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　空間認知というものは普遍的であるかのように捉えられがちであるが、各言語に反映

された空間表現を見る限り、それは一様ではない。統語的には、日本語における空間表

現は複合的で、「Nの上に」のように「空間名詞＋空間辞」注1によって表される。しかし、

空間名詞が省略される場合が多く、動詞の意味と経験知識に依拠して、空間辞が指し示

す空間の意味解釈を行っている。英語では“at＋N”のように前置詞によるが、“in（at）

the  school”“on the cumpus”等の表現に見られるように、名詞と前置詞の関係は極めて

固定的である。

　一方、中国語においては“N＋ ”のように「名詞＋方位詞」という名詞フレーズで表

されるが、名詞と方位詞の関係は基本的に固定的であり、さらに前置詞を伴う場合と伴

わない場合がある。また、 等の普通名詞を場所として示す場合は必ず方位詞を後

につけるが、 等の固有名詞にはつけられず、 等の場所名詞はつける場合と

つけない場合がある。しかも、その場所を表す名詞の音節数や、統語的役割等によって

も異なる。これら方位詞付加の必要性の有無については先行研究に詳しい注2。

　また方位詞は、 等の単純方位詞と、それに 等を後接した複合方

位詞 等があり、 には16の単純方位詞と

60の複合方位詞が収録されている。しかし、単純方位詞と複合方位詞の差異についての

研究は少なく、呂（1965）、李（1980）等に一般的な使用状況の分析が散見される程度であ

る。この二者の差異について 以外の方位詞の場合、その意味は基本的に同一

とされているが、“上”とその複合方位詞については、 （1994）がストレスの位置によ

る意味の差異に言及している。さらに方位詞の中で、 が最も多く使用さ

れていることは （1998）の分析でも明らかであるが、その中で具体的空間を表す方位

詞は と が中心的であり（抽象義も持つ）、二者の区別に関する幾つかの個別的

分析が存在する。また「方位詞は後置詞とも呼ばれ、通常は別の語、主に名詞に後接さ

れ」注3 るように、単独の場合は極めて限定的に用いられる注4。従って、本稿では “N＋

”を基本形とし、その基本的空間義を分析する。
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1.  方位詞 の空間義

　日本語の「上」が示す基本的な空間義は、「垂直方向に対する上方（以下「上方」とする）」

であるが、中国語においては「上方」と「物体表面」を表す注5。従って、

（天井にライトをつけた）のように、 が現実には「垂直方向に対する下方（以下

「下方」とする）」を示す表現が成立する。

　ここで、中国語の方位詞 と が表す空間を、「箱」を例にとって示すと 以下

のようになる。

　　 A B C D E

　　 内部 表面 接触上方 非接触上方 全体を覆う上方一帯

Aの「内部」空間は が示し、それ以外は が表す。Bは「外部表面」を表し、

C～Eは「上方」を表している。 Cは「接触上方」、 Dは「非接触性の上方」であり、 Eは

「全体を覆う上方一帯」である。以下に例文を示す。

　

　A（1）　 （箱の中に本がたくさんある。）

　B（2）　 （箱（の表面）が汚れた。）

　C（3）　 （箱の上に湯のみがある。）

　D（4）　 （箱の上を蜂が旋回している。）

　E（5-1） （箱の上に布をかけた。）―接触

　　（5-2） （箱の上を二人がまたいでいる。）―非接触

　　（5-3） （箱の上に煙が漂っている。）―接触と非接触

　保坂/郭（2000）は、 は二次元的で は三次元的としているが、その区別は、

例えば教室のように壁と天井と床で物理的に完全に囲まれた空間であるかどうかだけに

よって決まるのではない。空間の大小や法的抽象的な境界線の存在の有無等から人がイ

メージ的に抱く隔絶感の強弱も二つの区別に関与している。例えば、日本語においても

「大通りに出る」「裏道に入る」と表現されるように、空間に対して中と外の概念を設定

しているが、その捉え方は中国語と同一ではない。中右（1997）は、藤岡（1974）の「人

間はイメージタンクそのものの所有者であり、イメージによって人間は行動し、イメー

ジが行動の具体的な細部まで指導している」を引用し、「空間認知はイメージによって行

われる」と述べている。注6　本稿は、イメージは抽象的で曖昧なものではなく、具体的で
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合理的な基準を有するものであると考え、 が示す空間を 、 及び

等複合方位詞と対比しながら分析することを目的とする。

2.  場所化の

　　（6） （机に汚れがある。）

　　（7） （机（の上）に本がある。）

　　（8） （木（の上）に鳥が止まっている。）

　　（9） （木に名前が彫ってある。）

　これらの表現例で示される場所が、机や木のどこを指すかは、方位詞 によってで

はなく、他の要素によって決まる。人間の経験知識から、「本」があるのは机上部の平面

に限られるが、「汚れ」は机上部だけでなく机の側面の場合もあり、この表現例だけでは

どこかを限定することはできない。また、「鳥が止まる」のは通常木の枝であるが、「名前

が彫ってある」のは木の幹と枝のいずれの場合もあり得る現象である。冒頭に述べたよ

うに、日本語は空間名詞が省略され、経験知識に依拠する場合が多いため、「上」が限定

された具体的空間義を表している。英語においても、例えば“on the desk”や“above the

desk”は、それぞれ「接触点」「非接触上方」の具体的空間を表す。ところが、中国語の

は、人間が知覚できるあらゆる部分を指しており、 は知覚可能な「机のど

こか」或いは「机の上方」という以上の具体的空間を表さない。即ち、この は「意

味の希薄化」として機能していると考えられる。

　例えば、日本語の「～のところ」も、場所化機能を有しているが、そのモノ自体ではな

く、「上・中・下」等に限定されない周辺空間を表す場合に用いられるのに対して、中国

語の は、モノ自体を指し、周辺空間を含まない。しからば、 は が

示す空間とどのような関係にあるのであろうか。前述の保坂/郭（2000）も、二次元の

と三次元の とに規定しながらも、発話者のイメージによっていずれにも捉えられ

ると述べているが、その区別の根拠は示されていない。

3. と内部空間の

　例えば、「棚」を例にとると、扉の無い棚は を、扉のある棚は を基本的方

位詞とするとされてきたが、言語事実はそのように固定的ではない。

　　（10） （この本を本棚に置く。）

　　（11） （本棚に面白い本がある。）
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　（10）は本を置くという動作のあとに本が存在する場所を示しており、方位詞 が

付加され、それを に置きかえることはできない。しかし、（11）は「本だなに何が

あるか」というコンテクストの中で、「本棚内部」がトピック化され、囲まれた空間とし

て発話者に認識されている。そのため内部空間という具体的空間義を表す の付加が

可能になる。地図や扇子に描かれたモノを述べる場合も、場所化の が地図や扇子に

付加されるが、閉じられた状態或は平面の内部と認識される場合は を付加すること

ができる。また、姿を映した写真や湖面には、 が付加されるが、立体感を持ち、ま

るでそこに人がいるかのような鏡の場合は、 が付加される。また逆に、通常は

を方位詞とする の場合も、（13）のように修飾語 と動詞 を用い

た状況設定によって、お皿の奥行きや内部空間が認識されない場合には、 の付加が

可能となる。

　　（12） （お皿におかずを盛った。）

　　（13） （大皿におかずがいっぱい並んでいる。）

　我々の身の回りには、二次元と三次元の混在するモノが多く存在するが、焦点がその

モノ自体にある場合は方位詞 が用いられ、奥行きや深さ等を有する空間としてイ

メージされ、その内部空間が焦点となる場合には方位詞 が用いられる。

　また、 は （ガラスの中に何かあるようだ。）のように物体その

ものの内部をも表す。

　　（14） （私は壁に釘を打つた。）

　　（15） （私は壁に釘を深く打ちこんだ。）

　　（16） （私は花を1本すだれに差した。）

　（14）では「壁」を場所として提示しているため、 の付加が自然であるが、（15）

の「深く打ちこむ」という表現では、「壁の内部」がクローズアップされるため、“里”を

付加した表現が自然となる。また、（16）においては、花が突き抜けているため内部空間

に焦点は移動せず、 の表面上に見られる現象と認識され、単に という花

を差した場所を示すものとして、 が用いられているのである。

　以上の考察から、「 は内部空間に焦点の無い場合、そのモノ自体を場所として提

示する」と定義することができる。
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4. と

　 及びその複合方位詞は、次の表現例（17）のように、日本語同様「下方」を表す。

　

　　（17） （机の下にラベルが貼ってある。）

　しかし、次の表現例は非文となる。

　　（18）* （*天井の下にラベルが貼ってある。）

　これは「天井」の板面そのものが人間の知覚する「天井」の中心的部分であるために、

方位詞 と意味的に矛盾が生ずるからである。従って、この場合は、「天井」自体を

場所として提示するという文法的意味を示す方位詞 が付加される。

　　（19） （天井にラベルが貼ってある。）

　2節で見たように、 は、「知覚可能な範囲」を指すため、それが「上方」であるか

「下方」であるかを問わない。しかし、通常そのモノの中心的空間が優先的に認識される。

その中心的空間が「下方」には無く、しかも限定的に下方空間を表す場合に、方位詞

が付加される。従って、「 は下方に焦点の無い場合、そのモノ自体を場所として提示

する。但し、そのモノの中心的空間が下方にある場合は が付加される」と定義する

ことができる。

5. の接触性

�   以上から明らかなように、 は「内部と限定的下方以外の知覚可能な範囲」という

空間義を表すが、本節では接触性の観点から を考察する。

　　（20） （私は傘を椅子に立てかけた。）

　　（21） （私は帽子をフックにかけた。）

　　（22） （机にライトを取りつけた。）

　　（23） （冷蔵庫にタオルがかけてある。）

（20）（21）の は、まさに接触点を表している。また、（22）（23）の は、と

もに「上方」の意味を有しておらず、まさにそのモノ自体のどこかであるということを

表しているにすぎない。もし、机の上方の天井か壁にライトを取り付けた場合であれば、
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のように「壁」という接触点を明示しなければならない。また、冷蔵

庫の「上方」にある窓にタオルがかかっている状況において発話された場合でも、（23）

の は、「上方空間」を表すことはできない。このように、 は、接触点があ

る場合には、「上方」ではなく、第一義的にその接触点であるそのモノ自体の知覚可能な

範囲を示す。

　　（24） （机の上が暗い。）

　　（25） （冷蔵庫の上を蚊が飛んでる。）

　（24）は、状況を示す が用いられることにより、机の表面である接触点に焦点

はなく、（25）は という接触点を有せず空間を浮遊する動詞が用いられることによ

り、経験知識からそれがモノ自体を指していないことが明らかである。このように

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。

6. 乗り物＋

　乗り物は、基本的に （飛行機で に） （車で に）のように を

基本的方位詞とするが、 （車両で に）のように乗り物自体の名称でない時には、

内部空間を表す が用いられる。一般的に、乗り物は屋根等がついた閉鎖的空間を

有していると認識されるが、元来、乗り物は当初すべて無蓋車であり、四面を囲まれた閉

鎖的空間を有していなかった。しかも、乗り物は地面或は人より上方にあると認識され

る注7。従って、後に無蓋車でなくなり、閉鎖的空間を有するようになってからも、乗り物

は を基本的方位詞とした。乗り物に が付加される要因は以下の如く二つある。

　一つは、乗り物の種類である。 等は、方位詞 を

付加するが、 等は、 とともに の付加が可能である。そ

れは、これらが比較的新しい乗り物であることと、動き回れないような空間の狭さがある

ことから、内部空間としてイメージすることが容易になったためだと考えられる。

　いま一つは、動詞との関係である。上述したように、 のみの付加が可能なグルー

プでは、以下の表現例の を に置きかえることはできない。

　　（26） （私は傘をバスに忘れた。）

　　（27） （人質がバスから飛び下りた。）

　しかし、以下の文では が付加される。
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　　（28） （人質がバスから逃げ出した。）

　　（29） （バスの中に煙が充満した。）

　　（30） （バスの中は人でぎっしりだ。）

　　（31） （バスの中に石が投げ込まれた。）

　（27）と（28）の表現例は相似するが、「降りる」（上方から下方へ）と「出る」（中から

外へ）という移動に対する発話者の視点や状況の捉え方の違いにより、 と が

使い分けられている。また、（29）（30）の「いっぱいになる」という認識は、発話者の視

点が乗り物から離れ、発話の焦点が閉ざされた内部空間に置かれている。（31）では、「入

りこむ」という外から中への移動と認識されることにより、発話者の視点は内部空間に向

けられている。以上の理由により 等の動詞と方位詞 の共起が可能

となるのである。また、上の例で（30）のみが を に置きかえることができる

が、他は全て非文となる。

7. 場所詞＋ の示す空間── との対比

　場所名詞の中で、 （運動場） （大通り） （草原） （広場）等は

を基本的方位詞とし、 （公園） （裏道） （田んぼ）などは

を基本的方位詞とする。また のように と の両者を用いるものも

あるが、やはり意味上の差異が存在する。 は、このような場所詞に付加される場合、

どのような空間を表しているであろうか注8。

　　（32） （運動場は草ぼうぼうだ。）

　　（33） （庭園は草ぼうぼううだ。）

　　（34） （運動場に蝶々が飛んでいる。）

　　（35） （庭園に蝶々が飛んでいる。）

　　（36） （運動場の上を鳥の群れが飛んでいる。）

　　（37） （庭園の上を鳥の群れが飛んでいる。）

　以上の表現例は全て と を置きかえることはできない。しかし、方位詞を

に置きかえると以下のようになる。

　　（32）* （運動場に草が生えた。）

　　（33）* （庭園に草が生えた。）
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　　（34） （運動場に蝶々が飛んでいる。）

　　（35）* （庭園に蝶々が飛んでいる。）

　　（36） （運動場の上を鳥の群れが飛んでいる）

　　（37） （庭園の上を鳥の群れが飛んでいる。）

　先行研究では、 ＝ （方位詞にストレスが無い場合）等の例

から ＝ とされてきたが、以上からも ≠ の場合のあることがわかる。

また、 （1994）の指摘に見られるように、図Cの接触面は でも表されるがその

場合は軽声となり、D・Eの非接触上方はむしろ にアクセントが置かれる注9。しか

し、（32）́（33）́ から、場所詞に“上面”を付加して接触面を表せない場合のあることが

わかる。さらに、（34）́（36）́ のように、基本的方位詞が である場所詞は 、

の付加により非接触上方を表すことができる。しかし、 を基本的方位詞とする場所

詞の場合、（35）́のような低位置では非文となり、（37）́のように相当な高位置の場合に

成立する。これは、 を基本的方位詞とする場所が、上部も含んだ立体的空間として

認識されているためである。しかし、 を基本的方位詞とする場所詞も、「全体を覆

う」意味を表す場合に限り、（38）のように方位詞 を付加することができる。これ

は、内部空間を示すイメージ上の境界線が消失するためであると考えられる。

　　（38） （庭園に霧がかかっている。）

　また、（39）の表現例のように、 を基本的方位詞とする の場合でも、

を用い、「いっぱいである」という発話者の認識があり、その場所が閉鎖的空間としてイ

メージされる場合には、 が用いられる。

　　（39） （運動場一面の霧だ。）

　以上から、 を基本的方位詞とする、場所詞に付加された場合の は、「知覚可

能な範囲」をあらわすと同時に、「非接触性の上方」と「全体を覆う上方」を表す。また、

を基本的方位詞とする 場所詞に付加された場合の は、「全体を覆う上方」の

みを表すということがわかる。

8. 建物＋ の示す空間

　場所詞が建物である場合、それに付加される基本的方位詞は であり、その内部空

間を表す。この場合、「箱」と同様に、その「外部表面」や「上方」を によって表
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すことができるのであろうか。「教室の上で音がする」「校舎の上に人がいる」等は、日本

語においてはごく自然な表現であるが、中国語では以下の（40）（41）のとおり、非文或

は不自然な表現となる。「非接触上方」は、 の付加によって表すことができず、複合

方位詞を用いる必要があるという点は、 を基本的方位詞とする 等の場所詞

の場合と同様である。

　　（40）* （教室の上で音がする。）

　　（41）? （ビル（の上）に人がいる。）

　一般に、箱と教室はともに四方を囲まれた立体空間であり、その内部は方位詞 で

表される。しかし、箱は６面を持つ物体そのものを指すが、教室等の部屋類名詞は、その

壁や天井というよりも人間の活動空間（人的空間）を示している。そのため によっ

てその外部や上方を表すことはできず、その場合は複合方位詞が用いられる（

）。しかし、 は を付加して、以下のように様々な空間を表す。

　　（42） （こんなに遅いのにまだビルに人がいる。）

　　（43） （アンテナを修理するのでビルの上に人がいる。）

　　（44） （ビルから何か落ちた。）

　（42）は「ビルの中」を、（43）は「屋上」を表している。また、（44）は、ビルの外部

（そのモノ自体）を指しており、ビルの上方のどこかであって屋上とは限定されない。この

ように は内部も屋上も上方をも表すことができる。それにも関わらず、（41）

が不自然であるのは、単独では多義性を有するためである。また、 を用いて内部を

表わすことができるのは、以下のように だけである。

　　（45） （あのビルには20家族が住んでいる。）

　　（46）* （この家に4人が住んでいる。）

　　（47）* （あのマンションには20家族が住んでいる。）

　（46）（47）の「家」や「マンション」は、「人的空間」であるため非文となる。これに

対して は、マンションのように人が住むという具体性を持たず、物的建物として

認識される。しかも、高層で通常発話者の目線より上方にあるという要因によって、

を付加して内部を表すことを可能にしているのである。

　さらに、建物の内部であっても、例えば 最上部の「屋根裏部屋」に を付加した
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（屋根裏部屋に李さんが住んでいる。）は成立する。

このように、基本的方位詞を とする建物であっても、 等は、発話者

の視点によって、たとえ内部の場合でも で表すことができる。逆に、「教室」「マン

ション」等の部屋類名詞は人的空間を表しているため、「箱」と同様に を用いて外

部（そのモノ自体）を指すことはできない。

9. と

　 （空）には方位詞 が付加され、“地”は一般的に地面の上方は 、下方は

が付加される（ が「畑」の意味を表す場合は が付加される）。

　　（48） （本が地面に落ちている。）

　（48）の表現例では、通常 は軽声となり、 と同一の「地上」の意味を表す。

この場合、基準点は地面という場所にではなく、発話者の目線にある。発話者（人）の目

線を基準にして は必ず上方にあり、逆に は必ず下方にあることにより、この

表現が成立することとなる。

　また、身体部位 を場所化した場合も、通常 を付加し、 が付加された

場合は「下方」の意味を表す。

　　（49）　 （足の下に石を踏んでいる。）

　しかし、（50）は （頭）と （足）を対比的に表現しており、 によって

そのものを場所として提示している。この場合も基準点は発話者の目線にあり、足

が発話者の最下方にあるためこの表現が成立する。

　　（50）　 （頭には帽子をかぶり、足には長靴を履いてい

　　　　　る）

　我々が空間を表す場合には、必ず基準点が存在している。一般的に、モノを基準点とし

て空間を表す場合が多いが、本稿の8節・9節で述べた空間は、発話者の目線が基準点と

なっており、この基準点の違いによって、 に、「地上」と「地下」の二義が生じて

いる。本稿では十分に取り上げることができなかったが、 をめぐるインフォーマン

トの許容の揺れは、基準点の異なりによるところが多い。なお、本稿で取り上げた表現例

は全て作例である。
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注

1. この定義に関する論議は、中右実編1997「空間と移動の表現」研究社出版pp. 4-12を参照。

2. 高橋弥守彦「方位詞の用法について」『中国語学』1989  pp. 84-94、高橋弥守彦「場所を表す

語素と単語について」『中国語学』1993  pp. 89-98を参照。

3. 1992   p 232

・・ 本文中の訳文は筆者による。

4. 介詞 に後接されるか、 のような対句で出現する。

5.   では、具体的空間義として と

している。

6. 中右1997 pp. 76-84。藤岡喜愛1974『イメージと人間：精神人類学の視野』NHKブックス

pp.  68-69。

7. の基本義は「船を降りる」であるが、船に乗る場合は、下方に降りて行く場合があり、

と共に が用いられる場合もある。

8. の表現例として を取り上げたのは、それが、規模の大小を問わないためであ

る。例えば は一定規模の広さを持つ場所であり、 の「蝶々が飛ぶ」というコト

ガラの発生している場所としては不適切である。それは「教室に座る」が言えても「大学に

座る」が不自然であるのと同様の理由による。同様に、 は比較的小さな空間であるた

め、 の「鳥の群れが飛んでいる」というコトガラを表すには不適切である。

9. 1994 3　pp.  169-179の p 173。
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