移動動詞「おちる」の意味分析
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1. はじめに
本稿は、現代日本語の方向性を持つ移動動詞「おちる」1 を考察対象とし、2
多義語 3 である「おちる」の持つ複数の意味（多義的別義）を記述するととも
に、「おちる」の意味の拡張 4 を考察するものである。本稿では「おちる」に
「物体の移動」「物体の部分の位置の移動」「物体の移動による状態の変化」
「人の状態の変化」「大幅な程度の低下」「力の程度の弱まり」という 6 つの
別義を認める。また、これらの異なる 6 つの別義は、領域の異なり 5 という観
点から説明されることを述べる。
以下、本稿の構成について簡単に述べる。2 節では、「おちる」の意味の記
述に関する先行研究として、柴田他（1976）
、森田（1977）、長嶋（1983）を取
り上げる。3 節では、
「おちる」の意味分析を行うとともに、それぞれの意味の
相互関係を考察する。4 節では、まとめとして、
「おちる」の多義構造を示す。

2. 先行研究の検討
「おちる」の意味記述に関する先行研究としては、現行の国語辞典の他、柴
田他（1976）
、森田（1977）
、長嶋（1983）6 などがある。
柴田他（1976）では、「おちる」の特徴として「物体の重力による移動」
「非
意志的」「到達点に焦点」を挙げている。7
先ず、柴田他（1976）
（同じく森田（1977）、長嶋（1983））が「おちる」とい
う移動が「物体の重力による移動」としている点は踏まえる。
（作例）

(1)

罠（穴）におちた。

(2)

婚約者の頼みで彼の弟に結婚式へ出席するよう求めに行った女性が、
9
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その弟と恋に落ちてしまう。

（朝日新聞 2007.3.1）

次に、柴田他（1976）
（同じく森田（1977）、長嶋（1983））が「おちる」とい
う移動を「非意志的」としている点は、移動主体が意志を持つ人間の場合、例
えば、例文(1)は文脈によっては「故意に罠（穴）におちた」と解釈される場合
もあり（また、人間の状態の変化を表す例文(2)では当事者である人間の「その
状態に逆らわずに身を任せる」という意志も考えられるので）
、「おちる」に意
志性がないとは言い切れず、別義（確立した意味）に意志性を認めるか否かは
別義を認定する抽象度によると考える。
そして、柴田他（1976）が「おちる」という移動を「到達点に焦点」を合わ
せるとしている点は、一概に「おちる」という移動の特徴とは言えず、別義・
文脈によっては見られる特徴と考える。すなわち、
（長嶋（1983）は「極点とし
ての到達点に焦点」だけでなく「基点を離れる」を加えているが）森田（1977）
が「3 つの段階「離脱→移動→到達」のどこを強調するかで「落ちる」に種々
の意味が出てくる（p.132）」と述べているように、具体的な物体の「おちる」
という移動は、移動の「起点」
「移動」「着点」それぞれに焦点が置かれる場合
がある。
(3)

屋根（木）からオチル。

(4)

まずチェンジアップ。120 ㌔台半ばで打者の手前で落ちる。

（長嶋（1983）の例文 40）
（朝日新聞 2007.3.20 夕刊）

(5)

穴に落ちる。

（森田（1977:133）の例文）

例文(3)では焦点は「起点」に、例文(4)では焦点は「移動」に、例文(5)では
焦点は「着点」にあると考えられる。
(6)

a.

成績が一番から二番にサガッタ。 （柴田他（1976）の例文 18a）

b.？成績が一番から二番にオチタ。
(7)
(8)

（柴田他（1976）の例文 18b）

a.＊成績が 1 番からビリにサガッタ。

（長嶋（1983）の例文 46a）

b.

（長嶋（1983）の例文 46b）

成績が 1 番からビリにオチタ。

a.＊とうとう貧乏のどん底までサガッタ。
（柴田他（1976）の例文 19a）
b.

とうとう貧乏のどん底までオチタ。
（柴田他（1976）の例文 19b）

例文(6)～(8)の「オチル」と「サガル」の対比、それに、例文(6)において 2
番に「サガル」ことがその人にとって重大な意味を持つならば例文(6b)が可能
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になることから、柴田他（1976）では「到達点に焦点」
（長嶋（1983）では「極
点としての到達点に焦点」
）としているが、例文(6)(7)は程度の表現であり、例
文(8)は状態の表現である。従って、程度・状態の表現においては、
「着点」に
焦点がある場合があると考えられる。
程度の表現について、森田（1977：10）は（
「あがる」の「上下両極間の位置
移動」には「おりる」が対応し、
「あがる」の「上下間の段階的な移行」には「さ
がる」が対応するが）主体が「形をなさぬものや抽象的な事柄（緯度、熱、気
温、温度、湿度、不快指数、値段、効果、成績、実力、技術、腕、名声、意気、
男振り、物価、家賃、地位、水位、程度、勢い、価値、資格など）」の場合、段
階を持つ事柄なので「あがる」に「さがる」が対応するが、その中には「あが
る」に「さがる」と「おちる」が対応するものも多いと述べている。
(9)

人気（評判・速度）がオチル。

(10)

a.

（長嶋（1983）の例文 43）

物価（気温・血圧・水位）がサガル。 （長嶋（1983）の例文 44a）

b.＊物価（気温・血圧・水位）がオチル。
（長嶋（1983）の例文 44b）
長嶋（1983：92）では例文(9)(10)を挙げ、「物価（気温・血圧・水位）がオ
「速度（スピード）がサガル」とは言いにくいと指摘
チル」と言えず、8 また、
している。程度の表現で、何故、
「成績」「人気」などには「さがる」と「おち
る」が用いられ、
「物価」などには「さがる」だけが用いられ、「スピード」な
どには「おちる」だけが用いられるのか、その差異を明らかにする必要がある。
更に、森田（1977：133‐134）が「おちる」の「離脱」には、
「全体動作」
（そ
のもの全体がその位置（上位）を離れ、落下）と「部分離脱」
（全体から一部が
分かれて離脱。その事物が付着していた本体から離れ取れる）があると指摘し
ている点を踏まえ、更に「おちる」という移動動詞の意味の拡張の考察を進め
る。
以上のように、先行研究においては「おちる」の十分な分析がなされている
とは言えず、
「おちる」の多義的別義の認定、及びその意味の記述には更なる考
察の余地がある。また、別義相互間の関係も明らかにされてはいない。

3. 「おちる」の分析
本節では、移動動詞「おちる」の意味として 6 つの多義的別義を認め、それ
ら 6 つの多義的別義を記述するとともに、多義的別義相互間の関係を明らかに
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する。また、多義的別義の認定の手掛かりとなる領域の異なりについても考察
する。
別義 1��物体が��存在していた空間的に上の領域から�
�重力に従い�
�空間
的に下の領域に��移動する�
（作例）

(11)

酔っ払って、階段からおちた。

(12)

先日は私の所属先、Mexfam Ixta Itepee で診療所の看板が風で落ち
ました。

(13)

（朝日新聞 2007.2.14）

やがて葉が落ちると、再び幹から新しい枝葉が供給されるという仕
組みと似ています。

（朝日新聞 2007.3.4）

例文(11)は、階段の何段目かの段上にいた主体（人間）が、階段を踏み外す
などして、存在していた段上を離れ、重力に従い、より下の段、または階段の
下まで移動したものである。例文(12)は、診療所の屋外の高い場所に設置され
ていた主体（看板）が、固定していた留め具が風で壊れるなどして、設置され
ていた場所から外れ、重力に従い、地面に移動したものである。例文(13)は、
木の枝についていた主体（葉）が、植物の季節的な成長周期によって養分が与
えられなくなり、接続していた枝から離れ、重力に従い、地面に移動したもの
である。
このように、別義 1 は、移動主体が、存在していた空間的に上の領域から、
何らかの事情で、その上の領域に留まることができず、重力（地球上の物体が
地球の中心に向かって引きつけられる力）に従い、空間的により下の領域に移
動するものである。
移動主体は、「人間」などの有情物と「看板」「葉」などの無情物がある。
本稿では、以後、これら（有情物と無情物の総称）を「物体」と記述するが、
移動主体に有情物と無情物が見られることから、この別義 1 として確立した移
動の意味には（有情物の）意志性はかかわらないと考えられる。
(14)

屋根（木）からオチル。

(15)

酔っ払って、階段からおちた。

（例文(3)を再掲）
（例文(11)を再掲）

例文(14)(15)は、それぞれ主体が「屋根（木）
」「階段」から離れること、す
なわち「おちる」という移動の起点に焦点があると考えられる。
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(16)

穴に落ちる。

（例文(5)を再掲）

例文(16)は、主体が「穴」に達すること、すなわち「おちる」という移動の
着点に焦点があると考えられる。
(17)

まずチェンジアップ。120 ㌔台半ばで打者の手前で落ちる。
（例文(4)を再掲）

例文(17)は、主体（投手が投げたボール）が、空中のある程度の高さを打者
に向かって水平方向に推進して来るのであるが、打者の手前で、推進力が弱ま
るなどして、
（水平方向への移動に）垂直方向の下への移動が加わったことを、
打者の視座で（主体（ボール）の垂直方向の移動について）
、空中の高い位置に
存在していた主体（ボール）が、その高い位置から、重力に従い、空中の低い
位置に移動したと捉えるものである。例文(17)では、主体（ボール）の移動の
明確な「起点」
「着点」は表されない。主体（ボール）の空間的に上の位置から
空間的に下の位置への移動そのものに焦点が当てられていると考えられる。
以上のように、別義 1 では、移動の「起点」
「移動」
「着点」それぞれに焦点
を当てた用法が見られる。これらは、別義 1 の移動の意味を物体の移動のプロ
セス全体というフレームと考えれば、部分—全体関係に基づくメトニミーによ
り、異なった局面ないし段階を焦点化したもの 9 と解釈できる。
�重力に従い�
�空間
別義 2��物体の部分が��本来の空間的に上の位置から�
的に下の位置に��移動する�
(18)

スピードスケートの A 選手は、調子が悪いと構えた時に腰の位置が
おちる。

（作例）

(19)

（試着をし）上着の肩がおちる。

（作例）

例文(18)は、
スピードスケートの選手がスタートで構えたときの腰の位置が、
選手の不調によって、本来の位置から、重力に従い、より下の位置に移動する
ものである。例文(19)は、上着の胴体と袖の接合部分が、着る人の体形に合っ
た縫製でなかったことなどによって、本来の肩のラインの位置から、重力に従
い、より下の位置に移動するものである。
別義 2 は、「腰」（あるいは「腕」「肩」「足」）など人間の身体の部分、
あるいは、「上着の肩（のライン）」など物の部分が、不調・不良などで、本
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来の空間的に上の位置から、重力に従い、空間的に下の位置に移動するもので
ある。
別義 1 の移動と別義 2 の移動を比較すると、移動主体（「物体」と「物体の部
分」）や起点となる場所（
「存在していた領域」と「本来の位置」
）などの面で相
違があるが、
〈空間的に上から〉
〈重力に従い〉
〈空間的に下に〉
〈移動する〉と
いう類似性を見出すことができる。そして、別義 1 の移動がより具体的な物体
の移動であり、直観的に母語話者にとって想起し易いものであること、また、
別義 2 の移動の主体となり得るものは、「腰」（あるいは「腕」「肩」「足」）
など人間の身体の部分、または「上着の肩（のライン）」などの物の部分とい
う制約があることから、10 別義 2 の移動は、別義 1 からメタファーに基づき成
り立っていると考えられる。
また、別義 1、別義 2 の「おちる」の反義語は共に「あがる」であるが、別
義 2 の「おちる」は類義語として「さがる」で言い換えることができるのに対
し、別義 1 の「おちる」は「さがる」で言い換えることができないことから、
別義 2 は別義 1 とは異なる別義として認定するのが妥当と考えられる。
〈物体から〉
〈物体の一部が〉
〈分離し移動、または��し〉
〈その結果〉
別義 3�
〈物体が〉
〈分離し移動、または��した物体の一部が〉
〈存在しない状
態に〉〈変化する〉
(20)

音楽室では 8 月 31 日までの夏休み中と今月 3 日に計 3 枚の天井ボー
ドが落ちたが、今回天井が落下した部分は雨漏りしていなかったと
いう。

(21)

（朝日新聞 2008.9.5）

片足で踏み板を踏むと、「こぎ胴」がうなりを上げて高速で回り始め
た。稲穂を軽く当てると、パラパラともみが外れ、両手に持った束
があっという間にスカスカのわらになってしまう。小山さんも「機
械よりも、きれいに落ちる」と驚いていた。
http://mytown.asahi.com/oita/news.php?k_id=45000260910300001

例文(20)は、音楽室の天井から、天井の一部であった 3 枚の「天井ボード」
が、分離し、音楽室の床に移動したのであるが、その結果、音楽室の天井が、3
枚の「天井ボード」
がない状態に変化したものである。例文(21)は、稲穂から、
稲穂の一部として稲穂についていた「もみ」
が、足踏み式の脱穀機にかけられ、
稲穂から外れ、下に敷かれた筵などの上に移動するのであるが、その結果、稲
穂が、「もみ」がついていない状態に変化するものである。
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(22)

オイルランプの燃料を誤って服の上にこぼしたら、その部分の汚れ
が落ちたのがきっかけだったと言われているわ。
（朝日新聞 2009.1.25）

例文(22)は、服から、服に付着していた「汚れ」が、消滅したのであるが、
その結果、服が、「汚れ」がついていない状態に変化したものである。
(23)

頬からはげっそりと肉が落ち、えぐれているような印象すら受ける。
（『一瞬の夏』p.415）

例文(23)は、人間の顔の頬から、頬の「肉」の一部が、消滅したのであるが、
その結果、顔の頬が、（消滅した分量の）「肉」がなくなった状態に変化した
ものである。
このように、別義 3 は、「天井」（や「壁」）などの物体の一部分や、稲穂
についている「もみ」など物体の一部を成しているものが、物体から分離し、
移動した結果、物体が、分離し移動した物体の一部が存在しない状態へ変化す
るもの、または、「服」（や「手」）などの物体（の部分）から、付着してい
た「汚れ」などが、（「人間の体」や）「人間の顔の頬」などの物体（の部分）
から、その一部の「肉」などが、消滅した結果、物体（の部分）が、消滅した
付着物、物体（の部分）の一部などが存在しない状態へ変化するものである。
我々は、例えば、「木から葉がおちる」という事態において、2 つの異なる要
素に注目し、2 つの異なる捉え方をすることができる。一方は、「葉」に主体的
に注目し「葉が木から離れて地面に移動する」と見る捉え方である。他方は、
「木」に主体的に注目し「木から葉が離れて移動し、木についていた葉が減少
する」と見る捉え方である。これは、我々が持つ、複数の要素から構成される
事態において異なる要素に注目する能力によるものである。通常、我々は、静
的な存在（動かないもの）と動的な存在（動くもの）の両方から構成される事
態においては、動的な存在の方に注意を引かれる（動的な存在を前景として捉
え、静的な存在を背景として捉える）傾向にあるが、主体的に背景となってい
る静的な存在に注目することができるという認知能力も備わっている。11
別義 1 は、「葉」に主体的に注目し「葉が木から離れて地面に移動する」と見
る捉え方、すなわち、動的な存在である移動主体に注目し、移動主体の移動を
記述したものである。それに対し、別義 3 は、「木」に主体的に注目し「木から
葉が離れて移動し、木についていた葉が減少する」と見る捉え方、すなわち、
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静的な存在である（移動主体の）背景に注目し、（移動主体の）背景の変化を記
述したものである。そして、動的な存在（移動主体である「葉」
）と静的な存在
（移動主体の背景である「木」
）は、（動的な存在「葉」に注目した場合は、動
的な存在「葉」が前景、静的な存在「木」が背景になり、反対に、静的な存在
「木」に注目した場合は、静的な存在「木」が前景、動的な存在「葉」が背景
になる）空間的な部分－全体関係にあるので、動的な存在（移動主体である「葉」
）
に注目する捉え方別義 1 と、静的な存在である（移動主体の）背景に注目する
捉え方別義 3 は、空間的な部分－全体関係に基づくメトニミーの関係にあると
考えられる。
また、別義 3 が表す（移動主体の）背景の変化「木から葉が離れて移動し、
木についていた葉が減少する」は、別義 1 が表す移動主体の移動「葉が木から
離れて地面に移動する」の結果であるので、12 別義 3 は、別義 1 から、時間的
な部分－全体関係に基づくメトニミーにより成り立っていると考えられる。
従って、別義 3 は、別義 1 から、空間的、及び時間的な部分－全体関係に基
づくメトニミーにより成り立っていると考えられる。
更に、別義 3 の「おちる」は「とれる」
「はずれる」などの語と言い換えられ
るものであり、別義 1、2 とは異なる多義的別義と認定される。
別義 4��人の状態が��それまでの状態から��異なった状態に��変化する�
(24)

しかし料理のことを考えているうちに、私は眠りに陥ちた。

(25)

婚約者の頼みで彼の弟に結婚式へ出席するよう求めに行った女性が、

（『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』p.412）
その弟と恋に落ちてしまう。

（例文(2)を再掲）

例文(24)は、人の身体の状態が、それまでの起きていた状態から、「眠り」
の状態に変化するもの、例文(25)は、女性の精神の状態が、それまでの平常心
から、「恋」の状態に変化するものである。
(26)

だが、たび重なるルール変更についていけず、飛べなくなった。ア
ルペンの人気が高い母国で突如現れた英雄は、どん底に落ちた。
「ど
こに欠点があるか分からず、しばらく落ち込んでいた」
（朝日新聞 2007.2.25）

(27)

４月、高岡商に県大会１回戦で３―９と完敗してから、チームはど
ん底に落ちた。
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http://www2.asahi.com/koshien/91/chikai/TKY200907300107.html
例文(26)は人（選手）の状態が、(27)はチームの状態が、それまでの活躍し
ていた状態から、終極的な悪い状態に変化するものである。
このように、別義 4 は、人や人の集団の状態が、それまでの状態から、異な
った状態に変化するものである。
別義 1 の移動と別義 4 の変化を比較すると、主体（「物体」と「人の状態」）
や物理的移動の有無（「物体の移動」と「状態の変化」）などの面で相違があ
るが、別義 1 の「（それまで）存在していた領域から他の領域への移動」とい
う具体的な物体の移動から別義 4 の「それまでの状態から他の状態への変化」
という抽象的な状態の変化へメタファーにより意味が拡張したのではないかと
推測される。
別義 4 の「おちる」は「おちいる」で言い換えることができる。別義 1、2、
3 の「おちる」は「おちいる」で言い換えることはできないので、13 別義 4 は
異なる多義的別義として認定される。
�程度が�
�それまでの上の位置から�
�大幅に�
�下の位置に�
�低下す
別義 5�
る�
(28)

「いや、これほど夕方になって温度が落ちるとは思わなかったんだ
よ」

(29)

（朝日新聞 2008.3.12）

だが、五輪で実施されない競技は一律、D ランクになる決まりがあ
り、ソフトボールと野球（今年度は A ランク）は来年度、そろって
D に落ちる。

（朝日新聞 2008.9.4）

(30)

会社側も「調整弁」として、売り上げが落ちると、真っ先に臨時工

(31)

同量のタミフルでは、感染 1 時間後から服用させると生存率は 9 割

を解雇していたという。

（朝日新聞 2008.9.1）

（朝日新聞 2008.8.22）
を超えたが、25 時間後からだと 5 割に落ちた。
(32)

負ければ 2 位に落ちるという一戦を、ギリギリで踏みとどまった。
（朝日新聞 2008.9.24）

例文(28)は「温度」、例文(29)は「ランク」、例文(30)は「売り上げ」、例
文(31)は「生存率」の程度が、それまでの上のレベルの位置から、大幅に、下
のレベルの位置に、低下するものである。
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(33)

聖火リレー騒動でイメージが落ち、米国産牛肉の輸入反対デモや日
本の教科書の竹島問題などで、オリンピックどころではなかった。
（朝日新聞 2008.8.30）

(34)

先日、高橋選手に湘南で会った時、彼女が「北京五輪の選考レース
は全部出場したい。いかなるチャンスにも賭けたい」と言うので、
「Ｑちゃん、選考レースの２回目、３回目は評価が落ちるけど…」
と、私は伝えた。

http://www.asahi.com/world/china/column/road/TKY200703300277.html
(35)

馬場（ばんば）忠雄学長は「これでは民間の病院と同じ。大学とし
ての研究教育ができず、教育の質が落ちることに危機を感じる」と
話した。http://www.asahi.com/edu/news/TKY200912100350.html

例文(33)は「イメージ」、例文(34)は「評価」、例文(35)は「質」の程度が、
それまでの上のレベルの位置から、大幅に、下のレベルの位置に、低下するも
のである。
このように、別義 5 は、「温度」「順位」「等級」「率」「評価」「質」な
どの程度が、それまで占めていた上のレベルの位置から、大幅に、下のレベル
の位置に、低下するものである。
これらの例文(28)～(35)の「おちる」は（「大幅な低下」と「（単なる）低
下」という意味の違いはあるが）「さがる」で言い換えることができる。「あ
がる」の上への程度の変化に、「さがる」と「おちる」はともに下への程度の
変化として対応する。しかし、「さがる」が単に下への程度の変化を表すのに
対し、「おちる」は例文(29)の A ランクから D ランク、例文(31)の 9 割から 5
割のように、大幅な程度の変化を表す。（ただし、柴田他（1976）、長嶋（1983）
で指摘されるよう、例文(32)の 1 位から 2 位のように 1 レベルの低下であって
もそれが 1 位からの転落という大きな意味を持つ場合など、わずかな低下であ
っても概念化者が主観的に大きな意味を持つと捉えるものであれば「おちる」
が用いられる。）
このような「おちる」が表す大幅な程度の低下は、それまで維持していたあ
る一定の水準が保てなくなったときに用いられると考えられる。
(36)

水位がおちると燃料が溶ける。
http://cnic.jp/files/earthquake20110311/20110323innai.pdf

例えば、例文(36)のように、安全とされる水準の水位のレベルがあって、そ
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の水準のレベルをも超えて水位が低下したとき、「おちる」が用いられると考え
る。
(37)

a.

{物価/給料} がさがる。

（作例）

b.＊ {物価/給料} がおちる。

（作例）

例文(37)のように、「物価（指数）
」
「給料」に「さがる」は用いられるが「お
ちる」は用いられない。これらは基本的に大幅に変動しないものなので用いら
れないのかもしれない。株価は変動するものであり、その大幅な低下には「暴
落」「下落」という語が用いられる。
(38)

過去５年間、原油に代表されるように資源価格が上がり、海外から
大量の資金が入って経済が成長した結果、通貨がそんなに落ちない
という、歴史的にも珍しいことが続いている。
（朝日新聞 2007.2.24）

例文(38)に見られるように「通貨」には「おちる」が用いられている例があ
る。
別義 2 の物体の位置の移動と別義 5 の程度の低下を比較すると、物理的移動
の有無や次元などの面で相違があるが、〈上の位置から〉〈下の位置へ〉とい
う類似性を見出すことができる。また、抽象的な程度の変化より具体的な物体
の移動の方が人間にとって捉え易いものなので、別義 5 は、別義 2 からメタフ
ァーに基づき成り立っていると考えられる。
別義 5 の程度の大幅な低下を表す「おちる」は、
「あがる」が反義語で、
（「大
幅な低下」と「（単なる）低下」という意味の違いはあるが）「さがる」で置
き換えることができる。
〈物体が持つ力から〉
〈力の一部が〉
〈消滅し〉
〈その結果〉
〈物体が持つ
別義 ��
力が〉〈消滅した力の一部が〉
〈��しない��に〉〈変化する〉
(39)

第 3 セットに入ると、最速 200 ㌔超をマークしていたサーブの速度
は目に見えて落ち、バックハンドの精度も欠いた。
（朝日新聞 2008.9.1）

例文(39)は「速度」という物体の持つ力から、力の一部が、消滅し、その結
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果、それまで物体が持っていた力が、弱まるものである。
(40)

ただ、ウイルスは一度感染すると生涯神経に潜み、抵抗力が落ちる
と再発するので、体調管理が大事です。

（朝日新聞 2008.8.31）

(41)

いったん胃を切ると、手術前と同じようには食べられないので、患

(42)

食欲が落ち不眠が重なり、肌がかさかさになった。

者さんの体重や体力は相当落ちます。

（朝日新聞 2008.9.22）
（朝日新聞 2008.9.24）

例文(40)～(42)は、「抵抗力」「体力」「食欲」という主体が持っていた力
が減少し、「抵抗力」「体力」「食欲」といった力の程度が弱まるものである。
これら別義 6 の「おちる」は「さがる」で置き換えることはできない。
(43)

a. ＊少し順位がおちる。

（作例）

b.

（作例）

少しスピードがおちる。

また、例文(43)のように、別義 5 の「大幅な程度の低下」を表す「おちる」
は「少し」や「徐々に」といった副詞を伴うことはできないが、別義 6 の「力
の程度の弱まり」を表す「おちる」は「少し」や「徐々に」といった副詞を伴
うことができる。
別義 3 の状態の変化と別義 6 の力の程度の弱まりを比較すると、変化する主
体や物理的変化の有無などの面で相違があるが、〈一部が〉
〈消滅し〉
〈その結
果〉
〈消滅した一部が〉
〈存在しない状態に〉
〈変化する〉という類似性を見出す
ことができる。また、抽象的な程度の弱まりよりも具体的な物体の変化の方が
人間にとって捉え易いものなので、別義 6 は、別義 3 からメタファーに基づき
成り立っていると考えられる。

4．まとめ
本稿では、移動動詞「おちる」の意味として、以下の 6 つの多義的別義を認
定した。
（また、それぞれの別義の認定の手掛かりとした関連語の異なりを別義
の下に記す。
）
〈重力に�い〉
〈�間
別義 1�〈物体が〉〈存在していた�間的に�の��から〉
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的に下の��に����する�
反義語：「あがる」
類義語：「落下する」
別義 2：���の��が����の�間的に�の�����
���に�い�
��間
的に下の��に����する�
反義語：「あがる」
類義語：
「さがる」
������
���の��が�
������、��は����
�その���
別義 3：
���が�
������、��は������の��が�
����ない�
�に����する�
類義語：「とれる」など
別義 4：��の��が��それ�での�������な����に����する�
類義語：「おちいる」
���が�
�それ�での�の�����
���に�
�下の��に�
��下す
別義 5：
る�
反義語：「あがる」（「あがる」に「さがる」とともに対応）
��の��が�
������その������が�
別義 6：���が������
��が�������の��が�����ない��に����する�
反義語：
「あがる」（「あがる」に単独で対応）
それぞれの多義的別義間の関係は、下の図の通りである。

破線はメタファー
実線はメトニミー

別義 4

別義 1

別義 2

別義 5

別義 3

別義 6
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注
1

本稿では、移動を、松本（1997：128）に倣い、
「時間の経過に伴って起こる
物体の位置の変化」と定義する。
また、松本（1997：140-144）では、日本語の移動動詞には「方向性、経路
位置関係」
「様態と付帯状況」「付帯変化と原因」を包入したものがあるとし
て、方向性を包入した移動動詞に「行く、来る、登る、下る、上がる、下が
る、降りる、落ちる、沈む、戻る、帰る、進む」を挙げている。
我々は、
「おちる」と聞いたときに、何か物が上から下へ空中を移動する様
を思い浮かべることから、
「おちる」
は方向性を持った移動動詞と考えられる。

2

句レベルで慣習的に定着した表現は、単純に構成語の意味を合わせただけの
意味を持っているのではなく、更に限定された意味（それ以上の意味）を持
っている（例えば、「腑に落ちない」という表現は句レベルで「納得がいか
ない」という意味を表す）、つまり、分析可能性が低いと考えるので、「おち
る」という語の意味分析を目的とする本稿では考察の対象としない。

3

多義語の定義は、国広（1982：97）の以下の定義に、「意味的に何らかの
関連を持つ」とは、意味特徴を共有する関係だけでなく部分と全体の関係も
含めた広く意味的に何らかの関連を持つことと解釈し従う。
「多義語」（polysemic word）とは、同一の音形に、意味的に何らかの
関連を持つふたつ以上の意味が結び付いている語

4 「おちる」の意味の拡張には、メタファーとメトニミーという 2 種の比喩が
かかわると考える。メタファー、メトニミーの定義は、籾山(2002：64-76)
の以下の定義に従う。
メタファー：二つの事物・概念の何らかの類似性に基づいて、一方の事物・
概念を表す形式を用いて、他方の事物・概念を表すという比喩。
メトニミー：二つの事物の外界における隣接性、さらに広く二つの事物・
概念の思考内・概念上の関連性に基づいて、一方の事物・概念を表す
形式を用いて、他方の事物・概念を表すという比喩。
5

籾山（1993：46-53）では、多義語の持つ複数の多義的別義の妥当な意味区
分を決める基準として、「非両立関係にある同位語の違い」
「反義語の違い」
「反対語の違い」
「類義語の違い」
「上位語の違い」という 5 つの基準を示し
た上で、「ある語に対して、M1、M2、M3……という複数の多義的別義を認める
（非両立関係にある同位語、
基準の 1 つは、M1、M2、M3……は、それぞれ関連語
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反義語、反対語、類義語、上位語）が異なる、即ち、M1、M2、M3……を取り巻
く語が異なるということである。このことはさらに言えば、M1、M2、M3……は
それぞれの様々な関連語とともに、異なる意味分野を形成することになり、
M1、M2、M3……は異なる意味分野に属することになる」
「従って、多義的別義の
認定基準として、別義ごとに様々な関連語が異なることを示し、各別義が異
なる意味分野に属することを示すということが有効な基準と考えられること
になる」としている。
6

長嶋（1983）は、柴田他（1976）などを修正したものである。
「おちる」と
いう下への移動の主体として「人」「具体物」
「程度」を挙げ、主体が「人」
の場合「非意図的」としている。そして、「人」「具体物」の移動で、柴田他
（1976：29）が挙げている特徴「物体が重力によって移動する」
「移動が直線
的で急速」を、
「物体それ自身の重さによる移動」に修正している。その上で、
「人」
「具体物」
「程度」の移動の特徴に「基点を離れる」
「極点としての到達
点に焦点」を挙げている。

7

柴田他（1976）は、他に「おちる」の特徴として「移動が直線的で急速」を
挙げている。
本稿では、長嶋（1983）の修正を踏まえ、
「移動が直線的で急速」であるか
は物体の重さによるもので、単に「物体の重さによる移動」と考える。

8

長嶋（1983）は、
「物価（気温・血圧・水位）がオチル」を非文としている。
「気温がおちる」もやや容認度は下が
しかし、「水位がおちる」は容認され、
るが容認されると考える。

9

西村（2008：79-82）は、「与えられた言語表現の意味の成立に直接関与す
る百科事典的な（多くの場合コンテクストに依存する）知識のまとまりのこ
とをフレーム（frame）と呼ぶことにする」とし、「換喩は、ある言語表現の
複数の用法が、単一の共有フレームを喚起しつつ、そのフレーム内の互いに
異なる局面ないし段階を焦点化する現象として定義することができる」とし
ている。西村（2008）の換喩の定義は、籾山(2002)のメトニミー（換喩）の
定義の「二つの事物の外界における隣接性」「二つの事物・概念の思考内・
概念上の関連性」を「フレーム内の互いに異なる局面ないし段階」としたも
のと考えられる。

10

籾山(1995：628-626)は「多義語の複数の意味におけるプロトタイプ的意味
を認定する方法として、用法上制約がない、あるいは少ないものをプロトタ
イプ的意味と認定し、用法上制約のあるものを非プロトタイプ的意味（転義）
と考える」という方法の有効性を述べている。

11

籾山（2002：17－20）参照。
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12

西村（2008：78-79）では、以下の例を挙げ、この「ペアは[多数の本]と[部
屋]のある種の関係を共通に記述の対象としているが、a の[散らかる]が[多
数の本]の無秩序な分布を焦点とする捉え方を表すのに対して、同じ動詞の b
の用法が表す捉え方では（[多数の本]の乱雑な配置を原因とする）[部屋]の
雑然とした状態という結果に焦点が移っていると考えられる。」「因果関係
は近接の関係の一種であるから、「散らかる」の二つの用法間の関係は換喩
的であると言える。（a は[多数の本]を、b は[部屋]を、それぞれ中心とする
捉え方であるから、二つの用法間の対立は知覚の心理学で「図と地の反転
（figure-ground reversal）」として知られる現象の一例でもある。）」と
している。
a. 部屋中に本が散らかっている。
b. 部屋が本で散らかっている。

13

例文「罠におちる」を考えた場合、具体的な物体の移動（別義 1）として
は「罠におちいる」とは言えない。抽象的な策略にはまるという状態の変化
（別義 4）であれば「罠におちいる」と言える。
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