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ヴォイヴォディナ・ルシン語の落下を表す動詞について

岡野
お か の

要
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京都大学大学院／ノヴィ・サド大学大学院
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1. はじめに

本稿では、ヴォイヴォディナ・ルシ
ン語 1 （以下、単にルシン語とする）
における落下を表す動詞の意味と分
布について考察する。ルシン語はセル
ビア共和国北部に位置するヴォイヴ
ォディナ自治州のいくつかの自治体
と国境を接するクロアチア共和国ヴ
コヴァル・スリェム郡のいくつかの自
治体で話されているスラヴ系の少数
言語のひとつであり （図 1. 参照）、
独自の規範を持つミクロ文語として
機能している。この言語の話者はセルビア領内において 1万 5千人程度、クロアチア領内
では千人程度とされ、2009年の調査に基づくユネスコの消滅危機言語地図において「危険
(definitely endangered) 」と評価されている 2 (Moseley 2010: 25)。この言語はヴォイヴォディ
ナ自治州の地域公用語としての地位を保証され、ルシン語によるテレビ・ラジオ放送
(Radio-Televizija Vojvodini)、新聞および文芸・文化雑誌の発行 (Ruske slovo, Rusnak, Švetlosc,

MAK, Zahradka他)、学術誌の刊行 (Studia Ruthenica, Rusinistični studiji他)、文学作品の出版
をはじめ、初等教育から大学における高等教育までがこの言語によって行われており、数
ある少数言語と比べると幾分か恵まれた状況にあるが、90年代の内戦時におけるカナダお
よびアメリカ合衆国への移民、国家公用語であるセルビア語およびクロアチア語の影響な
ど言語の維持をめぐる状況は楽観視できない 3。
ルシン語研究の多くは、この言語を母語とする研究者によって行われているが、これま

図 1 ヴォイヴォディナ・ルシン語使用地域
Moseley (2010: 25) 地図より（強調線は引用者）
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ではヴォイヴォディナ自治州におけるルシン語の標準化に関わる問題、ルシン語の起源と
スラヴ語群における系統の分類の問題、少数言語としての地位と地域公用語としての機能
をめぐる社会言語学的問題等がその中心を占めてきた。その一方で、地域的または系統的
に近い他言語との対照研究やより広い範囲での類型論的研究の数は大きく限られており、
とりわけ語彙体系や個々の語の意味を扱う意味論・語彙論的研究は、ルシン語研究の中で
も活性化が望まれる分野の一つである。また、ルシン語の語彙をルシン語で説明したいわ
ゆる国語辞典は存在せず、基本的な動詞の語彙的意味を扱った研究も、まだ数えるほどし
かない 4。本稿で考察の対象とするルシン語の落下を表す動詞について言えば、辞書学的な
観点からも、語彙論的な観点からもまだまとまった記述および研究が存在しない。落下動
詞の研究は、本格的な研究が始まってから日が浅いが、モスクワ語彙類型論グループ
(MLexT) <http://lextyp.org/> のプロジェクトの成果を筆頭に地域・系統の異なる言語を扱っ
た研究がいくつか発表されている  (Kaškin, Plešak 2015; Kaškin et al. 2015; Kuz’menko,

Mustakimova 2015; Reznikova, Vyrenkova 2015; Kulešova 2016)。本稿では、語彙類型論的研究
の知見に依拠しながら、ルシン語の落下動詞の意味と分布を体系的に記述すること、また
その際にルシン語の〈落下〉の意味野において関与的となる意味パラメータを抽出するこ
とを主な目的とする。

2. 〈落下〉の意味野の構造と関与的な意味パラメータ

落下動詞は、移動を表す動詞に分類され、〈移動〉の意味野の周辺に独自の小さな語彙ク
ラスを形成している。世界の諸言語における基本的な移動動詞の研究は枚挙にいとまがな
いほどあるのに対して、落下動詞の研究はこれまでほとんど存在せず、2014 年に始まった
モスクワ語彙類型論グループのプロジェクトを除けば、落下動詞は語彙研究においてごく
限られた形でしか言及されてこなかった。本節ではまず〈落下〉の意味野がどのような構
造を持つかを先行研究の分類を適宜参照・修正しながら概観する。
一般的に落下というと、「リンゴが木から落ちる」のように一定の高さのある場所に位置

する物体が下方へと位置を変化させる状況を思い描くが、モスクワ語彙類型論グループは、
〈落下〉をその語の表す一般的な意味よりも広く捉えている。先行研究の定義に倣えば、
〈落下〉は「平面との接触のない、上方から下方へと実現される制御不能の移動」と理解
することができる (Kuz’menko, Mustakimova 2015: 150)。この概念が「平面と接触のない」
と定義されるのは、飛行機の横滑りのように制御不能でも平面と接触した状態で実現され
る移動はこの概念に含まれないからであり、「制御不能の移動」という定義は鳥や飛行機を
はじめとする飛行する物体の急降下のように移動主体の制御下に置かれた状態で実現され
る上方から下方への移動を除くためである 5。〈落下〉の概念は、落下する物体 (Trajector)、
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物体の元の位置 (Source) および落下の終着点 (Goal) の 3 つの要素から構成される (cf.

Kuz’menko, Mustakimova 2015: 150; Reznikova, Vyrenkova 2015: 6–11)。 

落下する物体には人間、それに対置される人工物、雨や雪といった降水物、液体、粉末
の物体などがある。これらの区別は言語によって個々の語彙単位の使用に影響を持つこと
がある。また言語によっては、物体が単一か集合体かという区別が関与する場合もある。 

物体の元の位置もまた〈落下〉の概念において重要な位置を占め、物体が元々どのよう
な位置にあるかによって〈落下〉の状況を 3 つのタイプに分類することができる ( 図 2 参
照 )。1 つ目のタイプは〈垂直の物体の転倒〉であり、平面上に垂直に位置していた物体が
何らかの理由でその安定性を失い、その位置を下方へと変化させる状況である。このタイ
プの状況においては、物体が転倒する方向—側面への転倒、前方への転倒、転覆—または
滑って転倒のように制御不能の移動の原因といったパラメータによって下位分類が可能で
ある。2 つ目のタイプ〈上方から下方への落下〉では、一定の高さのある位置にあった物
体が何らかの理由でその位置よりも低い位置にある落下の終着点に位置を変化させる。こ
のタイプの落下には落下する物体の元の位置の高度、落下する物体の種類および落下の終
着点となる場所の性質—硬い平面、柔らかい平面、液体—が語彙化に関与的なパラメータ
になる可能性がある。3 つ目のタイプ〈容器からの落下〉は、閉ざされた空間内にあった
物体が元々位置していた空間の外に位置を変化させる状況を表す。この位置変化は、上述
の 2 つのタイプ同様、物体の制御不能な移動によって実現されるものであり、落下の終着
点は通常元々の位置よりも低い位置にある。 

落下の終着点にもいくつかの種類を挙げることができる。物体が落下する場所はアスフ
ァルトや床のように硬い平面、ソファーや泥のように柔らかい平面、水やコーヒーのよう
に液体である可能性がある。落下の終着点のタイプは、落下の際に物体が平面と接触する
ことで発生する音と関連している。落下の際に発生する音を表す表音動詞は、終着点とな
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る平面・水面の種類によって分布に差が出ることがある。また、落下の際に雪や泥の層の
中にはまり込む場合や床の下や氷の下に落ちる場合には異なる動詞が用いられる可能性が
ある。 

上述の意味的パラメータをもとに、Kuz’menko, Mustakimovaは表 1のように〈落下〉の
意味野を切り分ける 25個のフレームを想定している。次節の分析では、このフレームを用
いてルシン語の動詞が〈落下〉の意味野をどのように切り分けているかを考察する。 

表 1 〈落下〉の意味野におけるフレーム (Kuz’menko, Mustakimova 2015: 152–153) 

垂直な物体の転倒 側面への転倒（木、柱） 

前方への転倒（人間） 

横方向への転倒（車） 

後方への転倒（卒倒） 

滑って転倒 

放射状の動き（物体の一部の落下—例: 家屋の倒壊） 

上方からの落下（高度の高い位置からの落下も含む） 

容器からの落下 

掛けられた状態からの落下 

部分と補足物の落下（車のタイヤ、指輪） 

固定された物体の落下（例：リンゴが枝から落ちる） 

層の下への落下（雪の下へ落ち込む） 

層への落下（雪の中へはまる） 

主体 液体 流れ 

雫 

集合体 

粉末の物体 

降水（雨、雪） 

髪の毛、歯 

主体と移動の終着点 柔らかい物体の柔らかいものへの落下 

（例：ぬいぐるみがソファーに落ちる） 

柔らかい物体の硬いものへの落下 

（例：カバンがアスファルトに落ちる） 

柔らかい物体の液体への落下 

硬い物体の柔らかいものへの落下 
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（例：石が泥に落ちる） 

硬い物体の硬いものへの落下 

（例：交通掲示板が地面に落下する） 

硬い物体の液体への落下 

（例：石が水に落ちる） 

3. ヴォイヴォディナ・ルシン語の落下動詞

本節では、ルシン語の落下を表す動詞の意味と分布について実際の使用例を参照しなが
ら検討する。本稿で考察の対象とする語彙単位は、『セルビア語・ルシン語辞典』および『ル
シン語・セルビア語辞典』を用いてリストアップし、ルシン語話者への聞き取り調査を通
じて確認を取った。用例には、ルシン語で書かれた文学作品および新聞等の報道テクスト
から抽出した約 100例とインフォーマントから得た例を使用した。

3.1 ドミナント padac「落ちる」とその派生語

ルシン語の動詞 padac 「落ちる」は落下を表す動詞の中で最も使用頻度が高く、表すこ
とのできる意味の幅が最も大きい。この動詞は、古代教会スラヴ語の動詞 pasti 「落ちる」
に起源をもつ不完了体動詞で、ロシア語 padať、セルビア語 padati、ポーランド語 padać の
ようにすべての現代スラヴ諸語にその反映形を確認することができる (ESRJ 3: 184)。この
動詞は、もともと完了体動詞 padnucとアスペクトのペアを形成したと考えられるが、現代
語では padnuc は用いられず、代わりに接頭辞 s- の付加された形 spadnuc とアスペクトの
ペアを成す (Međeši 2014: 67)。動詞 spadnuc – padacは〈落下〉の意味野のドミナントであ
り、同じ意味野に属する動詞の中で最も広い意味を持ち、様々なタイプの落下を表すこと
が出来る。例えば、動詞 spadnuc – padac は垂直の物体の転倒（側面への転倒、前方への転
倒、滑って転倒）および上方からの落下、片持ち梁等に掛けられた物体の落下、固定され
た物体の落下を表すことができる。 

(1) Drevo kotre stare kolo 70 roki  spadlo nješka 

tree that  old around 70 years fall.PST today 

rano u Radničkej uljički i očkodovalo  tri avta. 

morning in Radnička street and damage .PST three cars 

樹齢約 70年の木が今朝労働者通りで倒れ、車 3台を破損した。(RTV, 3.4.2013.) 
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(2) Ukušelo me mocno za petu ljivej nohi i 

bite .PST me strongly for foot left leg and  

ja še zapljantal i spadnul na kanabel’. 

I REF careen.PST and fall.PST on sofa 

何かが左足のつま先に強くかみついて、ぼくはよろけてソファーに倒れ込んだ。(ĐP) 

(3) Mac uverela že jej sin spadnul pre šljizku dražku. 

mother believe.PST CONJ her son fall.PST for slippery road 

母は自分の息子が滑りやすい道のせいで転んだと確信していた。(ĐP) 

(4) Ked labda spadla na žem, bavisko predlužovala druga 

when ball fall.PST on ground play continue.PST another 

bavjačka.  

player 

ボールが地面に落ちたら、別の遊び手が遊びを続けた。(SRB) 

また、動詞 spadnuc – padacは特定のコンテクストにおいて部分と補足物の落下および層の
中への落下を表すことができる (cf. Perscen’ spadl z pal’ca「指輪が指から外れ落ちた」; 

Spadnul som do šnjihu / pod šnjih「ぼくは雪の中に／雪の下に落ちた」)。雨や雪といった降
水現象が降る様子も動詞 spadnuc – padacを用いて表される。 

(5) Barz še mi pačelo že še možeme kupac na bazenu 

very REF me like.PST CONJ REF can.PST swim.INF on pool 

i ked pada diždž i ked slunkovito. 

and when fall.PRS rain and when sunny 

雨降りときでも晴れのときでもプールで泳げるのがとても気に入りました。(VN) 

(6) Spadnul šnjih u dajednix čascox Saudijskej Arabiji. 

fall.PST snow in some parts Saudi Arabia 

サウジアラビアのいくつかの地域で雪が降った。(RTV, 30.11.2016.)

動詞 padacに接頭辞・接尾辞を付加して得られる派生動詞は、動詞 spadnuc – padacより
もより具体的な意味を持ち、通常限定されたコンテクストでのみ使用される。内部への移
動を意味する接頭辞 u-  (< *vъn-) の付加された動詞 upadnuc – upadovac「（内部に）落ち
る」は落下する物体が落下の結果、閉ざされた空間または層・平面の内部に位置を変化さ
せる状況を表すために用いられる。 
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(7) Šedam na madrac, upadujem do n’oho, rebra upadaju do 

sit.PRS on mattress fall.PRS till him rib fall.PRS till 

bruxa, a šija do trupla. 

stomach but neck till body 

マットレスに座ると、中に落ち込んで、肋骨が腹部に、首が体に落ち込んだ。(IM)

外部への移動を表す接頭辞 vi- の付加された動詞 vipadnuc – vipadovac「（外部に）落ちる」
は落下する物体が落下の結果、閉ざされた空間の外に位置を変化させる状況を表す際に用
いられる (vipadnuc zoz kišenki/zoz ruki「ポケットから／手からこぼれ落ちる」)。また、こ
れらの動詞は髪の毛や歯のように人間の身体の一部を成すものが抜け落ちる様子を表す際
にも用いられる (cf. 例文 9 )。このとき、動詞 vipadnuc – vipadovac は、落下する物体を総
体として捉える動詞 opadac – opadovac とは異なり、物体が個体として認識される。 

(8) Jabulka vipadaju zoz košarki. 

apples fall.PRS from basket 

リンゴが籠からこぼれ落ちている。(Informant)

(9) Mušel ši še nakusac ked ci zubi šicki vipadali. 

must.PST are REF bite.INF while you teeth all fall.PST 

まだ歯がすべて抜け落ちないうちに噛んでおくべきだったのに。(ĐP) 

接頭辞 o- の付加された動詞 opadac – opadovac 「（総体が）落ちる」は固定された物体
の落下および歯や髪といった身体の一部が抜け落ちる様子を表す際に用いられ、上述の動
詞 spadnuc – padac および vipadnuc – vipadovac と意味的に重なっているが、落下する物体
が均質な、または類似した物体の集合 (木の葉、熟した果実、髪の毛など) である点で異な
っている。 

(10) Ked pridze ješen’, ljisce opaduje, paxnju gestinji, a 

when come.PRS autumn leaves fall.PRS smell.PRS chesnut but 

ptici seljidbenjici odxodza na juh. 

bird.of.passage leave.PRS on South 

秋が来ると、木の葉が散り、栗のにおいがして、渡り鳥が南へ去っていく。(VN) 

動詞 popadac – popadovac 「少しずつ・時々降る」は、接頭辞 po- の表す配分的意味・程
度の小ささの意味からも予測可能なように、落下自体の程度が小さい様子を表す。この語
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彙は、Popaduje diždž / šnjih「小雨が降る／雪がちらつく」のように降水のコンテクストで
用いられることがほとんどである。インフォーマントの内省によれば、完了体動詞 popadac 

は複数の物体が落ちる様子を表す際にも用いられるが、その使用頻度は大きく限られてお
り、今回行った用例分析では書き言葉における使用例は確認できなかった。 

接頭辞 pre- の付加された動詞 prepadnuc – prepadovac 「はまる」は落下する物体が層に
なっている平面へと位置を変化させて、結果としてその層へはまり込む状況を描写する 

(prepadnuc prez ljad 「氷に（落ちて）はまる」)。動詞 prepadnuc – prepadovac は、層の中
への落下を表す動詞 spadnuc – padac および upadnuc – upadovac と似た意味を持つが、
padac – spadnuc が前置詞句〈pod + 対格〉をとり、層の下へ落下する状況を描写し、upadnuc 

– upadovac が前置詞句〈do + 属格〉で層の内部へはまり込む状況を描写するのに対し、前
置詞句〈prez + 対格〉を伴い、層を突き抜けて落下の後にその位置に残留する状況を描写
する。

3.2 Zvaljic še – zval’ovac še「倒壊する」

動詞 zvaljic še – zval’ovac še 「倒壊する」は、結果として落下する物体の崩壊を含意し、
そのためこれらの動詞によって描写される〈落下〉は放射状の広がりを見せることが多い。
典型的な例は、家屋や建築物などの一部が崩れ、最終的に全体が倒壊する状況である。 

(11) Predsidatel’ Enrike Penja Nijeto naščivel lokaciju na kotrej še zvaljela 

President Enrique Peña Nieto visit.PST location on which REF fall.PST 

troetažna škola u Meksiko sitiju.

three-floored school in Mexico City 

エンリケ・ペーニャ・ニエト大統領はメキシコシティで、3 階建ての学校の倒壊した
現場を訪れた。(RTV, 22.9.2017.)

また、建築物のように決まった形がない物体でも、放射状に広がりを見せて落下する場合
には、動詞 zvaljic še – zval’ovac še が用いられる—例: Mocna lavina zvaljela še stredu večar na 

mali hotel u kotrim bulo kolo 30 osobi, medzi njima i dzeci 「子どもを含む約 30人の滞在して
いた小さなホテルに夜半強い雪崩が崩落した」(RTV, 20.1.2017. )。 

3.3 Vivracic še – vivracac še「横倒しになる」~ prevracic še – prevracac še「転覆する」 

ルシン語において〈横方向への転倒〉の意味領域は 2 つの動詞 vivracic še – vivracac še
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「（横向きに）転倒する」および prevracic še – prevracac še 「転覆する」によって語彙化さ
れる。落下する物体は、（4足歩行の）動物、車や船といった乗り物など通常元の位置が垂
直の状態で、かつ転倒の際に横方向へと位置を変化させる物体である。動詞 vivracic še – 

vivracac še は単に横向きに転倒することを表し、動詞 prevracic še – prevracac še は転倒の
結果元あった状態の反対の状態、つまり転覆してしまった状況を描写する。 

(12) Milka še skljagala perše na prednji, vec na zadnji nohi, i 

Milka REF careen.PST firstly on front then on back legs and 

vivracela še kolo samoho hnoju do kotroho počala čuric 

distort REF around very dung till which start.PST drain.INF 

husta červena krev. 

dense red blood 

ミルカ（牛の名前）は最初に前足が、のちに後ろ足が弱り、肥しのところに横倒しに
なった。そこには濃い赤い血が滴っていた。(ĐP)

(13) Avtobus zoz Pol’skej prevracel še pri Feketiču, vecej dzeci 

bus from Poland turn.PST REF by Feketić more children 

pokaljičeni.  

injured 

ポーランドからのバスがフェケティッチ付近で転倒し、児童大勢がけが。 

(RTV, 11.7.2017. ) 

3.4 Buxnuc「音を立てて落ちる・倒れる」

動詞 buxnuc「音を立てて落ちる・倒れる」は、人間または一定の重量を持つ物体が勢い
よく落下して落下先の平面と接触する際に音を立てる状況を描写する (buxnuc z karscelja / 

z hombalki / z dreva「椅子から／ブランコから／木からどしんと落ちる」)。このような落下
は、音を立てるほど勢い強い、突発的な位置変化であり、また、落下先となる平面は硬い
物質であることがほとんどである。この動詞が、不完了体のペアを持たないいわゆる
perfectivum tantumであることも、描写される行為が瞬間的であることを示している。 

(14) Von zaspal za čas hodzini i buxnul je naraz zoz 

he fall.asleep.PST for time class and fall.PST is suddenly from 

karscelja. 

chair 
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彼は授業中に寝てしまい、突然椅子からどしんと落ちた。(Informant) 

3.5 Rapnuc – rapkac 「柔らかい平面に落ちる・倒れる」

動詞 rapnuc – rapkac 「（柔らかい平面に向かって）落下する・倒れる」は、主に人間が
柔らかい平面に向かって勢いよく落下・転倒する際に用いられる。意味のよく似た動詞
buxnuc と異なり、落下先の平面が液体または泥のように柔軟なものであることが多く、落
下する際に出る音は通常硬い平面に落下する様子を描写する動詞 buxnuc の出すそれより
も小さい。落下の際、落下する物体そのものの形状に変化はなく、この点では後述の動詞
capnuc – capkac と異なっている。 

(15) Dlanji še zošljisli na blace žovtej hljini ked som še 

palm REF slip.PST on mud yellow clay when am REF

už dzvihnul na kolena, i znova som rapnul do blata, 

already move.PST on knees and again am fall.PST till mud 

alje teraz na brux. 

but now on stomach 

膝で起き上がったときに黄土のぬかるみで手が滑り、今度は腹からぬかるみへと転ん
でしまった。(ĐP) 

3.6 Capnuc – capkac「びしゃりと落ちる」

動詞 capnuc – capkac 「びしゃりと落ちる」は、上述の動詞 buxnuc および rapnuc – rapkac 

同様、音を伴う落下を表す際に用いられる。この語彙によって描写される状況は、熟した
果実のような柔らかい物体または液体が硬い平面へと落下し、その際にびしゃりとつぶれ
るような音を出す場合である。このとき、落下する物体は落下先の平面との接触により形
状が変化したり元の形状を失ったりすることが多い。また、この動詞は横倒しになるとい
った転倒の意味を表すためには用いられず、高さのある位置からの落下のみを描写する。 

(16) Uzreti hruški capkaju na žem.

ripe pears fall.PRS on ground

熟れた梨が地面にぼたぼたと落ちてきている。(Informant)
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3.7 Ljapnuc – ljapkac「派手に落下する・転倒する」

動詞 ljapnuc – ljapkac 「派手に落ちる・転ぶ」は、有生または無生の物体を主語にとり、
物体が勢いよく落下・転倒する状況を描写するために用いられる。よく似た意味を表す動
詞 buxnuc とは異なり、動詞 ljapnuc – ljapkac は落下・転倒の際に音を伴うかどうかに関し
て無関与である。 

(17) Dosc ljem spomnuc, že še kuma, ked nošela jesc, 

enough only refer.INF CONJ REF godmother when bring.PST eat.INF 

pošljisla i ljapla u dvore.

slip.PST and fall.PST in backyard 

洗礼母が食事を運んでいたときに庭で滑って派手に転んだことを言及するだけで十分
であろう。(RK) 

また、動詞 ljapnuc – ljapkac が無生の物体の落下・転倒を表すとき、物体が位置を変化さ
せる際に物体そのものの形が変形してしまうような、比較的柔らかい物体を主語に取るこ
とが多い （粘土細工、ケーキなど）。但し、元から形を持たない液体を主語に取ることは
ない。 

4. 落下動詞の分布

前節ではルシン語における落下を表す 13 の語彙単位の意味的特徴を分析した。ルシン
語の落下動詞の分布を語彙化されるフレームとともにまとめると、次頁の表 2のように示
すことが出来る。 

表 2 ルシン語における落下動詞の分布と語彙化されるフレーム 

動詞: 語彙化されるフレーム: 

spadnuc – padac 垂直の物体の転倒; 上方からの落下; 掛けられた状態から
の落下; 装着されたものの落下（例: 指輪）; 固定されたも
のの落下; 層の下への落下; 降水現象 

upadnuc – upadovac 閉ざされた空間の内部への落下 

vipadnuc – vipadovac 容器からの落下; 歯・髪などの身体部位の落下 

opadac – opadovac 総体・集合体の落下 
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popadac – popadovac 程度の弱い降水現象 

predadac – prepadnuc 層の中への落下（はまる） 

zvaljic še – zval’ovac še 放射状の落下 

vivracic še – vivracac še 側面への転倒 

prevracic še – prevracac še 転覆 

buxnuc 音を伴う激しい落下・転倒 

rapnuc – rapkac 液体・柔らかい平面への落下 

capnuc – capkac 液体・柔らかい物体の変形を伴う落下 

ljapnuc – ljapkac 勢いのある転倒 

表 2 からも分かるように、〈落下〉の意味野の多くのフレームはドミナントである動詞
spadnuc – padac によって語彙化される。このような傾向は語族を問わず多くの言語におい
てみられるものであり、ルシン語のデータはこれまで調査されている言語のデータと矛盾
しないものであるといえる (cf. Kuz’menko, Mustakimova 2015; Reznikova, Vyrenkova 2015)。
この他の動詞は、より限定された意味を持ち、〈落下する物体の元の位置〉、〈落下する主体
の種類〉、〈落下する物体の変形の有無〉、〈落下の強度〉、〈落下の際の音の有無〉、〈落下の
際に接触する平面の種類〉、〈落下する物体の状態〉といったパラメータによって複雑に、
それでいて比較的体系的に対立している： 

—〈落下する物体の元の位置〉 

ルシン語の落下動詞の一部には、〈転倒〉と〈落下〉のフレームを明確に区別する傾向が
みられる。例えば、vivracic še – vivracac še「横倒しになる」および prevracic še – prevracac 

še「転覆する」は〈転倒〉のフレームのみを語彙化し、〈上方から下方への落下〉および〈容
器からの落下〉のフレームを語彙化することはない。また動詞 capnuc – capkac「びしゃり
と落ちる」は通常〈上方から下方への落下〉のみを語彙化し、他のフレームを言語化する
際には用いられない。 

—〈落下する物体の種類〉 

動詞 capnuc – capkac「びしゃりと落ちる」は〈落下する物体の種類〉のパラメータでド
ミナントの動詞 spadnuc – padac「落ちる」および類義語の動詞 rapnuc – rapkac「柔らかい
平面に落ちる・倒れる」等と対立している。他の動詞が落下する物体の種類に関与しない
のに対して、動詞 capnuc – capkacは落下の際に変形しうる柔らかい物体を主語に取る。動
詞 zvaljic še – zval’ovac še「倒壊する」は、落下の際に物体が崩壊することを含意するため、
落下する物体が無生物であることが条件となる。
—〈落下する物体の変形の有無〉
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落下する物体の変形の有無に無関与なドミナント spadnuc – padac 「落ちる」は、落下す
る物体が崩壊することを含意する動詞 zvaljic še – zval’ovac še 「倒壊する」および柔らかい
物体が落下の際に変形することを含意する動詞 capnuc – capkac 「びしゃりと落ちる」とこ
のパラメータにおいて対立している。 

—〈落下の強度〉 

激しい落下・転倒を表す動詞 buxnuc と勢いのある転倒を表す動詞 ljapnuc – ljapkac は、
落下の強さに関して無関与のドミナント spadnuc – padac と〈落下の強度〉のパラメータに
おいて対立している。これらの動詞はドミナントの動詞との置換が可能であるが、落下の
際の音や落下の勢いといった細やかなニュアンスはドミナントの動詞では表すことが出来
ない。 

—〈落下の際の音の有無〉 

動詞 buxnuc 「音を立てて落ちる・倒れる」と動詞 capnuc – capkac 「びしゃりと落ちる」
は、他の落下動詞とは異なり、落下・転倒の際に音が生じる様子を描写している。そのた
め、動詞 buxnuc は音が生じない程度の勢いのない落下・転倒を表すためには用いられず、
また動詞 capnuc – capkacは物体が平面と接触する際に音を立てないような状況では用いら
れない。 

—〈落下の際に接触する平面の種類〉 

このパラメータでは、硬い平面への落下・転倒を表す動詞 buxnuc と液体・柔らかい平面
への落下・転倒を表す動詞 rapnuc – rapkac がそれぞれ独自のフレームを切り分けている。 
—〈落下後の物体の状態〉 

類似した状況を表す動詞 vivracic še – vivracac še および prevracic še – prevracac še には、
〈落下後の物体の状態〉のパラメータが関与しており、単に側面へ倒れただけなのか、そ
れともひっくり返ったのかで語彙の選択が異なる。 

5. おわりに

本稿では、ルシン語の落下を表す動詞の意味と分布を語彙類型論の知見を参照しながら
考察した。どの語彙を落下動詞に含めるかについては未だ議論の余地があり、今回分析の
対象としたルシン語の動詞がすべての落下動詞という確証はないが、ルシン語において〈落
下〉の意味野がどのように語彙化され、また語彙化の際にどのような意味的パラメータが
関与するかについて簡単な概略を提示できたかと思われる。より詳細な意味の区別を明ら
かにするために、分析の対象とするテクストの数を増やし、より大きな規模での聞き取り
調査・アンケートを行うこと、そして〈落下〉の意味がメタファーにおいてどのような広
がりを見せるかについて考察することが今後の課題である。 
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注

１ルシン人は中東欧地域に広く分布するが、独自の国家を持たず、それぞれが居住する地
域で民族的少数として認知されている民族集団である。ルシン語には、大別すると、ヴォ
イヴォディナ変種（セルビア北西部及びクロアチア東部）、プレショフ変種（スロヴァキア
東部）、レムコ変種（ポーランド）、カルパチア変種（ウクライナ西部）の 4つの文法規範・
正書法の異なる文章語が存在し、ハンガリーおよびカナダ・アメリカ合衆国に住むルシン
人たちの言語も独自の規範を有する (cf. Magocsi 2004)。本稿で考察の対象とするヴォイヴ
ォディナ・ルシン語の正書法に従えば、表記は基本的にキリル文字になるが、用例等は便
宜上すべてラテン文字に転写している。ヴォイヴォディナ・ルシン語にはラテン文字への
正式な転写規則がないため、Lexilogos <http://www.lexilogos.com/english/index.htm> の転写
規則をもとにして、以下の規則でラテン文字に転写している— а = a; б = b; в = v; г = h; ґ =

g; д = d; е = e; є = je; ж = ž; з = z; и = i; ї = ji; й = j; к = k; л = l; м = m; н = n; о = o; п = p; р = r; с

= s; т = t; у = u; ф = f; х = x; ц = c; ч = č; ш = š; щ = šč; ю = ju; я = ja, ь = ’. 尚、硬子音/д/ (/d/)

が軟母音 є (je), ї (ji), ю (ju), я (ja) と結びつく場合、硬子音/д/は口蓋化して軟子音/д’/ (/d’/)

となるため、これらの場合は発音を反映して дє = đe, дї = đi, дю = đu, дя = đaと表記してい
る。

2 身近な例では、アイヌ語が「消滅」 (extinct) のひとつ前の段階である「極めて危険」 

(critically endangered) と評価され、八重島語と与那国語が「重大な危険」  (severely 

endangered)、奄美語と八丈語が「危険」 (definitely endangered) と評価されている (Moseley 

2010: 48–51)。 
3 ヴォイヴォディナ・ルシン人の多くが暮らすセルビア共和国ヴォイヴォディナ自治州

は民族構成が多彩であり、国家公用語であるセルビア語以外にハンガリー語、ルーマニア
語、スロヴァキア語、ルシン語が地域公用語として認められている。ルシン人の割合が 8

割以上を占める村ルスキ・クルストゥル (Ruski Krstur) ではルシン語による初等・中等教
育が提供されており、同様にルシン人が一定数まとまって居住しているクツラ (Kucura) 

とヂュルジョヴォ (Đurđevo) にも学校に初等・中等教育をルシン語で受けられる課程が開
設されている。また、ノヴィ・サド (Novi Sad)、ヴルバス (Vrbas)、クラ (Kula)、スボティ
ツァ (Subotica)、シド (Šid) 等の 15の自治体では、選択すれば一部の教育をルシン語で受
けることが出来る。自治州の州都ノヴィ・サドにあるノヴィ・サド大学哲学部には 1972年
よりルシン学科が開設されており、学士課程から博士課程までルシン語およびルシン文学
を専攻することが出来る (Zazunjak et al. 2012; Fejsa 2015)。ルシン語関連の教育・就職状況
などについては Zazunjak et al. (2012) ですでに詳しい調査結果が提示されている。また、
ヴォイヴォディナ自治州におけるルシン人の今日の状況および言語の概要は、三谷
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(2011a), 三谷 (2011b) およびMagocsi (2004) において紹介されているのでそちらを参照さ
れたい。 

4ヴォイヴォディナ・ルシン語辞典は、代表的なものに『セルビア語・ルシン語辞典（全
2巻）』(SRS) と『ルシン語・セルビア語辞典』(RSS) が挙げられる。ヴォイヴォディナ・
ルシン語の移動動詞の語彙的意味を扱った研究は Okano (2016a; 2016b; 2017a; 2018a) を、
発話動詞と視覚動詞を扱った研究は Okano (2017b; 2017c; 2018b) を参照。

5但し、〈滑り落ちる〉のように物体が平面上を滑った結果落下する場合は、位置変化の
際に平面との一定の接触を伴うこともある。 
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Verbs of Falling in Vojvodina Ruthenian 

Kaname Okano 

This paper deals with semantics and the distribution of the Vojvodina Ruthenian verbs describing 

falling, such as spadnuc – padac ‘fall’, zvaljic še – zval’ovac še ‘collapse’, capnuc – capkac ‘fall; 

crash’, ljapnuc – ljapkac ‘fall’ etc. The verbs of falling present one of the newest and the most actual 

topics in lexico-typological studies. The Vojvodina Ruthenian verbs in question have been studied 

neither in the framework of Ruthenian linguistics nor in the framework of lexical typology. The aims 

of this paper are to reveal the relevant semantic parameters for the Vojvodina Ruthenian lexical 

system of falling and to give some implications for further lexicological studies of Vojvodina 

Ruthenian verbs in general. The first part of the paper gives a brief definition of the semantic field of 

falling and introduces some relevant semantic parameters which are presented in the previous 

typological studies. The second part of the paper provides a semantic analysis of the Ruthenian verbs 

with the meaning of falling which is based on the data from various kinds of texts and the informant 

questionnaires. The third part of the paper analyses the semantic organisation of the Vojvodina 

Ruthenian lexical system and the distribution of the verbs of falling in Vojvodina Ruthenian. The 

conclusion presents some initial results of the research provided in this paper and deals with some 

perspectives of further studies. 
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