げられる。これらの名詞のうち、空間構成

に関わる“窗”は「通過経路」を表すことも可能であり、他の名詞とは異な

る様相を呈する。次の第 4 章では、“窗”の例を取り上げて、“里”、“中”と

の共起状況について考察する。 

12）“里”との共起によって表される擬似的な立体空間のイメージは、「鏡」のよ

うに姿かたちを映し出す道具だけでなく、絵などについても感じられるケー

スがある。詳しくは第 4 章を参照。 
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13）例（32）のように「映像を映し出す道具」として用いられるケースだけでな

く、“镜子”との物理的な接触関係を表す場合にも当然“上”が用いられる。 

a. 枕畔遗落了几只发卡和几根长发，镜子上的薄灰被仔细地擦拭过。 

（→

＊

镜子里）                    ＜CCL 语料库＞（王朔《动物凶猛》） 

[枕元に数本のヘアピンと数本の長い髪の毛が残っており、鏡に薄くか

ぶった埃は細心丁寧に拭かれていた。] 

b. 你瞧盥洗室里的镜子上横七竖八地粘了很多橡皮膏!（→

＊

镜子里） 

＜CCL 语料库＞（《读者》总第 135期） 

[見てごらん、洗面所の鏡にベタベタとたくさんの絆創膏がくっついて

いるよ！] 

14）次のような例についても、対象の大きさが関わっている可能性がある。 

潘云飞从衣架上取下大衣，慢条斯理的穿在身上，又用围巾把脸围了，在

那面宽大的镜子上照了照，一转身，飞快走了。 

＜百度＞（http://bbs.bato.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13752&page=11） 

［潘雲飛はハンガーからコートを取るとゆっくりと身にまとい、さらに

マフラーを顔に巻いた。そしてあの大きな鏡に姿を映すと、向きを変え、

あっという間に行ってしまった。］ 

上の例については、鏡を一種の道具として捉えていることから“上”との共

起が可能となっていると考えられるが、対象となる鏡の面積が広い場合、平

面としての認識と結びつきやすくなり、“上”との共起に対する抵抗が弱まる

と回答するインフォーマントもみられた。 

15）ただし、インフォーマントによっては、“上”の用いられている例（43）、（44）

のような表現について、違和感を覚えるとする意見もある。“电话上”という

表現の使用には個人差があるといえよう。 

16）考察対象に挙げた三つの名詞のうち、“心”については、身体部位名詞の一つ

としてみなすことが適切かどうか意見の分かれるところではあるが、ここで

は他の分析対象の名詞と同様に「思考をつかさどる器官」に相当するものと

して考察の対象とする。 
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第第第第 4 章章章章    方位詞方位詞方位詞方位詞““““里里里里、、、、中中中中、、、、内内内内””””のののの比較分析比較分析比較分析比較分析（（（（1）））） 

――――    具体的空間具体的空間具体的空間具体的空間をををを表表表表すすすす名詞名詞名詞名詞とのとのとのとの共起共起共起共起関係関係関係関係 

 

 

4.0. はじめにはじめにはじめにはじめに 

現代中国語の方位詞“里”は「一定の範囲内」を表すが、“中”についてもその

働きに重複する部分が多くみられる。そして、以下に挙げる例のように、互いに

置き換えが可能なケースが多い。 

 

（1）房间中的梁柱，这些梁柱是用来支撑上层楼板的，……（→房间里） 

＜人民网＞（http://jiaju.people.com.cn/GB/14264562.html） 

[部屋の中の梁の柱、これらの梁の柱は上の階の床板を支えるものであ

り、…] 

（2）在我眼里，你是个陌生人。（→眼中） 

＜CCL 语料库＞（王朔《空中小姐》） 

［私にとって、あなたは見知らぬ人である。］ 

（3）一切都在记忆中，一想便全想起来，他得慢慢的把它们排列好，整理好。 

（→记忆里）           ＜CCL 语料库＞（老舎《骆驼祥子》） 

[すべては記憶の中にあり、一つを思い出せばすべてが蘇ってくる。彼

はゆっくりとそれらをきちんと並べて、整理しなければならなかった。] 

 

例（1）のように具体的な場所を表す場合、例（2）のように具体的な場所を表さ

ない場合、そして例（3）のように抽象的な意味を表す語と共起する場合など、複

数のケースにおいて“里”と“中”はどちらも用いることが可能である。しかし

一方で、これらの方位詞はどのような場合においても自由に置き換えができると

いうわけではない。たとえば、西槇 2005：185は、[＋隐含立体空间]の名詞は“中”

と共起することができないとし、次のような例を挙げている。 
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（4）我盼望她能从门里出来

1
。（→

＊

门中）       （西槇 2005：185） 

[私は彼女がドアから出て来ることができることを願った。] 

 

西槇 2005 のいう[＋隐含立体空间]の名詞とは、“教室[教室]、剧院[劇場]、图书

馆[図書館]”などのような立体空間を表す[＋立体空间]の名詞

2
に対して、“窗[窓]、

墙[壁]、门[ドア]”などのように、それ自体は「立体空間」を表さないが、「立体

空間」の一部を構成するもののことを指す。例（4）の“门”についても、この[＋

隐含立体空间]の名詞に該当することから、“中”との共起は認められないことに

なる。しかし、次の例のように、[＋隐含立体空间]の名詞であっても、“中”と共

起する例もみられる。 

 

（5）告别的时刻临近，老人们登上回程的大巴，但从车窗中伸出的双手却紧紧

握住亲人的手不放，……（→车窗里） 

＜人民网＞（http://world.people.com.cn/GB/10135362.html） 

［別れの時が近づき、お年寄りたちは帰りのバスに乗り込んだが、バス

の窓から両手を出し、肉親の手をしっかりと握って放さない…］ 

 

例（5）の“车窗”は“中”と共起しているが、“中”を“里”に置き換えること

も可能である。このような場合、両者のニュアンスにはどのような違いが存在す

るのだろうか。 

また、“中”だけでなく、“内”にも“里”と類似する働きが認められるが、次

の例に示されるように、“里”を“内”に置き換えることができないケースがみら

れる。 

 

（6）眼睁睁地，眼白发蓝，仿佛望到极深的蓝天里去。（→

＊

蓝天内） 

[目は大きく見開かれ、白目がはっきりしている。まるでとても深い青

空を眺めているかのようである。] 

（7）深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地。（→

＊

天空内） 
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[濃い藍色の空には黄金色の丸い月がかかっており、その下は海辺の砂

地である。] 

（例（6）、（7）は西槇 2005：186） 

 

西槇 2005：186は“天空[空、大空]、太空[宇宙]、蓝天[青空]”などの名詞を“无

界限的空间”[無限の空間]として分類し、これらの名詞については“里、中”の

みと共起し、“内”とは共起しないと指摘している。西槇 2005 の主張に従えば、

範囲のはっきりしないものについては、“里、中”は用いることはできるが、“内”

を用いることはできないということになる。しかし、これまでにみてきたように、

“里”は「一定の範囲内」を表すものであり、当然なんらかの「範囲」が存在す

ることが前提となるはずである。“里、中、内”との共起に求められる「範囲」と

はどのようなものであるのだろうか。 

本章では、このような類似する働きを持つ方位詞“里、中、内”の用法につい

て、具体的な空間を表すケースを中心に考察する。なお、具体的な空間を表すケ

ースのうち、ここでは方位詞“里”、“中”の差異が現れる「空間構成に関わる名

詞」、および方位詞“里”、“内”の差異が現れる「明確な範囲を持たない名詞」の

二つのケースを取り上げて考察する。 

 

4.1. 具体的具体的具体的具体的空間空間空間空間をををを表表表表すすすす名詞名詞名詞名詞とのとのとのとの共起関係共起関係共起関係共起関係 

西槇 2005：184－185は、“具体的空间”について、名詞の持つ意味的特徴から[＋

立体空间]の名詞（“教室”、“剧院”、“图书馆”など）と、[＋隐含立体空间]の名

詞（“窗”、“墙”、“门”など）の二種類に分類している。そして、[＋立体空间]の

名詞は“里、中、内”のいずれとも共起が可能であると指摘している。 

 

（8）a. 其实她猜得出来，他多半是躲在图书馆里。（→图书馆中/图书馆内） 

[実のところ、彼女には彼がおそらく図書館に隠れていることが推測

できた。] 

b. 只要他在图书馆中坐下，或和友人谈起来，就不用再希望他还能看看钟
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表。（→图书馆里/图书馆内） 

[彼が図書館で腰をおろしたり、友達としゃべりだしたりしたら、時

計を見るなんてことは期待してはいけない。] 

c. 不在图书馆内，便在咖啡店里，山水怀中过活。 

（→图书馆里/图书馆中） 

[図書館でなければ、喫茶店におり、悠々自適な生活を送っている。] 

（例（8a）～（8c）は西槇 2005：184）3 

 

例（8）が示すように、[＋立体空间]の特徴を持つ“图书馆”は“里、中、内”の

いずれとも共起することができる。また、文体の違いによりニュアンスは若干異

なるものの

4
、各例文中の“里、中、内”は互いに置き換えることが可能である。

それに対して、前述の西槇 2005の指摘にもあるように、[＋隐含立体空间]の名詞

のケースでは、“里”、“中”との共起状況に明白な違いがみられる。この点につい

ては、木村 1991でも“窗”と“门”を例に挙げて詳しく説明されている。 

 

（9）从窗中射入的阳光 

[窓から差し込む陽の光] 

（10）门里传来嘁嘁喳喳的说话声。 

[ドアの中からひそひそと話し声が聞こえてくる。] 

（例（9）、（10）は木村 1991：102（日本語訳含む）） 

 

木村 1991：102－103 によれば、例（9）における“窗中”は、「『窓の内側』すな

わち屋内という意味ではなく，（中略）『窓』という，壁の中に四角く（あるいは

丸く）くりぬかれた一定の空間的範囲，即ち『枠』の＜なか＞から差し込む陽の

光という意味」となる。また、木村 1991 は、「室内」を指す場合には例（10）の

ように“里”が用いられるとし、このような場合における“里”は“中”に置き

換えることができないと指摘している。つまり、“窗中”は「窓枠の中」として認

識され（【図 1】参照）、「窓の内側（室内）」を指す場合には“外”との対比から“中”
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ではなく“里”を用いて表現されることになる（【図 2】参照）。 

 

 
 

このように、“窗”については、方位詞“中”、“里”との共起において明確な使い

分けが存在するように思われるが、一方で次のような例も存在する。 

 

（11）一道刺眼的阳光从窗里射进来，照在我的脸上。（→窗中） 

＜百度＞（http://www.wenxuewu.com/files/article/fulltext/210/210039.html） 

[一本のまぶしい陽の光が窓から差し込んできて、私の顔を照らしてい

る。] 

 

例（11）のように、陽の光が窓から差し込むことを表す場合には、“中”だけでな

く“里”を用いることも可能であるが

5
、「枠の中」として捉えられる“中”が“里”

と置き換えが可能となる場合、両者にはどのようなニュアンスの違いが存在する

のであろうか。 

次の 4.2.では以上の点を踏まえた上で、空間構成に関わる名詞（“窗、门、墙、

屏风[屏風]”など）と方位詞“里”、“中”との共起関係や両者の置き換えの可否

に基づいて、“里”、“中”の表す意味について分析を行う。 

 

4.2. 空間構成空間構成空間構成空間構成にににに関関関関わるわるわるわる名詞名詞名詞名詞とととと““““里里里里””””、、、、““““中中中中””””とのとのとのとの共起関係共起関係共起関係共起関係 

“窗、门、墙、屏风”などの名詞は、いずれも閉鎖空間の構成に関わるという

特徴を持っている。たとえば、“墙”、“屏风”は、ある一定の空間を作り出すこと

 

    里里里里 外外外外

【図 2】 

 

      

       
中中中中    

【図 1】 
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が可能であり、境界の役割を果たすという特徴を持つ。また、“窗”、“门”につい

ては、境界の一部を担い、かつ空間の内部と外部とを結び付ける接触点としての

役割も持っている。これらの名詞については、前述のように「立体空間」そのも

のを指す名詞の場合とは異なり、後置される方位詞によって表される内容が異な

る。次の 4.2.1.では、これらの名詞自体の持つ特徴から“里”と“中”の両方と共

起するケースについてみてみる。 

 

4.2.1. 物質物質物質物質のののの内部内部内部内部をををを指指指指すすすすケースケースケースケース 

空間構成に関わる名詞についても、その名詞自体の持つ特徴から「物質の内部」

を指す場合もある。たとえば、“墙”のように一定の厚みがあり、内部に何らかの

物質をさし込んだり、隠したりすることが可能なものについては、次の例のよう

に“里”や“中”と共起して「壁の中」を指すことができる。 

 

（12）……，拿来了一面镜子和一根钉子，说道：拿锤子来，你把钉子钉进墙

里，把镜子挂上。（→墙中） 

＜CCL 语料库＞（王小波《不新的＜万历十五年＞》） 

[…鏡を一枚と釘を一本持ってきて言った。かなづちを持って来て、釘

を壁に打ち込んで鏡を掛けなさい。] 

（13）据考证，这些藏在浴室中的美元是由已故富翁帕特里克-邓恩在大萧条时

期藏在墙中的，……（→墙里） 

＜人民网＞（http://pic.people.com.cn/GB/42590/8313732.html） 

［考証によれば、これらの浴室の中に隠された米ドルは、今は亡き大富

豪のパトリック・ダンが大恐慌の時期に壁の中に隠したものであり…］ 

 

例（12）は壁に釘を打ち込むこと、例（13）は浴室の壁の中にお金が隠されてい

ることを表しており、これらの例では“里”、“中”のいずれも用いることが可能

である。つまり、空間構成に関わる名詞であっても、何かが「物質の内部」に入

り込んでいることを表すようなケースにおいては、“里”、“中”の両方を用いるこ
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とができるといえる。 

次に、閉鎖空間を構成する名詞が方位詞“里”と共起して「空間の内側」を表

すケースについてみていく。 

 

4.2.2. 閉鎖空間閉鎖空間閉鎖空間閉鎖空間のののの内側内側内側内側をををを指指指指すすすすケースケースケースケース 

閉鎖空間の内側を指す場合には、基本的に以下の例のように“里”が用いられ

る。 

 

（14）……,看着一幢幢鳞次栉比的高楼大厦，她心里问自己，哪扇窗户里住着

外公外婆呢?（→

＊

窗户中）    ＜CCL 语料库＞（《作家文摘》1997） 

[…鱗のようにびっしりと立ち並ぶ高層ビルを見ながら、彼女はどの窓

におじいちゃんとおばあちゃんが住んでいるのだろうかと心の中で自

問した。] 

（15）摄像机架在大门里，镜头正对着大门口。（→

＊

大门中） 

＜人民网＞（http://pic.people.com.cn/GB/165652/165654/13972292.html） 

[ビデオカメラは正門の内側に設置してあり、レンズはちょうど正門に

向いている。] 

（16）墙里是一个庭院，庙墙有好几处已经塌了。（→

＊

墙中） 

＜CCL 语料库＞（《读者》总第 8 期） 

［塀の内側は庭で、寺の塀はすでに何ヶ所も崩れている。］ 

 

例（14）～（16）は、それぞれ“窗户”、“大门”、“墙”によって構成される閉鎖空

間の内側の状況について言及している。このような場合には、基本的に“里”が

用いられる。 

同様に、空間を間仕切る働きを持つ“屏风”に対しても、作り出された空間の

内側を指す場合には“里”を用いて表現される。 

 

（17）当我织布的时候,不管有什么事,也不能往屏风里看呀!（→

??
屏风中）

6
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＜百度＞（http://zhidao.baidu.com/question/89005615.html） 

[私が布を織っているときには、何があっても決して屏風の中をのぞい

てはいけません。] 

 

例（17）における“屏风里”は「屏風によって間仕切られた空間の内側」を指す。

“屏风”とは「室内にたてて、風よけや目隠しに使う道具」であり、“屏风”をた

てることによって、密閉度は高くはないものの、境界の外部からの視線をある程

度遮ることの可能な一種の内部空間が作り出される（【図 3】参照）。 
 

 

 

以上のように、一定の閉鎖空間の内側を指す場合には、基本的に“里”と共起し、

“中”とは共起しにくい傾向がみられる

7
。 

 

4.2.3. 枠内枠内枠内枠内をををを表表表表すすすすケースケースケースケース 

既述のように、空間構成に関わる名詞と“里”が共起する場合には「閉鎖空間

の内側」を表すが、“中”と共起する場合には「枠の中」を表すという違いがみら

れる。つまり、“里”と“中”のどちらを用いるかによって表される意味が大きく

異なるため、文脈によってどちらか一方のみと共起するケースが多いものの、次

の例のように“里”、“中”の両方を用いることが可能となるケースもみられる。 

 

（18）晚上访人，只要看窗里有无灯光，就约略可以猜到主人在不在家，…… 

（→窗中）                 ＜CCL 语料库＞（钱钟书《写在生人边上》） 

[夜、人を訪ねる時、窓の中に明かりが灯っていなかったら、大概主人

屏风里屏风里屏风里屏风里    

【図 3】 
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は不在であると推測することができる…] 

（19）白天坐在窗台上看来来往往的人群，晚上象现在这样坐在顶层看着对面

大楼窗户中的灯一盏一盏的熄灭。（→窗户里） 

＜百度＞（http://www.tianya.cn/publicforum/Content/no16/1/32679.shtml） 

［昼間は出窓に座って行きかう人たちを見て、夜は今のように屋上に座

って向いのビルの窓の明かりが一つずつ消えていくのを見ている。］ 

 

例（18）、（19）では、いずれも室内に明かりが灯っているか否かが問題とされて

おり、「窓の内側」の状態そのものについて言及されている。このような場合、閉

鎖空間の内側を表すことのできる“里”のみが用いられることが予測されるが（例

（18））、実際には“中”を用いた表現も存在する（例（19））。“窗户中”は「窓の

内側」の空間を直接表すことはできないが、「枠の中」を表すという“中”の用法

から、「窓」という「枠」を通して室内の状況を確認することができる場合には、

結果的に「窓の内側」の状態を表現することが可能となると考えられる。これは

換言すれば、“中”を用いて閉鎖空間の内側の状態を表現する場合には、“中”に

前置される名詞が一つの「枠」として認識され得るというだけでなく、閉鎖空間

の内側の状態をその「枠」を通して外部から確認できなければならないというこ

とになる。したがって、先の例（14）のように、これらの条件を完全に満たさな

い場合には、“中”を用いることはできない（ここでは例（20）として再掲）。 

 

（20）……,看着一幢幢鳞次栉比的高楼大厦，她心里问自己，哪扇窗户里住着

外公外婆呢?（→

＊

窗户中）            （例（14）再掲） 

 

例（20）では閉鎖空間の内部の状態について言及されているものの、その状態に

ついて外部から直接確認することは難しい。つまり、誰かがそこに住んでいる様

子については、「明かりが灯っているか否か」のように、「窓」の外から簡単に確

認することができないため、このようなケースでは“中”を用いることができな

いものと考えられる。一方、次の例（21）のように、“窗户”が「通過経路」の役
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割を果たす場合には“中”との共起も可能となる。 

 

（21）不知名的小鸟在树上婉转的唱着歌，朗朗的读书声从窗户中传出，…… 

（→窗户里） 

＜百度＞（http://article.hongxiu.com/a/2010-5-10/3597915.shtml） 

[名前も知らない小さな鳥が木の上で美しい声で歌っており、明るく澄

んだ読書の声が窓から聞こえてくる…] 

 

例（21）では、本を読む「声」が窓を通して外に聞こえてくる様子が描写されて

いる。当然のことながら、声というものは目で見て確かめることはできないが、

ここでは“从窗户中传出”と表現されているように、声が境界の内側から外側へ

と“窗户”という枠を介して「移動している」と捉えられることから、“中”との

共起が可能となっていると考えられる。つまり、例（21）では境界の内側から外

側へという「声の移動」が表現されており、ここでの“窗户”は声の「通過経路」

としての役割を担っているといえる。なお、このような解釈は先の例（5）のケー

スについてもあてはまる（ここでは例（22）として再掲）。 

 

（22）告别的时刻临近，老人们登上回程的大巴，但从车窗中伸出的双手却紧

紧握住亲人的手不放，……            （例（5）再掲） 

 

例（22）は「バス」という一種の閉鎖空間の中から手が出ている状態を表してい

るが、この場合、“车窗”という「枠」を通して空間の内側から外側に手が出てい

ると理解される。つまり、例（22）の“车窗”は先の例（21）の“窗户”と同様

に通過経路の役割を果たしているといえる。 

また、既述のように例（22）の“车窗中”は“车窗里”に置き換えることが可

能である。 

 

（22）’告别的时刻临近，老人们登上回程的大巴，但从车窗里伸出的双手却紧
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紧握住亲人的手不放，…… 

 

例（22）の“车窗中”を“车窗里”に置き換えた例（22）’では、例（22）と同様

に「閉鎖空間から手が出ている状態」が表されているが、“车窗里”が表すのは

バスの窓という「枠の中」ではなく、バスの窓の内側の空間、すなわち「（バスの）

車内」である。したがって、この場合、「（バスの）車内から手を出す」というイ

メージとなる。介詞“从”は先の例（21）や（22）のような「通過経路」だけで

なく、「起点」を表す働きも持っているが、例（22）’の“车窗里”は手が出てくる

場所、つまり「起点」を表しているといえる。 

なお、“窗户中”が「枠の中」として捉えられる場合、その「枠」を境界とする

内側（の空間）と外側（の空間）の間の移動は双方向が可能となる。つまり、例

（21）や（22）のように閉鎖された空間（室内）から外へ（「内から外」）という

方向だけでなく、「外から内」という方向を表すことも可能である。 

 

（23）晨曦从窗户中透进，而蜡烛仍在燃烧。 

＜CCL 语料库＞（《读者》总第 132期） 

[朝日が窓から入ってきたが、蝋燭はまだ燃えていた。] 

（24）由于一楼已经淹没在水中，卢展工书记只得从窗户中钻进楼房。 

＜百度＞（http://news.sina.com.cn/c/2007-09-07/101813839063.shtml） 

［一階は既に水につかっていたので、盧展工書記は窓から建物に入るし

かなかった。］ 

 

例（23）、（24）はいずれも「窓」という「枠」を通して、「外から内」に向かって

何かが入ってくる様子を表している。これらの場合における“窗户”は閉鎖され

た三次元的空間に入るための入り口（「通過経路」）として認識されている。 

これに対して、“里”は「空間の内側」という認識に結び付くことから、「窓」

の内側の空間を指す場合（例（14））、あるいは「窓」を起点とする「内から外」

への動きを表す場合（例（22）’）のみに用いられることが予測される。しかし、“里”
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が用いられている次の例（25）、（26）では、「外から内」への動きが表現されてい

るようにみえる。 

 

（25）一道刺眼的阳光从窗里射进来，照在我的脸上。（→从窗射进来） 

（例（11）再掲） 

（26）她从门里进来的时候，徐爱花远远就闻到了一股刺鼻的香水味。 

（→从门进来）  ＜百度＞（http://www.vsread.com/article-108247.html） 

[彼女がドアから入ってきた時、徐愛花は遠くからでも鼻を刺す香水の

匂いを嗅ぎ取った。] 

 

例（25）は「窓から陽の光が差し込んでくる様子」、例（26）は「ドアから人が入

ってくる様子」が表現されている。これらの表現は、「外から内」への移動を表し

ているようにみえるが、実際にはここでの「窓」や「ドア」は閉鎖空間への進入

経路を表しているに過ぎない。つまり、例（25）、（26）の“窗里”、“门里”は「空

間の内側」を指しておらず、いずれのケースも“里”の省略が可能である。もと

もと、「ドアや窓から入る」という意味を表す場合、次の例のように方位詞そのも

のが付加されないことも多い

8
。 

 

（27）咱们知道，他不是从门进来的，不是从窗进来的，也不是从烟囱进来。 

＜CCL 语料库＞（《福尔摩斯探案集》） 

[我々は、彼がドアから入ってきたのではなく、窓から入ってきたので

もなく、また煙突から入ってきたのでもないことを知っている。] 

（28）女孩于是问：“你不会从门进来吗？” 

＜人民网＞（http://fashion.people.com.cn/GB/63741/9647144.html） 

[女の子はそこで尋ねた。「あなたはドアから入ってこられないの。」] 

 

以上のように、「窓」や「ドア」が外部から内部への通過経路として認識されるよ

うなケースにおいては、“里”の付加が任意となるが、それはこのような場合に用
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いられる“里”が空間的位置関係を表す働きを担わないことによると考えられる。

それに対して、先の例（23）、（24）のように“中”が用いられる場合には、“中”

の持つ「枠内」を表すという特徴から、「窓」という「枠」を通して入ってくると

いうニュアンスが強調されることになる。 

このほか、「枠内」を表すケースとしては、次のような例も挙げられる。 

 

（29）那屏风中的女子是谁?（→屏风里）                                            ＜百度＞ 

（http://gongchun1.blog.163.com/blog/static/170051892006101512038416/） 

[あの屏風の中の女の子は誰ですか。] 

（30）快把老虎从屏风中赶出来吧，我这里已经准备好了!（→屏风里） 

＜百度＞（http://www.kaixin001.com/repaste/32323850_2467075167.html） 

[はやく虎を屏風の中から出して下さい。私の方はもう準備できました

よ。] 

 

例（29）、（30）は屏風に描かれた人物や動物などについて述べられているが、こ

のように屏風に描かれた内容について言及する場合、“中”だけでなく、“里”も

用いられる。ただし、前述のように、“里”と共起する場合には「空間の内側」を

指すことも可能なことから、“屏风里”という表現は多義となる場合がある。 

 

（31）那屏风里的女子是谁? 

[①あの屏風の中の女の子は誰ですか。] 

[②あの屏風の内側の女の子は誰ですか。] 

 

先の例（29）の“屏风中”を“屏风里”に置き換えた例（31）は、屏風に描かれ

た絵の中の女の子（二次元）という解釈（日本語訳①）と、屏風の内側にいる現

実の女の子（三次元）という解釈（日本語訳②）の二通りが可能となる。 

以上のように、“里”、“中”はいずれも屏風に描かれた絵の内容について言及す

る場合に用いることが可能であるが、“里”を用いるか、それとも“中”を用いる
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かによって表される内容にニュアンスの違いが生じる。 

 

（32）……，我端着煤油灯的手不禁有些发抖，灯光不停地闪烁起来，一些奇

怪的黑影在屏风上晃动，仿佛画中的男人真要从屏风里走出来了，…… 

＜百度＞（http://tieba.baidu.com/f?kz=1326703057） 

［…石油ランプを持った私の手が思わず少し震え、灯りがひっきりなし

にちらつく。不思議な黒い影が屏風の上で揺れ動き、まるで絵の中の

男が本当に屏風の中から出てくるみたいで…］ 

 

例（32）では、「屏風に描かれた絵の中から人が出てくるようだ」と表現されてい

るが、この場合、“中”ではなく“里”が用いられていることから、単なる「枠の

中」というニュアンスではなく、屏風に描かれた絵という二次元的世界に疑似的

な立体感が生じる。これは、先の 3.2.2.の「鏡」のケースに近い現象であり、同様

の例として、次の例（33）のような「窓ガラス」のケースも挙げられる。 

 

（33）回家的地铁上，我看着玻璃窗里映出的自己的脸，苍白臃肿，面无表情，

那真不是一张讨人喜欢的脸。（→玻璃窗中）                                ＜百度＞ 

（http://hi.baidu.com/greatchange/blog/category/%CA%A7%C1%B533%CC%EC） 

[帰宅の地下鉄で、私はガラス窓に映し出された自分の顔を見ていた。

青白くて、ぶくぶくしていて、表情がない。それは本当に人に好かれ

る顔ではない。] 

 

例（33）の“玻璃窗里”の“里”は“中”に置き換えることも可能であり、その

場合、「窓」という「枠の中」に映し出されるというニュアンスになる。これに対

して、原文のように“里”を用いた場合には、「窓」に映し出された姿に疑似的な

立体感が生じ、よりリアルな描写となる。 

以上のようなことから、閉鎖空間の内部について言及される場合、「空間の内側」

を表す働きを持つ“里”だけでなく、「窓」や「ドア」が閉鎖空間と外部とをつな
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ぐ一つの「枠」として認識され、その「枠」を通して内部の状態を確認すること

が可能な場合や、あるいはその「枠」が境界の「内から外」という移動の際の「通

過経路」として認識される場合には“中”を用いることも可能となるといえる。 

 

4.2.4. 小結小結小結小結    

以上の考察から、空間構成に関わる名詞（“窗、门、墙、屏风”など）に後置す

る“里”、“中”はいずれも「物質の内部」を表すことができ（例（12）、（13））、さ

らに“里”は「閉鎖空間の内側」（例（14）～（17））、“中”は「枠内」（例（19）、（21）、

（22）、（23）、（24）など）を表すことが可能であるといえる。ただし、閉鎖空間の

内部について言及されるケースであっても、窓やドアが外部との接触点の働きを

持つ「枠」として認識される場合には、“中”との共起が可能となるケースもあり、

それには次の二つのパターンが存在する。一つ目のパターンは対象となる「閉鎖

空間の内側」の状態を「枠」を通して外部から確認することが可能な場合（例（19））

であり、もう一つのパターンは境界の「内から外」という移動の際の「通過経路」

として認識される場合（例（21）、（22））である。また、“里”は「閉鎖空間の内側」

を表すことから、たとえば「陽の光が窓から差し込む様子」など、「外から内」へ

の動きを表す場合には用いられにくいことが予測されるが、実際にはそのような

制限はみられない。これは、窓やドアが「外から内」への通過経路として認識さ

れるような場合に用いられる“里”は空間的位置関係を表さないためであると考

えられる。 

 

4.3. 明確明確明確明確なななな範囲範囲範囲範囲をををを持持持持たないたないたないたない名詞名詞名詞名詞とととと方位詞方位詞方位詞方位詞とのとのとのとの関係関係関係関係 

先の 4.2.で取り上げた空間構成に関わる名詞（“窗户”、“墙”など）は、いずれ

も物理的な形状を伴い、目で見て確認することのできる明確な範囲を有している。

しかし、「具体的な空間」として認識される空間の中には、“天空”、“宇宙”のよう

にその範囲（明確な区切り）を目で見て確認することのできないものも存在する。

本節では主に明確な範囲を持たない名詞と“里（中）”、“内”との共起関係を通し

て、これらの方位詞との共起に必要とされる「範囲」について考察する

9
。 
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4.3.1. ““““里里里里””””、、、、““““内内内内””””とのとのとのとの共起共起共起共起にににに求求求求められるめられるめられるめられる「「「「範囲範囲範囲範囲」」」」    

次の例が示すように、明確な範囲を持たない「空」を指す名詞については、“内”

とは共起しにくい傾向がみられる。 

 

（34）心宿二是夏季南天夜空中最亮的一颗星，位于天蝎座内。 

（→夜空里、

＊

夜空内）    ＜CCL 语料库＞（《中国儿童百科全书》） 

［アンタレスは夏の南の空で最も明るい星の一つで、さそり座の中にあ

る。］ 

（35）……,您去过太空,您觉得太空里真的有外星人吗?（→太空中、

＊

太空内） 

＜人民网＞（http://society.people.com.cn/GB/8292623.html） 

[…あなたは宇宙に行かれましたが、宇宙には本当に宇宙人がいると思

われますか。] 

 

上の例の“夜空”、“太空”のような無限の空間を表す名詞については、“中”、“里”

とは共起することが可能であるが、“内”を用いることはできない。ただし、西槇

2005：186も指摘しているように、“宇宙”については“内”との共起もみられる。 

 

（36）由于人们借助天文望远镜也很难用肉眼看到太阳系以外的行星及其卫星，

因此科学家往往只计算宇宙内恒星的数量。 

＜人民网＞（http://www.people.com.cn/GB/keji/1058/1982683.html） 

[人は天体望遠鏡の力を借りても肉眼で太陽系以外の惑星やその衛星

を見ることは難しいため、往々にして科学者たちは宇宙の恒星の数を

計算するしかない。] 

 

例（36）のように、“宇宙”は“内”と共起することが可能であるが、無限の代表

ともいえる宇宙が“内”と共起することができるというのは矛盾しているように

感じられる。《现代汉语词典 第 5 版》（1663頁）の記述によれば、“宇宙”とは“包

括地球及其它一切天体的无限空间[地球およびその他のすべての天体を含む無限
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の空間]”を指す。「無限の空間」と「明確な範囲」は一見相容れないように思わ

れるが、“宇宙空间”という表現が存在するように、「（すべての天体を含む）一つ

の空間」として捉えることも可能であるといえる。重要となるのは、話者が対象

をどのように捉えているかという点である。つまり、“内”との共起に必要とされ

る「明確な範囲」とは、必ずしも目で見て直接確認できるものである必要はなく、

話者自身がそれを「内と外」を区別することのできる「一つの範囲」として認識

しているか否かが問題となるのである。 

なお、「空」に関する名詞のうち、“内”との共起が可能となるケースには以下

のようなものが挙げられる。 

 

（37）地球和其他星球之间，隔着一层厚厚的大气，在这个大气圈内，空气质

量足有 3140万亿吨! 

＜百度＞（http://www.scsio.ac.cn/kxcb/kpwz/201008/t20100810_2919111.html） 

[地球とその他の星との間は、一層の厚い大気によって隔てられている。

この大気圏内における空気の質量はゆうに 3140兆トンはある。] 

（38）空中交通管制，是指国家对其领空内的航空器飞行活动实施统一的管理

和控制。                       ＜人民网＞ 

（http://military.people.com.cn/GB/8221/71065/193994/194000/11867200.html） 

［航空交通管制とは国家が領空内での航空機の飛行活動に対して一括

して管理、コントロールすることを指す。］ 

 

例（37）、（38）の“大气层”、“领空”のように、「明確な範囲」を有していること

が語句から読み取れる場合には“内”と共起しやすくなる。また、冒頭の例（7）

のように“天空”は“内”と共起しにくいが、次の例（39）のように“内”が用

いられる例も存在する。 

 

（39）南极天文望远镜将主要用于对南极内陆冰穹 A 地区天空内 8000多个恒星

进行自动观测和数据采集。 
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＜人民网＞（http://scitech.people.com.cn/GB/6513842.html） 

［南極天文望遠鏡は主に南極内陸ドーム A 地域の天空内における 8000あ

まりの恒星について、自動観測とデータ収集を行うのに用いられる。］ 

 

例（39）の場合、“南极内陆冰穹 A 地区天空内”のように修飾語の付加により範囲

が限定されるため“内”との共起が可能となっているものと考えられる

10
。 

一方、“天空、太空”などのように、その範囲を直接目で見て確認することので

きないものだけでなく、“田野”や“草原”のように範囲を目で見て確認すること

のできる空間についても、「明確な範囲」を持たない空間として認識される場合が

ある。なお、これらの名詞については、顕著な二次元的特徴を有することから、“上”

と共起しやすい傾向がみられる。次の 4.3.2.では、これらの名詞と方位詞“里”、“内”

（および“上”）との共起関係から、空間に対する「範囲」としての認識について

考察する。 

 

4.3.2. 空間空間空間空間にににに対対対対するするするする「「「「範囲範囲範囲範囲」」」」としてのとしてのとしてのとしての認識認識認識認識 

西槇 2005：186 は“判断事物有没有界线并不完全是由事物本身决定的，也跟人

们对事物的理解有关”[事物における境界の有無を判断する場合、必ずしも完全に

事物そのものによって決定されるわけではなく、人々の事物に対する理解とも関

係している]と指摘した上で、次のような例を挙げている。 

 

（40）今天天气很好,咱们到田野里走一圈,好不好? 

（→

＊

田野内）                 （西槇 2005：186） 

［今日は天気がいいので、田野をひとまわりしに行きませんか。］ 

 

西槇 2005：186 は、例（40）について、“田野”には実際には境界が存在するが、

人々の意識の中では、“田野”は開かれた空間であり、必ずしもある範囲の中と限

定されないため、“田野内”という言い方は存在しないと指摘している。しかし、

明確な範囲を持たないと認識される名詞についても、修飾語の付加などによって
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範囲が限定される場合には“内”との共起が可能となるケースもみられる。 

 

（41）……，河北省文物研究所考古队在朔黄铁路平山县三汲站扩能改造工程

工地展开抢救性考古发掘工作，在铁路东侧一片 500多米长、100多米宽

的田野内，发掘出从战国至清代的 100 座墓葬，出土的唐代白瓷塔式罐

等器物全国罕见。（→田野里） 

＜人民网＞（http://unn.people.com.cn/GB/14748/12665986.html） 

［…河北省文化財研究所の考古学チームが朔黄鉄道平山県三汲駅の拡

張工事の作業現場で緊急の考古学発掘作業を行っている。鉄道の東側

の長さ 500 メートル余り、幅 100 メートル余りの広さの田野で、戦国

（時代）から清代までの 100 基の墳墓が発掘された。出土した唐代の

白瓷塔式罐などの調度品は全国でもまれである。］ 

 

例（41）の“田野”は「鉄道の東側の長さ 500メートル余り、幅 100メートル余

り」という明確な範囲が提示されており、“内”との共起が成立している。このよ

うに、“内”には「明確な範囲」が要求されるのに対して、“里”の場合、「明確な

範囲」が認められるケース（例（41）は“里”への置き換えが可能）にも、「明確

な範囲」が認められないケース（例（40））にも使用が可能である。ここで生じる

のは、“内”が用いられない例（40）のようなケースについては、全く「範囲」と

して認識されないのかという疑問である。以下、「無限の空間」として認識される

ことのある“田野”、“草原”などを例に挙げて、“里”と「範囲」との関係につい

て考察する。 

先の第 2 章において述べたように、二次元的特徴の顕著な名詞については通常

“上”と共起しやすい傾向がみられるが、対象が一つの範囲として認識される場

合には“里 2”（範囲の内側を表す）との共起が可能となるケースもある。 

 

（42）田野上只剩下他们两个人。（→田野里） 

＜CCL 语料库＞（田中禾《最后一场秋雨》） 
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［田野には彼ら二人だけが残された。］ 

（43）记得我呆住了，双手垂下，在草地里静静地站着，一直等到那歌声在风

中消逝。（→草地上）      ＜CCL 语料库＞（张承志《黑骏马》） 

[私は茫然として、両手を垂れ、静かに草原に立つくし、あの歌声が

聞こえなくなるのをずっと待っていたことを覚えている。] 

 

“田野”や“草原”に対する話者の認識には、「二次元的な空間」（“上”と共起）

と「一定の範囲を有する空間」（“里 2”と共起）という二つのパターンが存在する。

そして、「範囲」が意識されない“上”を用いた場合には、“田野”や“草原”は

広々とした「無限の空間」というイメージに結びつく。つまり、“田野里”という

表現が用いられた場合には、“田野”は「無限の空間」ではなく、「一定の範囲を

有する空間」として捉えられていることになる。このことは、対象が無限の空間

であることが明らかな場合には“里 2”と共起しにくくなることからもみてとるこ

とができる。 

 

（44）提起“蒙古人”，中国不少人眼前浮现的差不多就是一望无际的大草原

上，扬鞭跃马或住蒙古包的朴实的蒙古人。（→

??
一望无际的大草原里） 

＜人民网＞（http://www.people.com.cn/GB/guoji/1031/1929759.html） 

［「モンゴル人」といえば、中国の多くの人々のまぶたに浮かぶのはほ

とんどが見渡すかぎりの果てしない大草原で、鞭をあてて馬を走らせ

る、あるいはパオに暮らす実直なモンゴル人である。］ 

 

例（44）では“一望无际的大草原”という表現が用いられており、ここでの草原

は果てしなく続く一種の無限の空間として認識されていることが明白である。こ

のようなケースには、「内と外」の区別に結びつく「範囲内」を表す“里 2”では

なく、範囲の意識されない“上”を用いるのが自然であるといえよう。 
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4.3.3. 小結小結小結小結    

明確な範囲を持たない「空」に関する名詞（“天空”、“夜空”など）については、

基本的に“中”、“里”とのみ共起するが、これは“内”が対象となる範囲が明確

な場合にしか用いられないことによる。したがって、“领空”のようにもともと範

囲が明確な語や、修飾によって範囲が明らかにされる場合（例（37）～（39））には

“内”との共起も可能となる。また、「明確な範囲を持たない空間」として認識さ

れることのある“田野”、“草原”などの名詞については、もともと“上”との共

起が優勢であるが、対象が「一つの範囲」として認識される場合には“里”（“里 2”）

との共起も可能となる。つまり、“里”の場合、対象に「何らかの範囲」が認めら

れれば共起が可能となるが、“内”の場合には「より明確な範囲」が求められると

いう違いがあるといえる。 

 

4.4. 第第第第 4 章章章章のまとめのまとめのまとめのまとめ 

以上の考察から、類似する働きを持つ方位詞“里、中、内”には、次のような

相違点があることが明らかとなった。まず、“里”と“中”の違いについては、空

間構成に関わる名詞と共起する場合、“里”は「空間の内側」、“中”は「枠の中」

を表すという特徴を持つ。ただし、閉鎖空間の内部について言及するケースであ

っても、「空間の内側」の状態を「枠」を通して外部から確認することが可能な場

合、あるいは境界の「内から外/外から内」という移動の際の「通過経路」として

認識される場合などには“中”との共起も可能となる。 

一方、“里”と“内”については、“里”の場合には「何らかの範囲」が認めら

れれば共起が可能となるが、“内”の場合には「より明確な範囲」が求められると

いう違いがある。したがって、もともと明確な範囲を持たない“天空、太空”な

どや、無限の空間として認識されやすい傾向のある“田野、草原”などの名詞に

ついては、“内”とは共起しにくくなる。 

本章において観察された“里”の用法は、以下の【図 4】のようにまとめられる。 
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““““里里里里 1”””” 

 ① 立体空間 （例（1）“房间”など） 

② 物質の内部（例（12）“墙”など） 

③ 空間構成に関わる名詞（例（14）“窗户”など） 

““““里里里里 2”””” 

 ④ 一定の範囲内（例（40）“田野”など） 

⑤ 範囲を目で見て確認できない空間（「空」類） 

（例（34）“夜空”など） 

【図 4】具体的な空間を表す“里”の用法 

 

上の【図 4】が示すように、本章で考察対象とした具体的な空間を表す“里”は、

“里 1”に該当する「三次元的空間を表すケース」（①～③）と“里 2”に該当する

「次元に焦点が置かれないケース」（④、⑤）に分けられる。このうち、④「一定

の範囲内」を表す用法については、「空間構成に関わる名詞」には用いることがで

きず、代わりに“中”が用いられることになる。なお、“里 1”、“里 2”の各用法（①

～⑤）が“中”、“内”に置き換えられるか否か（同様の用法が存在するか否か）に

ついては、以下の【表 1】のとおりである。 

 

【表 1】具体的な空間を表す“里”、“中”、“内”の用法 

 里 中 内 

① 立体空間 ○ ○ ○ 

② 物質の内部 ○ ○ ○ 

③ 空間構成に関わる名詞 ○ × ○ 

④ 一定の範囲内 △ ○ × 

⑤「空」類 ○ ◎ × 

＊【表 1】の○は特に制限なく用いられること、×は基本的に用いられない

こと、◎は○よりもよく用いられることを表す。また、△は用いられるケ

ースと用いられないケースが存在することを表す。なお、本章では直接考

察対象としていないものについては網かけで示す

11
。 

   

一

定

の

範

囲

内 

次元的特徴に 

焦点なし 

次元的特徴（三

次元）に焦点 
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＜＜＜＜第第第第 4 章章章章    注釈注釈注釈注釈＞＞＞＞ 

1） 例（4）の下線は原文のままである。ただし、日本語訳は引用者による。 

2） 西槇 2005：184はこのほかにも“饭店[ホテル]、瓶子[瓶]、锅[鍋]、碗[碗]、

柜子[戸棚]”などを[＋立体空间]の名詞として挙げている。 

3） 引用例文の“里、中、内”の置き換えの可否についての文法判断は、引用者

による。 

4） 先行研究においても指摘がみられるように、方位詞“里、中、内”は用いら

れる文体に違いがみられる。一般に“里”は口語、“中、内”は書面語に用い

られることが多いとされ、特に“内”は“中”よりもさらに書面語的色彩が

強くなるとの指摘もある（西槇 2005：192）。なお、文体の違いによる方位詞

の選択への影響については、次の第 5 章において考察する。 

5） なお、このようなケースでも必ずしも方位詞が必要というわけではなく、方

位詞自体が用いられないことも多い。 

a. 早晨，觉慧醒得很迟，他睁开眼睛，阳光已经从窗户射进来，把房间照

得十分明亮。                         ＜CCL 语料库＞（巴金《家》） 

[朝、覚慧が目覚めたのは遅かった。彼が目を開けると、陽光はすで

に窓から差し込んで来ていて、部屋を明るく照らしていた。] 

また、このほかに“外”が用いられる場合もある。 

b. 冬日的暖阳从窗外射进来，照在粟桂英的脸上。     ＜人民网＞ 

（http://pic.people.com.cn/GB/159992/159997/10467420.html） 

[冬の暖かい太陽が窓の外から差し込んで来て、粟桂英の顔を照らし

ている。] 

上の例 a、b はいずれも「窓から陽が差し込む」という状況を表している。こ

の場合、例 a のように方位詞を用いずに表現することも可能であるが、例 b

のように窓の「外」から入ってくると捉えて、“外”を用いることも可能であ

る。なお、例 aにおいて方位詞を必要としない理由は、ここでの“窗户”が「通

過経路」を表すことによると考えられる。また、「窓」だけでなく「ドア」に

ついても同様の働きを持つ。詳しくは 4.2.3.を参照。 



 130

6） 「屏風によって間仕切られた空間の内側」を指す場合には、“中”を用いるこ

とはできないが、“屏风”の種類によっては（たとえばガラス製や透かし彫り

の屏風など）、間仕切られた空間の内側の様子を“屏风”を通してある程度確

認することが可能なケースもある。次の例では、ガラス製の衝立の内側にい

る人物が衝立の外側にいる人物の姿を（衝立を通して）捉えている。 

哲学教授早在里面等她了，因为已经有一周时间没见到她，所以哲学教授

在玻璃屏风中一见到她时，……（→玻璃屏风里） 

＜百度＞（http://book.sina.com.cn/longbook/1071540793_privatelife/49.shtml） 

[哲学の教授はとっくに中で彼女を待っていた。すでに一週間彼女に会っ

ていなかったため、哲学の教授はガラスの衝立を通して彼女を見たとき、

…] 

上の例では、ガラス製の衝立という一つの枠を通して彼女の姿を確認したと

理解することができ、“中”との共起が可能となる。 

7） この点について、邢福义 1996：6 は“外”との対比関係という視点から分析

している。 

a. 张三站在大门里,盯着在外面劈柴的李四。 

[張三は玄関の内側に立って、外でまきを割る李四を見つめていた。] 

b. ?张三站在大门中,盯着在外面劈柴的李四。 

（邢福义 1996:6） 

邢福义 1996：6 は“窗、墙、门、门坎[敷居]、竹帘[竹すだれ]”などの「境

界義」を表す名詞が“里”と共起して“外”との対比を表す場合には、“里”

を“中”に置き換えることはできないとしている。 

8） 「窓」や「ドア」から入ることを表す場合、例（27）、（28）のように方位詞

を付加しないで表現されることが多く、“里”を用いることに違和感を覚える

とするインフォーマントも少なくない。つまり、「窓」や「ドア」から外に出

ることを表す場合には、「閉鎖空間の内側」から「外」に出ると認識されるた

め、“里”を用いても何の問題もないが、“窗(户)里”や“门里”の表現には

「空間の内側」を表す働きがあることから、「外」から「閉鎖空間の内側」に
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入ることを表す場合には矛盾が生じる。このようなことから、あるインフォ

ーマントからは“门里”を用いた表現について、「ある部屋から別の部屋に入

る」というような状況をイメージするというコメントを得た。つまり、ある

空間の内側から別の空間の内側への移動として捉えていることになる。いず

れにしても、“里”については、「範囲の内側」を指すという働きが非常に顕

著であるといえよう。 

9） 明確な範囲を持たない「空」を指す名詞は方位詞“里”、“中”のいずれとも

共起が可能であるが、“里”、“中”の使用頻度は異なり、実際には、“里”よ

りも“中”との共起例の方が多くみられる。以下の表は、＜CCL 语料库＞を

用いて、“天空”、“太空”、“夜空”における“里”、“中”、“内”との共起例を

検索し、その結果をまとめたものである。 
 

 里里里里    中中中中    内内内内    

天空 127 791 0 

太空 23 244 0 

夜空 43 267 0 
 

（2012年 5 月 24日現在） 

上の表からわかるように、いずれの場合も“里”よりも“中”との共起例の

方が多くなっている。これは、“空中”という語による影響を受けているもの

と推測されるが、“里”との共起も可能であり、本研究では“里（/中）”と“内”

との間の使い分けとして扱うこととする。 

10）ただし、“天空内”の共起例は少なく、例（39）のようにかなり具体的な範囲

が示されるケースでなければ“内”との共起は難しい。 

11）“内”の①～③の具体例を挙げておく。 

①「立体空間」：本章の例（8c） 

②「物質の内部」： 

a. ……，据说当年拆房时在墙内还拆出许多银元来。 

＜人民网＞（http://sd.people.com.cn/GB/173228/173249/11152461.html） 
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［…当時、家屋を取り壊した際に、壁の中からたくさんの銀貨も出てき

たらしい。］ 

③「空間構成に関わる名詞」： 

b. 当年，担任中央军委副主席兼参谋长的周恩来，工作十分繁忙，窗内的

灯光总是彻夜通明。                                  ＜人民网＞ 

(http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/9405/34147/2539532.html) 

［当時、中央軍事委員会副主席兼参謀長の任に就いていた周恩来は、

職務が非常に多忙であり、窓の中の灯りはいつも夜通し灯されてい

た。］ 
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第第第第 5 章章章章    方位詞方位詞方位詞方位詞““““里里里里、、、、中中中中、、、、内内内内””””のののの比較分析比較分析比較分析比較分析（（（（2）））） 

――――    身体部位名詞身体部位名詞身体部位名詞身体部位名詞とのとのとのとの共起関係共起関係共起関係共起関係 

 

 

5.0. はじめにはじめにはじめにはじめに 

第 4 章では、空間構成に関わる名詞と方位詞“里、中、内”の共起状況から、

それぞれの方位詞の表す意味、特徴について分析したが、本章ではこれらの方位

詞が身体部位名詞と共起する際に表される意味、および文体の違いが方位詞の選

択に与える影響について考察する。 

先行研究においても指摘されているように、“里、中、内”は用いられる文体に

違いがみられ、一般に“里”は口語、“中、内”は書面語に用いられることが多い

とされる。たとえば、邢福义 1996：13は「書面語的か口語的色彩かを選択する必

要があるならば、“中”は書面語的色彩を帯びる傾向があり、“里”は口語的色彩

を帯びる傾向がある。たとえば、“眼”と“目”は同義であるが、後者は書面語で

ある。一般的に“目中”と言い、“目里”とはあまりいわない。」

1
と述べている。

確かに、“目”については“里”とは共起しにくいものの、書面語的色彩を帯びる

語が必ずしも“里”と共起しないというわけではない。 

 

（1）索河镇派出所民警找到少女，却无法从她口里得到什么。 

＜人民网＞（http://edu.people.com.cn/GB/10395230.html） 

[索河鎮派出所の警官は少女を見つけたが、彼女の口から何かを得ること

はできなかった。] 

 

「口」の意味を表す“口”は、“嘴”と比べると書面語的なニュアンスを帯びた語

であるといえるが

2
、例（1）が示すように、“里”と共起することが可能である。

方位詞“里、中、内”に前置される名詞自体の持つ文体的特徴はこれらの方位詞

の選択にどのような影響を与えているのであろうか。 

また、3.4.において取り上げたように、“里”が一部の身体部位名詞と共起する
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場合、（i）「具体的意味」を表すケース（例：“手里拿着一封信”[手に一通の手紙

を持っている]）と(ii)「抽象的意味」を表すケース（“手里收集了一些资料”[手元

に少しばかり資料を集めた]）の二種類がみられる

3
。方位詞“里”と近い意味を

表す“中”、“内”についても、“里”と同様に（i）、(ii)の二つの意味を表すことが

できるのだろうか。本章では、方位詞“里、中、内”との共起により、（i）、(ii)の

両方の意味を表すことのできる身体部位名詞を対象として、共起する方位詞の違

いによって表される意味にどのような差異が生じるのかを明らかにすることを試

みる。また、文体の違いが方位詞“里、中、内”の選択に与える影響についても

考察する。 

 

5.1. 「「「「身体部位名詞身体部位名詞身体部位名詞身体部位名詞＋＋＋＋““““中中中中////内内内内””””」」」」のののの表表表表すすすす意味意味意味意味 

方位詞“里”と類似する働きを持つ“中”、“内”が身体部位名詞と共起する場合、

少なくとも“中”については、“里”と同様に、（i）「具体的意味」、(ii)「抽象的

意味」の両方の意味を表すことが可能であるといえる。 

 

（2）我从风衣口袋里伸出手，从那系着红领巾的孩子手中接过一张纸片。 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1993） 

[私はウィンドブレーカーのポケットから手を出して、赤いネッカチー

フをした子どもの手から一枚の紙切れを受け取った。] 

（3）由于各公司的管理大权均掌握在大股东手中，所以…… 

＜CCL 语料库＞（《股市基本分析知识》） 

[各企業の管理権は全て大株主の手中に握られていたため…] 

 

例（2）は、一枚の紙切れが子どもの手の中に握られた状態であることを表してお

り、ここでの“手中”は具体的な手の中を指している（（i）「具体的意味」）。それに

対して、例（3）の“手中”は、大株主の所有・支配の範囲内にあるという(ii)「抽

象的意味」を表している。 

一方、“内”の場合、「具体的意味」を表すことは可能であるが、「抽象的意味」
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を表すケースには用いられにくい傾向がみられる。郭振华 1991：453－454は、“内”

と“里”の置き換えの可否について指摘し、さらに両者の表す意味が異なるケー

スとして次のような例を挙げている。 

 

（4）信内还夹了张照片。 

[手紙の中にはさらに写真がはさまれていた。] 

（5）信里都写了些什么? 

[手紙には何と書かれていましたか?] 

（例（4）、（5）は郭振华 1991：454） 

 

郭振华 1991：454は、例（4）の“信内”は“信封里”[封筒の中]、例（5）の“信

里”は“信的内容”[手紙の内容]を指すとした上で、“内”と共起する場合には「あ

る具体的な空間範囲」を表し、“里”と共起する場合には必ずしも具体的な空間範

囲を表さないと指摘している。なお、例（4）の“信内”は“信里”に置き換える

ことができるが、例（5）の“信里”は“内”に置き換えると不自然な表現となる。

つまり、“里”は「具体的意味」と「抽象的意味」の両方を表すことができるのに

対して、“内”は「具体的意味」しか表さないことになる。しかし、身体部位名詞

との共起例である次の例（6）のように、「抽象的意味」を表すケースに“内”が

用いられる場合もある。 

 

（6）克林顿讲出这番话，暗示角逐这场大选的是希拉里及共和党准候选人麦凯

恩，完全不把奥巴马放在眼内。 

＜人民网＞（http://world.people.com.cn/GB/1029/7034890.html） 

［クリントンのこの発言は、今回の大統領選挙を戦うのはヒラリーと共

和党候補のマケインであり、オバマのことは完全に眼中にないというこ

とを暗示している。］ 

 

例（6）で用いられている“放在眼～”という表現は、通常、“放在眼里”[目にと
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める、気にとめる]のように“里”が用いられることが多いが、ここでは「具体的

意味」を表すという特徴を持つ“内”が選択されている。このような表現が成立

するのはどのような理由によるのであろうか。次の 5.2.では、文体的特徴という視

点から、身体部位名詞と方位詞の選択に関わる問題について考察する。 

 

5.2. 文体的色彩文体的色彩文体的色彩文体的色彩がががが方位詞方位詞方位詞方位詞のののの選択選択選択選択にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

既述のように、方位詞“里、中、内”が用いられる際の特徴の一つとして、“里”

が口語的な場面に多用されるのに対し、“中、内”は書面語において多用される傾

向があることが挙げられる。このような特徴は、方位詞“里、中、内”と身体部

位名詞との共起においても、一定の影響を与えているものと考えられる。たとえ

ば、中国語の“目”は書面語的ニュアンスが強く、“中”と共起しやすい傾向がみ

られる。 

 

（7）从小被宠爱、娇惯的子女，常形成目中无人的以自我为中心的扭曲性格，

父母后悔莫及而又无可奈何。    ＜CCL 语料库＞（《人民日报》1993） 

[幼い頃から可愛がられ甘やかされた子どもは、よく「眼中に人なし」

のような自己中心的な歪んだ性格が形成される。両親は「後悔先に立た

ず」であり、如何ともし難い。] 

（8）在我国，所谓“黑道”大多由一些社会闲杂人员构成，目中无法律，头脑

中也无“道”可循，他们眼中，只有钱财。 

＜人民网＞（http://politics.people.com.cn/GB/30178/5891061.html） 

[わが国における、いわゆる「やくざの世界」は、その多くが社会で定

職をもたない人たちによって構成され、眼中に法律なしであり、頭の中

に従うべき「道」もない。彼らの眼中にあるのは、お金だけである。] 

 

上記の例のように、“目中”の使用例については、“目中无人”のような慣用句的

な用法、およびそこから派生した表現であることが多く

4
、「抽象的意味」として

のみ用いられる。一方、“中”と同じく書面語に多用される“内”についても“目”
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との相性は良いように思われるが、実際には“目内”の使用例はほとんどみられ

ない

5
。その理由の一つとして、中国語の“目”が形態素であり、一つの語である

日本語の「目」とは異なり、単独で視覚をつかさどる具体的な器官としての認識

に結び付きにくいことが挙げられる。“中”と“内”はいずれも書面語において多

用される方位詞であるが、“中”とは異なり“内”は抽象的な意味への拡張に結び

つきにくいことから、「具体的意味」を表さない“目”とは共起しにくくなるもの

と考えられる。 

以上のように、“目”のケースについては、選択される方位詞に極端な偏りがみ

られるが、一方で、書面語的ニュアンスを帯びる語であっても、“里”と共起が可

能なケースも存在する。以下、方位詞“里、中、内”に前置する身体部位名詞を

対象に、名詞自体の持つ文体的特徴が方位詞選択に与える影響について考察する。 

 

5.2.1 書面語的色彩書面語的色彩書面語的色彩書面語的色彩をををを帯帯帯帯びるびるびるびる名詞名詞名詞名詞のののの場合場合場合場合 

先にみた“目”の場合、書面語的色彩が強く、主に慣用句的な用法などに用い

られ、選択される方位詞に大きな偏りがみられたが、実際には“目”のように顕

著な書面語的色彩を帯びるものは例外的である。ここでは、“目”以外の書面語的

色彩を帯びる名詞についてみてみる。たとえば、“眼”の場合、“目”ほど顕著で

はないが、“眼睛”と比べた場合には、書面語的ニュアンスを帯びた語であるとい

える。また、“口”と“嘴”についても同様のことがいえる。以下では、具体例を

挙げつつ、これらの名詞における方位詞“里、中、内”との共起状況を確認する。 

“眼”は比較的書面語的色彩を帯びた表現であるといえるが、以下の例のよう

に“中”だけでなく、“里”との共起も可能である。 

 

（9）记者发现，王中旺眼中的血丝很明显，但在随后的采访中，王中旺却一直

侃侃而谈，毫无倦意。 

＜人民网＞（http://mnc.people.com.cn/GB/7333917.html） 

［記者は王中旺の眼の中の血の筋がくっきりしていることに気がつい

たが、その後の取材で王中旺は堂々と語り、少しも疲れを見せなかっ
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た。］ 

（10）在他们眼中，我也越来越像一个怪物。 

＜CCL 语料库＞（余华《在细雨中呼喊》） 

［彼らの目には、私もますます化け物のように映った。］ 

（11）寂静的客厅，陈道明从沙发上站起，两行泪水从眼里涌出。  

＜人民网＞（http://zj.people.com.cn/GB/12132750.html） 

［ひっそりとした応接間で、陳道明はソファーから立ちあがった。二筋

の涙が眼からあふれ出た。］ 

（12）东阳等不及，而且根本没把瑞丰放在眼里。 

＜CCL 语料库＞（老舍《四世同堂》） 

［東陽は待ちきれなかった。しかも、瑞豊のことなど全く眼中にはなか

った。］ 

 

以上の例からも明らかなように、“眼”は“中”、“里”のいずれとも共起し、さら

に「具体的意味」（例（9）、（11））、「抽象的意味」（例（10）、（12））の両方を表す

ことが可能である。また、使用頻度は低くなるが、“内”との共起も皆無ではない。

 

 

（13）对青光眼患者来说，造成神经缺血的主要原因是眼内的压力过高。 

＜人民网＞（http://health.people.com.cn/GB/26466/117421/6949091.html） 

［緑内障患者にとって、神経の血液不足をもたらす主な原因は目の中の

圧力が高すぎることである。］ 

 

例（13）は医学的な内容に関する記述であり、このようなケースには“内”が用

いられることが多い。また、先の例（6）のように、“眼内”が「抽象的意味」を

表すケースで用いられることもある（ここでは例（14）として再掲））。 

 

（14）克林顿讲出这番话，暗示角逐这场大选的是希拉里及共和党准候选人麦

凯恩，完全不把奥巴马放在眼内。（→眼里/眼中）  （例（6）再掲） 
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前述のように、“放在眼～”という表現は“里”と共起することが多いが（例（12））、

“中”や“内”との共起例も存在する。「アメリカの大統領選」という政治的な内

容について述べている例（14）では、その内容に合わせて、あえて書面語的色彩

が顕著な“内”が選択されているものと考えられる。 

また、“眼”のケースと同様に、“口”についても“中”、“里”のいずれとも共

起が可能である。 

 

（15）于是他停止了摇船，端起酒杯喝了一口酒，把花生米抓了几颗放在口里

细嚼。（→口中）           ＜CCL 语料库＞（巴金《家》） 

[そして彼は船を漕ぐのをやめると、杯をとって酒を一口飲み、落花生

を何粒かつまんで口の中に放り込んで噛み砕いた。] 

（16）索河镇派出所民警找到少女，却无法从她口里得到什么。（→口中） 

（例（1）再掲） 

 

例（15）の“口里”は落花生が放り込まれる具体的な場所として用いられている。

それに対して、例（16）の“口里”は「情報」の出所を表しており、言葉（情報）

が出てくる「場所」であると同時に、抽象的な意味へと拡張された表現であると

いえる。なお、上の例（15）、（16）はいずれも“里”を“中”に置き換えること

が可能であり、“眼”の場合と同様に「具体的意味」、「抽象的意味」の両方を表す

ことができる

6
。また、“口”についても“内”との共起例もみられるが、次の例

のように「具体的意味」を表すケースに用いられることが多い。 

 

（17）漱口时，将水含在口内，鼓动两腮与唇部，使水在口腔内能充分与牙齿、

牙龈接触，…… 

＜人民网＞（http://www.people.com.cn/GB/keji/1058/2260259.html） 

[口をすすぐときには、水を口の中に含み、両頬と唇を動かし、口腔内

で水を十分に歯や歯茎に接触させるようにして…] 
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以上のような例から明らかなように、書面語的色彩を帯びる“眼”や“口”は“中”

だけでなく“里”とも共起が可能であり、さらにいずれのケースにおいても「具

体的意味」、「抽象的意味」の両方を表すことができる。つまり、“目”のように書

面語的特徴が特に顕著な場合を除き、方位詞選択に対する影響はさほど明確には

表れないといえる。また、いずれのケースにおいても“内”との共起例は“中”

や“里”に比べて少なくなる傾向がある。次の 5.2.2.では口語的色彩を帯びる名詞

についてみていく。 

 

5.2.2. 口語的色彩口語的色彩口語的色彩口語的色彩をををを帯帯帯帯びるびるびるびる名詞名詞名詞名詞のののの場合場合場合場合 

“目”のように書面語的特徴が特に顕著な場合には“中”と共起するのに対し

て、口語的色彩が顕著なケースについては“里”と共起しやすくなる。 

 

（18）平日说起闲话来，还常常提起“胖二婶”，不过她的形象在他们的小脑

袋瓜儿里已经逐渐模糊。 

（→

?
中、

??
内）         ＜CCL 语料库＞（老舍《四世同堂》） 

［ふだんの会話では、“胖二婶”のことが話題にのぼることもしばしば

あったが、彼女のイメージは彼らの小さな頭の中ですでに曖昧になり

つつあった。］ 

（19）不知道他那颗圆溜溜的脑袋瓜子里，是如何装进了这许多的知识。 

（→

?
中、

??
内）                   ＜人民网＞ 

（http://book.people.com.cn/GB/69399/107426/187652/11413209.html） 

［彼のあのまん丸の頭の中に、一体どうやってこんなにたくさんの知識

を詰め込んだのだろうか。］ 

 

“脑袋瓜儿、脑袋瓜子”［頭］はいずれも口語的特徴の顕著な名詞であり、例（18）

や（19）のように、通常“里”が用いられ、“中”、“内”とは共起しにくい

7
。こ

のようなことから、口語的特徴が顕著な場合にも、名詞自体の持つ文体的特徴が

選択される方位詞に一定の影響を与え得るといえる。 
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これに対して、“脑袋”の場合には、“脑袋瓜儿”や“脑袋瓜子”ほど顕著な口

語的色彩を帯びないことから、“里”だけでなく“中”との共起も可能となる。 

 

（20）他俯下身去察看，发现血是从脑袋里流出来的，流在地上像一朵花似地

在慢吞吞开放着。（→脑袋中）   ＜CCL 语料库＞（余华《现实一种》）

[彼が身をかがめて観察すると、血が頭から流れ出ており、まるで一輪

の花がゆっくりと開いていくように広がっていった。] 

（21）后来我就在那里发呆，那时候我脑袋里一片空白，一直到背着书包准备

上学的刘小青走过来时，……（→脑袋中） 

＜CCL 语料库＞（余华《在细雨中呼喊》） 

[それから私はそこでぼんやりとしていた。そのとき私の頭の中は真っ

白で、かばんを背負って登校する劉小青がやってくるまで…] 

（22）经过数小时的手术后，医生最终成功将铁棍从他的脑袋中取出。 

（→脑袋里） 

＜人民网＞（http://world.people.com.cn/GB/1031/6581890.html） 

[数時間の手術を経て、医師はついに鉄の棒を彼の頭の中から取り出す

ことに成功した。] 

（23）……，一旦离开电脑，脑袋中空空如也，连‘九九表’都不会背，那就

糟糕了。（→脑袋里）       ＜CCL 语料库＞（《人民日报》1995） 

[…ひとたびコンピューターを離れると、頭の中は全くの空っぽで、「九

九」さえも暗誦することができない。それではまずいことになる。] 

 

以上の例から明らかなように、“脑袋”の場合、“里”と共起して「具体的意味」

（例（20））、「抽象的意味」（例（21））の両方の意味を表すことができるだけで

なく、“中”と共起した場合にも、これら二つの意味を表すことができる（例（22）、

（23））8
。なお、上に示したように、これらの例文はいずれも“里”、“中”の置

き換えが可能である。ただし、先の 5.2.1.でみた“口”や“眼”のケースと異な

り、“脑袋”の場合は“中”よりも“里”との共起が優勢となる傾向がある。つ
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まり、“脑袋”の持つ文体的特徴は、口語的色彩の強い“脑袋瓜儿/子”と書面

語的色彩を帯びる“口”や“眼”の中間に位置するものであるといえる。 

 

5.2.3. 小結小結小結小結 

以上のような共起状況から、名詞自体の持つニュアンスが書面語的であるか、

それとも口語的であるかという要素は、その特徴が特に顕著な場合についてのみ、

方位詞“里、中、内”との共起関係に対してある程度明確な影響が認められるが、

それ以外のケースについてははっきりとした影響は認められないといえる。ただ

し、どちらかといえば口語的な色彩を帯びる名詞については“里”と共起しやす

いのに対し、書面語的な色彩を帯びる名詞については“中”と共起しやすくなる

という傾向はみられる。また、“内”については口語的か書面語的かにかかわらず、

“里、中”と比べて使用頻度が低くなり、「具体的意味」を表す場合には一定の使

用例が存在するものの、「抽象的意味」を表す場合における使用は特に少なくなる。 

ここで、本節での分析結果を【表 1】としてまとめておく。 

 

【表 1】文体的特徴が方位詞“里”、“中”、“内”の選択に与える影響 

 目 口 眼 脑袋

9
 脑袋瓜儿/子 

具体的意味 × 中、里 里、中 里 里 

  内 内 中、（内）  

抽象的意味 中 中、里 里、中 里、中 里 

  （内） （内） （内） （中） 

＊使用頻度の特に高い方位詞には囲み線をつけ（例：里）、次に高いものには網掛け

（例：里）を施したうえで「具体的意味」、「抽象的意味」の各項目の上段に示す。ま

た、各項目の下段には使用頻度の低いものを示し、特に低いものについては括弧（例：

（内））を付けて表示する。なお、いずれの方位詞も共起しない場合には「×」で表す。 

 

5.3．．．． ““““心心心心、、、、脑脑脑脑、、、、胸胸胸胸””””とのとのとのとの共起関係共起関係共起関係共起関係 

身体部位名詞（主に思考をつかさどる部位“心、脑、胸”）と方位詞との共起関
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係については、3.4.においても方位詞“里”と“上”との共起状況を通して分析を

おこなったが、本節ではこれらの身体部位名詞と“里、中、内”との共起関係に

ついて考察する。 

西槇 2005：185の分析結果によれば、“心”は“里、中、内”のいずれとも共起

が可能であり、“里、中”の場合は“抽象义”[抽象的意味]、“内”の場合は“具

体义”[具体的意味]のみを表すとされている

10
。この場合の“心里/心中”の表す

“抽象义”とは、実体を伴わない思考する器官としての「心」である。また、“心”

に類似する働きを持つものとして、“脑”、“胸”なども挙げられるが、同じく西槇

2005：185の分析結果によれば、これらの名詞は“中”としか共起することができ

ず、その場合“抽象义”しか表さないとされている

11
。以下、“心”、“脑”、“胸”

と方位詞“里、中、内”との共起状況、およびそれぞれの表す意味について具体

例を挙げて考察する。 

 

5.3.1. ““““心心心心””””ののののケースケースケースケース 

“心”は方位詞“里”、“中”のいずれとも共起するが、以下に挙げる例のよう

な「抽象的意味」しか表さない。 

 

（24）刚才那码事儿，你不要放在心里，他就是这么个脾气。 

＜CCL 语料库＞（浩然《夏青苗求师》） 

[さっきのあのことは気にしないで下さい。彼はそういう性格なので

す。] 

（25）她是个温柔而又坚强的女孩子，也是我心中的偶像。 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1994） 

［彼女はやさしくて強い女の子で、私の心の中のアイドルでもある。］ 

 

上記の例のように、“心里”、“心中”という表現は、「抽象的意味」にしか用いら

れない。それに対して、“心内”の場合、次の例のように「具体的意味」を表すこ

とが可能である。 
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（26）六七年前阜外医院医疗小分队开展扶贫支边曾在这家医院做过 26例心内

直视手术的影响，……      ＜CCL 语料库＞（《人民日报》1996）

[六、七年前、阜外医院の医療チームが貧困救済と辺境支援を展開し、

当院において 26例の心臓内直視手術を行った影響は…] 

（27）……，如果在发育过程中任何原因导致心内结构发育出现停顿、混乱或

出生后应该退化的组织未能退化，……          ＜人民网＞ 

（http://health.people.com.cn/GB/119042/120259/120262/7105406.html） 

[…発育の過程において如何なる原因によって心臓内部の構造の発育に

停止、混乱、あるいは出生後に退化すべき組織がまだ退化していないな

どの事態が引き起こされたとしても…] 

 

例（26）、（27）のように、“心内”は医学的な記述において用いられることが多く、

その場合、具体的な身体部位器官の一つである「心臓」を指す。“心内”のこのよ

うな方法を「具体的意味」を表すものとして扱うことが適切であるか否かについ

ては議論の余地があるが、ここでは「心臓の中」という意味を表す“心内”につ

いて、「具体的意味」を表す用法として扱うこととする

12
。 

また、ここまでにみてきたように、“内”は「抽象的意味」には用いられにくい

が、“心内”の場合には「抽象的意味」を表すケースもみられる。 

 

（28）只有红扑扑的脸透露出一些他心内的感情。 

＜CCL 语料库＞（老舍《无名高地有了名》） 

[ただ紅潮した顔だけが、彼の心の中の感情を表に出していた。] 

（29）这个价格不仅让业内人士为之震惊，也使竞争对手措手不及，表面尚能

保持沉默，心内却暗暗叫苦，惊叹杀手来袭。 

＜人民网＞（http://auto.people.com.cn/GB/14555/4771676.html） 

[この価格は業界内の人たちを驚愕させただけでなく、競争相手を対処

のしようがない状態に陥らせた。表面上はなお沈黙を守っていたが、

心の中では悲鳴をあげ、殺し屋の襲撃に驚嘆していた。] 
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例（28）、（29）のように、“心”の場合には「抽象的意味」を表す場合であっても

“内”と共起するケースがみられるが、その使用はインフォーマントによって揺

れがみられ、“心里”や“心中”に比べ使用頻度は低くなる

13
。 

以上のようなことから、“心”と方位詞“里、中、内”との共起状況については、

“里、中”と共起する場合には主に「抽象的意味」を表し、“内”と共起する場合

には「具体的意味」、および「抽象的意味」（ただし、使用頻度は低い）の両方を

表すことが可能であるといえる。 

 

5.3.2. ““““脑脑脑脑””””、、、、““““胸胸胸胸””””ののののケースケースケースケース 

次に、“脑”と“胸”の例についてみてみる。“脑”や“胸”についても、人間

の身体の一部である「脳（あるいは頭部）」や「胸」という具体的な場所を指す場

合と、“心”と同様に実体を伴わない「抽象的意味」を表す場合との二通りがある

と考えられる。“心”の場合は“里”、“中”のいずれともよく共起するのに対し、

先行研究においても指摘されるように、“脑”と“胸”については、“里”よりも

“中”と共起しやすい傾向がある

14
。 

 

（30）这时我脑中一片空白，心都仿佛要跳出来了。 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1993） 

［このとき私の頭の中は真っ白で、心臓がすぐにでも飛び出しそうだっ

た。］ 

（31）再想到一位事业成功的朋友曾经说过“光在脑中想，不但无法解决问题，

反而会让人自己觉得前路荆棘满布，举步维艰;……” 

＜人民网＞（http://edu.people.com.cn/GB/kaoyan/7519466.html） 

[さらに、ある事業に成功した友達がかつてこんなことを言っていたこ

とを思い出した。「頭の中で考えているだけでは問題を解決できないだ

けでなく、自分の前途がイバラの道であり、足を踏み出すのが困難で

あると感じさせる…」] 

（32）但教练似乎胸中有数，对她并没绝望，又给她半年时间“以观后效”。 
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＜CCL 语料库＞（《人民日报》1994） 

[しかしコーチには心積もりがあるようで、彼女に対して決して絶望す

ることはなく、さらに彼女に半年間の時間を与えて、「その後の行いを

観察」した。] 

（33）只能静候机会，等他们提出无理的要求时，给他们一个干脆的拒绝，稍

泄胸中的闷气。        ＜CCL 语料库＞（钱钟书《上帝的梦》） 

[ただ静かに機会を待って、彼らが無理な要求を出したとき、彼らをき

っぱりと拒絶して、少しばかり心の憂さを晴らすしかない。] 

 

例（30）、（31）は、いずれも「頭の中」に何らかの場面や考えなどが浮かぶこと

を表しており、「抽象的意味」として用いられているといえる。また、“胸中”が

用いられるケースについては、例（32）のように成語の形（“胸中有数”の他にも

“胸中无数”、“胸中甲兵”などの表現に用いられる）で現れる場合や、例（33）

のように「胸の内」、「心」の意味で用いられることがほとんどである。これらの

例が示すように、“脑中”、“胸中”はいずれも「抽象的意味」に結びつきやすい傾

向があるといえる

15
。それに対して、“内”が用いられる場合には、次の例のよう

に「具体的意味」を表すことが多い。 

 

（34）……，这些人多数有高血压病史，发病时血压往往显著升高，同时随着

脑内出血部位的不同，症状还会有差异。 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1995） 

[…これらの人の多くが高血圧の病歴を持っており、発病時にはしばし

ば血圧が著しく上昇する。また脳内の出血部分の違いにより、症状に

差異も生じる。] 

（35）由于罪犯用力过猛，9 毫米长的刀尖折断在马建军的胸内。 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1995） 

[犯人が力を入れすぎたため、9 ミリの刀尖が馬建軍の胸の中で折れて

しまった。] 



 147

以上のように、“脑/胸”については、“中”が用いられる場合には「抽象的意味」、

“内”が用いられる場合には「具体的意味」に結びつきやすい傾向があるといえ

る。また、“里”についても“脑/胸”と全く共起しないというわけではないが

16
、

やはり“中”との共起例の方が多くみられる。これに対して、先の 5.2.2.で述べた

ように、“脑”と近い意味を表す“脑子”の場合、“中”よりも“里”と共起しや

すい傾向がみられる。このような現象は、名詞自体の持つ文体的特徴による影響

を受けることによるものと考えられる。以下、この点について実例を挙げて検証

する。 

次の【表 2】は、韓国映画『私の頭の中の消しゴム』（原題：《내 머리 속의 지우개

（A Moment to Remember）》）の中国語タイトルをインターネットの検索サイト＜百

度＞で検索した結果をまとめたものである

17
。なお、『私の頭の中の消しゴム』と

いう映画タイトルは、記憶が次第に失われていってしまうという主人公の病気（若

年性アルツハイマー病）を比喩的に表現したものである。 

 

【表 2】映画『私の頭の中の消しゴム』の中国語タイトル 

 ＜百度＞におけるヒット件数 

① 我脑里的橡皮擦 158 

② 我脑中的橡皮擦 622,000 

③ 我脑海里的橡皮擦 25,300 

④ 我脑海中的橡皮擦 385,000 

⑤ 我脑袋里的橡皮擦 1,250 

⑥ 我脑袋中的橡皮擦 1,350 

⑦ 我脑子里的橡皮擦 905 

⑧ 我脑子中的橡皮擦 23 

（2011年 3 月 9 日現在） 

 

【表 2】から明らかなように、②“我脑中的橡皮擦”と④“我脑海中的橡皮擦”

という“中”が用いられた二種類のタイトルのヒット件数が突出している。これ
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は、映画のタイトルとして、書面語的なニュアンスを持つ“中”が選択されやす

くなるためであると考えられる。ここで問題となるのは、それぞれのケースの“里”

との共起件数である。①の“脑”の場合にはほとんど“里”との共起例がみられ

ないのに対して、③の“脑海”の場合には“里”との共起例も一定数存在すると

いう違いがみられる。両者にこのような差異が生じるのには、それぞれの名詞に

おける“里”との共起のしやすさが影響していると推測される。つまり、もとも

と“中”と共起しやすい名詞については、そのまま“中”が用いられ、“里”との

共起件数は少なくなるが、“里”、“中”の両方と共起しやすいもの、あるいは“里”

と共起しやすいものについては、“里”との共起件数が増加するものと考えられる。

なお、全体の件数としては少ないが、“脑袋”、“脑子”のケースについては、“脑

袋”は“里”と“中”の共起例がほぼ同数、“脑子”は“里”との共起例が優勢と

いう結果となっている。したがって、“脑子”や“脑袋”は“脑”に比べて、もと

もと“里”と共起しやすい傾向があるといえる。 

 

5.3.3. 小結小結小結小結 

以上のような共起状況から明らかなように、5.2.でみた“眼、口、脑袋、脑袋瓜

儿”などの身体部位名詞とは異なり、“心、脑、胸”などの名詞が“里、中”と共

起する場合、圧倒的に「抽象的意味」として用いられやすくなる。そして、それ

に対応するように、「具体的意味」を表す場合には“内”が用いられやすくなる傾

向がある。また、“心、脑、胸”はいずれも思考をつかさどるという機能を持って

いるが、“脑、胸”は具体的な身体部位を指すことができるのに対し、“心”につ

いてはその所在がはっきりしないため、必ずしも具体的な身体部位と結びつかな

いといえる。そうしたこともあり、“心”の場合には、「具体的意味」と結びつき

やすい“内”を用いた場合でも「心臓」という具体的な器官だけを表すのではな

く、「抽象的意味」として用いられるケースも存在することになると考えられる。 

本節で考察した“心、胸、脑”と方位詞“里、中、内”の共起状況は以下の【表

3】の通りである。 
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【表 3】“心、胸、脑”と“里、中、内”の共起状況 

 

 

 

 

 

 

＊使用頻度の特に高い方位詞には囲み線（例：里）を施したうえで「具体的意味」、

「抽象的意味」の各項目の上段に示す。また、各項目の下段には使用頻度の低い

ものを示し、特に低いものについては括弧（例：（内））を付けて表示する。 

 

5.4. 第第第第 5 章章章章のまとめのまとめのまとめのまとめ 

本章では、方位詞“里、中、内”と“目、眼、口、脑、脑袋、脑袋瓜儿、脑袋

瓜子、心、胸”などの身体部位名詞との共起関係の観察を通して、前置される名

詞自体の持つ文体的特徴が“里、中、内”の選択に与える影響、および身体部位

名詞との共起によって表される意味の違いについて考察した。その結果、次のよ

うな傾向がみられることが明らかになった。 

（1）文体的特徴が方位詞の選択に与える影響については、その特徴が特に顕著

な場合（①“目”のように書面語的特徴が顕著なケース、②“脑袋瓜儿、脑袋瓜

子”のように口語的特徴が顕著なケース）についてのみ方位詞“里、中、内”と

の共起関係に対してある程度明確な影響が認められた。なお、それ以外のケース

については、どちらかといえば口語的な色彩を帯びる名詞は“里”と共起しやす

く、書面語的な色彩を帯びる名詞は“中”と共起しやすくなる傾向がみられると

いう程度にとどまる。 

（2）“内”については、口語的か書面語的かにかかわらず、“里、中”と比べて

使用頻度が極端に低くなり、「具体的意味」を表す場合には一定の使用例が存在す

るものの、「抽象的意味」を表す場合における使用についてはかなり使用頻度が低

くなる。しかし、“心”のケースについては、“脑、胸”などと異なり、その所在

  心 胸/脑 

具体的意味 内 内 

  中、里 

抽象的意味 里、中 中 

 （内） 里 



 150

が曖昧なことから、必ずしも具体的な器官に結びつかず、“内”を用いた場合でも

「抽象的意味」として用いられるケースも存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151

＜＜＜＜第第第第 5 章章章章    注釈注釈注釈注釈＞＞＞＞ 

1） 邢福义 1996：13の原文を以下に示す。 

如果需要对书面语和口语色彩有所选择,‘中’倾向于书面语色彩,‘里’

倾向于口语色彩。比如‘眼’和‘目’同义,后者是书面语词。一般说‘目

中’,不大说‘目里’。 

2） 『岩波中国語辞典』（序説 15－16 頁）は、書面語的か口語的かというニュア

ンスの違いを、「硬度」の強弱という基準によって 11のランクに分けている。

本研究で対象としている身体部位名詞については、ランクの真ん中に該当す

る「きわめて普通なことば」に相当するものがほとんどであるが、“口”と“眼”

は、その一つ上のランク（硬度が強い）である「ラジオ・テレビ・講演など

で話されることば」として位置付けられている。また、“目”は上から二つ目

の「古典のなかのことばではあるが，耳できくことばの中に混用されている

もの」とされている。ただし、このような分類はあくまで基準の一つにすぎ

ない。この点については、『岩波中国語辞典』にも、「これらの区分は，本来，

きわめて困難であって，いずれのランクにおくべきか判断に迷うものも少な

くなく，また 11ランクそのものが適当であるかどうかにも，さまざまの問題

はあるが，さしあたり，これを大体のめやすとして，語彙を運用すれば，多

大の便益があること勿論である」（序説 16 頁）と述べられている。本研究で

は、名詞自体の持つ文体的特徴について、『岩波中国語辞典』の分類、インフ

ォーマントによる語感、実際の使用状況などから総合的に判断する。したが

って、『岩波中国語辞典』の分類では「きわめて普通なことば」に相当する語

であっても、インフォーマントの語感としてどちらかといえば口語的なニュ

アンスを持つと判断される場合には「口語的色彩を帯びる語」として分類し、

同様にどちらかといえば書面語的なニュアンスを持つと判断される場合には

「書面語的色彩を帯びる語」として分類する。 

3） （i）「具体的意味」を表す場合、(ii)「抽象的意味」を表す場合の具体例はい

ずれも《八百词》（323頁）による。 

4） ただし、一部の小説などでは慣用句的な用法以外にも使用例がみられる。 
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a. 妇人目送着孩子走出门，目中充满痛苦，也充满了怜惜，…… 

＜CCL 语料库＞（古龙《小李飞刀》） 

[婦人は子どもがドアを出るのを目で追っていた。その目は苦痛に満

ち、そして哀れみの気持ちに満ちていた…] 

b. 小龙女见他目中露出怒火，说道：…… ＜百度＞（金庸《神雕侠侣》） 

（http://bookapp.book.qq.com/origin/workintro/409/409/chp_info_5266.htm） 

[小龍女は彼が目に怒りの炎が浮かんだのをみて言った…] 

上記の二つの例文はいずれも武侠小説の一説である。このように、文語的な

言い回しが用いられることの多い武侠小説などにおいては、“目中无人”[眼

中に人なし]、およびそこから派生した表現以外のケースにも“目中”という

表現が用いられることがある。 

5） “目内”の使用例は少ないが、小説などでは若干の使用例が認められる。 

谢剑似笑非笑地看着我，他的目内闪过一丝奇异的光芒说道：…… 

＜百度＞（http://www.docin.net/txt66190/6807848.html） 

［謝剣は笑っているようないないような感じで私を見ていた。彼の目は不

思議な光を放ち、こう言った…］ 

6） “眼”と同様に、“口”についても“中”と“里”の両方と共起することが可

能ではあるものの、全体的な傾向としては、“口”は“里”よりも“中”と共

起しやすい傾向がみられる。 

7） “脑袋瓜儿”や“脑袋瓜子”などの口語的色彩の特に強い語については、“里”

と最も共起しやすいが、インターネットの検索サイトなどでは“中”との共

起例も皆無ではない。 

一种说不出的感觉在小小的脑袋瓜子中徘徊。 

＜百度＞（http://www.my285.com/yq/j/jijie/lqwz/18.htm） 

[一種の何とも言えない感覚が小さな頭の中をさまよっている。] 

ただし、圧倒的に“里”との共起が優勢であることに変わりはなく、上の例

のように“中”が用いられる場合には、文学的色彩を帯びた表現となる。 

8） “脑袋”の場合、“内”との共起例が“脑袋瓜儿”や“脑袋瓜子”よりも多く
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みられる。 

a. 据英国《每日邮报》18日报道，美国一名儿科医生在一名出生只有三日

的男婴脑袋内发现异物，…… 

＜人民网＞（http://health.people.com.cn/GB/14740/22121/8546252.html） 

[イギリス『Daily Mail』18日付けの報道によれば、アメリカのある小

児科医が生後 3 日の男の赤ちゃんの頭の中に異物を発見し…] 

b. 晓娟称自己脑袋内一片空白。 

＜人民网＞（http://society.people.com.cn/GB/1062/4382650.html） 

［暁娟は自分の頭の中が真っ白だったと語った。］ 

上記の例のように、「具体的意味」（例 a）と「抽象的意味」（例 b）の両方を

表すケースが存在する。ただし、“脑袋内”の使用頻度は“里”や“中”に比

べてかなり低いものである。 

9） このタイプの名詞には、“脑袋”以外にも“脑子、眼睛、嘴、肚子”などが挙

げられる。これらの名詞における共通点は、“中”よりも“里”と共起しやす

いという点であるが、“中”との共起のしやすさについてはばらつきがみられ

る。 

10）西槇 2005：185 では、身体部位名詞と方位詞“里、中、内”との共起状況に

ついて、次のような表にまとめている（表中の「J」は“具体义”[具体的意

味]、「C」は“抽象义”[抽象的意味]、「－」は共起できないことを表す。な

お、「?」については特に説明はされていない）。 

 

 手 嘴 口 心 眼 胸 肚子 脑子 脑 

里 J,C J,C J,C C J,C ― J,C J,C ― 

中 J,C ― J,C C J,C C ― ― C 

内 ― ? J J J ― J J ― 
 

11）注 10）の表を参照。 

12）「心臓の中」という意味を表す場合、“心内”よりも“心脏内”という表現の

ほうが広く用いられる。 
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用一根细细的管子把一个微小的起搏器放进心脏内，…… 

＜百度＞（http://www.gxjk.cn/news/2009/0423/article_5180.html） 

[一本の細い管を用いて、極小のペースメーカーを心臓の中に入れて…] 

13）「抽象的意味」を表す“心内”は、“王力宏《我是你心内的一首歌》”や“方怡

萍《心内只有你》”のような歌謡曲のタイトルなどにおいても使用例がみられ

る。ただし、このような歌のタイトルなどに用いられる場合については、修

辞的効果を狙った特殊な用法である可能性もあり、一般的な用法であるとは

言い難い。 

14）注 10）の表を参照。 

15）ただし、次の例のように“脑中”や“胸中”が「具体的な部分」を表す場合

に用いられるケースも皆無ではない。 

a. 医生立即用 CT 技术确定病人出血部位，然后利用两根不锈钢针管在病

人颅骨上钻出两个直径为 3 毫米的小孔，两根不锈钢针管直抵大脑的不

同出血区，将脑中的出血缓缓引出脑外。        ＜人民网＞ 

(http://www.people.com.cn/GB/43063/107687/107803/108004/6760256.html) 

[医師は直ちに CT 技術を用いて患者の出血部位を確認し、二本のステ

ンレス製のニードルチューブで患者の頭蓋骨に二つの直径 3ミリの小

さな穴をあける。二本のステンレス製のニードルチューブは直接大脳

の異なる出血部位に到達し、脳内の出血をゆっくりと脳の外に引きだ

す。」 

b. 要注意，这与我们生活中的呼吸不一样，生活中那种吸气，气吸到胸中，

胸往外挺。    ＜百度＞（http://apps.hi.baidu.com/share/detail/24470065） 

[注意しなければならないのは、これは私たちが生活の中で行っている

呼吸と同じではないということである。生活の中での吸気は、空気を

胸の中まで吸い込み、胸が外に突き出される。] 

16）次の例のように、“里”が用いられるケースも存在する。 

a. 在那些时候，我们的眼前现露着黎明的将来的美景，我们的胸里燃烧着

说着各种语言的朋友们的友情。 ＜CCL 语料库＞（巴金《巴金自传》） 
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[あの頃、私たちの目の前には黎明の未来の美しい景色が広がり、私

たちの胸の中は様々な言葉を話す友だちとの友情で燃えていた。] 

b. 浅红色的花朵似乎刺痛了我的眼睛，我的脑里渐渐地浮起了另一张带着

凄哀表情的美丽的面庞。       ＜CCL 语料库＞（巴金《家》） 

[淡い紅色の花はまるで私の目を刺すようであり、私の脳裏には次第

にもう一つの物寂しい表情の美しい顔が浮かんできた。] 

上記の例のように、小説などを始めとして「抽象的意味」を表すケースに“胸

里”や“脑里”が用いられる例がいくつかみられる。ただし、その件数は“胸

中”や“脑中”に比べてかなり少なく、“胸”、“脑”についてはやはり“中”

との共起が一般的であるといえる。 

17）日本語の「頭、脳、頭脳」などの意味を表す語には、本章で取り上げた“脑”、

“脑子”、“脑袋”の他にも“头”、“头脑”、“脑海”などが存在する。これら

の語が表す意味には重なる部分とそうではない部分とがある。たとえば“头”

については、《现代汉语词典》（第五版）に“①人身最上部或动物最前部长着

口、鼻、眼等器官的部分。”[人の身体の最上部あるいは動物の最前部の口、

鼻、目等の器官がある部分。]との記述があるように、「身体部位としての頭」

を表すことは可能であるが、「脳の働き」に関する記述はみられない。ここで

はあえて各名詞の表す意味を一つ一つ記述することはしないが、表される意

味ごとにまとめたものを提示しておく。 

（a）具体的な身体部位としての頭…头、脑袋 

（b）具体的な身体部位としての脳…脑、脑子 

（c）思考や記憶の場所     …脑海、脑子、脑、脑袋 

（d）脳の働き            …脑袋、脑子、脑、脑筋、头脑 

方位詞“里、中、内”と共起して「具体的意味」を表すためには、上の（a）

あるいは（b）に該当する必要がある。一方、「思考や記憶をつかさどる器官

（場所）」を表すためには、（c）の意味を表すことができなければならない。

【表 2】では、『頭の中の消しゴム』という「抽象的意味」を表すことのでき

る（c）に該当する四つの語を考察の対象とした。 
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第第第第 6 章章章章    方位詞方位詞方位詞方位詞““““上上上上、、、、下下下下、、、、前前前前、、、、后后后后””””のののの時間的用法時間的用法時間的用法時間的用法についてについてについてについて    

 

 

6.0.    はじめにはじめにはじめにはじめに    

空間を表す語が時間を表す表現にも転用される場合があるが、このような現象

は世界の各言語にみられ

1
、現代中国語においても空間と時間の両方を表すのに用

いられる方位詞がいくつか存在する。たとえば、方位詞“上”は“位置高”[位置

が高い]（《八百词》415頁）を表すが、空間的位置関係だけでなく、“上半个月”[月

の前半]のように、“半”と共起して「ある時間(期間)の前半」を表すことも可能

である。 

一方、“前”もまた“前半个月”[月の前半]、“前两天”[2、3 日前]のように、

時間表現に転用される方位詞の一つである。“前两

．

天”は「過ぎ去った時間【時点】」

を表す用法であるが、この場合“两”を他の数詞に置き換えて“

＊

前三

．

天”や“

＊

前四

．

天”とすることはできず、「3 日前」、「4 日前」の意味を表すには“三天前”、

“四天前”のように“前”を後置させる必要がある

2
。時間表現に用いられる“上”

と“前”にはどのような違いがあるのだろうか。また、“上”や“前”だけでなく、

これらの方位詞と対をなす“下”や“后”も時間表現に用いることができる。本

章では、これらの四つの方位詞を取り上げ、時間表現と方位詞の関係について考

察する。 

さらに、先行研究にも指摘があるように、[＋過程]の特徴を持つ語が「“前”＋

数量詞表現」に前置される場合には多義が生じる。たとえば、张黎 1988では“开

会前一个小时”について、“开会/前一个小时”「会議の最初の 1 時間」と、“开会

前/一个小时”「会議開始前の 1 時間」の二通りの解釈が可能であると指摘されて

いる（23-24 頁）

3
。しかし、前置される要素によってはどちらか一方の意味とし

て用いられやすくなるケースもみられる。たとえば、「“睡觉前”＋数量詞表現」

の場合、「眠り始めてからの時間」よりも「眠る前の時間」を表すことが多い（例：

“睡觉前半个小时”[眠る前の 30 分＞眠り始めてからの 30 分]

4
）。本章では、こ

のような時間表現に用いられる方位詞“上、下、前、后”について、統語的・意



 157

味的観点からの分析を通して、それぞれの方位詞の時間的用法を明らかにするこ

とを試みる。 

 

6.1.    ““““上上上上””””、、、、““““下下下下””””のののの時間的用法時間的用法時間的用法時間的用法    

前述のように、方位詞“上”を用いて「ある時間（期間）の前半」や「過ぎ去

った時間」を表すことが可能である。 

 

（1）在去年一年中，上半年物价涨幅较低，而下半年比较高，尤其是第四季度

的涨幅最为明显，第四季度有三个月份涨幅均超过了 3.5%。 

＜人民网＞（http://sd.people.com.cn/GB/178059/178106/13933447.html） 

[昨年一年間において、上半期の物価の値上がり幅は比較的低かったが、

下半期は比較的高く、特に第 4 四半期の値上がり幅はもっとも顕著で、

第 4 四半期の値上がり幅は 3 ヶ月とも 3.5%を超えている。] 

（2）可是，上星期二（11月 16日）早上，她像往常一样去开车时，却发现车

子的左前轮胎破了。 

＜人民网＞（http://nb.people.com.cn/GB/200883/200948/13315047.html） 

[しかし、先週の火曜日（11月 16日）の朝、彼女がいつものように車を

運転しに行った時、車の左前のタイヤがパンクしているのに気がつい

た。] 

（3）虽然销量不是很好，但价格变化上，蒙迪欧-致胜并没有表现出过多的起

伏，现在各个经销商的优惠还是比较持平，在 2.8 万元左右，比上两个月

的优惠幅度稍有减少。 

＜人民网＞（http://auto.people.com.cn/GB/98330/7678522.html） 

[販売量はあまり良くはないが、価格変化の面においては、モンデオ「致

勝」はさほどの変動をみせておらず、現在各代理店の値引き額はほぼ横

ばい状態で 2.8 万元前後であり、ここ 2 ヶ月の値引き幅に比べて若干下

降している。] 
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例（1）の“上半年”は「上半期、上期」（1 月～6 月）を指している。このように、

“上”は“半”と共起してある時間（期間）を半分に分けた前半を表すことがで

きる。なお、この用法に属する表現としては、“上半夜”[夜の前半]、“上半天”[一

日の前半＝午前]、“上半（个）月”[月の前半]、“上半晌”[午前]、“上半期”[上

半期]などが挙げられる。ただし、「週」を意味する“星期”のケース（“上半（个）

星期”）については、インフォーマントによって揺れがみられ、他の表現に比べて

使用頻度が著しく低くなる。これは、一週間という期間が「7 日」という奇数によ

って構成されることと関係していると推測される。つまり、一週間は均等に二分

することができず、たとえば“上半（个）星期”といった場合、週の最初の 3 日

間を指すのか、それとも 4 日間を指すのかがはっきりしないためである

5
。 

一方、例（2）の“上星期二”は発話時を基準として、その前の週の火曜日を指

し、例（3）の“上两个月”は発話時を遡る二ヶ月間

6、7
を指している。つまり、

“上星期二”と“上两个月”は、いずれも「過ぎ去った時間」を表しているが、

前者は「先週の火曜日」という過ぎ去ったある一点の時間（【時点】）を指してい

るのに対し、後者は「ここ 2 ヶ月間」という過ぎ去った時間を幅（【時量】）とし

て捉えているという違いがある。上の例（1）～（3）に挙げたような“上”の時間

的用法は、以下のように分類することができる。 

 

① ある時間（期間）の前半（“半”と共起）：例）上半

．

年 [上半期、上期] 

 

        ＜1 年＞ 

 

 

＜上半期＞ 

 

② 過ぎ去った時間【時点】：例）上星期二 [先週の火曜日] 

 

    【過去】      【現在】      【未来】 

 

＜先週の火曜日＞ 

 

前半（1 月～6 月） 後半（7 月～12月） 
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③ 過ぎ去った時間【時量】：例）上两个月 [ここ 2 ヶ月] 

 

    【過去】      【現在】      【未来】 

 

＜2 ヶ月間＞ 

 

また、“上”と対をなす方位詞“下”についても、「④ ある時間（期間）の後半」、

「⑤ 将来の時間【時点】」、「⑥ 将来の時間【時量】」」を指す用法がみられる。 

 

④ ある時間（期間）の後半（“半”と共起）：例）下半

．

年 [下半期、下期] 

 

        ＜1 年＞ 

 

 

＜下半期＞ 

 

⑤ 将来の時間【時点】：例）下星期二 [来週の火曜日] 

 

    【過去】      【現在】      【未来】 

 

＜来週の火曜日＞ 

 

⑥ 将来の時間【時量】：例）下两个月 [次の 2 ヶ月] 

 

    【過去】       【現在】      【未来】 

 

＜2 ヶ月間＞ 

 

以上のように、“上”と“下”はちょうど対をなす形で「ある時間（期間）の前

半/後半」、「過ぎ去った/将来の時間【時点】」、「過ぎ去った/将来の時間【時量】」

を表すことが可能である。次に、“前”と“后”のケースについてみてみる。 

 

 

前半（1 月～6 月） 後半（7 月～12月） 
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6.2.    ““““前前前前””””、、、、““““后后后后””””のののの時間的用法時間的用法時間的用法時間的用法    

先に述べた“上”の持つ三つの時間的用法のうち、「① ある時間（期間）の前

半」については、“前”にも同様の用法が存在し、“半”と共起して“前半夜”、“前

半天”、“前半（个）月”などのように用いることが可能である

8
。一方、“上”の

「② 過ぎ去った時間【時点】」の用法については、“上星期二”の“上”を“前”

に置き換えて、“

＊

前星期二”のように表現することはできない。また、「③ 過ぎ

去った時間【時量】」の用法については、“前”にも同様の用法が存在するが、“上”

とは異なる特徴もみられる。以下、方位詞“前”の「過ぎ去った時間」を表す用

法について詳しくみていく。 

 

6.2.1.    「「「「過過過過ぎぎぎぎ去去去去ったったったった時間時間時間時間」」」」をををを表表表表すすすす““““前前前前””””    

前述のように、方位詞“上”の「過ぎ去った時間」を表す用法のうち、“上星期

二”のように【時点】を表す語と共起して「過ぎ去った時間【時点】」を表す用法

は、“前”には基本的には存在しない（“

＊

前星期二”）。それに対して、“上两个月”

のような【時量】を表す語と共起して「過ぎ去った時間【時量】」を表す用法につ

いては、“前”の場合にも同様の用法がみられる。 

 

（4）某 IT 公司的员工刘先生告诉记者，他前两个月一直在外地出差，几乎每

天都从早上 8 点半忙到晚上 11 点，没有周六、周日，元旦也是在外地度

过的，但是公司除了正常的工资，既没有加班费，也没有出差补助。 

＜人民网＞（http://society.people.com.cn/GB/41158/6744859.html） 

[某 IT 会社の従業員劉さんが記者に語るところによると、彼はここ 2 ヶ

月（ここ 2、3 ヶ月）ずっと外地に出張しており、ほぼ毎日朝 8 時半か

ら夜 11 時まで忙しく働き、土、日はなく、元旦も外地で過ごしたが、

会社は正規の給料以外に、残業代もくれなければ、出張補助もくれない

そうである。] 

（5）由于身体原因，前两天我一直是个人训练。昨天下午，我开始随队训练了。

＜人民网＞ 
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（http://sports.people.com.cn/GB/31928/32031/45136/45357/3243615.html） 

[体調の関係で、ここ 2、3 日、私はずっと個人練習でした。昨日の午後、

私はチーム練習を始めました。] 

 

例（4）の“前两个月”、例（5）の“前两天”は発話時を基準として、それを遡る

「2 ヶ月（2、3 ヶ月）」、および「2、3 日」の間という【時量】を指している。こ

のように、“前”についても「過ぎ去った時間【時量】」を表すことが可能である。

なお、例（5）の“前两天”は「ここ 2、3 日」として理解されるが、練習期間全

体の長さが明らかな場合には、その期間の「最初の 2 日間」と解釈することも可

能となる。この点については、6.2.2.で再度述べる。 

次に、“前”が例外的に「過ぎ去った時間【時点】」を表す“前两天”のケース

についてみてみる。例（5）の“前两天”は【時量】を表していたが、次の例のよ

うに【時点】を表すケースもみられる。 

 

（6）前两天，我收到了赵志诚的信。【時点】 

＜CCL 语料库＞（曾卓《梦境》） 

[2、3 日前、私は趙志誠の手紙を受け取った。] 

 

上の例（6）は発話時を基準にした「2、3 日前」という時間を、一つの点（【時点】）

として捉えて表現している。ただし、相原 1991：82－85 が指摘するように、“前

两天”の“两”は「不確定なぼんやりした数」を表しており、“

＊

前三

．

天”や“

＊

前四

．

天”のように任意の数字に置き換えることはできない。したがって、「3 日前」

や「4 日前」の意味を表すには、“三天前”や“四天前”のように“前”を後置さ

せる必要がある。 

 

（7）＊

前三天，我收到了赵志诚的信。 

（8） 三天前，我收到了赵志诚的信。 

[3 日前、私は趙志誠の手紙を受け取った。] 
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一方で、次の例（9）のように、“前两

．

天”の“两

．

”を任意の数に置き換えて【時

点】を表すことが可能な場合もある。 

 

（9）最晚到考试前三天应该将面试当天所穿衣服、鞋子等准备好，…… 

＜百度＞（http://wenku.baidu.com/view/bb6afdc7aa00b52acfc7caa3.html） 

[遅くとも試験の 3 日前までには面接当日に着用する衣服、靴などを準

備しておくべきであり…] 

 

例（9）の“考试前三天”は、文脈から「試験の始まる 3 日前」という【時点】を

指していることが明白である。ここでのポイントは、“考试”という基準となる時

点が明示されている点である。つまり、“前两

．

天”の場合には自動的に「（発話時

における）現在」が基準となるが、“两”以外の任意の数を表す場合には基準時を

明らかにする必要がある。さらに、“考试前三天”という表現は多義性を有してお

り、「試験の最初の 3 日間」という【時量】を指す場合もある。「N/V＋“前/后”

＋数量詞表現」の表現における多義性については、6.3.で詳しく述べる。 

 

6.2.2.    「「「「あるあるあるある時間時間時間時間（（（（期間期間期間期間））））のののの最初最初最初最初のののの時間時間時間時間」」」」をををを表表表表すすすす““““前前前前””””    

さらに、“前”の時間的用法には、“上”にはみられない次のような用法も存在

する。 

 

（10）2002年 9 月，我工作了。前三个月试用期，每月只挣 400元，住的是单

位集体宿舍，租金每月 200元。 

＜人民网＞（http://house.people.com.cn/GB/9356722.html） 

［2002年 9 月、私は仕事を始めた。最初の 3 ヶ月の試用期間は、毎月

400 元しか稼げず、住んでいたのは勤務先のアパートで、家賃は毎月

200元だった。］ 

（11）本次会议预计开 4 天，前两天为正式会议，后两天为非正式会晤。 

＜CCL 语料库＞（《人民日报》1994） 
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[今回の会議は 4 日間開催され、最初の 2 日間が公式会議、後の 2 日間

が非公式の会談となる見込みである。] 

 

例（10）の“前三个月”は仕事を始めて最初の 3 ヶ月間、そして例（11）の“前

两天”は 4 日間の会議のうちの最初の 2 日間を指している。これらの例はいずれ

も「ある時間（期間）の最初の時間」を表しており、さらに文脈の中に何らかの

基準が存在しているという共通点がみられる。例（10）の場合には「（2002 年 9

月に）仕事を始めた」という前提があり、その仕事の最初の試用期間の「3 ヶ月」

を指す。一方、例（11）の場合は「会議は 4 日間開かれる」という前提に基づい

た「最初の 2 日間」（前半の 2 日間）を指す。このように、“前”の「ある時間（期

間）の最初の時間」を表す用法には、「開始の時間のみが明示されているケース」

と「対象となる期間の全体の長さが明示されているケース」の二つのタイプがあ

るといえる。 

 

⑦ a 「ある時間（期間）の最初の時間 a」 

例）前三个月试用期 [最初の 3 ヶ月間の試用期間] 

 

【仕事の開始】 

 

＜3 ヶ月間＞ 

 

b 「ある時間（期間）の最初の時間 b」 

例）（本次会议预计开 4 天，）前两天为正式会议，…… 

[（今回の会議は 4 日間開催され、）最初の 2 日間が公式会議で、…] 
 

＜4 日間の会議＞ 

 

 

“前两天” 

 

以上のように、“前”の時間的用法には「過ぎ去った時間【時点】」、「過ぎ去っ

た時間【時量】」、「ある時間（期間）の最初の時間」を表す三種類の用法が存在す

最初の 2 日 残りの 2 日 
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るといえる。そのため、たとえば“前两天”という表現の場合、前後関係から十

分な情報が得られない場合には、多義となる可能性が生じる。 

 

（12）……，前两天我一直是个人训练。 

＜百度＞（http://sports.sina.com.cn/s/2005-03-15/0117516929s.shtml） 

[① …ここ 2、3 日間、私はずっと個人練習でした。] 

[② …最初の 2 日間、私はずっと個人練習でした。]  

 

例（12）の“前两天”については、前後関係がはっきりしないため、①「ここ 2、

3 日間」（「過ぎ去った時間【時量】」）と②「ある期間の最初の 2 日」（「ある時間（期

間）最初の時間」）の二通りの意味に解釈される可能性が生じる。ここで注目され

るのは、後者のケースの“前两天”は「最初の 2 日間」として理解され、「最初の

2、3 日間」とは理解されにくいことである。これは、対象となる期間が明示され

た先の例（11）のようなケースにおいて、“前两天”が「最初の 2、3 日間」とは

理解されにくいことと同様の理由によると考えられる。「ある時間（期間）の最初

の時間」を表す場合、具体的な期間が明示されているか否かにかかわらず、対象

となる何らかの期間が存在することが前提となる。このように一定の期間内の時

間を指す場合、“前两天”は「最初の 2、3 日間」というような曖昧な時間ではな

く、「2 日間」というはっきりとした時間を表す傾向があるといえる。 

なお、“前”を前置させることによって「過ぎ去った時間【時量】」を表すこと

ができるのは不定数を表す“两”と共起する場合のみであるため、例（12）の“前

两

．

天”を“前三

．

天”に置き換えた場合には多義にはならず、「ある時間（期間）の

最初の 3 日間」として理解される。 

 

（13）……，前三天我一直是个人训练。 

[…最初の 3 日間、私はずっと個人練習でした。] 

 

また、“前 X 个月”（“X”は任意の数を表す）の場合についても、「ある時間（期
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間）の最初の時間」を表すのに用いられることが多い。 

 

（14）去年，无锡市中院受理了 200 多件各类知识产权案件，今年前三个月此

类案件已接近 100件。 

 ＜人民网＞(http://wuxi.people.com.cn/GB/9320480.html) 

[去年、無錫市の中級裁判所は 200件余りの知的所有権に関する案件を

受理しているが、今年の最初の 3 ヶ月でこの種の案件はすでに 100 件

近くにのぼっている。] 

 

例（14）の“前三个月”は“今年”と共起して、「今年の最初の 3 ヶ月」（1 月～3

月）を指している。“前 X 个月”は、このほかにも“2011年前三个月”のように

具体的な年と共起して用いられるケースがよくみられる。 

一方で、次の例のように「過ぎ去った時間【時量】」を表すケースも存在する。 

 

（15）前三个月，以上四类产品出口总值突破八千万美元，占农产品出口总额

的 83%左右。            ＜人民网＞(2011年 4 月 5 日) 

（http://fujian.people.com.cn/GB/181531/181579/14315529.html） 

[ここ 3 ヶ月、以上の 4 種の生産物の輸出総額は 8 千万ドルを超えてお

り、農産物輸出総額の 83％ほどを占める。] 

 

例（15）では“前三个月”が単独で用いられており、「ここ 3 ヶ月」という「過ぎ

去った時間【時量】」として理解することが可能である。しかし、この文章は「4

月」に発表されていることから、ここでの“前三个月”は、結果的には 1 月から 3

月という「一年の最初の 3 ヶ月」（「ある時間（期間）の最初の時間」）を指してい

ることになる。これに対して、次の例（16）、（17）のように、純粋に「過ぎ去っ

た時間【時量】」を指すケースもみられる。 

 

（16）……，最近几天，公司二手房的成交量和前三个月的平均成交量相比，
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下降了三成左右。          ＜人民网＞（2011年 2 月 3 日） 

(http://house.people.com.cn/GB/13864911.html) 

[…ここ数日、会社の中古住宅の取引高はここ 3 ヶ月の平均取引高と比

べて、三割ほど減少している。] 

（17）陶红还说，前三个月她没接戏，就是因为父亲生病了，……  

＜人民网＞（2008年 11月 6 日） 

（http://ent.people.com.cn/GB/1082/8294008.html） 

[陶紅はさらに語った。ここ 3 ヶ月彼女は芝居のオファーを受けていな

かったが、それは彼女の父親が病気になり…] 

 

例（16）の“前三个月”は、文章の発表された日付から判断すると、「一年の最初

の 3 ヶ月」ではなく、「過ぎ去った時間【時量】」として理解するのが妥当である。

また、例（17）はテレビドラマの宣伝の記事の一部である。この女優は、今回芝

居（テレビドラマ）のオファーを受けたが、それ以前の 3 ヶ月間ほどはオファー

を受けていなかったと理解される。つまり、“前三个月”が単独で用いられる場合

には多義になり、その解釈は文脈に依存したものとなる
9
。 

これに対して、“前 X 年”の場合には、基本的に「過ぎ去った時間【時量】」と

して捉えられる
10
。 

 

（18）在进出口大幅度下降的情况下，第一季度 GDP增长了 6.1%，与前五年比，

看起来是最低的，其实是相当好的运行态势。 

＜人民网＞（http://theory.people.com.cn/GB/49154/49155/9267222.html） 

［輸出入の大幅な下降状況において、第 1 四半期の GDPは 6.1%増加し

ており、ここ 5 年と比較すると、見たところ最低のようであるが、実

際にはかなり良好な運行態勢である。］ 

 

以上の分析に基づき、“前”の時間的用法は以下のようにまとめることができる。 
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A．「“前”＋数量詞表現」 

（i）ある時間（期間）の前半（“半”と共起）：例“前半（个）月”など 

（ii）ある時間（期間）の最初の時間：例（10）、（11）、（13）など 

（iii）過ぎ去った時間【時量】：例（4）、（5）、（16）～（18）など 

（iv）過ぎ去った時間【時点】：例（6） 

B．「数量詞表現＋“前”」：ある時点より前：例（8） 

 

6.2.3. ““““后后后后””””のののの時間的用法時間的用法時間的用法時間的用法    

「“后”＋数量詞表現」の場合についても、“后半年”[下半期、下期]や“后两

年”[後の 2 年]のように「ある時間（期間）の最後の時間」を表すことが可能で

ある。 

 

（19）但从后半年的数据来看，全年贸易进出口增长可能会在 35%左右。 

＜人民网＞（http://finance.people.com.cn/GB/12947130.html） 

[しかし、下半期のデータからみれば、年間貿易輸出入の増加は 35%

前後になるであろう。」 

（20）一个被普遍采用的税收政策是“三免两减半”，也就是企业创办的前三年，

所得税全免，后两年减半。 

＜人民网＞（http://mnc.people.com.cn/GB/13364891.html） 

[広く採用されている税収政策の一つが“三免两减半”であり、企業設

立の最初の 3 年の所得税を全額免除し、後の 2 年は半額にするというも

のである。」 

（21）即使在后两年、她用语言交流已有困难，但仍用眼神、用身姿向我们表

达对国事、对民进的关切。 

＜人民网＞（http://theory.people.com.cn/GB/13777130.html） 

[最後の 2 年間、彼女はすでに言葉を用いてコミュニケーションをとる

ことが難しかったが、まなざしや身振りによって私たちに国事や中国

民主促進会に対する関心を表した。] 
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例（19）の“后半年”は、先に挙げた“下半年”と同様に「下半期、下期」を指

す。また、例（20）の“后两年”は、全体で 5 年という期間を要する税収政策の

終わりの 2 年間、例（21）の“后两年”は人生の最後の 2 年間を指している。 

 

⑧ 「ある時間（期間）の後半」（“半”と共起） 

例）后半年的数据 [下半期のデータ] 

 

＜1 年＞ 

 

 

＜下半期＞ 

 

⑨ a 「ある時間（期間）の最後の時間 a」 

例）……，后两年减半（例（20）の“三免两减半”の制度について） 

[…、後の 2 年は半額とする] 

 

＜5 年間の税制政策対象期間＞ 

 

 

                ＜最後の 2 年＞ 

 

 b 「ある時間（期間）の最後の時間 b」 

例）即使在后两年，（她用语言交流已有困难，但仍用眼神、用身姿向我们表达对

国事、对民进的关切。）[最後の 2 年間、（省略）] 
 

【終わり（死）】 

【彼女の一生】 

 

＜最後の 2 年間＞ 

 

なお、“后”には“下”の「将来の時間」（例：“下

．

星期二”[来週の火曜日]、“下

．

两个月”[次の 2 ヶ月]）に対応するような用法は存在しないが

11
、“三天后”[3 日

後]のように“后”を後置させることにより、「ある時点より後」を指すことが可

前半（1 月～6 月） 後半（7 月～12 月） 

3 年 2 年 
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能である。 

 

（22）三天后，贺子珍离开了延安。 

＜人民网＞（http://history.people.com.cn/GB/199250/213992/13905421.html） 

[3 日後、賀子珍は延安を離れた。] 

 

6.2.4.    小結小結小結小結    

ここまでで考察した方位詞“上”、“下”、“前”、“后”の時間的用法は以下の【表

1】のようにまとめられる。なお、【表 1】に示された「○、×」はそれぞれの用法

が存在するか否かを表している。また、「△」については、例外的に用いられるケ

ース（“前两天”）があることを示す。 

 

【表 1】“上”、“下”、“前”、“后”の時間的用法 

 上上上上    下下下下    前前前前    后后后后    

① ある時間（期間）の前半（“半”と共起） ○ × ○ × 

② ある時間（期間）の最初の時間 × × ○ × 

③ 過ぎ去った時間【時点】 ○ × △ × 

④ 過ぎ去った時間【時量】 ○ × ○ × 

⑤ ある時間（期間）の後半（“半”と共起） × ○ × ○ 

⑥ ある時間（期間）の最後の時間 × × × ○ 

⑦ 将来の時間【時点】 × ○ × × 

⑧ 将来の時間【時量】 × ○ × × 

 

上の表から、“后”よりも“前”の方が広く時間表現に用いられていることがわか

る。ただし、【表 1】に示されたそれぞれの用法の成立の可否は、「方位詞＋数量詞

表現」のみを対象としたものであり、「方位詞（“前/后”）＋数量詞表現」に名詞

や動詞などの要素が前置される場合には状況が異なる

12
。次節では、「N/V＋“前/

后”＋数量詞表現」について考察する。 
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6.3.    「「「「N/V＋＋＋＋““““前前前前////后后后后””””＋＋＋＋数量詞表現数量詞表現数量詞表現数量詞表現」」」」    

张黎 1988：23－24は、“开会”[会議を開く]や“手术”[手術]などのような[＋

過程]の特徴を持つ要素

13
が「“前/后”＋数量詞表現」に前置され、かつ数量詞表

現によって表される時間が前置される“N/V”に関わる時間よりも短い場合、多

義が生じる可能性があると指摘している。 

 

（23）开会前一个小时→（23a）开会前/一个小时 [会議開始前の 1 時間] 

（23b）开会/前一个小时 [会議の最初の 1 時間] 

 

例（23a）は「会議が始まる前の時間」、つまり「当該行為の開始前の時間」を指

すのに対し、例（23b）は「会議」という「（一定の時間を要する）出来事の最初

の時間」を指す。「N/V＋“前”＋数量詞表現」が表す二つの意味の時間軸上にお

ける位置はそれぞれ次のように示される。 

 

           【開始】             【終了】 

    

 

【前 A】  【前 B】    

[図 1] 

 

[図 1]の【前 A】は先の例（23a）のような「当該行為の開始前の時間」を表し、

【前 B】は例（23b）のような「出来事の最初の時間」を表す。 

同様に、“后”の場合については、以下のような三つの意味を持つことが指摘さ

れている（张黎 1988：23－24）。 

 

（24）开会后一个小时→ （24a）开会/后一个小时 [会議の最後の 1 時間] 

（24b）开会后/一个小时 [会議終了後の 1 時間] 

（24c）开会（后）一个小时 [会議開始後の 1 時間] 
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例（24a）～（24c）はそれぞれ、「会議」という「出来事の最後（終了前）の時間」

（例（24a）/【后 B】）、「当該行為の終了後の時間」（例（24b）/【后 C】）、「当該行

為の開始後の時間」（例（24c）/【后 A】）を指している。 

 

【開始】                  【終了】 

 

    

【后 A】                          【后 B】  【后 C】 

[図 2] 

 

以上のように、「N/V＋“前/后”＋数量詞表現」は多義性を有する表現であり、

これらの表現が単独で用いられる場合には多義となる可能性が存在するが、一方

で、実際の言語運用においては、文脈や一般常識に基づく判断などから、その表

す意味が限定されることが多い。以下、「N/V＋“前/后”＋数量詞表現」につい

て、方位詞に前置される要素がそれぞれの表す意味に与える影響を考察する。 

 

6.3.1.    ““““前前前前””””ののののケースケースケースケース    

【前 A】、【前 B】の両方の意味を表すことのできるものとして、以下のような

例が挙げられる。 

 

（25）巴西主帅表示，这一次他将在比赛前 10分钟再宣布出场名单。 

＜人民网＞ 

（http://sports.people.com.cn/GB/61784/61785/61824/4517757.html） 

[ブラジルの監督は、今回彼が試合の 10 分前に出場メンバーを発表す

ることを明らかにした。] 

（26）比赛前 10分钟，双方的进攻节奏都很快，但传球质量不高。 

＜人民网＞ 

（http://sports.people.com.cn/GB/35859/35912/36090/36091/2711373.html） 
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[試合開始後 10 分、双方の攻撃リズムは早かったが、パスの質は高く

なかった。] 

 

“比赛前 10分钟”という表現は、「試合開始前の 10分」（【前 A】/例（25））と「試

合の最初の 10分」（【前 B】/例（26））の二通りの意味を表すことができるが、上

の例からも明らかなように、両者のうちのどちらの意味を表すかは文脈によって

決定される。しかし一方で、前置される要素によっては、【前 A】、【前 B】のどち

らか一方の意味に偏りがみられる場合もある。 

たとえば、“电影”の場合、【前 B】の意味として用いられやすくなる。 

 

（27）菲尔德无数次强调过剧本的前十页，也就是电影前十分钟。 

＜百度＞（http://bbs.518pop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=907） 

[フィールドは何度も何度も脚本の最初の 10 頁を強調している。つま

り映画の最初の 10分間である。] 

 

例（27）のように、“电影”と共起する場合、【前 B】として捉えられやすい傾向

があり、【前 A】の意味を表すためには、次の例のように何らかの動詞が加えられ

ることになる。 

 

（28）……，将区司法局与区影视中心联合制作的普法专题片及中央台的《今

日说法》节目，编辑成 10分钟的短片，在放电影前 10分钟播放，…… 

＜百度＞（http://www.szns.gov.cn/sfj/sfdt/gg/2008011040295.shtml） 

[…区の司法局と区の映像センターが共同制作した法知識の普及をテ

ーマにした作品および中国中央テレビ局の番組《今日説法》を、10 分

間の短編に編集し、映画を上映する 10分前に放映し…] 

 

例（28）では“电影前 10 分钟”の前に動詞“放”が加えられ、「映画を上映する

前」の時間が表されている。つまり、動詞“放”との共起により、「映画を上映す
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る」という一つの「行為」として認識されるため、【前 A】の意味を表すことが可

能となると考えられる。 

また、“放”のほかにも、動詞“看”を用いて【前 A】の意味を表すことも可能

である。 

 

（29）昨天晚上利用看电影前一个小时去的。 

＜百度＞（http://www.biyabi.com/sh/2130181/view.html） 

[昨日の夜、映画を観る前の 1 時間を利用して行ったのです。] 

 

例（29）の“看电影前一个小时”は、「映画を観る」という「行為」の前の時間（【前

A】）を指している。ただし、“放”のケースとは異なり、“看”の場合には【前 B】

の意味を表す例もみられる。 

 

（30）看电影前 10分钟就能差不多判断结局…… 

＜百度＞（http://tieba.baidu.com/f?kz=1162177562） 

[映画の最初の 10分間を見て大体結末が判断できてしまう…] 

 

例（30）が示すように、“电影”については、動詞と共起する場合にも、必ずしも

当該行為の開始に焦点が置かれないケースが存在することになる。以上のような

ことから、“电影”はそのままでは「行為」として認識されないために、「行為の

開始前の時間」を表す【前 A】の意味を表しにくい傾向があるといえる。 

一方、次の例の“睡觉”や“手术”のように、【前 A】の意味として用いられや

すいものもある。 

 

（31）另外，失眠的时候，每天晚上睡觉前半小时喝一杯温热的牛奶可以使人

的身心更加放松，有助于睡眠。 

＜人民网＞（http://shipin.people.com.cn/GB/15450946.html） 

[さらに、眠れない時は毎晩就寝の 30 分前に暖かい牛乳を一杯飲むと
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心身がリラックスして眠るのに役立ちます。] 

（32）手术前半个小时，邱勇教授接受本报记者采访时说，…… 

＜百度＞（http://news.sina.com.cn/c/2005-11-16/13227456420s.shtml） 

[手術の 30 分前、邱勇教授は本紙記者の取材を受けた際、次のように

語った…] 

 

例（31）、（32）はいずれも【前 A】の意味を表し、それぞれ「眠る 30分前」、「手

術開始前の 30 分」として理解される。これに対して、【前 B】の「眠り始めてか

ら 30 分」、「手術開始後の 30 分」の意味を表す場合には、いずれも“前”ではな

く“后”を用いて表現されるが、“睡觉”と“手术”では若干状況が異なる。この

点については次の 6.3.2.で詳しく述べる。 

また、“睡觉”と同様に、“考试”についても【前 A】の意味を表すことが多い。 

 

（33）选择最适宜的进食时间，据美国学者的研究结果，一般认为在考试前半

个小时进食最为适宜。 

＜人民网＞（http://edu.people.com.cn/GB/12734935.html） 

[最も適した食事の時間を選択すること。アメリカの学者の研究結果に

よれば、一般的に試験の 30分前に食事をとるのが最もよいと考えられ

ている。] 

 

“考试”の場合、例（33）のように【前 A】の「試験」が「始まる前の時間」を

指すことが多いが、“睡觉”のケースと異なり、「“考试”＋“前”＋数量詞表現」

によって【前 B】の意味を表すケースもみられる。 

 

（34）据考生描述，考试前半个小时是简单的职位和心理测评考试，但只有 20

分的分值，后面 80分为三道申论题。 

＜人民网＞（http://leaders.people.com.cn/GB/8311031.html） 

［受験生によれば、試験の最初の 30 分は簡単な職位と心理テストであ
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るが、20 点分の配点しかなく、残りの 80 点分は三問の論述問題であ

る。］ 

 

また、次の例のように表される時間の長さの違いにより、【前 A】と【前 B】の

どちらの意味を表しやすいかに違いが生じるケースもみられる。 

 

（35）一个良好的收银员应在每天工作前 10分钟，准备以下几项： 

＜百度＞（http://wenku.baidu.com/view/191ea4116c175f0e7cd13796.html） 

[よいレジ係は毎日仕事の 10 分前に、以下の項目について準備してお

くべきである。] 

（36）特别是新教师，工作前三年不能在自己住家附近所在地区的学校工

作，…… 

＜百度＞（http://edu6.teacher.com.cn/txz025a/chap3/read/cailiao22-7.htm） 

[特に新任教師は、仕事を始めた最初の 3 年は自分が住んでいる所に

近い地区の学校で仕事をしてはならない…] 

 

例（35）の“工作前 10 分钟”のように短い時間を表す場合には、“工作”は「仕

事をする、働く」という一つの行為として認識されやすいため、【前 A】の意味を

表しやすくなる。一方、例（36）の“工作前三年”のように長い時間を表す場合

には、その仕事（職）に就いている期間の最初の時間（【前 B】）として理解する

のが自然である。 

 

6.3.2.    ““““后后后后””””ののののケースケースケースケース    

前述のように、“后”には【后 A】（「当該行為の開始後の時間」）、【后 B】（「出

来事の最後（終了前）の時間」）、【后 C】（「当該行為の終了後の時間」）の三通り

の意味を表す可能性があるが、たとえば“电影”の場合、【后 B】を表すことが多

い。これは、“前”のケースと同様に、“电影”がそのままでは行為として認識さ

れないことによると考えられる。 
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（37）电影后半个小时，眼泪就开始止不住的流下来，…… 

＜百度＞（http://comment.bk.pps.tv/show_topic/202658108_8143443_1.html） 

[映画の最後の 30分は涙が止まらず…] 

 

一方、もともと「行為」として認識されるものについては、【后 C】を表しやす

いケースと、【后 A】を表しやすいケースの二つのパターンがある。 

 

（38）手术后半个小时，小雪飞从麻醉中醒来，露出了可爱的笑容。 

＜百度＞ 

（http://news.xinhuanet.com/newscenter/2005-03/21/content_2722301.htm） 

[手術終了後 30 分に、雪飛ちゃんは麻酔から目覚め、かわいらしい笑

顔を見せた。] 

（39）一般餐后两小时时血糖是最高的，不要等血糖高了再去运动，吃饭后半

个小时左右就开始运动，…… 

＜百度＞（http://heal.cpst.net.cn/tnbzs/ydzy/2009_11/258527091.html） 

[一般的に食後 2 時間後に血糖が最も高くなるため、血糖値が高くなっ

てから運動をするのではなく、食後 30分前後で運動を開始し…] 

 

上記の例が示すように、“手术”や“吃饭”は行為の「終了」に焦点が置かれやす

い傾向があり、【后 C】の意味として理解されやすい。 

一方、“睡觉”の場合には、【后 A】として用いられやすくなる。 

 

（40）我家宝宝一岁零五个月,长期以来晚上睡觉后半个小时左右就会哭醒一

次,……   ＜百度＞（http://www.muqin.com.cn/ask/view.asp?id=6272） 

[うちの子は一歳五ヶ月ですが、これまで長い間夜寝てから 30分ほど

で一度泣いて目を覚まします…] 

 

例（40）の“睡觉后半个小时”は、【后 A】の「眠り始めてから 30 分」という意
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味を表している。先の 6.3.1.で取り上げたように、“睡觉”が“前”と共起する場

合、【前 A】の「眠る 30分前」の意味として理解されやすく、【前 B】（「当該行為

の最初の時間」）としては理解されにくい傾向がみられたが、【前 B】の意味を指

す場合には、例（41）のように“睡觉后”の表現が用いられることになる。また、

“手术”の場合も【前 B】の意味として用いられにくいが、“睡觉”のケースとは

異なり、【后 A】の意味を直接表すことができない。したがって、「手術開始後の

時間」を指す場合には、次の例（41）のように、「行為の開始」に焦点が当たるよ

うに何らかの要素を加える必要がある。 

    

（41）手术开始后半个小时，手术室里传来消息：经检查，付宇龙上次手术的

皮瓣成活率为 100%。 

＜百度＞（http://news.sina.com.cn/s/2005-12-16/03307719572s.shtml） 

[手術開始 30 分後、検査の結果、付宇龍の前回の手術の静脈皮弁の生

着率が 100%であるとの知らせが手術室に届いた。] 

 

例(41)が示すように、【后 C】の意味に結びつきやすい“手术”の場合、動詞“开

始”を加えることにより、「開始後」の時間を指していることが明らかとなり、【后

A】の意味を表すことが可能となる。 

 

6.3.3.    小結小結小結小結    

以上の考察から、「N/V＋“前/后”＋数量詞表現」形式における多義性につい

ては、共起する要素自体の持つ特徴や前後関係など、複数の要素によって決定さ

れることがわかった。たとえば、「N/V＋“前”＋数量詞表現」の場合、“电影”

のようにそのままでは行為として認識されないものを除き、すべて【前 A】の意

味を表すことが可能である。なお、行為として認識され得るものの中には、“比赛”

や“工作”などのように、【前 A】、【前 B】のいずれの意味も表すものもあれば、

“睡觉”や“手术”のように【前 B】の意味を表しにくいものもある。【前 B】の

意味を表しにくい“睡觉”と“手术”については、“睡觉”は【后 A】の意味を表
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しやすいのに対し、“手术”は「開始義」を付加しなければ【后 A】の意味を表し

にくい（例（41））という違いがみられた。 

 

6.4.    「「「「N////V＋＋＋＋““““前前前前////后后后后””””」」」」    

6.3.では、「N/V＋“前/后”＋数量詞表現」の表す多義性について考察を行った

が、次の例のように、方位詞の後に数量詞表現を伴うか否かによって振る舞いが

異なるケースもみられる。 

 

（42）我家宝宝一岁零五个月,长期以来晚上睡觉后半个小时左右就会哭醒一

次,……                      （例（40）再掲） 

（43）孩子还没有满月，睡觉后眼屎很多，眼白处还有点血丝，哭的时候眼泪

有些黄。 

＜百度＞（http://www.babyschool.com.cn/ask/detail_old_1029934.html） 

[子どもはまだ一ヶ月になっていませんが、眠った後は目やにが多く、

目の白い部分に血の筋もあり、泣くときには涙も少し黄色いです。] 

 

例（42）は数量詞表現を伴う表現であるが、このような場合には「眠り始めた後」

（【后 A】）を指すことが多いのに対し、数量詞表現を伴わない表現には、例（43）

のように「眠りから覚めた後」を指す場合（【后 C】）もある。ただし、例（43）

のような表現は特殊なケースであり、実際には数量詞表現を伴わない表現につい

ても「眠った後」を指す場合よりも、「眠り始めた後」を指すことが多い。 

本節では、数量詞表現を伴わない「N/V＋“前/后”」に対する分析を通して、

これらの表現の表す意味、および当該行為の「開始義」、「終了義」について考察

する。 

 

6.4.1.    ““““前前前前””””ののののケースケースケースケース    

前述のように、「N/V＋“前”＋数量詞表現」の場合には先の[図 1]に示される

ように二つの意味を表すことが可能であるが、「N/V＋“前”」は【前 A】に該当
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する意味しか表さない（[図 3]参照）。 

 

  「N/V＋“前”＋数量詞表現」 

           【開始】             【終了】 

    

【前 A】   【前 B】    

                                                                [図 1] 再掲 

 

  「N/V＋“前”」 

【開始】 

    

【前 A】    

[図 3] 

 

「N/V＋“前”」の使用例としては、次のようなものが挙げられる。 

 

（44）提醒她吃饭前，出去玩之后，更重要的是，上完厕所后一定要洗手。 

＜人民网＞（http://health.people.com.cn/GB/10665575.html） 

[食事の前、遊びに行った後、さらに重要なのはトイレに行った後には

必ず手を洗うように彼女に注意しなさい。] 

（45）湖北首义律师事务所高级律师秦前坤认为，根据相关法规，医生手术前

必须征得病人或其家属同意，…… 

＜人民网＞（http://nc.people.com.cn/GB/61156/61917/10466400.html） 

[湖北首義律師事務所の上級弁護士である秦前坤は、関連法規に基づけ

ば、医師は手術前に必ず患者あるいは家族の同意を得る必要があると

考えており…] 

 

例（44）、（45）の“吃饭前”、“手术前”はそれぞれ「食事を始める前」、「手術を

始める前」を表しており、いずれも「当該行為の開始前」を指している。なお、「N/V
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＋“前”＋数量詞表現」に用いられる“N/V”は、「N/V＋“前”」の形式におい

ても用いることができるが、もともと【前 A】の意味を表しにくい“电影”のケ

ースについては、「N/V＋“前”＋数量詞表現」の場合と同様に、他の動詞を前置

させる必要がある。 

 

（46）至于说到看电影前要不要补点历史知识…… 

＜人民网＞（http://media.people.com.cn/GB/40606/10053477.html） 

[映画を観る前に歴史的知識を補足する必要があるかどうかについて

は…] 

 

以上のことから、「N/V＋“前”」は「当該行為の開始前」の意味のみを表し、

前置される要素が「行為」として認識されない場合には、何らかの動詞を付加す

る必要があるといえる（例（46））。次に、“后”のケースについてみてみる。 

 

6.4.2.    ““““后后后后””””ののののケースケースケースケース    

「N/V＋“后”＋数量詞表現」は先の[図 2]のように、【后 A】「当該行為の開始

後の時間」、【后 B】「出来事の最後（終了前）の時間」、【后 C】「当該行為の終了

後の時間」の三つの意味を表すことが可能であるが、「N/V＋“后”」の場合には

【后 A】、【后 C】に該当する二つの意味のみを表す（[図 4]参照）。 

 

「N/V＋“后”＋数量詞表現」 

【開始】                  【終了】 

 

              【后 A】              【后 B】 【后 C】 

   [図 2] 再掲 
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「N/V＋“后”」 

【開始】                  【終了】 

 

              【后 A】                  【后 C】 

[図 4] 

 

上の[図 4]が示すように、「N/V＋“后”」は「当該行為の開始後」（【后 A】）と「当

該行為の終了後」（【后 C】）の意味のみを表し、「出来事の最後（終了前）」（【后 B】）

は表さない。なお、【后 C】の意味を表すものとしては、次のような例が挙げられ

る。 

 

（47）考试后,将根据笔试成绩和申请材料选拔一定数量考生到中大本部参加面

试,……  

＜人民网＞（http://gd.people.com.cn/GB/123938/123968/10462810.html） 

[試験の後、筆記試験の成績と申請資料に基づいて選抜された一定数の

受験生を中大本部で面接に参加させ…] 

（48）勒梅尔与欧盟其他国家农业部长开会后告诉记者：…… 

＜人民网＞（http://world.people.com.cn/GB/10070929.html） 

[ルメールと他の EU 加盟国の農業大臣は会議後、記者に対して次のよ

うに語った…] 

（49）每天晚上 7 点回家，吃饭后与两个孩子玩一会儿，“这是我最愉快的时候”。 

＜人民网＞（http://acwf.people.com.cn/GB/99935/6999297.html） 

[毎晩 7 時に帰宅し、食事の後に二人の子どもとしばらく遊ぶのが、「私

にとって最も楽しい時間」です。] 

（50）手术后，赵女士发现，视力不但没提高，反倒有了明显下降。 

＜人民网＞（http://unn.people.com.cn/GB/14793/21791/10806585.html） 

[手術後、趙女史は視力が上がっていないどころか、反対に明らかに低

下していることに気がついた。] 
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例（47）～（50）のように、「N/V＋“后”」は【后 C】の意味として用いられるこ

とが多いが、次の例のように【后 A】の意味として用いられるケースもみられる。 

 

（51）2000年，为儿子治病，我把房子卖了。2 个女儿工作后也时常寄钱回家。 

＜人民网＞（http://xz.people.com.cn/GB/139189/10145673.html） 

[2000年に息子の病気の治療のため、私は家を売りました。二人の娘は

働き始めてからもしばしばお金を送ってきてくれます。] 

（52）张宇常常在天色刚亮时就离开宿舍，在大家睡觉后才回到宿舍，付出比

别人更多的努力。 

＜人民网＞（http://stu.people.com.cn/2008/GB/139703/8674414.html） 

[張寧はいつも夜が明けたばかりの頃に宿舎を出て、みんなが眠った後

ようやく宿舎に戻り、他の人よりもたくさん努力した。] 

 

例（51）の“工作后”は「仕事を始めた後（就職した後）」（【后 A】）を指してい

る。これに対して、【后 C】に該当する「仕事を辞めた後」を指す場合には、“辞

职后”、“退休后”などの表現が用いられる。なお、「その日の仕事を終えた後」と

いう意味を表す場合にも、“工作后”ではなく“下班后”などの表現が用いられる

ことが多い。したがって、“工作后”はいずれのケースにおいても「当該行為の終

了後の時間」（【后 C】）の意味を表しにくいといえる。また、例（52）の“睡觉后”

は「眠りについた後の時間」（【后 A】）を指しているが、“睡觉”については、次

の例のように、【后 C】の意味を表すケースもみられる。 

 

（53）孩子还没有满月，睡觉后眼屎很多，眼白处还有点血丝，哭的时候眼泪

有些黄。                    （例（43）再掲） 

 

例（53）の“睡觉后”は眠るという「行為の終了後」を指している。しかし、“工

作”のケースと同様に、【后 C】の意味を表す表現として、“起床后”、“起来后”、

“睡醒后”などの表現が存在しており、これらの表現が用いられることが多い。 
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（54）那天起床后，崔明华给父母准备完早餐，…… 

＜人民网＞（http://caac.people.com.cn/GB/114103/10394988.html） 

[その日起床してから、崔明華は両親に朝食を準備し終えると…] 

 

つまり、“睡觉后”についても、「当該行為の終了後の時間」を表しにくい傾向が

あるものの、一方で、先の例（53）のように「眠りから覚めた」という部分では

なく、「眠るという行為を経た結果」という部分に焦点がある場合には、あえて“睡

觉后”という表現が選択される可能性があるといえる。 

 

6.4.3.    小結小結小結小結    

「N/V＋“前”」は、論理的には当該動作の「開始前」と「終了前」という二つ

の意味を表す可能性があると考えられるものの、実際には「終了前」を表すこと

はできず、「開始前」（【前 B】）の意味しか表さない。一方、「N/V＋“后”」の場

合は当該行為の「開始後」と「終了後」の二つの意味を表すが、当該行為の「終

了後」（【后 C】）を表すことのほうが多い。ただし、“工作后”や“睡觉后”のよ

うに「終了後」の意味を表しにくいものもあり、これらの場合には“辞职后、退

休后、下班后”、あるいは“起床后、起来后、睡醒后”などの表現を用いて【后 C】

が表される。一つの行為として認識され得る“手术”、“吃饭”、“工作”、“睡觉”

等は、いずれも他の動詞を伴うことなく「N/V＋“前/后”」の形式で用いること

ができるが、“工作”や“睡觉”のように行為の「開始」に焦点が置かれやすいも

のもあれば、“手术”、“吃饭”のように行為の「終了」を表しやすいものもある。 

    

6.5.    第第第第 6 章章章章のまとめのまとめのまとめのまとめ    

本章では、現代中国語の方位詞“上、下、前、后”が時間表現に用いられる場

合、それぞれどのような意味を表すのかについてみてきた。その結果、“上/下”

は“前/后”に比べ使用範囲が狭いことが明らかとなった。これは、「上下」の軸

よりも「前後」の軸の方がより広く時間表現に使用されるということを意味する。

金子 2004：371は「善悪の概念をはじめとして、複数の概念に拡張されやすい『上
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下』の軸と、概念拡張の可能性が多くの言語で時間表現に限定される『前後』の

軸」と表現しているが、「前後」については中国語も例外ではないといえる。 

また、「N/V＋“前/后”＋数量詞表現」や「N/V＋“前/后”」における多義性

については、基本的に文脈や一般常識に基づく判断などにより、その表される意

味が限定されることが多いが、前置される要素の持つ特徴から表される意味が限

定されるケースも存在する。たとえば、そのままでは行為として認識されない“电

影”の場合、「映画の最初の時間」（【前 B】）を表し、「映画が始まる前の時間」（【前

A】）を表すためには、何らかの動詞を加える必要が生じる。一方、他の動詞を付

加しなくても一つの行為として認識され得るものについては、多義となる可能性

が生じるが、前置される要素自体の持つ特徴により、表される意味はある程度制

限される。ポイントとなるのは、当該行為の「開始」に焦点が置かれるのか、そ

れとも「終了」に焦点が置かれるのかという点である。たとえば、“睡觉”の場合、

【后 C】（「当該行為の終了後の時間」）よりも【后 A】（「当該行為の開始後の時間」）

の意味を表しやすいことから、「行為の開始」に焦点が置かれる特徴を持つと判断

される。「N/V＋“前/后”＋数量詞表現」、「N/V＋“前/后”」の“N/V”の持つ特

徴は、焦点の違いにより、以下のようにまとめられる。 

 

【表 2】「N/V＋“前/后”（＋数量詞表現）」における“N/V”の特徴 

特徴 N/V 

「出来事」として認識される 电影 / 工作 / 考试 

「行為」の【開始】に焦点が置かれる 睡觉 / 工作 

「行為」の【終了】に焦点が置かれる 手术 / 吃饭 / 考试 

＊「出来事」と「行為」の両方に焦点が置かれるものを網かけで示す。 
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＜＜＜＜第第第第 6 章章章章    注釈注釈注釈注釈＞＞＞＞ 

1） 空間と時間の両方を表す表現として、日本語、英語、フランス語、韓国語の

例を挙げておく。 

【空間】          【時間】 

日本語 

「前」 

黒板の前に立つ。 食事の前に手を洗う。 

英語 

“on” 

There’s a big spider on the ceiling. 

[天井に大きなクモがいます。] 

See you on Monday morning. 

[月曜日の朝に会いましょう。] 

フランス語 

“dans” 

［…の中で（に）］ 

Il est dans la maison. 

[彼は家の中にいる。] 

Il partira dans trois jours. 

[彼は 3 日後に出発します。] 

韓国語 

“앞” 

［前方、前］ 

집 앞은 산이다.  

[家の前方は山だ。] 

앞으로 잘 부탁합니다. 

[今後よろしくお願い致します。] 

＜例文出典＞ 

（日）：『広辞苑 第 6 版』、2626頁、（英）：『オックスフォード実例 現代英語用

法辞典 第 3 版』119頁&121 頁、（仏）：『クラウン仏和辞典第 2 版』355頁、（韓）：

『朝鮮語大辞典 下巻』1601頁。 

なお、韓国語の“앞”［前方、前］の時間表現には、上の表に挙げた「将来、

未来」の意味を表すケースと“앞에서 말한 바와 같이…”［先に述べたよう

に…］のように「（時間的に）前」を表すケースの二つのパターンがみられる。 

2） この点については、6.2.1.で詳しく述べる。 

3） 张黎 1988：23-24 は、このような多義が生じる表現の例として、さらに“开

幕式前十分钟”[開会式の最初の 10分間/開会式開始前の 10分間]や“考试前

半小时”[試験の最初の 30分間/試験開始前の 30分間]などを提示している。 

4） 「眠る前の 30 分＞眠り始めてからの 30 分」は、後者の意味よりも前者の意

味として理解されやすいことを表す。 

5） 同様の傾向は“下”のケースにおいてもみられる。 

6） “上两个月”という表現については、発話時の直前の「2 ヶ月」、あるいは「2、

3 ヶ月」の両方の意味を表す可能性がある。ただし、例（3）では経済関連の
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データについて言及されており、正確な数字が要求されることから、「2 ヶ月」

として理解するのが適切であると考えられる。 

7） 例（3）の“上两个月”[ここ 2 ヶ月]のように、“上”についても【時量】を

表す表現として用いられるが、“前”の場合とは異なり、この場合の“两”を

“三”に置き換えて“上三

．

个月”とすると違和感が生じるようである。また、

“上”の場合、“上两个星期”や“上两个月”のようには用いられるが、“上

两天”は用いられにくい傾向があり、やはり“上”の使用範囲は“前”より

も狭いものであるといえよう。 

8） “星期”のケースについては、“前/后半（个）月”や“前/后半年”に比べれ

ば使用頻度は低いものの、“上/下半（个）星期”よりは若干容認度が高くなる

ようである。 

……，这一周的天气可以用“前晴后雨”来概括，前半个星期全国不少地

区都出现了高温天气，后半个星期全国大部分地区则笼罩着阴雨天气。 

＜百度＞（http://www.cctv.com/news/society/20040714/100554.shtml） 

[…この一週間の天気は「前半晴れで後半は雨」と総括することができ

る。週の前半は全国の多くの地域で高温の天気となり、週の後半は全国

のほとんどの地域で陰雨に包まれた。] 

上の例のように、“前/后半（个）星期”という表現の使用例は存在するが、

このような表現に対する許容度には個人差がみられる。ただし、“上/下半（个）

星期”に比べて使用例が増加することは確かであり、これは“前/后”自体が

“上/下”よりも広く用いられることを示していると考えられる。詳しくは、

6.5.を参照。 

9） 次の例における“前三个月”がいつのことを指しているのかは曖昧である。 

2010年 11月刊的《名利场》电子版的销量是 8700册，而前三个月的平均

销量是 1.05万册。         ＜人民网＞（2011年 1 月 24日） 

（http://media.people.com.cn/GB/40606/13802223.html） 

[2010年 11月発行の《名利场》（Vanity Fair）電子版の販売量は 8700冊

で、｛それ以前の 3ヶ月/最初の 3ヶ月｝の平均販売量は 1.05万冊である。] 
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上の例における“前三个月”は 11月の前の 3 ヶ月（8 月～10月）を指す可能

性と、最初の 3 ヶ月（この場合、さらに一年の最初の 3 ヶ月（1 月～3 月）と

電子版発行後の最初の 3 ヶ月の両方の可能性がある）を指す可能性がある。 

10）ただし、対象となる期間が明示される場合には、対象期間の最初の X 年を指

すことも可能である。 

采取“2+2”的培养模式，即前两年学习中文基础课程，后两年进行专业

系统学习；…… 

＜人民网＞（http://yn.people.com.cn/GB/210654/210663/15145754.html） 

[「2＋2」の育成モデルを採用する、すなわち、最初の 2 年は中国語の

基礎課程を学び、後の 2 年は専門教育の学習を行う…] 

11）“前两天”[2、3 日前]に対して、“

＊

后两天”という表現は用いられない。ま

た、“前 X 个月”「ここ X ヶ月」に対応するような表現についても、“后 X 个

月”ではなく、“今后 X 个月”などの表現が用いられることが多い。 

12）【表 1】では「②ある時間（期間）の最初の時間」は“前”との共起によって

のみ表されるとなっているが、“后”についても、たとえば“开会后一个小时”

のように、「一定の時間を要する行為を表す語」が前置される場合には、「当

該行為の開始後の時間」（すなわち、「出来事の最初の時間」）を表すことが可

能となる。この点については、6.3.を参照。 

13）张黎 1988：24 は、「“前/后”＋数量詞表現」に前置する要素は[＋過程]の特

徴を持つと指摘し、例として以下のようなものを挙げている。 

【过程性名词】：手术、灾荒、宴会、节目、危机、电影、音乐会、球赛…… 

【过程动名词】：报告、洗澡、训练、讨论、战斗、调查、理发…… 

【过程动词及动词短语】：睡觉、开会、吃饭、比赛、劳动、工作…… 
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終章終章終章終章    結語結語結語結語 

 

 

本研究では、現代中国語の方位詞“上”、“里”の用法について、主に両者の使

い分けや“里、中、内”の比較分析を通して、意味的・統語的側面から考察を行

った。方位詞の選択、および省略の可否は、共起する名詞、動詞、補語、介詞、

および構文や形式、視点、文脈など様々な要素による影響を受ける。たとえば、

第 1 章で考察した“V 进＋L”のケースでは、形式によって対象間の「内包関係」

を表すことが明白となるため、方位詞の省略が可能となるケースが多い。これは

通常、二次元的特徴が顕著であるとみなされる“广场”のような名詞についても

例外ではないことからも、方位詞の使用に対して、形式による影響が比較的顕著

に現れる例の一つであるといえる。しかし、“V 进＋L”のケースにおいても、前

置する名詞の持つ特徴を全く考慮せずに方位詞の省略の可否を判断することはで

きない。たとえば、もともと「場所」として認識されにくい“火”や“土”など

の単音節の名詞の場合、“里”類（“里、中、内”）の方位詞を後置させる必要があ

る。ただし、単音節の名詞であっても、“门”のように「通過経路」を表すものや、

“屋”や“山”のように「場所」として認識されるものについては、方位詞を省

略することが可能となる場合もある。また、“桌子”のケースのように、「立体空

間」あるいは「一つの範囲」のいずれの認識とも結びつきにくいものについては、

方位詞を付加したほうがわかりやすい表現となる。方位詞の省略の可否、および

選択については、常に複数の要素について考慮する必要があるが、対象となる名

詞自体の持つ特徴を正確に把握することは、特に重要な意味を持つといえる。 

第 2 章、第 3 章では、共起する名詞自体の持つ特徴が方位詞“上”、“里”の選

択に与える影響について考察した。方位詞“上”と“里”の使い分けについては、

二次元的特徴の顕著なものは“上”と、三次元的特徴の顕著なものは“里”と共

起するというおおまかな目安が存在する。しかし、対象となる空間の持つ次元的

特徴の判別が難しいケースや、そもそも次元的特徴に焦点が置かれないケースも

ある。たとえば、“公园”は“里”とのみ共起するが、日本語母語話者である筆者
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にとって、「公園」は三次元的特徴の顕著な空間という認識には結びつきにくい空

間であるといえる。“里”と共起する「三次元的特徴の顕著な空間」には、“房间”

のようなプロトタイプ的な空間だけでなく、「閉鎖性の高い空間」として認識され

るものも含まれる。中国語の“公园”には「塀などに囲まれた閉鎖性の高い空間」

であるという共通認識が存在するため、“里”と共起することになる。一方、次元

的特徴に焦点が置かれないケースとは、対象が一つの範囲として認識されるケー

スのことを指す。このようなケースにおいては、“广场”や“草地”のように“上”

と共起しやすいもの（二次元的特徴が顕著）であっても、“里 2”（範囲の内側を表

す）との共起も可能となる。ある対象について、その対象が持つ二次元的特徴に

焦点が置かれるのか、それとも一つの範囲の内側であるという部分に焦点が置か

れるのかについては、話者の認識に大きく左右されるため、客観的な要素だけで

共起する方位詞を判断することが難しいケースも少なくない。 

また、第 3 章において考察した情報媒体を表す名詞については、基本的には“上”

と“里”のいずれとも共起が可能であるとされるが、対象が二次元的特徴を持つ

か否かによって、“上”との共起状況に違いがみられる。たとえば、“报纸”や“电

视”などの視覚による情報媒体については、情報（文字、映像）が媒介される道

具が二次元的特徴を持つことから、“上”と共起しやすくなる。それに対して、音

声という手段による情報媒体（“广播”や“电话”）については、二次元的特徴に

結びつかないため、“上”は用いられにくくなる。また、物理的なかたちを持たな

い“心”のケースのように、方位詞自体の持つ特徴がニュアンスの違いとなって

現れる例（“心里”「内的、堅固な」、“心上”「表面的、一時的」）もみられる。 

第 4 章、第 5 章では、方位詞“中、内”との比較分析を通して、“里”の用法に

ついて考察した。具体的な空間を表す場合、方位詞“里”と“中”の間には、「枠

の中」を表すことができるか否かという点において大きな違いがある。“中”の「枠

の中」を表す用法は、「一定の範囲内」を表す“里 2”の用法に近いが、“窗户里”

という表現を用いた場合には、「（窓）枠の中」ではなく、「窓の内側の空間」とい

う認識に結びつく。さらに、第 3 章で取り上げた“报纸”、“书”、“镜子”などの

名詞が“里”と共起した場合にも「一定の範囲内」という認識に結びつかないこ
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とからも、“操场”や“沙漠”などの空間を表す名詞のケースを除き、“里 2”とし

て用いることはできないといえる。また、一般に“里”は口語、“中、内”は書面

語に用いられることが多いとされるが、文体の違いによる影響が、これらの方位

詞の置き換えの可否に反映される場合がある。第 5 章で考察したように、身体部

位名詞と共起するケースについていえば、共起する名詞自体の持つ文体的特徴（口

語的/書面語的）は、その特徴が特に顕著な場合、共起する方位詞に影響を与える

が、それ以外の場合にはある程度の影響が認められるという程度にとどまる。た

だし、本来“里/中”と共起するような名詞であっても、文語的な文章に用いる場

合には、あえて“内”が選択されるケースもあり、方位詞“里、中、内”の選択

に関しては、前置する名詞の持つ特徴だけでなく、文章全体の文体的特徴につい

ても考慮する必要がある。 

第 6 章では、方位詞“上、下、前、后”が時間的表現に用いられるケースにつ

いて考察した。時間を表す表現では、“上/下”よりも“前/后”の方が使用範囲が

広く、「N/V＋“前/后”＋数量詞表現」や「N/V＋“前/后”」のように多義とな

るケースもある。これらの表現において問われるのは、前置される要素が「行為」

として認識されるか否かという点である。たとえば、「行為」として認識されない

“电影”の場合、【前 B】（映画の最初の時間）の意味を表し、【前 A】（映画の開

始前の時間）の意味を表すためには、何らかの動詞を加える必要が生じる（例：“放

电影前 10分钟”[映画を上映する 10分前]）。一方、他の動詞を付加しなくても一

つの行為として認識され得るものについては、多義となる可能性が生じるが、前

置される要素自体の持つ特徴により、表される意味はある程度制限される。ポイ

ントとなるのは、当該行為の「開始」に焦点が置かれるのか、それとも「終了」

に焦点が置かれるのかという点である。たとえば、“睡觉”の場合、【后 C】（「当

該行為の終了後の時間」）よりも【后 A】（「当該行為の開始後の時間」）の意味を

表しやすいことから、「行為の開始」に焦点が置かれる特徴を持つと判断される。 

本研究では、方位詞“上”、“里”の選択のメカニズムを明らかにすることを目

的とし、主に共起する名詞の持つ特徴による影響という視点からの考察を行った。

名詞の持つ特徴が方位詞の選択において最も重要な要素となるケースは、「乗り
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物」を除く「閉鎖空間の内部を表すケース」であるといえる。この「閉鎖空間の

内部を表すケース」については、方位詞そのものが省略されない限り、基本的に

“里”類（“里”、“中”、“内”）の方位詞が用いられることになる。なお、「二次元

的特徴の顕著な空間を表すケース」についても“上”と共起しやすい傾向がある

が、この場合、「範囲の内側」を表す“里 2”が選択されることもある。これらの

方位詞によって表される位置関係は、発話者が外界の事象をどのように捉えてい

るのかを如実に反映するものであり、たとえば“孩子们都在操场上玩”と表現し

た場合には、グラウンドの持つ顕著な二次元的特徴、およびグラウンドとそこで

遊ぶ子どもたちの間に存在する「接触関係」に焦点が置かれていることになる。

それに対して、“老师禁止我们在操场里玩”と表現した場合には、グラウンドとい

う一つの範囲内で遊ぶこと禁止するという「内外関係」を表していると理解され

る。また、中国語の“公园”が“里”とのみ共起するという言語事実からは、中

国語話者が“公园”を「内部空間を有する閉鎖空間」として認識していることが

わかる。 

このように、中国語の空間表現を把握するためには、中国語における空間認知

の特徴を明らかにすることが不可欠である。その際、中国語を他の言語と比較す

ることは有効な手段の一つであるといえる。たとえば、本研究の主な考察対象で

ある方位詞“上”、“里”は英語の前置詞“on”、“in”などの用法と重なる部分がみ

られるが、英語を始めとする他の言語との比較を通して、本研究で得られた空間・

時間表現に関する特徴が、中国語特有のものであるのか、それともどの言語にも

普遍的に存在するものなのかを明らかにすることができるであろう。 
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