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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， の続きである。

原文では10語ごとに番号が記されているが，訳文にはこれまで番号を記してこなかった。し

かし，今回，番号を付けた方が原文と対照させやすくなるのではないかというご指摘をいただい

た。それを受けて，今回から訳文にも10語ごとに番号を記すことにした。番号で言うと，今回

の訳出部分は2768番～3260番までの494語である。但し，この番号はそれほど正確に付されて

いるわけではなく，かなりの誤りがあることを承知しておかねばならない。例えば，今回の訳出

部分の最後の単語は3260番目のはずであるが，3260の番号は次の単語に記されている。

（寺田吉孝 記)
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Kashta. Mos. ～の上方に，～(の上）に．

Kashuya. Dav. マルハナバチおよびミツバチ．

2770 Kash. Mos. 上に．

Kaya. (名）魚の皮でできた女性の衣服．Gyemoj―, chuf-chyeb―, カラフトマス，サ

ケ の皮でできた kaya, Mos. 帆．Kl.Sakh. (kaia），帆．

― kuru. Dav. 帆を揚げる．Kaya koru. Mos. Dav. 帆を揚げる，張る．

― ni. Dav. Mos. 帆柱．Lap. 外洋船，船．

― rangi. Dav. 帆をたたむ．Kaya rankye. Mos. 帆をはずす，たたむ．

Kaya-shashtye. Mos. (カヤシヤシテ），出帆する，字義通りは：急いで帆を張る．

Kbyuda. Lap. 飲む．

Kvani. ⇨ k uani. Kvani ku gakhka, 私の帽子．Kvani inyejno ku konuburu, etsi
 

konte koyajkus’, 私自身これが気に入っているので，お前にやれない．

Kvudari. Dav. 流し出す，注ぎ出す，Pfによると，日本語で kudariは降りること．

Kye. (名）脂，油，軟膏．（動）鉋をかける（ni―），剥ぐ（yara-kye）．（間）さあ

Mos. 能動動詞 や尊敬動詞を作る小詞（方言では kiおよび gi）， ⇨ ka；名詞

や前置詞の終わりで「場所，所在」を意味する（～に，～で，～の下方に）．Ki-gi

は時に jkyeにもなる， ⇨ auvanteなど．Kiは kyeにも変わる．Ikonye kirye kye,

（vyen-kamuj「邪悪な神，邪悪なデーモン」が）多くの人を病気にした．

― va ne yakine. Mos. こうなった後で．

2780 ― kye! nu! nu!（続けろ ）． Mos. さあ よろしい まあよかろう （間投

詞）．

― kokari, 軟膏（脂）をすり込む．

Kyea, kyeannaの省略形，行ってしまったか？ 答え：e!あるいは kyea!あるいは kyean-

na!あるいは keanna kusu!（つまり，行ってしまった ）．

Kyeakal’. (地) デーカストゥリから皇帝湾までのダウリ（Dauri， i ）川の岸に住

むギリヤーク人の支族 ．（ロシア人の間ではカカリKakal’）

Kyeanna. (副）うん，その通り．― kusu, たぶん．（同）sonno, sonno ampye.

Kyeanna kusu oman! たぶん，行ってしまうよ うん，発つところだ

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 原文では （ 「鯨」の複数主格）となっているが，おそらく （ 「鮭」の単数生格）の書き

間違えでないかと思われる．

⑵ 原文のまま

⑶ 原文のまま．（地）となっているので，このギリヤーク人が住んでいる場所のことかもしれない．
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Keannaku. Mos. このように，そのやり方で．Keannaku gau ki an koratsi an, こう

言われている（字義通りは：このやり方で，言われている）．

― va-u. Mos. その通りだ．

Kyevataj. (名）迫害による自殺あるいは殺された者に対する親族への支払い．

Kyevye,あるいは kyevyej. (動）追い出す，追い払う，押し出す．（名）増大．

― poro, 背の高い（ajnu）．Ankyevye, 追い払われた．

2790 Kyevi. Dav. 追う，Pfによると，正しくは，強調（？) のはたらきをする音節

okyeueから．ただし，省略形 kyeueあるいは kyeuiの形になっている．

Kyevuri. Dav. 削って作る．

Kyegunaj（kanhu-
n
 
g
-ai）．Kl.Kam. 楔（くさび）．

Kyeda. Mos. Lang.S.Sakh. 星．

Kyedrus. (地 Shm）ドゥーイ（Duj， ）の南方の川と岬．

Kyeyevyen. (形）疥癬にかかった，疥癬（tinea favosa）を患っている．

Kyeyera. Kr. Pal. Lang.Kam. 風．

Kyej. (名）頭骨．

― makankye to, 熊の頭骨を山に返す日．

Kyejkipo. (名）膝窩（しっか）．

2800 Kyejkiri. (名）骨の継ぎ目，（トドの）頭頂骨の上端．

Kyejkitaj. (名）頭頂部，頭のてっぺん．

Kyeirapp. Mos.（ケイラツプ），賛美．

Kyej rus’,あるいはKyejtoj rus’. (名）頭の皮（頭髪のついた），kyejtorus’とも言う．

― opokhtara nejnu an, 髪の毛が逆立っている（恐怖で），字義通りは，頭の皮が剥が

れたようだ（頭骨から）．

Kyejtomu. (名）性格，癖，省略形には kyejtomおよび kyejtumがある．

― vyen, 態度が乱暴な．

― pirika, 礼儀正しい，やさしい．

Kyejchima. (名）疥癬（tinea favosa）．― araka, 同じく．

Kyejchimaus’, 疥癬にかかった．

2810 Kyekan. (名）淋病，日本語の単語．（同）t rımpio, oyejkus’.

⑷ 原文のまま
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Kyekye. (地）カルサコフ（Karsakov， ) の西方12露里のキェキェ（Kye-

kye， ）川．

Kyekyesi. Mos. 人生，命，運命によって決定された人生，存在．

Kyekokyerunbye. Mos. 見る，見える．

Kyema. 足，脚（釜の）．Kr. 足（複数）．Pal. Lang.Kam.S.Sakh. 足．Mos. 足．

― koru. Mos. 脚が取り付けられている．

― koru shintoko. Mos. 脚付きの大きい桶．脚付きの釜．

― koshinye kam. Mos. (ケマコシ子カム），米，穀類，字義通りは：足の速いの肉．

― koshnye kam. Mos. 穀類，字義通りは：多足の肉．

― ni, 歩いて，足で．

2820 ― ni chivu, 蹴る，蹴とばす．

― o sintoko, 米用の桶．

― pisoj eakhkas’, pes varus（内反足)；足を外にねじって歩く

― pompyeam. Lap. 足の親指．

― ponpye. Mos. 足の指，カラフト（Karafuto， ）方言の単語．

― suye, 歩む．

― tikye. Lang.N.Sakh. 手．

― teki (kyemateku, kyematek, kyematekh). (名）身震いすること，身震い，恐怖，驚

き．（形）恐ろしい．（動）身震いする，驚く．

― uf sıntoko, 漆を塗った日本の４本脚の小さい桶（酒用）．

― tsikakhkara, 足の指を曲げる．

2830 ― ekachiv,あるいは kyemani chıvu, 蹴とばす，蹴る．

― eruppokh eakhkas’, pes equinus（蹄足)；踵を上げて歩く．

― esıno-sino, 足で踏む．

Kyemasutunkyema. (名）女性の名．

Kyembye. Mos. 指．

Kyemyekhpa, 喀血，喉からの出血．

Kyemi. Mos. 血．

― ambi yairajgiri. Dav. かつて見たことのない，Pfによると，私は珍しいものに感

謝する．

― ambye. Mos. 稀なこと，驚くべきこと．

⑸ 原文のまま．コルサコフ（ ）のことであろう．
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Kyemi-an. Mos. 稀な．

― osoma, 血の混じった下痢．

2840 Kyemma (kehmma). Lang.Kur. Kl.Kam. Bal. K.-Kur. 足．

Kyemo. Mos. 血，kyemuとも言う．

― ritsu. Mos. (ケモリツ），血管．

Kyemojki (kyemujki). (名）獣の捕獲，獣の狩．

Kyemotrish. (名）血管．

― tempa tempa, 脈をとる．

Kyemu. Mos. 血；留まる，いる．

Kyemurampa. Dav. 飢え．Pfによると，小詞 baの付いた後続の単語の省略形 ．

Kyemuramu. Pf. 飢えをこらえる．飢え死する；飢え．

Kyemuspye. Kl.Kam. 刀の鞘（さや）．

2850 Kyem. (名）血，針，梭（機織用の），Fur. 血．Lap. (kaine)，裁縫用の針，Mos.

(ケム），針．Lang.Mats.Kur.Kl.Kam. 針．

― asın, 血が流れている．

― gontopuj, 針の穴．

― goosu. (動）非業の死をとげる，死ぬ支度をする．

― koro, 血の混じった．

Kyenasika. Mos. 低地．

Kyenas’. (名）広葉樹の木立．

Kyenmara. Mos. 粘土の容器．

Kyenosorum. (名）女性の名．

Kyetaporo. Mos. 日本の bo-fu「岸辺のバラ」に似た植物の名．

2860 Kyentram. (名）飢え．― ruj, ひどい飢え．

Kyen’kyem. (動）なめる．

Kyen’kuta (chuf-asın’chiki majne kyen’kuta). (名）月経．

Kyen’chich’. (名）剣術（短い棒を使う日本の）．

Kyene. (名）ヤナギ？ (同）ikhuryekanye. Mos. 木の名．

― fumbye.Mos. (ケ子フンベ），赤い皮の鯨の一種の名．

⑹ 原文のまま

253

 

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)



254

北海学園大学学園論集 第157号 (2013年９月)



Kyeokari-i khtrchi, 後頭部の関節丘．

Kyeoro. (名）脳．Poro―, 大脳．

Kyeotsutsunye. Mos. 害，損傷．

Kyera (kyera.Mos.). (名）味．

2870 ― an, 旨い，甘い．Mos. 旨い；味．

― vyen, 不味い，苦い，不快な．

― pırika, 旨い．

Kyeraj. Mos. 好意，保護，庇護，寵愛．

― kusu. (副）幸いにも，無事に．（同）tryen’kajnye. ― Ekh kyerajkusu ane nu-

kara, うれしいことにお前が来てくれて，いま私はお前に会っている．

Kyeraj-kushiu. Mos. (ケライクシユ），保護，好意，寵愛．

Kyerangye. (名）男性の名．

Kyerye-kiru. (動）（犬が扉を）引っかいて傷をつける．

Kyeryemantye. Lang.N.Sakh. 目．

Kyeryepo. (名）足の裏（足の）．

2880 Kyeryeru. Mos. 家．

Kyeri. Mos. 履物，靴，同じく靴の特別な種類．

― kyeri. Mos. まだ；相変わらず，いつも，絶えず．

― un-bye. Mos. 履物（字義通りは，履物の品物），靴．

Kyero, ⇨ arappye. Kr. 黒い小さなカモメ（複数）．

Kyeroo. Kr. 灰色の海のカモメ（複数）．

Kyeru-kyeru, 削り取る．

Kyesantama. (名）女性の名．

Kyesyekyeva (kyes’va). (形）不断の，絶え間ない．

― araka, 絶え間のない痛み．

Kyesiあるいは kyesh. Mos.（ケシ）本来は「発火」；複合語のために使われる．

2890 Kyesi-gura. Dav. 毎晩．N ：kyes’-ukuran, 毎夜．

― anukara. Dav. 毎夜．N ：kes’-antsikara.

Kyesikakubyesi. Mos. 海岸から吹く風．

Kyesitaあるいは gyesita. Mos. ～の上方に，～に（前置詞）．

Kyespyerın’ka. (形）幸せな，成功した．

⑺ 不明

⑻ 不明
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Kyesuf. (名）踵（足の），gorokakyesufとも言う．

Kyes. Mos. 複合語の中で「火をつける」あるいは「引火する」という意味を持つ．

Kyes’va, ⇨ kyesyekyeva.

Kyes’pa (kisanpa), 毎年，何年も

― asın’ko, つねに，いつも．

Kyeta. (名）星．Kyeta mukas’, 流星．（前）～づたいに，～にそって．Kr. Pal.

Lang.Kam. 星．

Kyetomaj. (地）シウ（Siu， i ）川の支流（６番目に重要な）．

2900 Kyetu. (動） き退ける．― Tishye-opas’kyetu, 家の雪 きをする（吹雪の後）

Kyeteri. (名）ギンギツネ，Krestovkaキツネ （背の黒い）

Kyeui. Mos. 追う，～を追いかける．

KyeukoshanuあるいはKyeukoshan. Mos. 気持ちが激しく動揺する，恐れおののく．

Kyeura. Mos. 味，kyeraとも言う．

― koru. Mos. 味，味がある．

Kyeuri. Dav. 削る， ⇨ kyevuri.

Kyeusut. (Kausuth). Kl.Kam. 祖父．

Kyeutomo. Mos. 激しい感情，気分，傾向，意向，kiutomoあるいは kyeudomoとも言

う．

― vyen guru. Dav. 秩序のない．Kyeutomo uen. Mos. 悪意のある，性格の悪い．

2910 ― ishama. Dav. 残酷な．Mos. 無慈悲な，冷酷な．

― koshinye. Mos. 素直な性格，愛想のよい，やさしい．

― oguriksi guru. Dav. 信頼できる人．Kyeutomo okuriki. Mos. 正直な，誠実な．

― piruka. Dav. 良識，善良な心．

― uringa piruka. Dav. 賛成の．N ：雑な表現．

― yupki. Dav. 勇気．Kyeutomo yupkye. Mos. 精神の強い，勇敢な，勇ましい．

― yupki guru. Dav. 勇敢な．

⑼ 狐の１種．背に十字架（Krest）上の模様がある．

⑽ 不明
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Kyeutumu. Mos. 情熱，意向； ― an koro kushiu ne, 実際これは彼らの意向なの

で；kyeutomo.とも言う

Kyeshiutu. Mos. (ケウシユツ）゚，おじ．

Kyeue. Mos. 追う，～を追いかける．

Kyeuechari. Mos. (ケウエチヤリ），嫌気がする，反抗する．

Kyekh (kye)! いま行く 行こう

Kyekhpa-kyekhpa. (名）上あるいは下に伸びるイナウ（inau）の刻み目の削りかけ．

2920 Kyekhpayantro, 行こう

Kyekhto,あるいは kyekhtro. (名）kite の先の尖った棒（動物がころげ落ちたり，逃げ

たりするのを妨げる）

Kyekhurute. (名）フランネル製の日本の上衣． ⇨ chokhurute.

Kyeshyeto. Lap. 額．

Kyeshi. Kl.Sakh. それぞれの．

Kyeshio. Mos. (ケシヨー），墨で検印を押すこと；小さな文字がちりばめられたよう

なアザラシの一種．

Kyeshkye. Mos. 火をつける．

Kyesh. Dav. 単独では用いられない単語．

― mats. Dav. 花嫁．

― pa. 毎年．

― to kyesh to. Dav. 毎日．

2930 ― to kyesh to nisas. 毎朝．

Ki. (名）スゲ属の植物．１．草．Sakhte ki, 干草．２．遊び．（動）１．する．２．遊

ぶ．３．過去時制を表す助動詞．Poro sunkye ki, たくさんうそをついた，たくさん

ほらを吹いた．Mos. ⇨ kye, ⇨ ka, もの；複合語のために使われる小詞（gi

とも言う)；望む，欲しがる．―Kı, シラミ．

― va ne yaki ne. Mos. それがこうなった後で，その通りであるなら，あるいは，そ

の通りである時．

― guni. Mos. 望まれていること．― guni kushu. Mos. なぜなら望まれている

から．

Kiviva-omandi. Dav. 追い出す．

Kigiri. Dav. シミ，昆虫．Mos. ki giri, 昆虫の一般的な名，kikiriとも言う．Kl.

Kam.ki gir（kıhgir），ウジ．

kiteの項を参照
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Kido. Dav. ラムソン， ⇨ kito.

Kidsyakte. (地）（Kidsachkte Shm.) モイッセ（Moissye， ）湾のドゥーイの

南方の岬．

Kıi (ki),あるいは trakh-kıi. (名）羽枝．Dav. 脂．Mos. もの，こと，植物の名．

Kiibi. Dav. 脂肪の多い，脂っこく， ⇨ kyeおよび bye.

Kiivanyeyakinye. Mos. それがこんな状態ならば，あるいは，こんな状態のとき．

Kiii (kiii). Lang.S.Sakh. 脂．

2940 Kıjki. (動） く， ⇨ sikıjki.

Kiikisup. Kr. まだらのタカ（複数），タカ

Kijnu. (名）沼沢地，ぬかるんだ場所．

Kikararip. Mos. 家の梁．

Kiki. Dav. く，（自分の痒いところを） く．Mos. kiki（キキ）あるいは ki gi

（キギ），（自分の痒いところを） く， く，自分の髪をとかす．

― amburius. Dav. ひっかいて傷をつける，Pfによると，kiki-ambariusは amba

「つねる」と小詞 riおよび usから．

Kiki-kitsu. Mos. 引っつかむ．

Kikıni. (名）木（杖用に使われる）．

Kikınni. Mos. 日本のAdzusa（アヅサ）に似た果樹の名．

Kikiriあるいは ki giri. Mos. 昆虫の種（属）の名．

2950 Kikkiku（キツキク）．Mos. 殴る，打つ，叩く．Kuはここでは「～する」の意味の助

動詞のようである．

Kıkkiri. (名）昆虫，ウジ．

Kikuyakka. Dav. 殴る， ⇨ kikkikuおよび yakka. Kl.Sakh.

Kik. Kl.Kam. 殴る．

Kima. Mos. 足．Kl.Sakh. Bal.Mats. 足．

Kimaiba. Mos. 怒る，怒っている．

Kima-oshtagi. Dav. 足の裏．

Kimatteku. Mos. 怒っている，不機嫌な，憤激する，いまいましく思う，怒っている．

Kimauri. Dav. 一歩，おそらく kyema-orı, Pfによると，kyema-urye「足裏（eigent-

lich F 」

― uduru-toimo. Dav. 歩む．

2960 Kimashakkuru. Dav. 足のない，Pfによると，kyema-shaku-guruの省略形．
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Kimita. Mos. 山（日本語で yama）．Kl.Mats.（kimitaあるいは kimta），山．

Kimojki, ⇨ kyemojki.

Kimoppye. Mos. (キモツペ），野生の獣．

Kımoro. Fur. 山．Mos. 山．

― untara (あるいは kimun-untara). (名）川の上流の住人（たとえば，タコイスキェ

（Takojskiye， i ）

Kimompye (kymothpeh). Lang.Kur. Kl.Kam. キツネ．

Kimuj. Mos. 頭頂部，高地．― kashta. Mos. 頭頂部に．

Kımunnaj. (地）大トゥナイチンスコエ（Tunajchinskoe， ）湖に流入す

る川（冬だけこの川に沿ってクスンコタン（Kusunkotan， ）と交通手

段がある）．

Kimun, 森の奥に．

― kucha. (名）魚を獲るための森の仮小屋．

2970 ― utara,あるいは kimoro-untara, 川の上流の住人．

Kimuramuan. Dav. 駆除する，Pfによると，kyemuramuan「 せこけた人；へばる，

せこける」

Kimutpye. Kr. キツネ（複数）．Lang.Kam.

Kimuudu. Dav. 針の穴（複数）．N ．kyem-etokh?

Kim. Dav. 針，血，大針．Mos. 血（kyem（ケム）とも言う）．Lang.S.Sakh. 血．

Kl.Sakh. 針．

― kim. Dav. 舐める， ⇨ kyen’kyem.

Kina. (名） ，草の束．Mos. 植物，大きな潅木の属名，屋根葺き用の藁．

― bou. Mos. 降河（魚）．

― gosi. Mos. 細枝でできた箒．

― kabu kara, の皮をむく．

2980 ― kaufnye. (名）キイチゴ．

― kakhkara, の皮をむく．

― pye. Kl.Kam. 露．

― poa. (名）赤い花の咲く草．

― shiu. Mos. (キナシユ），ネギ，タマネギ．

― embikkye. Mos. 昆虫の名．

― yam. (名）花びら，たとえば，irantrajki の花びら（しかし，ノバラの「花びら」

は指さない）．

Kinda. Lang.S.Sakh. 山．

不明

原文のまま

不明

不明

本書 irantrajkiの項を参照
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Kinyeni. Mos. ニレ，エルム．

Kinınte. (動）駆り立てる．Hoso―, uma―, 犬ぞり，馬を疾駆させる．

2990 Kinkai. Mos. 運搬用の重い荷，大きな包．

Kınkarua. Kr. (私には）見える．

Kinmatsisuruguru. Mos. 木星．

Kinnayam. Kl.Kam. 液，ジュース．

Kinnyeあるいは ginnye. Mos. コンパス（Zirkel）．

Kinnyeni. Mos. 木の名．

Kinopi. (名）腎臓，腎臓（複数)；腎臓の．Kinop. Kl.Kam. 腎臓．Mos.（キノプ）

腎臓（複数）．― araka, 腎臓病．

Kinokh. (名）（動物の）腎臓（単数）．

Kınta, 森で，森へ．

Kintranoye. (名）男性の名．

3000 Kınufka. (名）（森のふちや中にある）草地，木のない場所．（同）guvkarasakı.

Kınuf. (名）草原．

Kin’kosajrye. (名）男性の名．

Kın’tsi. (名）ギリヤークのたばこ用の小さな鞄，紐で締めるロシアの小袋，袋．

Kiootomo uringa shiomoki. Dav. 同意しない．

Kıpyeri. (名）高 い 急 な 海 岸（た と え ば，コ モ シ ラ ラ ボ（Komosirarabo，

）のそばの）

― ka. (名）海岸の頂．

― sukh. (名）海岸の底部．

― utokhtom, (名）海岸の斜面．

― empokh, 海岸の底部，下部．

3010 Kippi. Mos. (キツピ）ライ麦，日本語の単語 kibi「きび」から．

Kipsaba. Dav. 禿の，Pfによると，kipは kiiあるいは kiri「脂，脂ぎった輝き」であ

りうる．

Kipsyaba. Dav. 禿．― guru. Dav. 禿頭の．

Kiputur. Kl.Kam. 額（ひたい）．

Kıra. (名）草の芯．（同）muntrakh.

Kira. (動）走り去る，ひたすら逃走する．Dav. 逃亡した～．Mos. 走り去る，逃げ

る．

― ajnu. (名）逃亡者，逃げる人．

― an. Dav. (アクセント無しで），美味しい， ⇨ kyera-an.

Kiraj. (名）櫛， Dav. 櫛．Mos. 寵愛，好意（kyerajとも言う）．

不明．おそらく 「櫛，髪をとかすこと」のことであろう．
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Kiraj-kam. (名）こめかみ，頭の後ろの上部の筋肉（トドの）．― kam poni, 側頭骨，

こめかみの骨．

3020 ― kushyu. Dav. 寛大な．N. ⇨ kyerai-kusu.

Kiramu. Mos. 魚の捕獲用の熊手状の竿の本体．

Kirau. (名）（鹿の，牝牛の）角（複数）．Mos. 角（単数）．

Kırye. (動）強制する，強いる．

Kıryen. (名）（地）トゥングース（Tungus， ）

Kiri.―Nı―, ⇨ nıkiri. Dav. 希望．Mos. 脂，脂ぎった輝き．

― shamakye. Mos. すぐそばに，近くに．Kiri shamakye kosiryebai, 彼は彼らのと

ころにつくところだ．

Kirı. (名）ユルタで魚を干すための小さな板， ⇨ sakiri. Chuf―, 陽が部屋に差し込

んでいる，光が部屋に差す，（比）siri-pyekiri.

Kıribu. (名）脂身，脂．― Kiribo. Mos. 動物の脂と肉．

― koro. (形）脂肪の，脂身でできた．

3030 Kiro. (名）長靴，靴，オーバーシューズなど．Dav. 長靴 Mos. 靴の一種，靴，カ

ラフト方言の単語．

― vus. Dav. 長靴を履く．

― o mun, 長靴用の草，植物．

― usi. Mos. (キロウシ），靴を履いた ⇨ kiroush.

― ushte. Mos. (長靴，靴を）履く．

― ush. Mos. 靴を履いている．

Kirorantye. Mos. 支離滅裂に，愚かに話す（支離滅裂なこと，愚かなことを)；励まし

を表す間投詞．

Kiroro. (名）力．Mos. 力，肉体の状態．

― an. Dav. 楽しむ．Mos. 喜ばしい，活気のある，活発な，元気な，頑健な．

― koro,あるいは kiroro ruj,力の強い（ajnu）．

3040 ― koru. Mos. 力を持ている；力，肉体的強さ．

― pirika. Mos. 健康な，頑健な；字義通りは：力が優れた．

― ruj, 力の強い（ajnu）．

不明
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Kiroro-uen. Mos. 病気の，病弱な．

― shino. Pf. 健康．

― yukhkye, 強い，頑丈な．

Kirositye. Mos. 平地，草地（森のふち，中の），kiroshityeとも言う

Kirosoe. たこ，まめ．

Kirokhsakh. (形）弱い，力のない．

Kiru. (動）逆さにする，裏返す．Tryera―, Dav. １．逆さにする．２．転し落と

す．

3050 ― kiru! Dav. 向きを変えろ (動）回す．

Kırrta. Kr. サケ科の魚；白い魚．

Kiruukye. Mos. 空間．

Kir. Kr. 履物．

Kisa. (動）（錐で）穴を開ける，（穴開け機で）穴を開ける．

Kisamsa, 男やもめ，女やもめ，やもめの．

Kisan. (形）それぞれの～，いかなる～（代名詞ではない）．

― to, 毎日．Kisan to aryegichiki ― eani mokoro, どの日に来ても，お前はいつ

も寝ている．

Kısara. (名）耳．

― gumus’. (名）耳鳴り．

― poj. (名）耳かき．

3060 ― pojye, 耳をほじる，耳から耳垢をほじくり出す．

― pojye kani,あるいは kısara poj, 耳かき．

― puj. 外耳道．

― tujma, 耳にしなかった．

― tepa. 耳輪．

Kısyeri. (名）煙管．Ni―, 木製の煙管．

― amani,あるいは kısyeri-omaniか amarye,あるいは kısyeri orojo. (名）２つの部分

からなる旅行用のたばこ入れ．

― amapani, 特別なつくりの旅行用のたばこ入れ（２つ穴の開いた棒）．

― iku. 煙管を吸う．

― turu. (名）煙管の燃えかす，やに， ⇨ turu.

3070 ― chiv kani. (名） 煙管通し（先が曲がった金属性の尖った棒，時にもう

一方の先に耳かきがついている）．
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Kistom, 額．― poni, 前頭骨．

Kistonu (kis’tonu), そんなに前ではなく（３日以内），最近．

Kıs’ma. (動）保持している．１．（鋸で引くときに板を）軽くおさえる．２．捕らえ

る，（娘の袖を）．つかむ

Kıs’pa（kisanpaの省略形），いつも，毎年．

Kıs’tsi. (名）犬用の桶．

Kita. (名）犬歯（複数），根．Sas ―, 昆布の根．

Kitaj. (名）頂上．Nuburi ―,山の頂上，棟木（tishye ―,家の棟木，屋根）．

Kitajkye. Mos. 頂上，頂上に．

Kitajomani. (名）木ずり，木舞．Bar. kitajoma.

3080 Kito. (名）ラムソン．

― yenıs’. (名）ラムソンを食べるときの２本歯のフォーク．

― nichımpa, ラムソンの根．

― ra, ラムソンの芯．

― sukyenı, あるいは sukyenis’. (名）ラムソンを混ぜるときの４本歯の木製のフォー

ク．

― yam, ラムソンの花びら．

Kıtokrosiva. Kr. 話す．

Kitosnaj. (地）クスナイ（Kusunaj， ）の南方183露里の小さな川．

Kitta. Lang. Kur. Kl.Kam. 星．

Kituj. (地）

3090 Kitchı. Kr. 木製の食器．

Kite. (名）鉄製の先の細い棒と紐のついた鉄の槍（tuna に継ぎ足されている），tuna

に結び付けられた紐のついた継ぎ足し部分．Mos. 魚の捕獲用の熊手状の竿の本体，

⇨ kyekhto.

― ima. (名）牙，犬歯．

Kitena-amamu. Mos. キビ．

Kityaba. Dav. 禿， ⇨ kipsyaba.

Kiu. Lang.N.Sakh. 草．

Kiudomo. Mos. 性向，傾向，性格（kyeutomoとも言う）．

Kiudomo-koshini. Dav. 話好きな．

本辞書の tunaには，「アザラシやセイウチを捕獲するためのアイヌの長い槍」とある．
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Kiupı. Kr. Pal. 兄

Kıuta. (名）４月．

3100 Kitsına. (名）フイリ（ワモン）アザラシの雌（onnyev-kamuj の雌も，porokh の

雌も，pakuj の雌も），kichınaとも言う．

Kishakani. Mos. ねじ錐（日本語の kisa-kanye,字義通りは：「象の鉄」）．

Kishara. Dav. 耳．Lang.Mats.S.Sakh. Kl.Sakh. Mos.（ksharaとも言う），耳．

Pal. kishar, 耳．

― poipf. Dav. 耳かき， ⇨ kisara-poj（小詞 bye＝pfが付加されている）．

Kishyeri. Mos. (キセリ），管，煙管，kshyeriとも言う，日本語起源の単語（日本語の

kisyeruから）．

Kishyeri-tumamu. Mos. 羅宇（らお），煙管の羅宇．

Kishyeshyeri. Mos.（キセセリ）．セイヨウワサビ，日本語の syeriから．

Kishima. Dav. ひっつかむ，守る，保持している，捕まえる，支える．Mos. 押さえ

つける，圧迫する，圧縮する，（ある時間）持っている．

― va okf. Dav. 救う．N ．冗言， ⇨ kis’maと uf.

― unasha. Dav. もぎ取る．

3110 Kieruppnye. Mos. (キエルツプ子），木の名．

― ri. Mos. (キエルツフ子リ），木の名．

Kiyanye. (形）年長の．― po, 年長の子供，kiyanye makhpo, 長女．

Kmachı. Kr. Pal. Lang.Kam. 妻．

Kmyeınua. Kr. (私は）笑う．

Kmokonrosiva. Kr. Lang.Kam. 眠る，あるいは kmokon’rosiva. Pal. 眠る．

Kmosh-kia-pompye. Lap. 中指．

Kmukurua. Kr.（私は）眠る．― Kmukurua. Pal. 眠る．

Ko. (名）粉．（動）（着物などを）汚す．Aman ko, 粉で汚す，pas’ko, 煤で汚す；

uko「相互に，互いに，お互い，など」の省略形，― Ko, go, あるいは ko. Mos.

Expletivum ，「自身」を意味する（名詞および動詞の前で)；語末では，koruある

いは koro「取る，つかむ」の省略形かもしれない；藻汐草のある指摘では，それは

否定の小詞の代わりをするというが，これはあまり確かではないようだ．

本辞典の onnyev-kamujの項には，「オホーツク海のフィリ（ワモン）アザラシ」とある．

本辞典の porokhの項には，「特別の種のアザラシ」とある．

本辞典の pakujの項には，「オホーツク海のフィリ（ゴマフ）アザラシ」とある．

不明

補足的な助辞の意
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Ko-a. Mos. ⇨ a.

Ko-anukaru. Mos. 見える，しばらくの間見る．

3120 Koba. Mos. つかむ，所有する；korubaの代わりの省略形．

Kobai. Mos. つかむ（⇨ i），受け取る，手に入れる．

Kobanusa. Dav. 自分から（手を）振る．

Kobaruri. Mos. 仲間入りする，～に参加する；日本語の kubaruからきているらしい．

Kobye. Mos. 波，大波；koj「波」および bye「水」から形成された kojbyeの省略形．

Kobyeryegyep. Mos. 木の名．

Kobyecha. Dav. ノガモ（複数）．Kobyetcha. Lang. Mats. S. Sakh. カモ．Mos.

(コベツチヤ），小さな種のノガモ．

Kobisi,あるいは kopisi. (動）尋ねる．

Kogach’. Kr. ショウムシュチュ （Shoumshchu， ）とカムチャッカ

（Kamchatka， ）の間にある20～30サージェン かそれ以上（？ ）の

白波；ロシア人の間では，渦，渦潮と呼ばれている；背骨．

Kogyekiru. (動）顔を後に向ける，振り向く，gyekıruとも言う．

3130 Kogonnoye. Mos. 罰（金），処罰．

Koguvto. (地）サハリンの昔からの住人，日本語の単語．（同）tonchi.

Kodan. Dav. 場所； ⇨ kotan.

Koj. (名）波，うねり，寄せ波；Kojsum, 水面の泡．Koj. Mos. 波（単数），波（複

数)；秩序のない，不規則な．

Koj gotsyepp. Mos. (コイコ゚セツプ ），魚の名．

Kojki. (動）（魚を）つかまえる，（クロテンを）狩猟する．Mos. つかまえる，とくに

野生の獣あるいは鳥を，koj giとも言う．

Kojki-khchı, ukojki-khchi「打った，殴った」の省略形．

Kojna. (名）シギ．

Kojnu. (動）詳しく尋ねる，日本語の単語．（同）kojpisi.

Kojonni. (動）命ずる，命令をだす，日本語の単語．（同）karakara.

Kojpisi. (動）詳しく尋ねる．（同）kojnu.

現在はシュムシュ（Shumshu， ）と呼ばれている．

サージェン（ ）はロシアの古い長さの単位．１サージェンは2.134m．

原文のまま

原文のまま
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Koiritaku. Mos. 親類．

3140 Koj-fumi. Mos. (コイフミ），音楽における間違った適切でない音．

Kojfuminu. Mos. 間違った音楽を聞く．

Koishashashifumu. Mos. (コイシャシャシフム），間違った音楽を聞く．

Koka. Mos. 脛骨（けいこつ）（Schienbein）．Kl.Kam. 膝．

Kokagonnyeka. (動）縄をぴんと張る．（比）ko-ku-maka.

Kokajo. Lang. Kam. 夫．（名）叫び声．An kokajo, 叫び声，怒鳴り声，呼び声がす

る； ⇨ kajo.

Kokanye. Mos. 金（日本語の単語，ko ganyeから）．Kokanye vakka omarye antuki
 

unkyeraj. Mos. 私は金色に光る大盃を贈った．字義通りは：金箔が施された大盃．

― vakka. Mos. 金箔．

Kokari. (動）擦り込む．Kye―,軟膏を擦り込む，塗る，色を塗る，漆を塗る．

Kokas’ma. (動）窮屈である，締めつける，（衣服が）合わない．Imi―，衣服が締めつ

ける．

3150 Kokakhsye. (動）汚す，汚くする，（着物などを）汚す．

Kokashaba. Dav. 膝．Kl.Sakh. Mos.

Kokgira. Dav. 木端．

Kokye-kokyets. Mos. 緑のカエル．

Kokyera,あるいは ni―. (名）削り屑，木屑．（動）（斧などで）削る．

Kokyeraj,あるいは kyeraj（日本語で，kojonın），好意，寵愛．

Kokicha (kokyh a). Kl.Kam. 松明（たいまつ）．

Kokka. Mos. 脛骨，kokaとも言う．

― ba. Mos. 膝．

― shaba. Mos. 膝，膝蓋骨．

― shap. Mos. 膝．

3160 Koko,あるいは kokhnyeku. (名）（娘の，姉妹の，夫の姉妹の）つれあい．Koko. Dav.

婚約者（男）．

Kokojimak. Kl.Kam. 岸．

Kokona. (動）ゴミで汚す．Ni―,小さな木屑，削り屑．

Koksunyeni. Kr. ナナカマドの茂み（木）．

Kokukumbye. (名）飲み物．（同）ankukumbye.

Kokumaka. (動）弓を引く．（比）ko-ka-gonnyeka.

Komaj. Mos. タラ（日本語で tara）．
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Komandyero. Kl.Kam. 与える．

Komausyeru. (動）（石あるいは骨を）うっかり飲み込む．

Komo,あるいは okomo. (動）二つ折りにする，足を折り曲げる (kyemaokomoではな

く，kyema komo),（伸ばされた縄を）束ねる．Mos. 曲げる，へこませる．

3170 Komompye. (名）関節の炎症で曲がった指．

Komosirarabo. (地）クスナイ（Kusunaj， ）の北方３露里の所にある岬とアイ

ヌの村．Shm. Komusryerapu.

Kompa. (動）片づける，掃除する，日本語の単語 ．

Kompan. (名）４分の１の bu （エイスフニェ （Ejskhnye, ）および bu（チ

ヴォカンケ （Chivokankye， ）．

Komujye. (動）巻いて縛る．

Komu-komusye. Mos. 心配そうな，悲しそうな．

Komun. (名）衣服のゴミ，埃．

― sankye, ゴミを掃きだす．（同）mujsankye.

― traraj, 衣服から埃を取る．

― tujtujye, 衣服からゴミ（埃）を取る．

3180 Kongani. Dav. kongani. Mos. 金．

Kongyepf. Dav. 鉤（かぎ）．

Kondye. Mos. 与える，贈る；korudyeの代わりの省略形，所有することを許す．

― anbye. Mos. 贈り物．

Kondyeyakka. Dav. 贈る，あげる． ⇨ konte-yakhka.

Kondzyあるいは konzy. Dav. (つばのない）帽子， （？）．Konzi, konsiあ

るいは kondshi. Mos. 帽子，（つばのない）帽子，日本語の kozi,（つばのない）

帽子から．

Kondi. Dav. 付け加える．Kl.Sakh. (つばのない）帽子．

― ambi. Dav. 贈り物．Kl.Sakh. ―字義通りは，与えられる物．

Kondush. Dav. 欲深い．N ． ⇨ kontrusuj.

Konye. Mos. 割られた，ひびが入った．

3190 Konyekara. (動）（粉を）挽く．

Konyek. Pal. ここに，ここで．

Konisin. (名）ニシンに似た小さな魚．

Konka. Kl.Kam. (ko 
n
 
g 
ka)，速い．

Konkanye. Mos. 金（日本語の ko ganyeから）．

― vakka. Mos. 金箔．

― garam. Mos. 金色に輝くトカゲ．

原文のまま

不明

本書P.456にエイシフニェ（Éjsikhnye，́ ）「男性の名前」と記載されている．

本書P.421に「男性の名前」と記載されている．

不明． 「（円錐，円筒，楕円形）帽子の間違いであろう．

不明

.ドブロトゥヴォールスキー著
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Konkani. (名）金．

― pye, 金めっきする；金めっきされた．

Konkyemakh. (名）男性の名．

Konkyeni. (名）スイカズラ（弓用の木)；省略形は konkyen’, 赤い花が咲く低木．―

Mos. 木の名．

3200 Konkyen’akh ani sabamujye, 頭をスイカズラの内皮で縛る（仕立て屋および靴職人の

流儀，癖）．

Konkyepf. Dav. Nem. では 鉤（かぎ），フック．

Konko. (名）犬用の銅製の鈴．

― numa, 球形のボタン（つまり，konkoに似た）

Konkon. (名）（鳥の）綿毛．

Konnaripye. Mos. おば（従姉妹？）Muhme.

Konoburu. Dav. 気に入る；愛；恋人（男性），恋人（女性）．Mos. 愛する，何かを

欲する，何かに楽しみを見いだす．

― va. Dav. 愛する， ⇨ va.

Konojye, 何かでくるむ．Kabu―, 樹皮で巻く（パイプの吸い口を赤い色に塗るときに）

Konoetye. Mos. 繫がれている，身動きできない状態にある．

Konru. Mos. 氷；この語に似ているのは日本語の単語 koru「凍る」である．

3210 Konru-shiuj. Mos. 何かを手に入れたい，何かを望む（⇨ shiuj），koru-ru-shiujの省

略形，手に入れたい，要求する，しつこくねだる．

Konrush’. Dav. 喜んで．Konrush. Mos. 欲する，要求する，しつこくねだる．

Konryush’. Dav. 欲する，（私は）望む．

Kontrusuj (kontusuj). (副）必要だ．

Kontukaj. (名）（アイヌの）長，責任者，日本語の単語．

Kontchye. Kl.Kam. (つばのない）帽子．

Konte. (動）与える，返す．

Konubuvsye. (動）拘束する，侮辱する．

Konuburu. (動）愛する，Mos. 何かを望む，何かに楽しみを見だす，愛する．

― na! とても心地よい すばらしい

Konuspye. (地) マヌヤ（Manuya， ）の南方112露里のアイヌの村．（名）

onnyev-kamuj や pakuj などの鰭脚亜目の極めて小さな子；⇨ pon-kamuj ，

chuf-kamuj ，pompye .

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．

本辞典の onnyev-kamujの項には，「オホーツク海のフィリ（ワモン）アザラシ」とある．

本辞典の pakujの項には，「オホーツク海のフィリ（ゴマフ）アザラシ」とある．

本辞典の pon-kamujの項には，「冬場のアザラシの子」とある．

本辞典の chuf-kamujの項には，「夏場のアザラシの子」とある．

本辞典の pompyeの項には，「アザラシの子」とある．pompye
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3220 Konchi. Kr. (つばのない）帽子．

Kon’gyeni-tabaranı-ampusichki, 女性の小刀の鞘の４つの穴．

Kon’cha. (名）日本の茣蓙（ござ），筵（むしろ）（模様がアイヌのより細かい）．

Kone. (形）（砂が）細かい．

Koovye. (名）大きいシギ．

Koot goa. Kl.Kam. (koatgoa)，老婆．

Koochu. (動）（女性と）性交する．Etunnyeva kajki koochu t rusuj, いやがる者と性交

することを望む．

Kopyeraj. Mos. (コペライ），類似の，このような．

Kopıvkye. (動）（熊が）襲う，（犬が）～に飛びかかる．

Kopojye. (動）かき混ぜる（お茶に入れた砂糖を）．Chuf―, 赤茶けた，ニンジン色が

かった．

3230 Kopokon. Kr. ヨーロッパノイバラ（木）．

Kora. Mos. (可能法の形で）ひっつかむ，取る．

Korasnye. (副）一度も（～ない）．Korasnye nu isyam, 一度も耳にしたことがなかっ

た．

Koratsi, あるいは korachi. (副）このように，このようにして，こんなふうに，ほら，

こんなふうに（日本語の表現）．Mos. 方式，やり方，通行，道：この小詞はしばし

ば重複表現的に置かれる．― ki, こんなふうにする（日本語の表現），アイヌ語で

は：nakh-kiあるいは nakhkanye ki.

Korats. Mos. 中身，容量；対格の意味を持つ小詞として．

Kor gur. Lang.Kur. 夫．

Korye-korye. (形）乞食の，貧しい，日本語の単語．（同）yun’-charun.

Koryeta. (名）ある魚（イトウより大きい)；川には入り込まない；日本人は網で獲る．

Kori. (名）（本，衣類など用の）日本の箱

Korıporoj. (名）肩（語の本来の意味で），肩の湾曲部，ある人たち間では，上部の肩．

― poni. (名）上腕骨―brachium，ある人たちの間では―上端．

3240 Korıtokhpa. (動）イナウ（Inau）を作る，イナウを供物として捧げる．Kamuj okhta-,

イナウ（Inauを神々に供物として捧げる．
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Koriyam. (名）（草の）葉．

Koro. (動）もっている，取る，（妻を）得る，受け取る，所有する，（gakhka ，trye-

kutumbye を）身に着ける．１．Mos. 所有する；小詞としても使われる．２．

（形）もっている，所有している．Tan tishye koro untara,この家の家族．

― gon, 妊娠する．

― guru. Mos. 家の主人，所有者，旦那．

― ka. Mos. 歴史的時間をつくり，「～にもかかわらず」，「～なのに」，「～する時」，

「～ように」を意味する小詞．

― ka-i. Mos. koro-kaを伸ばしたもの，～なのに，～ように．

― ka-i-ki. Mos. koro-kaを伸ばしたもの．意味の違いはない，Iki koroka-iki, tujma
 

ganne,それはぐるっと回っていているが，それでも遠い．

― ka-ki. Mos. Koro-ka-i-kiの省略形（おそらく，kiを直接 koro-kaに結合してでき

たもの），～なのに，～ように．

Korobye. Mos. 所有物，所有している物，財産，所有．Korobi, Mos. 財産，資産．

Koro-kakkun. Mos. (コロカツクン）．鳥の名．

― kakhkum. (名）gumsyekhkina の草の花．

3250 Korokonye. (同）t ruyekina .

Koropye. (名）物．

― vakhtye,あるいは vakhte okaj, 財産，富．

― khajta, 遺産を受け取らなかった人，（同）esara.

― esara, 遺産を受け取らなかった人．

Koru. Mos. 取る，しがみつく，受け取る，所有する，する，遂行する．Tekyene-

koru. Mos. 命令を遂行する．

Korubye. Mos. 財産，資産；カニの種の名．

Korubokkurukamuj. マツマイ島の古代の住人．

Korukoni. Mos. 植物の名．

Kosa. (名）浮腫．Mos. 長いヤマノイモの一種，解明されていない植物の名．

Kosyen’koramma. 女性の名．

本辞典の gakhkaの項には，「帽子」と記載されている．

本辞典の tryekutumbyeの項には，「襟巻き」と記載されている．

本辞典の gumsyekhkinaの項には，「熊が食べる草」と記載されている．

本辞典の t ruyekinaの項には，「ゴボウ」と記載されている．

本辞典には，Tekyenekoru.の項はない．
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