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M.M.ドブロトゥヴォールスキーの

アイヌ語・ロシア語辞典

(カザン，1875年)

M.M.ドブロトゥヴォールスキー著

寺 田 吉 孝訳

安 田 節 彦訳

訳者まえがき

今回の訳出部分は， （I）の部分である。

注には，「原文のまま」と記した箇所が多くあるが，内容的に２つに大別できる。１つは，原文

中に「日本語の表現」と記されているのだが，日本語の表現であるとは思われないものである。

もう一つは，原文中に「？」と書かれている箇所である。著書自身が確証を持てずに書いた箇所

であろう。

今回の訳出部分にも『藻汐草』からの引用が多くある。カタカナ表記の部分も一緒に引用され

ている場合が多い。［tu］の音を表すため，『藻汐草』では，「ツ°」という文字が使われているが，

本辞典でもそのまま引用されている。

（寺田吉孝 記)
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サ タイトルの ーシは36H です
つなぎのダーシは間違いです

本文中，２行どり15Qの見出しの前１行アキ無しです
★★全欧文，全露文の時は，柱は欧文になります★★
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Inye-ani. Mos. 命令（ınyeの対格）．

― ani ku-itaku. Mos. 命令を遂行する．

― vango, 個数詞の800．

― gokh, 個数詞の80．

― gots. Mos. 個数詞の80．

― ikini. (形）四様の，四種類の．

― muni. Mos. タンポポ（植物）．司祭の剃った頭頂

― snyevano, 個数詞の800．

Inyeanbye. Mos. 物の本質．

Inyebikassma. Lapyer. 個数詞の14．

Inyebitara. Mos. 言う，告げる；inye「命令」と bitara,「野原」（日本語では fara ）から成る

尊敬動詞（日本語の表現）

Inyekyeryeni. Mos. 木の名，日本語で go-jono-matsu，字義通りは，五つ葉のトドマツ（モミ）．

Inyekota（in’-kotaから？ ）．

― t rajye. (動）他のものの方へ近づける．

― ekhte! 私のほうに（ここに）渡せ（近づけろ）．

Inyekotan. Mos. どちらの場所？

― ta. Mos. どこに？ どの場所に？ Inyekotan-ta kamoj gyeuye ashiuru gye-sye, どの場

所で神が命令を下すか？．

Inyeppu. Mos. 個数詞の４．Inyepu. Lang.Mats. 個数詞の４．

― ikashima vanbye (vanbi). Mos. 個数詞の14．

Inyepp. Mos. 個数詞の４，inyepとも言う． Kr.ang.Kam. Kl.Kam.(yhnap). Bal. K.-

Kur.Brot. Inyep’.Pal.

― ikashima vanbye (vanbi). Mos. 個数詞の14．

Inyepf. Mos. 個数詞の４．

Inyesug. Kl.Kam. ４回．

Inyeuampye. Kr.Lang.Kam. 個数詞の40．

― tushgo. Lapyer. 個数詞の40．

Inyeurye. Mos. 敬う，敬意を表する．

Inyefottsu. Stral. 個数詞の80．

Inyetsb あるいは inyetsf. Kl.Mats. Bal.Sakh. 個数詞の４．

Ini. Mos. 個数詞の４，何？ inyeとも言う

― an-be. Mos. どんな物か？ 物の本質．

M.M.ドブロトゥヴォールスキーのアイヌ語・ロシア語辞典 （M.M.ドブロトゥヴォールスキー著，寺田吉孝訳，安田節彦訳)

⑴ 原文のまま

⑵ 原文のまま

⑶ 原文のまま
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Iniambi. Dav. 状況，Pf.によると，inye-an-bye, どんな物か？

Ini-gots. Mos. 個数詞の80，inye gotsとも言う．

― ini! Dav. さあ （Nem. では，nu!,nu!-uni!-ini!）

― khots. Dav. 個数詞の80．

― shinivano(ye) gots. Mos. 個数詞の800．

― shinivano khots. Dav. 個数詞の800．

Inina, 杵，すりこぎ．

― ima, 臼歯．

Inippu. Mos. 個数詞の４．

― i gashima vambi. Mos. 個数詞の14．

Inipp. Mos. 個数詞の４． inip, inyeppとも言う．

Inipu. Dav. ― igashima vambi. Dav. 個数詞の14．

― igashima khots. Dav. 個数詞の24．

Inipf. Dav. Lang.S.Sakh. Kl.Sakh. Bal.Mats. Mos. 個数詞の４．

Inituba. Mos. 力で，力づくで取る，強奪する，横領する．

Inishiya. Dav. たも網，ver. i-nis’-ya.

Inkara. (動）見る，目を向ける，視線を向ける． Mos. 視線を向ける，見ることができる．

― kanye, 見ろ．

― kani, 望遠鏡，鏡，眼鏡．

― koyajkus’, 見ることができない，目をくらませる．

Inkari あるいは inkaru. Mos. (i-nukaruの省略形），見る，視線を向ける．

― po. Mos. 瞳（字義通りは，見えるもの，目に入っている子供）．

Inki-an-guru. Mos. 客，訪問者．

Inkiri. Kl.Mats. 高い山．

Inki-utarye. Mos. 客，訪問者．

Inkiyanguru. Mos. 客，訪問者．

Innunnu. Mos. inunnuの間違い．

Inoj-ino,あるいは ino-inojye. (動）嚙む，嚙み砕く．

Inomi (動）（～を）いけにえにする，供物に捧げる，Sakyeani kamuj inomi. Tambaku ani
 

kamuj inomi.

Inonno. Mos. 祈る（日本語の inoriからできた単語 inori-noの代用）．

⑷ Nem.は，常にDav.とともに出てくるので，ロシア語からドイツ語に翻訳された，Dav.（ダヴィドフ）の『東

アジアとアメリカ北西海岸のいくつかの民族の言語の単語集（Wotersammlung aus der Sprachen einiger
 

Volker der ostlichen Asiens und der Nord-West-Kuste von Amerika）』の中の『アイヌ，すなわち，サハリ

ン半島（原文のまま…訳者），蝦夷，南千島の住民の言語の単語集（Wotersammlung aus der Sprachen der
 

Aino’s,der Bewohner der Halbinsel Sachalin,der Insel Jesso und der sudlichen Kurilen）』の部分のこと

であろう．拙訳『アイヌ語・ロシア語辞典⑵』北海学園大学学園論集第85号1995年，p.55参照．

⑸ （ver.）は， 「多分，おそらく～だろう」の省略であろう．
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Inonu-mosiri. (同）kamuj-mosiri.

Inontsi,あるいは inuntsi, ⇨ inonchi, 中傷する．

Inonchi. (動）悪口する，陰口をたたく，日本語の単語． ⇨ echakoro.

Inon. (名）祈り．

― itakh, 祈る，祈りを捧げる．

Inoskyemon endu. (地 Shm.）ヴェンドゥヴェッサン（Vyendvyessan, ）の南方の

岬の名．

Inoskita. (副）まん中に（端からではなく，上から）

― an-naj. (地）カルサコフ （Karsakov, ）哨所の東方56露里にある川の名，およ

び同名のアイヌと日本人の混住の村の名．

― an-tishye. (名）（通りの）まん中に建つ家．

Inos’kiun. (形) 中ほどの．

― ikhtrchiı. (指骨の）中ほどの関節． (同）tutano i khtchı.

Inos’komanaj. (地）カルサコフ（Karsakov, ）哨所の東方21露里にあるアイヌと日本

人の混住の村の名．

Inota. (名）岸辺の氷の向こうの海氷（海の utanの向こう）．

Insu (Inssu). Lang. Ecco（Iesso）島，あるいは，マツマイ（Matsumaj, ）島のアイ

ヌ語の名．

Intrakhparakhpa. (動）めくばせする，ウィンクする．

Inu. Mos. 聞こえる，聞こえている，聞くことができる，尊敬動詞としても用いられる． Inu.

Kl.Mats. 犬． Inuは日本語で「雄犬」（Korsh ），サハリンでは罵言．

Inuakh (形）唖の，聾唖の．

Inubus’-utara, けちな人，守銭奴．（同）sata-vyen-ajnu.

Inuye. (名）模様．

Inukaraあるいは inukarara. Mos. 目を向ける，見ることができる，尊敬動詞として用いられ

る（規則通りであれば，inukara）

Inukaru. Mos. 見える，視線を向ける（省略形で inkaru），見る．

― yakka iki. Mos. 彼が辺りを見ていた時に．

Inukuri. Mos. 心が決まらない，ためらわれる．

⑹ おそらく「コルサコフ（Korsakov, ）哨所」のことであろう．

⑺ 不明
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Inukuri-ankorokai. Mos. あなたは優柔不断だが（丁寧な表現）．

.Inumbye (inumpye). (名）炉．

Inumbita. (名）棺のふた．

Inumu. (動）（酒造りのために米を）搾る，搾ってこす．

Inumukutye. Mos. 周辺を走りまわること．

Inumushama. Mos. 衣服の端，ふち飾り．

Inunbye. Mos. 暖炉．

Inunbyeあるいは Inunbye ibye. Mos. 長さ２，３インチの四本ひげの鱗のない小魚の名．

Inunnu. Dav. 祈る． Mos. ― ku kye. Mos. 彼は祈りを捧げる，彼は祈る， ⇨ ku.

― ku kye nankora, 彼は自分の祈りを捧げる．

Inunukarye. (動）残念に思う，気の毒に思う．（副）どうぞ．

Inunukariga iramushkari. Dav. 無慈悲な．

Inunukashi. Mos. 許しがたい，禁止された．

Inunukhnaj. (地）マヌヤ（Manuya, ）の南方92露里にあるアイヌと日本人の混住の村

の名．グレン（Glyen, ）ではイヌスナイ（Inusnaj, ）． シュミット

（Shmitd, ）ではエヌスナイ（Enusnaj, ）となっている．

Inun (動）（⇨ einun），火の上で（魚を）燻製にする，乾燥させる．― Kınta―, 森の中で

燻製にする． Khyerokhki―,gyemoj―, ニシンやカラフトマスを燻製にする． Mos. 祈

る（日本語の inoruから）．

― ipye. (名）燻製にされた食物．（動）食物（たとえば魚を）を燻製にする．― kusu oman，

食物（魚）を燻製にするために（去って）行く．

― ipye tishye. 河口近くにある魚を燻製するための仮小屋．

Inupusye. (動）しみったれる．

Inup (inuf). (形）穏やかでない，騒がしい，しつこい．

Inufte. (動）うんざりさせる，― うんざりだ (同）einuf.

In’, 私に． Chokaj tonu― konte, 旦那が私にくれた．

― karakara ajnu, 私の下男，私の召使たち．

In’kara, ⇨ ınkara.

― sinyeka! 気をつけろ 日本語の言い回し．

⑻ 不明

⑼ 『Fr.Bogd.シュミットのサハリンへの旅行（ ）』という

（Shmitd）の著作のことであろう．拙訳『アイヌ語・ロシア語辞典⑸』北海学園大学学園論集第91号1997年，

p.179参照．
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In’korye, 返せ 渡せ くれ

In’ku.. Pal. くれ，渡せ．

Inejno. unejnoの代用．

Ina ajnu, 拾い物を見つけた人．

Ipabo. Br. 平たく細長い木製の椀．

Ipakar. Kl.Kam. 意志．

Ipanakhte. (名）懲役に処せられた囚人．（形）懲役の；日本語の単語 ．（動）懲役に処する，

逮捕する．

Inakh. (名）まね．

― ki. (動）まねる，eipakhとも言う．

Ipye. (動）食べる．（名）食物． Pal. 多種多様な食物． ご馳走

― as’no. (形）欲深い，貪欲な．

― vakhte, 食料品．

― vyente. (名）（動物の死体中の）ウジ（複数）．（同）mosospye.

― vyente vyentekh, ウジが食い荒らす（そこなう）．

― vyente khurakhka, 悪臭を出して（カラフトマスを）ウジが食う

― gumyeruj (ajnu), ぴちゃぴちゃ音をたてて食べる人．

― isanno,あるいは isan. (形）食用に適さない（mun「草」）．

― kara. (動）調理する．

― kikua. (名）食用の根を土中から掘り出すための棒．

― koro okhgau, 具の入ったスープ（魚入り，肉入り）， ⇨ oga-okhgau..

― rye. (動）養う．

― ruj. 大食いの，大食漢．

― t rusuj. 腹が減っている；食欲．― t usuj tram an, 食欲がある，腹が減っている．

― syekh (sye). (名）食卓，Ipye-syekh, 食料品の荷．

― taj. (名）食卓，食事のための台．

― eyara. (動）食物を配る．

Ipyekryejkye. Kr. のどが渇いている．

Ipyek-krajki. Kl.Kam. のどが渇いている人．

Ipira. Mos. (イピラ），ナイフ．

Ipıru. (動）（春に動物の体毛が）毛替わりする Numa―, 毛が抜け替わる．

⑽ 原文のまま

159

 

M.M.ドブロトゥヴォールスキーのアイヌ語・ロシア語辞典 （M.M.ドブロトゥヴォールスキー著，寺田吉孝訳，安田節彦訳)



160

北海学園大学学園論集 第155号 (2013年３月)



Ipitap. Mos.（イピタフ ），木の名，イチイの一種（Taxus），シャリ（Shari, ）地方の方

言から．

Ipoye. (名）鰊の卵を食べるために，鰊とともにやって来る脂肪の少ない鯨．アイヌの伝説によ

ると，乳房のない鯨．

Ippa. Lang.Kur. Kl.Kam. 食べる．

Ipporo. (形）きれいな，明るい，輝いている． Iporo. Pt. 色．

― vyen. (形）（ガラスが）くすんでいる，（空が）陰鬱な，（水が）濁っている．

― kara. (動）よごれを落とす，掃除する，きれいにする．

― nukara koyajkus’. (目を開けて見ることができないほど）明るく，まばゆく．

― ochıvye. (形）やせた，骨ばった．

― pırika. (形）透明な，澄んだ，曇りない．

Ipujno (ipujnu). (名）耳輪．

Ira. (名）スゲ属の一種の草．

Ira. Fyur. 風．

Irabokkari. Mos. 減る，少なくなる．

Irajye. (名）舵．（動）打つ，獲る．Kamuj―, 獣（アザラシを）打つ．

Irajki. (動）恥ずかしがる，恥じる．はにかんで目を伏せる，恥ずかしくて赤面する．

Iraikotsunye. Mos. 到達不能の．

Irairai. Mos. 小さいミズグモの一種．

Iramaan. Dav. 触覚．

Iramandye. Mos. 考える，思考する，知っている，尊敬動詞として，iramu-an-dyeの省略形．

Iramante. Mos. 考える．

Iramatyeryu. Dav. 美しい．

Iramashiri. Dav. 単独では用いられない単語．

― pirukano ushamaush’. Dav. 密に．N. ⇨ usamusi.

― shıomoki. Dav. 不潔な（Nem. では．― shiomokka），Pf.によると，すばらしくない．

Iramashiurye. Mos. すばらしい．

Iramashurinunuiya. Dav. きれいに，Pf.では，iramashurye（小詞 no-nye-yaを伴って）すば

らしい．

Iramyekasityekka. Mos. 退屈する，疲れる．

Iramyesi. Mos. 退屈する，疲れる．

原文のまま

不明

注４を参照
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Irami. (名）（kaama の中の）小橋の両側にある長い小柱

― an. Mos. ほめる，賛美する．

― sakhma, (kaamaの中の）iramiの上にある２本の梁．

Iramie. Mos. ほめ言葉，褒美．

Irampoye. (動）ふざける，戯れる（たとえば，恋人の to uf ）．

Irampuj. Dav. 邪魔する，気づく， ⇨ irampoye.

Iramu. Mos. 知っている．

― an. Mos. 知っている；記憶；気づく，心にとめて置く．

― kambarye. Mos. 臆病な，驚いた顔つき．

― tabavasi. 当惑した，驚いた；当惑している，驚いている．

― tujba. Mos. 驚く，びっくりする．

― shiuj. Mos. 惑わす（想念の中で何かを望むかのように），誘惑する．

― shkarye(shkari). Mos. 記憶になく，知識になく；知らない，分からない（回りくどい，つ

まり，意味のない話のように）．

― shkari. Dav. (私は）分からない．

Iranakhka! うんざりさせるな うんざりだ 黙れ （動）うんざりさせる．

Irankarakhte, ⇨ inankarakhte.

Iranmakaka. Mos. 上品な，美しい，すばらしい．

Iranmakakano. Mos. しっかりと，よく，とてもよく．

― garika ani yubu. Mos. しっかりと縄で結ぶ．

Irantrajki. (名）黄色い花が咲く草．

Iranup. Mos. (イラヌプ），熱愛する．

Irara. (形）威勢のいいところを見せようとする． Dav. 自慢好きの，恥知らずの．（同）yajrika.

Irarapa. (動）長く座りすぎる（足が痛むほど），（木の枕の上で）長く頭を置きすぎて頭をしび

れさせる．

Irar. (形）自慢好きの，高慢な（ajnu「人」）．

Irakh, ～がない，～がいない，～が見つからない．

Iryeka. Mos. ⇨ menashiun. ― anna. Mos. ⇨ myenashiun.

Iryenka. Mos. 褒美；報いる，返報する．

「冬以外の期間にクロテンを捕獲するための道具」（本辞典 の項から）

「乳房を触る」（本辞典 の項から）
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Iryesiba. Mos. 短い時間養う，自分のところにかくまう；かくまう，食べさせる．

― ikye. Mos. 食べさせている時に．

Iryeskye. (動）（他人の子を）育てる．

― chacha, (他人を）育てている人，養育者（老人について）．

Iryesyu. (動）育てる（他人の子を）．

Iryekhte. (名）音楽，演奏．（動）（バラライカを）演奏する

Iri-kuras’no. (形）真っ黒な，無地の白あるいは他の色の（麻布）．

Irivaki. Mos. 兄（弟），兄弟姉妹，甥．

Irigus. Dav. 鱈．

Irıyetsis’ (名）蟻，ıtsiris’とも言う．

― pu. (名）蟻塚．

Irikun-dyeryekye. Mos. 上へ飛んでいく．

Irimo. Dav. クマネズミ． Lang.S.Sakh. Kl.Sakh. ネズミ． Irimu. Mos. クマネズ

ミ．

Irimontama. Mos. いぼ．

Irımoro (irimuru). １．煙管の箱．２．（寝台の下の）煙管用の引き出し式の箱．３．旅行用の

煙管ケース（kısyeri-amaniとも言う）．４．雨天のときの木製のタバコ入れ．

Irimufkanye(irumufkanye). (形）（節のない）太さの一様な（たとえば，竿，棒）．― ni. 丸

い（節のない）木（たとえば，羅宇（らお））．

Irisı. Kr. 前へ．

Irisikonna. Mos. 予期しない物；驚くべき，奇跡的な．

Iritaku. Mos. 一族，家系；親戚（複数），親戚（単数）．

Iritappye. Mos. (イリタツペ），兄（弟），兄弟姉妹．

Iritaro. (形）平らな，（板が）なめらかな， ⇨ itaruvyen.

― kara. (動）平らにする．

― pırika, 平らな（床）．

Iriug. Kl.Kam. 腹の激痛，刺すような痛み．

Iriyurai. Mos. 衣服をたくしあげる，巻きつける．
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Iro (iro). Mos. 輝き，日本語では「色」の意味，お前，君（Pf.によれば，多分誤り）．

Iroki. Lang.N.E.Sakh. 魚．

Irokku. Mos. 輝く，光る．

Ironnye. (形）（板が）厚い（ita―），濃い（―saki）． Mos. 太った，容積の大きい．

Ironni(o) Dav. 厚く． Mos. 厚い．

Irpyet. Kr. 特別な種類の昆布．

Iruguru. Mos. 産むこと，出産．

Iruiruye (uru-iruye, ururuye) (動）挨拶を交わす（一般的に）

Irumoro, irumufkanye, ⇨ irımoro, irimufkanye.

Irumunbu. Mos. ある星座の名．

Irurye. (名）薬草（erufとも言う）．

Irurukarama. (名）（子供の）女性の名，大人では：Gorokayama.

Irusa. (動）貸す；しばらく貸す，Nem. では，Dav. yurusha, 貸せ．

Iruskana. Kl.Kam. 一昨日．

Irus’ka. (動）腹を立てる，怒る．

Irutas’pano. (副）相互に，お互いを；交代で．

― iku, 順々に，交互に飲む

― ukojomarye, 交代で注ぐ．

― umontas’pa ajnu, つかみ合いのけんかをした人たち，殴り合った人たち．

Irutemu. (動）情事の誘いをする．Makhnyeku okhta―, 女性を情事に誘う（coitus）．

Irushka. Dav. 単独では用いられない単語．

― itaki. Dav. 罵る． Kl.Sakh.

Isam, ⇨ isyam.

Isantonu. (名）准医師，医師．

Isan-chuf. (名）新月．

Isaokhあるいは isauf. (形）前の，最前列の，先頭の（― syeta）．（動）始める．

― kanye! 前もって，初めに．

Isauadukura. Kl.Kam. 一昨日．

Isaufte. (動）（犬を）先頭にする．

Isye! 出て行け とっとと出て行け さあ行った （犬や人を追い払うとき）．

Isyeasyekka. Kr. 暖かい．

注４を参照
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Isyebatsi. Mos. 樫の木製の大皿，日本語の単語 ，その中で物をすりつぶす大皿．

Isyempiriye. (動）その場にいない人のことを話す．

Isyenbiru. Mos. 暗黒の始まり．

Isyenramutye. Mos. 値がはる，高価な．

Isyesikka. Kl.Kam. 熱．

Isi. Mos. しっぽ，鳥の尾．

Isiarye. Kr. 空腹である

Isikamaryeあるいは isikkamarye. Mos.（横にして）置く，預ける．

Isikari. Mos. マツマイ（Matsmaj, ）島の地名．― ぐずぐずする，手間どる．

Isikyekara. (動）目くばせする，ウインクする，目で知らせる．

Isikoba. Mos. 意図，目的．

Isima. Mos. 女性用の股引．

Isinye. (副）いっしょに．

― okaj, いっしょに暮らす．

― pakarye. (動）（～を）期待する，頼りにする．（同）snyepakarye kara.

― eukojki, いっしょに襲う，けんかをする（たとえば，豚を襲って傷だらけにした犬達が）．

Isınyeka. (名）化け物，妖怪．

Isinyekanye. Mos. 特別な形の金属製の物；isi「尾」から．

Isinyeryep. Mos. 魂，幽霊．

Isınnye, 代わりのもの，代わりの人．

Isiryerattomu. Mos. 胸．

Isiru. (動）（ナイフを）研ぐ．

Isiryuv. (名）やすり．（同）yasori.

Isis’kas’ma. (動）命ずる．

― utara, 命令をする人たち．

Isitante. Mos. 探させる，尊敬動詞として「見つける」．

Isitan. Mos. 探しているものを見つける，見かける．

Isio. Mos. (イシヨ），普通の，ありふれた．

― bonbye. Mos. 姿がウサギに似た形の白い鯨の一種．

原文のまま
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Isio-itakki. Mos. 会話，普通の談話．

― kina. Mos. 植物の名，字義通りは，普通の植物．

― rorye. Mos. マツマイ（Matsumaj, ）東部で使われる挨拶の言い回し．

Isiupu. Kr.Pal. 嵐．

Iska. Mos. こっそり持ち去る． Kl.Kam. 盗む．

― guru. Mos. かっぱらい（字義通りは，かっぱらう人）

Iskariukur. Kl.Kam. 盗み．

Iskarun. Mos. 気づく，忘れない．

I-skarun-na. Mos. 私はこのことについて考える，忘れられない．

Iskye . (名）安タバコ．日本語の表現 ．（同）kuma-sakhma.

Iso. (名）熊．

― inau, 殺される熊に捧げられる inau.

― kotaın. (名）熊の死後の住処．(同）yama-kotan.

― kuf. (名）kamuj-asın’kiの祭りの時に熊に着せられる orikonという草で作った帯．

― ojpye. (名）熊に餌をやるための細長い桶．

Ison-ajnu, 熊や他の獣に対して幸福な人．

Isonuo. Kl.Kam. 幸せな．

Issyajgye. (名）鳥のしっぽ．

Istajki. Mos. (イシタイキ），織る，stajki「打つ」から．

Isto-gyemoj, 卵を取り除かれた卵のないカラフトマス．

Istrakh. (名）小包．

― kara, 小包を送る．

Isu. (形）丈夫な，（衣服が）穴のあかない，丈夫な，（麻布が）目の詰まった

Isuka. Mos. 強奪する，盗む．

― guru. Mos. 強盗，泥棒．

Is’,あるいは ısu. (名）1/4分（ぶ）（日本の四角い銀貨）（11コペイカ）．

Is’ka. (動）盗む，泥棒する．

― utara, 泥棒，ペテン師．

原文のまま

原文のまま直訳した．「熊や獣を上手く獲る人」の意味か？
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Is’koteskye. (名）大動脈（血液のない血管 ）．

Is’ningi,あるいは ıs’nin. (名）鳥のしっぽ．

Is’to. (名）鳥のしっぽ．

Is’tus’-ni, (名）まっすぐな，曲がっていない木．

Isyunkonoye. (名）男性の名．

Isyaj. (名）鳥のしっぽ．

Isyam (isam). (副）～がない．isyanとも言う

Isyanchiki, もしなければ，― kvani okhta jye kanye, もしなければ，私に言え．

Ita. (名）板． Kl.Kam. 槌（itataの省略形）． Dav. 食べる場所． Mos. 板および食事

（Speise），おいしい食事，日本語の ita「板」から．

― t rivka. (名）木でできた歩道，渡り板，橋．

― uturu. Dav. すき間．

Itabu (ya-oskye-itabu). (名）網を織るための鋳塊．

Itabukuna. (名）床．（同）syekh..

Itagandye. Mos. 話す． Itagan. Mos. 話す，itakanとも言う．

Itai. Mos. 引きずり移す，手前に引く，引きずる．

Itakandye. Mos. 話す． Itagandye. Mos. 話す（尊敬の動詞として）．

Itakankoroka. Mos. 話されたけれども，あるいは，話された後で（⇨ koro-ka）．― ekasi
 

iryenka an gushi ta, 彼らがこれについて話してから，先祖の報いがなされる．

Itakantets. Mos. (itaku-an-tetsの代用），話されるやいなや（尊敬動詞として ⇨ teおよび

ts）．

Itakan. Mos. ～を話されたこととする（itaku-anの代用 ⇨ an），話す．― ruue ne, 話

された時（⇨ rue），話された後で．

Itak ura. Kl.Kam. 話す．

Itakye-sın’ka, 話すのに疲れた．(同）chara-sın’ka..

Itaki. Mos. 話す， ⇨ i-itaki；話，言葉；会話する，itakkiとも言う，物語る．

― nuj. Dav. 命ずる． N. 言葉を聞く，（Pf.によると，itaki「物語る」と小詞 noの代

用の nu）．

原文のまま

不明
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Itaki-ne. Mos. 話す；会話（⇨ ne）． Itaki ne kushu. Mos. 話されているから．

― khoshibiri. Dav. 断る．

Itakira. Mos. 植物の名．

Itakita ajnu, おしゃべりの人，話し好きな人．

Itakka. Mos. 話すことができる，など（itakuから）， ⇨ a, 話すことができる（itakaの代

用）．

Itaku（省略形は itakh）．（名）単語，言葉，言語．（動）話す． Mos. 話す，報告する（als
 

Niedrigkeitszeitwort），物語る；話，言葉，idakuとも言う

― kako uvyen. と を不明瞭に発音する，発音の不明瞭な，Nem. では，itaku-kano uvyen.

― karye. (形）非常に冷静な（もうすでに多くの侮辱に対してはもっぱらAsinpyeをとり，一

方，一つの侮辱に対しては我慢している）．―ajnu, 非常に冷静な人．（同）tramutanye.

― makusitye. Mos. 自慢する，鼻にかける．

― nini. Mos. どもる，nini「消える，落ちる」から．

― sikomyeubye. Mos. 罵り合う，論争する（ことばで闘う）．

― tura. Mos. 筋の通った，流暢な話．

Itakfpye. Dav. 会話． Itakupye,あるいは utaku-bye. Mos. 述べられたこと，話，会話．

Itak-uryen’karye, 同意する．

Itamojya. (名）様々な用具を置いたり，莚（むしろ）を織ったりするために（ユルタの）扉の両

側に増築した部分．

Itanye-kani. (名）若い娘の帯の上にある穴のたくさん開いた真鍮製の薄い留め金（装飾用）．

Itanyetoba. Mos. 船の甲板の真ん中部分．字義通りは，板の胴体．

Itanki. Kl.Kam. 茶碗．

― kyembye. Mos. 人差し指（イタキケンベおよびイタンキケンベ）．

Itanchiki. (名）床（日本語の単語）．

Itan’ki. (名）茶碗，ワイングラス．

Itapukı. (名）火起こし用の皮．

Itap, ⇨ uta. Pt. 大槌．

注４を参照
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Itariga-fugu. Dav. 吹き消す．

Itaro. (形）平坦な（山のない）．― pırika, 平坦な．

Itaruvyen. (形）（部屋の床が，小さな隆起や穴があって）でこぼこの．

Itasa-itakh. (名）答礼の言葉，答礼の挨拶．

Itasibye（イタシベ），あるいは itashpye（イタシペ）． Mos. アシカ，トド，utaspyeとも言う．

― gots. Mos. ウミウシに似た白い軟体動物の名．

Itata, 省略形は ita. (名）槌．（動）槌で打つ．

Itaun. Mos. 話す，物語る．

Itauturu. Mos. 板の間のすき間．

Itakhkyesyeva, 継続して話す（心の中で，たとえば，侮辱に対する報いを要求する）．

Itakhkyesyekyeva, 同上の意味．

Itakhkyes’va, 同上の意味．

― asımpye konte khyemaka, 侮辱に対して，長い要求（しつこい要求）の後で支払をした．

Itakh. (動）Itakuの省略形． Itakh-kanye! 話せ

― pokhsyeka, 侮辱についての話．

― t ruye ajnu, おしゃべりな人．

Itacha,あるいは itasha. Mos. 答える，反対する（itatsとも言う）；褒美，賃金

― itaku. Mos. 与える，報いる．

― sha. Mos. 痛む，痛みを感じる．

Itashari. Dav. 取り替える，交替． Mos. 交換する，報いる．

Itashpi. Mos. (イタシピ），アシカ．

Itaya-pu. (名）納屋．日本語の単語（？) ．

Ityemye. Mos. (家の）梁

― kikiri. Mos. ダンゴムシ，字義通りは，梁の昆虫．

― ta. Mos. (家の）梁．

Itikkaki. Dav. 禁止する．

Itkim. (地 Shr ．）ピミ（Pimi, ）（トモ（Tomo, ））河畔のギリヤークの村．

Ito. Mos. 鼻，etuとも言う． Lang.Mats. 鼻．

― byetsikka. Mos. 鼻水．

― binnye. Mos. 魚の名．

Itobuj. Dav. 鼻の穴． Mos. ― Kl.Sakh. ⇨ etupuj.

原文のまま

何の略か不明．たぶん，Shm.の間違いであろう．
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Itogo. Dav. 終わり． Ito go. Mos. 終わり，第一の原因，初め，源，itokoとも言う．

Itojsyeka. (名）（穀類やジャガイモが入った）荷物用の袋．

Itoko. Mos. 終わり，初め，源．― ta. Mos. 初め，源．

Itokutoki. Mos. 鳥の名．

Itomo. Mos. 片づける，調整する，解決する．

― buyara. Mos. 部屋（広間）のもっとも高いところにある窓，字義通りは，調整をする窓．

― itaku. Mos. (とくに言葉で）調整する，片をつける

― kokye-ajnu. Mos. 評価する，正しいと考える．

Itomokh. (動）（もっぱら熊を）殺す． Iso―

Itomots. Mos. (イトモツ），調整する，片をつける．

Itonka. Mos. 日本の ugui（ウグイ）に似た魚の名；カラフト方言の単語．

Itonopu. Dav. 口つきの木製の茶碗．

Itopyentra. (名）球根植物 tomaraの水色の花．

Itoto. (動）沈める，（脂を）加熱して採る．Kıribu―

Itokhpa. (動）inauに刻み目をつける，（同）korıtokhpa. Kamuj okhta―, 神に捧げる inau

に刻み目をつける．

Itoyasikarap. Mos. 守護者として，守る，防御する；道を教える，案内する．

Itu. Mos. Fyur. 鼻． Itu, 鼻，岬． Itu-ikari, 岬から．

― bi. Mos. 鼻水．（同）ito-betsikka.

― biran. Dav. 鼻かぜ． Pf.によると，itubye-ran. 鼻水が下に流れる．

― kyemu. Mos. 鼻血．

― mutsu. Mos. (イツ°ムツ ），鼻づまり，鼻かぜ．

― piriba. Dav. 鼻を拭う．

― tannye. Mos. 蚊（字義通りは：鼻の長い，長い鼻あるいは長い口先）．

― tsikyerye. Mos. モグラ，鼻面の長い鯨の一種．

ツ°は『藻汐草』でも用いられている文字である．［tu］の音を表している．拙訳『アイヌ語・ロシア語辞典⑷』

北海学園大学学園論集第85号1996年，p.185参照．
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Itu-shakupye. Dav. しし鼻の，Itushakti. Dav. 鼻のない． Itushakubye. Mos. しし鼻の

（字義通りは，鼻のない）．

Ituansikarap. Mos. 親愛な，大事に愛された．

Ituitui. Mos. (イツ°イツ°イ），掃く，掃除する，掃き出す，きれいにする．

Ituku. Mos. 後ろへ下がる，戻る．

Itumunki. (動）紡錘で糸をよる．

Ituninaj. (地）クスナイ（Kusunaj, ）の北方10露里にある小川の名と同名のアイヌの

村の名．

Itun. Dav. 占領する， ⇨ etunnye.（Dav. Nem. では，（idun）．

Iturapisika. Mos. 鳥の名．

Iturap. Mos. (イツ°ラプ），根の近くにできるオランダイチゴに似たイチゴ類．

Iturpu. Kr. (地) 20番目のクリルの島（iturup），ミッレル（Millyer, ）の計算では19

番目 ．

Itutunye（イツ°ツ°ネ）． Mos. 医者（日本語では isi）．

Ituukyeu. Mos. 船から降りるための板．

Ituyas’kara. (名）仲間，友人．

Itchari. (名）篩（ふるい）．

Itchiri. (名）柱，里程標．

― sirosi,あるいは ― tuntu, 柱の掲示．

Itekye. Mos. ～しない（「できない，～する勇気がない」という付随的な意味をもつ）．― yaj-

baroush, 無駄口をたたくな

Iteki. Mos. ～しない（⇨ itekye）．―ojraya, 私は忘れない，忘れるな．

Itempi-tempa. (動）方々さわってみる（進みながら），手探りで進む， ⇨ tempa-tempa.

Itenkutuye. (名）男性の名．

Itesye. (動）莚（むしろ）を織る．

― ka, 小石が吊るされている経糸の糸．

― pis’, 莚（むしろ）を織るための小石．

Ikhari-chuf. (名）９月．

Ikhaukyerye, ⇨ igaukyerye.

Ikhokku. (動）商売をする，売る，買う．（名）商売．

― koropye, 商品．

― tishye, 小さな店．

注４を参照．
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