
　

タイトル
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(16)

著者
寺田, 吉孝; 安田, 節彦; ТЭРАДА,

Йоситака; ЯСУДА, Сэцухико

引用 北海学園大学学園論集(159): 175-221

発行日 2014-03-25



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， (m)， (n)で始まる約500の単語である。

本辞典は，著者のM.M.ドブロトゥヴォールスキーの死後，実兄である I.M.ドブロトゥ

ヴォールスキー（当時カザン大学教授）が遺稿を集め，編集したものである。編者の序文には，

「…しかし，彼は死ぬまでに自力でほとんど辞書を書き上げた。私によって刊行される辞書は彼

自身によって書かれたのだが， 以外の文字で始まる項目には，全部で2060語の補遺があっ

た。私はその補遺をアルファベット順に辞書の本編に加えた。これが彼の仕事を刊行する際に私

が彼の原稿に加えた唯一のことであった。」とある。M. M.ドブロトゥヴォールスキーがほぼ

独力で辞書を書き上げたのは事実であると思われるが，十分に推敲するための時間がなく急逝し

たのであろう。意味不明の箇所がかなり見受けられる。特に，今回の訳出部分には，数多くの意

味不明の省略記号がある。或る程度解読できたと思われるが，誤った理解をしている個所もある

だろう。ご指摘いただければ幸いである。

175

・ロシア語辞典⑴』北海学園大学学園論集第84号1995年，p⑴ 拙訳『アイヌ語 6参.8 照。
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3770 Myenashi-yaru. Mos. 野生のエンドウ．

Myenguro. Mos. 小麦．

Myennakusi. Kl.Mats. 女性．

Myeno goあるいはmyenoko. Mos. 女性，妻，日本語の単語．Teda o gaj myenoko
 

utarye. Mos. この女性たち（ここにいる女性たち）．

― ksi. Stral. 女性，妻．

― ne ya. Mos. たぶん女性だろう．

― po-po. Mos. 女性たち（「重複による」複数形の例），若い女性．

Myentye-vakhka. (名）鉱水； (珍 ）：myendyrye vakka.

Myenturima. (名）女性の名．

Myen. (動）（泉が）流れ出る，地面から出る．

― vakhka. (名）泉の水．（同）nampye-vakhka.

3780 Myen’ki. (動）剃る，髭を剃る．

Myerajki. (動）凍える．

Myeromai. Mos. ヤナギの樹皮；ソヤ（Soya， ）の方言．

Myesikye. Mos. 口笛を吹く．

Myesimoan. Mos. 退屈する，機嫌が悪い，いまいましく思う．

Myesi ukojye. (名）カタルによる熱病．

Myeskye. (名）刃こぼれ（斧の）．（動）（疥癬が）ひく

Myessika. Mos. (メツシカ），乾燥させたネズミイルカ，日本語のmyezika「ネズミイ

ルカ」 から．

Myesu. (動）（乾いてくっついたガーゼ代わりの布を）剥がす，剥ぎとる．

Myetkye (matkah). Kl.Kam. 祖母．

3790 Myeto あるいは myetu. Mos. 谷，静けさ，無風（nyetoとも言う）．

― an. Mos. 静けさ，無風；無風の，静かな，穏やかな．

Myekhka. (名）山頂．（同）nuburi-kitaj；（ナイフの）峰．

Myekhpye, ⇨ imyekhpye.

Myekh, あるいは emyekh, 吠える．

Myechirokh. (名）木の根（細い），耳たぶ（複数）， ⇨ nıchin’kyev.

Myeya. Mos. ヨモギ．

Mi. (動）着る．Imi mi 着る，衣服を着る．Mos. 衣服；着る．

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)

⑵ 原文では （現在の正書法では， ）「珍しい出来事，珍品」と書かれている。「稀な例」と

いった意味でかなりの箇所で用いられているので，（珍）という省略記号で記すことにする。

⑶ 原文のまま。myezikaは「めじか」のことを言っているのであろうが，ネズミイルカ（ ）

とは全く異なる動物である。
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Mi-an-bye. Mos. 衣服，衣類，服．

Mian. Dav. 非常に寒い；厳寒．

Mijnuj. Dav. 凍る．

Mikf. Dav. 吠える． ⇨ myekh.

Mimi. Brot. 耳（単数）．

3800 Mimus’. (形）肉の多い（魚について）， ⇨ kamus’.

Mim. (名）（魚の）胴，魚の肉（⇨ kam），魚の背の肉（chyekh-mim,pisojの反対）．

（同) syeturu-mim.

Mina. (動）（声を出して）笑う．Dav. ほほ笑む．Mos. (声を出して）笑う，ほほ笑む．

― an. Mos. (声を出して）笑う，ほほ笑む．

― va. Dav. 笑い．Kl.Sakh.（声を出して）笑う．

― nanu. Dav. ほほ笑み．Mos. やさしい，ほほ笑んでいる顔．

― yakka. Dav. (声を出して）笑う．Kl.Sakh.

Minabutsi. Bryl. (地）サハリン西岸のアイヌの村， ⇨ Myenapuf.

Minagani. Dav. かわいらしい，Pf.によれば，mina「笑う」と ganiから成り立って

いる（ganiの部分は，「小詞 gannye」のことか，あるいは，nanu「顔」のことか）．

Minaj, （私は）わからない（日本語の単語) ．（同）vakaranaj（日本語の単語）およ

び siranaj（日本語の単語）．

Mınano-ajnu, 笑うのが好きな人．

3810 Minaua. Kl.Kam.（声を出して）笑う．

Minashkava. Dav. 北， ⇨ myenas’, Pf.によると，myenashi-ka-va「東あるいは北

東に関しては」．

Minye (myhnah). Kl.Kam. 彼は（声を出して）笑っている．

Miniku. (名）女性（日本語の表現）．

Minogo. Dav. 女性．Mino go. Mos. 女性，妻（myenokoとも言う）．

Minuivatusushki. Dav. 悪寒；Pf.によれば，おそらくmyei-noye-va tushushkye「あた

りは寒いので，悪寒がする」のことであろう，myei「寒い」から； ⇨ mijnuj.

Mip. Mos. 衣服，衣類．

Mırye. (動）着させる，着せる（他の人に）

Miryekopu, ⇨ mirokopu.

Miro. (名）火口（ほくち），火打ち石，火打ち金を入れる革製の小さな袋．（同）karoma.

⑷ ブルィルキン（Brylkin， ）のことであろう。巻末付録p.33で触れられているが，詳細は不明。

⑸ 原文のまま
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Mirogo. Lapyer. 四隅を縒られた革製の小さい袋： ポケットの代わりをし，革帯に吊

るされる．

Mirokopu (miryekopu). (名）娘，おい，娘 （ajno, kajnoおよび kamayanに対応する

語）．

Mirurgı. (名）魚の背．

3820 Mıruru (myeruru). (名）魚の背，mim-syeturuの省略形．

― mim, 魚の背の肉．（同）chyekh-mim, syeturu-mim.

Mısakh. (形）肉の少ない，やせこけた（魚について）．（反）mimus’.

Mıs’taki. (名）料理人，炊事係（日本語の単語）．（同）nampyenye.

Mıtsi. (名）孫（あるいは，より良くは，okhkayu―）．Makh―, 孫娘．

Mitsibo. Mos. 孫．

Mitsiya. Mos. 父．

Mıchi. Kr. Pal. Lang.Kam. 父．

Mishionoi. Mos. (ミシヨノイ），その中で何かをすりつぶす皿．

― ni, 皿の中で何かをすりつぶす棒．

3830 Miyankye. (名）現物税（日本語の単語）．

Mo. (形）小さい．

― annaj. (地）ポロピェフナイ（Poropyekhnaj， ）川の（下から）４番

目の支流．

― an. (名）（川の）支流

― au, （咽頭の）口蓋垂．

― kyema, （熊の）後ろ足（複数）．Iso―

― kyeoro. (名）小脳．

Moakı. P.M. 指（複数）．Kr. (手の）指（単数）．Pal. 指（複数）．

Moanuvakhte. (形）支流がたくさんある，― naj, 支流がたくさんある川，多くの支

流をもつ川．

Moashiyanguru. Mos. 成長した鯨．

Movyechijchuf（より正しくは，Mauyechijchuf）．（名）９月．

3840 Mogautachupp. Mos. 一年の５番目の月．

Mo goro. Lang.Mats. 眠る．

Mogotsi. (地）カルサコフ（Karsakov， ) の西方98露里の川．

⑹ コルサコフ（ ）のことであろう。
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Mo gun-kotan. (地 Shm.）Makun-kotanという単語の日本語による歪曲；Br.によると，

サハリン東岸の最北の日本人の村．

Moguru. Dav. 眠る．Mo guru. Lang.S.Sakh. Kl.Sakh. 眠る．

Moddzhiri. Kl.Mats. 島．

Moyerputom. Kr. ショウムシゥチュ（Shoumshchu， ）島 の小川．

Moi. Mos. 海峡．

Moj-moj. Dav. 揺れる，Mos. かすかに動く，動く．

Moi-mojye. (動）目を覚まさせる．

Mojyo (mojo), 少ない，乏しく．Kosumbu mojyo tusukuru, 自分の所にシャーマニズ

ムの神々がほとんどやって来ることがないシャーマン．

― tyetanumaus’. (形）白髪の，白髪まじりの（ajnu）．

3850 Mojyop (moijop). Lang. Kur. Kl.Kam. 小さい．

Moina. Mos. 不安な，眠れない．

Moio go. Kr.(moio go). Lang.Kam. 小さい ．

Mojoyeboo. Kl.Kam. 少ない．

Moirye. Mos. 壊す，折る；遅い，徐々の；ぐずぐずしている．

― no. Mos. ゆっくりと．

Mojrye tara, Mos. 次第に，少しずつ，徐々に，密かに，一人ぼっちで．― itaku.

Mos. 二人きりで誰かと話す．

Mojri. (形）静かな，遅い，（副）静かに，ゆっくりと．Mos. お互いに，いっしょに，

ともに；ゆっくりとした，徐々の．

Mojriva. Dav. 遅れる．

Mojrino. (副）遅く．Khyemata kusu mojrino oman? なんで遅くに外出するんだ？

Khyemata kusu mojrino pajyekchigı, tanye onuman! なんでこんなに遅く外出する

んだ？ 今はもう晩だぞ

Moirinu. Dav. 遅く．

3860 Mojri-tomari. (地）クスナイ（Kusunaj， ）の南方180露里の所にあるアイヌ

と日本人の村．

Moisye (Moissye). (地 Shm）ドゥーイ（Duj， ）哨所の南方の岬，小さい川および

湾．

Mojsima. (名）リストバンド（袖当ての一種）．

Mokankan. (名）魚の腸．（同）chyekh-tramoro.

Moki. Mos. 遊ぶ，ふざける．（名）勝ち．

⑺ 現在は，シュムシュ（Shumshu， ）島と呼ばれている。

⑻ 原文では 「小さい」の女性単数生格・与格・造格・前置格の という変化形が記載されている。

辞典 （M.M.ドブロ
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こ★ クリ詰めてる★の頁オ
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Moki-an, 勝った．（同）emoki-an.

Moki-rapp. Mos.（モキラツプ），魚のひれ，泳ぐためのひれ．

Moki-uta-chupp. Mos. 一年の３番目の月．

Mokkivu. Dav. 魚のひれ（複数）．

Mokomaj, 食用の貝．Lapyer.(mocomaie)，普通の種類の大きなフジツボ，二枚貝．

Mokontrajki. (動）まどろむ．（同）tokhsirajki.

Mokora. Mos. 眠ることができる（mokoruあるいはmokoroから）など， ⇨ a；可

能法の形で「眠る」．

3870 Mokori-ibye. Mos. 魚あるいは海の動物の名．

Mokoro. (動）眠る．Mos. 眠る，眠そうである，寝坊する．（同）tokhsye.

― kusu an, 眠る ．

― khyemaka, 十分睡眠をとった．

Mokoru. Mos. 眠る．Mokor. Lang. Kur. 眠る．Mokuru. Lang.S.Sakh. 眠る．

Momanbye. Mos. ダマシカ，雌鹿．

Momat ko gur (mamath kogur). Kl.Kam. 夫．

Mombi. Dav. 出航する；Pf.によると，shashdiあるいは，より正しくは shashtye「急

がせる」にちがいない，（kaya shashtye ― 出航する，字義通りでは，「帆を急がせ

る」）．

Mombits. Kl.Sakh. 輪．

Mombits tigongari. Dav. 宝石入りの指輪；Pf.によれば，ponbyets (＝ pon-aski-byets)

「小指」と tye konkani「指輪（tye「手」と konkani「金」）」から成り立つ ponbyets-

tyekonkanyeのことにちがいない； ⇨ mompye tekorunkaniおよび askibits-

tiguronkani.

Momo. Brot. 大腿．

3880 Momoku. Mos. おそらく～しないだろう，けっして～ない．

Momosanni. (名）（川の中の）水底に沈んだ木．

Mompye, ⇨ mumpye. (名）指．（複）Mompichi（mumpichiと言った方が良いだろ

う）．

― kani. (名）宝石入りの指輪（単数），宝石入りの指輪（複数）．

― ryevye. (動）指を折り曲げる．

― torunkani, 宝石入りの指輪（単数）．

― tunkani, 指輪，宝石入りの指輪（単数），以前は，pompye tun-kani

― yukotabu, 指を折り曲げる．

⑼ 原文では， （ の３人称単数形）と記載されている。
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Momu. Mos. 納屋，物置．

Mom. (動）（人が）沈む，（船が）押し流される．Atuj okhta―, 海へ押し流された；

（木が）浮かんでいる，― ni mom.

3890 Mona, 夢の中で，monnaとも言う．

― yukara, 夢で歌うこと（夢うつつで）．

Monaj. (地 Shm.) クタウジ（Ktauzi， ）の南方の川

Monanku. (名）手，手首．

― ani kojki, こぶしで叩く（kojkiは ukojkiの省略形）．

― utaburye, 握りこぶしをつくる．

Monarigi (nidarangi). Dav. 労働．

Monasi. (動）債務者からしぼりとる．

Monas’na. (副）ただちに，いま，早く，速く，すばやく．

― oman, 大急ぎで出発する．；日本語の言い回し ；⇨ kasıtus’ma
 

3900 ― payanturu! もっと速く歩け（戻れ） （同）tunas’kanye ekh kanye.

― esiryepa, 早く，あるいは，すぐに，やって来る．

Monakh. (形）あまり眠らない，眠りが浅い（多く眠るのを好まない），― ajnu, あ

まり眠らない人（早く起きて，しばしば目を覚ます人）．

Mongyetsu. Mos. マツマイ（Matsmaj， ）島の地域名．

Mongojo. P.M. ほんの少し，ほとんど～ない．

Mongu. (地）ゴリドゥィ人 （Gol’dy， ）と ギ リャミ 人 （Gilyami，

）の居住地域の間のアムール河畔に住むギリヤークの支族（ロシア人の間で

は Mongunyあるいは Manguny）．

Moni. Mos. 植物，muniとも言う．

― jorap. Mos. ７月．

Monian. Dav. 働いている．

Monin. (名）小さい波，（水面の）さざ波．

Monioj. (地）ヴェンドヴェッサン（Vyendvyessan， ）の南方の岬．Shm.

Monna,monaとも言う，夢の中で．

3910 ― itakh ajnu, 寝言を言う人．

― tusu, 眠りながら話す，あるいは歌う（kamuj-mauの影響のもと）．

Mono. Mos. 仕事（日本語のmono「もの」から）．

Mono-kusha. Mos. 藁靴．

⑽ 原文のまま。

現在は，ナナイ人（ ）と呼ばれる。

ギリヤーク人（ ）とも呼ばれていたが，現在ではニヴフ人（ ）と呼ばれる。

ア語辞典 （M.M.ド
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Monoshiri. Mos. (モノシリ），作業，用事．

Monraj gi. Dav. v Nem. 労働．

Monrajgiki. Dav. 仕事．

― guru. Dav. 働き手．

Monrajkye. Mos. はらはらしている，不安そうである，心配する，憤慨する，せかせ

かした，忙しい．

Monrishpa. Dav. 肉の塊．

3920 Montabi (montapi), 暇がない．

Montasa. (名）返報，仕返し（殴られたら殴り返して）．

― isyam ajnu, ひっぱたかれた， 殴られた人．（同）khannye-imontrasa-ajnu.

Montrajki. (動）働く．

― utara, 働き手（単数），働き手（複数）．

Montsikuni. Mos. 流木，岸に打ち上げられた丸太や薪．

Monchiki. (名）布地についた印（小さな円形のもの）（複数) 日本語の単語．

Monchiripye. (名）舅．

Mon,monankuの省略形，Pf.によれば，（同）muni.

― ani tujye, 手で引きちぎる，（比）kan-ani tujye

― i khtchı. 中手指節間関節，指の関節．

3930 Mooshi. Dav. 刈る．

Morapgu. (名）祭りの帽子（kasya）の円形のつば．

Moro. (名）大きな木製の皿（Usuro の用の）

Moromari. (地 Shm.）マクン・コタン（Makun-kotan， ）の北方にある

アイヌの村，パヴロヴィッチ （Pavlovich， ）ではモトマリ（Motomar-

i， ）．

Mororo tsi. (地 Shm.）ナヤッシ（Nayassi， ）の南方にある岬と川．

Morun. Mos. 説明されていない 十二支．

Mosajgye （inau mosajとも言う）．（名）kasya（帽子）の輪．

Mosye. (名）イラクサ．Mos. ノコギリソウ．

― kabu. (名）イラクサからとった薄皮（糸づくり用）．

― tsikap. Mos. 蝶（字義通りでは「ノコギリソウの鳥」）．

3940 Mosyem. (名）土地（複数），アイヌの土地．（同）usanto.

Mosima. Mos. ～のほかに，その上．Tanbye―. Mos. この物以外に．

Mosiri. (名）島，土地，国，国家．

― arıkiri. (名）島の中央，島の内部．

v Nem.という省略記号は，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。
不明
不明
原文のまま。被動形動詞過去に が付加された の訳のつもりである。

吉孝訳，安田節彦訳)
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Mosiri-arutoro. (名）島の岸．

― okaj utara. (名）島の住人（複数）．

― utufta okaj utara, 島の内部に住んでいる人々（たとえば，タコイ（Takoj， ）

の人々）．

― tsyapus’. (名）島の端，岸．

Mosiro. (名）日本の藁製の粗末な莚，ニシンを乾燥するための草で作った茣蓙．

Mosma. Mos. (モシマ），その上さらに．

3950 Mosmaambi. Dav. 他の．Mos. mosma-an-bye, さらに別の物，それ以外にまだある

物．

Moso. Dav. イラクサ，草．

Moso-moso. Mos. (モソモソ），（眠っている者）を起こす．

Mososo. Dav. 起こす．

Mosospye. (名）ウジ（複数）（動物の死体の）．

Mostsi (mohszyh). Kl.Sakh. ミミズ．

Mos (mohs). Kl.Kam. ノミ，蚊．

Mos’. (動）目覚める．

Moto. (名）身を取った魚の骨（複数）（カラフトマス，鯨およびイトウの）；茹でた

motoは犬が食べる．（名）生粋の住人，原住民（村）．

― kotan. (名）生まれた村，故郷．

3960 ― orovano. (副）子供の頃から，生まれつき，日本語の言い回し ．（同）khatsiko-

orovano.

Motogo. Kr.（地）14番目のクリルの島（ミッレルの計算では13番目）．

Motoki-tsisye. Mos. 小さい神殿．

Motomari. (地）マヌヤ（Manuya， ）の北方39露里にあるアイヌと日本人の

村．

Mottru. Dav. 枕；枕元，枕， ⇨ mukhtu.

Motuntura. (名）編んだ髪（日本人男性の頭の）．

Mokhko. (名）駕籠，輿．

Mochi. (名）焼いたパン，日本語の単語．

Moshye. Mos. (モセ），植物の名．

― tsikapp. Mos. 蝶，蛾．

3970 Moshi-karu-ibye. Mos. 植物の名．

Moshinnye. Mos. この島（moshiri-neの代わりに），まさにこの島．

Moshirattsino. Mos. (モシラツチノ），ゆっくりと．

ヌ語・ロシア語辞典 （

原文のまま。
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Moshiri. Mos. 島，土地，隣国．― orovano. Mos. 島から．Moshin ra boki, 島

のすぐそばで（moshiri ra bokiの省略形）．

― gye sye. Mos. この島

― kamuj. Mos. 君主，字義通りは「島の君主」．

Moshchiri. Lapyer. あご．

Moyuku. Mos. アナグマ．

― shıoya. Mos. (モユクシヨヤ），白い斑点のあるスズメバチの一種の名．

Muaro. Lapyer. 横たわっている，あるいは，いびきをかく． ⇨ mokoro.

Muvkanye（省略形はmuvkan），全部の，全体の；全部で．

3980 ― ni. (名）半割の丸太，割られていない薪．

Mudshiro. Mos. キビ．

Mui. Dav. 結ぶ，つなぐ．Mos. 束ねる，いっしょにつなぐ．

Muj. (名）葉煙草の束（tambaku―），ごみ．Mos. カキに似た殻のない生物の名．

― ambi. Dav. 束．Muj-an-bye. Mos. 一緒に束ねられた物（複数），束．

― mamba. Mos. 下準備，支度．

― sankye, ごみを掃きだす．Gufte ana mujsankye, モミの木で作った箒でごみを掃き

だす．

― shaptyep. Mos. (ムイシヤプテプ），細枝で作った箒．

Mujga. (地）シウ（Siu， ）川の支流（主な支流のうち５番目），オリチャ

（Ol’cha， ）族の北の境界．Gl. オリチャの村ムイカ（Mujka， ）．

Mujye. (動）つなぐ．Syeta kuma okhta―, 犬を竿につなぐ．（同）komujye, 束ねて

しばる，結び合わせる．

Mukanis’. (名）斧の柄．

3990 Mukannyeri. Mos. 水のうねり．

Mukara. (名）斧．Lapyer.（moncara），鉄の斧．

― entrum. (地）字義通りは，「斧の岬」．伝説でのみ知られている．

グレン（ ）のことか？ グレンに関しての詳細は不明。
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Mukarinits. Dav. 斧の柄．

Mukarita. Dav. 斧の柄．

Mukar’. Dav. 斧．Mukar. Lang.Kur.S.Sakh. Kl.Kam.Sakh. 斧．

Mukasi. (副）昔は．（形）古来の，古い．（同）khus’ko.

― orovano. (副）昔から．（同）gus’-ko-orovano.

― orovam rye. (名）子供の頃からの名，省略してmukasi rye「苗字」．

― okhta, 遠い昔に．（同）gus’ko okhta.

Mukas’, ⇨ kyeta.

4000 Mukyekasi. Mos. 水色のフウリンソウ（花）．

Mukkanini. Dav. 加工されていない丸太， ⇨ muvkanye

― Mukkanye-ni. Mos. (ムツカ子ニ），短い丸太，短く太い丸太．

Mukkari. Mos. 斧（日本語のmasakariから）．

Mukkuri. Mos. 口琴の一種．

Mukor. Kl.Kam. 眠る．Mukor’. Pal. 睡眠．

Muku. Mos. 植物の名．

Mukumaj. (名）貝の一種．

Mumbye. Mos. 露（muni-bye「植物の水」の代わり），（ムンベ）．

Mumpye, あるいは mompye. (名）指．（複）mumpichi.

― poni, 指の関節（複数），指骨（複数）．

Munaj. (地）カルサコフ（Karsakov， ) の西方77露里にある川．

Munamukyep. Mos. 細枝で作った箒．

4010 Munashino. Dav. 勤勉な；さっさと，早く．

Muni. Mos. 植物．Fyur.

― anuva. Dav. ごみで汚す．N ：もしごみがあるなら．

― vakka. Mos. 露，字義通りでは：植物の水．

― shangip. Dav. 箒．

― yupki. Dav. 多忙．

Muninbye. Mos. 魚を獲るヤスにつけられた縄．

Muninno. Mos. 腐敗する，腐る．

Muninuva. Dav. 腐敗する．

Munin. (形）腐った．（動）腐敗する．Mos. 腐敗する，腐る（muninuとも言う），

腐った，muni-ninの省略形；植物がしおれること．

コルサコフ（Korsakov， ）のことであろう。

不明
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4020 Munin-ni. (名）朽木．Mos. 火口（ほくち），字義通りは，腐った木．

Munin-tsikusi. Mos. 枯れた，あるいは，腐った木．

Munitangin. Dav. ※．

Munuvaka. Dav. 朝露および夜露．Kl.Sakh. 露．

Munusunaj. (地）クスナイ（Kusunaj， ）の南方194露里にある小川．

Mun. (名）草．Kr. Lang.Kam.Kur.Mats.S.Sakh. Kl.Kam.Sakh..

’― trakh. (名）草の芯．（同）kıra.

Mun’. Dav. 切れ端（「あらゆるごみも同様によばれる」 ），草，ごみ．Pal. 草．

― isangi. Dav. 掃きだす， ⇨ munおよび sankye.

Muri. Mos. 「岸の小麦」 に似た稲の品種名．

Muri-kara. Mos. 体長が（日本の）８～９尺の大きな海ガニの名．

Muri-kunnye. Mos. キビ．

4030 Muri-enbikkye. Mos. 甲殻類の生物の名

Murushyei. Mos. (ムルセイ），池の貝．

Musi. Mos. 留まる，いる，滞在している

Musosu. Dav. 起こす，目覚めさせる

Musokhte. (名）男性の名．

Muu. Mos. 押しつける，ぐいぐい押す，窮屈である，急ぐ．

Muus’. Dav. ハエ．

Mufru. Dav. 枕元，枕．

Mukhtrakh-poni. (名）（魚の）腹のまん中および鰓のところにある腹びれ， ⇨

tsis’po-tus’-poni.

Mukhtu. (名）枕．― enunuj, 枕をして眠る．

※編者注 この辞書の筆者は，いくつかの単語に意味を導くことができなかった．編者

は，それらの単語の内，草稿から意味を導くことができたものも，草稿では意味を見つけ

ることができなかったものも掲載するが，一方，他の単語と結合して複合語としてこの辞

典の中に掲載され，さらに，その複合語においてその意味が明確な場合は，その単語を

（見出し語から ）削除する．

原文でもカッコ内に引用符が書かれているが，引用符を付した理由がわからない。

不明。原文では， となっている。

原文では と記載されている。

訳者が補足した。
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4040 Mutsu. Mos. 塞ぐ，ごみで汚されている，便秘をしている．

Musha. Kr. (地）Onnikutanとも言う．クリル諸島の７番目の（ミッレルでは６番目）

島．

Mushiri. Dav. Mos. 島．Kl.Sakh. ― kamuj. Mos. 島の侯（島の諸侯），君主．

― uturu. Dav. 海峡．Mos. ―字義通りでは，島々の間．

Mushiro. Mos. 住む，滞在する，滞在する．― ro. Mos. 場所

Muchattigu yakka. Dav. 喜ぶ．

Muchattikf. Dav. 喜び，Pf.によると，nuchatikf.

(N)．

(N)．アイヌ語の字母の14番目の文字※．

Na.１．接続詞 ～と…．Chokaj na, eani na, 私と君，私も君も．２．比較級のしる

し．Na poro, より大きい．Na vyen, より悪い．―３．命令法をつくる小詞．

Pırika na mokoro! おやすみなさい （字義通りは，よく眠りなさい）．Pirika na
 

okaj! あるいは pirika na an, さようなら，お先に失礼します（字義通りは，達

者で暮らせ）．Pirika na oman! よい旅を Mos. まだ～ない；動詞とともに用

いられる場合，aが長く伸ばされるようである（⇨ yankyena）．―形容詞的小詞；

動詞と結びついて可能法をつくる（母音あるいは子音 nで終わる動詞の語尾がある

場合）．―ne-naあるいは ne-naにおける小詞 neとの結合は，実際は「ある疑いを

もって」の意味を持つ．Tan bye ne-na, たぶん，この物；この物らしい．An
 

ronnu kushi ne-na, もちろん彼は殺されるにちがいない．―Ha, Mos. 釣り針．

※編者注 N はしばしば iの前で余剰の文字である，たとえば，nimaki, nirus’などの

単語で．
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Na-an, マッチ；na-an t ryekoro,（これは）マッチと呼ばれている．

― gam, あるいは na kham. 接続詞．まだ～ない．― osoma, まだ排便をすまして

いない．Na gam khyemaka khyetanyea? まだ終えていないのか？

4050 ― moirinu. Dav. しばらくして．Namojrino. Mos. それほどゆっくりではなく．

― sukuf chuf. (名）上弦の月と満月の間の月．

― uramua. Dav. より低い，Pf.によれば，正しくはna-urau-ta, na-orau-ta「それほ

ど低くない」，v krit. もっとも低くくはない．

― kham (gam). 接続詞．まだ～ない．Na kham kara, まだ用意ができていない．Na
 

kham sukye, まだ煮上がっていない．

― khantsi, まだ煮上がっていない．

Naannino. Dav. より薄い．Naanino. Pf. (na-anyenoとも言う）．まだ薄くない

（na-anye-noとも言う）．

Naaugakfu. Dav. より細かい．Naugakfuあるいは na-ogakfu. Pf. それほど細かくな

い（seicht）．

Nagairi. Dav. 毛皮外套，Nem. nagatsrin.

Nagajyubi. Brot. 中指．

Nagaruva ogaj. Dav. 暴く．

Nag-jye. (動）物語る，通知する，知らせる．Nag-jye-am ～と呼ばれている（チヴォ

カンケ（Chivokankye， ）によると，これは粗野な言い回し―pono-

khajta）．

4060 Nadakam. Dav. 頰．

Naj. (名）川．Pon naj, 小川．Dav. 泉，水源．Mos. 沼，水溜り．Lapyer.(naye)，

この平野に流れている川， ⇨ ogo.

― kitaj. (名）川の上流．― okhta, 川の上流に．

― koro chyeb, 川に魚がいる，魚の豊富な川．

― okakara, 川に沿って．

― omu, 寄せ波のため砂で河口を塞がれた川．

― o puf, 河口．

― o puf okaj utara, 河口の近くに暮らしている人々．

― pu. (名）小川，流れ．

― puf, ⇨ najopuf.

― tontuye, 川を横切って．― pyetsika, 川を渡る．

P.-M.の『ダヴィドフ作成のアイヌ語単語集の批判的考察（Kritische Durchsicht  der von Dawidow
 

verfaßten Wortersammlung aus der Sprache der Aino’s）』のことであろう。詳しくは，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を参照。

注９を参照。

，寺田吉孝訳，安田節彦訳
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4070 Naj-utokhtom, 川の中間（始まりと河口の間）．Naj utokhtom okaj utara, 川の中間近

くに住んでいる人々，例えば，リウカ（Riuka， i ）の住人

― cha. (名）川岸，川の岸辺．

― chara. (名）河口．

― etokhta（naj-etokotaとも言う) okaj utara, 川の上流の住人（例えば，サルンタラ

（Saruntara， ））

Najboro. (地）ブッセ（Bussye， ）湾の村の名（今は存在しない村）．Shm. ト

コムボ（Tokombo， ）の南方にある村と小川．（Byelk.で はNajbu-

uturu）

Najbu-oroko. (地）トゥロギリャキ（Trogilyaki， ）．

― ru. (地）Gl. ⇨ Najbu-uturu.

― ttsi. (地 Shm.） ⇨ Najbuchi

― uturu. (地）１．クスナイ（Kusunaj， ）の南方165露里にあるアイヌの

村．２．クスナイの南方112露里にあるアイヌの村．

― chi. (地）１．マヌヤ（Manuya， ）の南方58露里にある川．２．マヌヤの

南方60露里にあるアイヌと日本人の村．

Najye. (名）線．（動）（線を）引く．Makıri ani ―.

Najyero. (地）Rud. Gl. ⇨ Najoro.

Najkoro-kotan. (地）ポロピェトゥン・コタン（Poropyetun-kotan， y

）村の日本名．

4080 Najkotoro. (地 Shm）d’Estaing湾にある川と村．

Najkuturu. (地）カルサコフ （Karsakov， ）の東方69露里にあるアイヌの

村．

Najonaj. (地）カルサコフ の東方53露里にあるアイヌの村．

Najoro. (地）１．マヌヤ（Manuya， ）の北方131露里にある小川およびアイヌ

の村．２．クスナイ（Kusunaj， ）の南方８露里にある小さな川およびアイ

ヌの村．Shm.

Najpu. Rud. (地）ナイブチ（Najbuchi， ）川（河口は北緯47度27分付

近）．

Najptu. (地）第二の支流レイディェンクセ（Lyejdyenksye， ）と別れ，タラ

イカ（Tarajka， ）湖に注ぐシウ（Siu， ）川の西の支流．

Najpuf-togo. (地）ナイブチ（Najbuchi， ）川の河口近くの湖．ナイブチ川に

注ぐ水源（トクフチャラ（Tokuvchara， a）を有する

のことであろう。詳細は不明。巻末付録の地名にも「グレンによる」と出てくる。

のことであろう。巻末付録P.38に出てくる。

コルサコフ（Korsakov， ）のことであろう。

コルサコフ（Korsakov， ）のことであろう。

コルサコフ（Korsakov， ）のことであろう。

のことであろう。巻末付録P.38に出てくる。

彦訳)ア語辞典 （M.
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Najputsi. (地) Gl. ⇨ Najbuchi.

Najputsinaj. (地) Gl. ナイブチ（Najbuchi， ）川．

Najsuj. (名）木材につく害虫．

Najtom. (地）カルサコフ （Karsakov， ）の東方40露里にあるアイヌの

村．

Najcha. (地）カルサコフ の西方92露里にある川．

Nakajri. (名）薪の蓄え．日本語の単語．― kara, 薪の蓄えをつくる．

4090 Nakan-kusu, それゆえに．

Nakas’ko. (名）女性の名．

Nakyen. (副）どこへ．Nakyen eoman tusuj gi?―Najoro okhta oman tusuj, どこへ行

きたいのか？ ナイオロ（Najoro， ）だ．

Nakinye. Mos. ああ かわいそうに 文の始めに使われる間投詞．

Nalyupal’. (地 Shm.）山．

Nambyen, あるいは― ajnu, 料理人，日本語の単語．

Namburu pirika. Dav. 可愛がる．Pf.によると，― nanu buri pirika, 顔立ちがよ

い， ⇨ nani-buri uvyen’.

Nampara. (名）胡椒，日本語の単語．

Nampye-vakhka. (名）泉の水（夏に冷たい）．（同）myen-vakhka.

Nampyenye. (名）料理人，炊事係，日本語の単語．（同）mıs’-taki.

Nam. Dav. 寒い．

Nana. (名）お母さん，お母ちゃん（呼びかけで）．

4100 ― kachagu. Dav. 醜い，不格好な．

Nanapo. Mos. すぐに，即座に，じかに．

Nango. (副）たぶん，おそらく．

Nangonna. Mos. ⇨ nankoraおよび nankonna. E-ne-katu koru va pirika-ari
 

iramande tumi itsikorye nangonna, 彼はそのような振る舞いをよいと考えるので，

もちろん褒美を与えるだろう．

Nanda. Dav. 船首．Kl.Sakh. ―語源は nanu-taか？

Nanye. (副）まったく，すっかり．― sirakhkari oman, すぐそばを通り過ぎた．

― gon’korotrajki, おそらく完全に（死ぬまで）ぶちのめすだろう．

コルサコフ（ ）のことであろう。

コルサコフ（ ）のことであろう。

原文のまま。
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Nani. １．（副）まったく，永久に．（同）ambinyeおよび arakhnye. ２．通り過ぎて．

３．顔立ちが～．Mos. すぐに，ただちに，じかに．

― buri uvyen’. Dav. 敵意，Pf.によると，nanu-buri u-yen, 顔つきがよくない．

― gon’ko (nan’gon’koro). (動）～のふりをする，～のように見える．― traj, ある

いは nan’gon’koro traj, kusuri ikuchiki sıs’na, まったく死んだように見えていた

が，薬を飲んで生き返った．

― gon’ko chyebochıvye te tishyeokhta san, すっかりやせ衰えて（森から）家に帰って

きた．

― khyekae (gyekae). (形）老けて見える．

4110 Nankandye. Mos. 顔の表情で強い驚きを表す，驚嘆して上を見る．

Nankan-tushitye. Mos.（ナンカン °ツシテ），（同）nankandye.

Nankonna. Mos. ⇨ nankora (konnaはここでは koru-naの省略形），所有できる，

あるいは，～でありうる（可能法をつくるために使われる），nangonnaとも言う．

Nankora. Mos. 単語 a（⇨ a）の動作延長 に似た可能法をつくる小詞，しかし，a

よりも表現力豊かな小詞（koraはここでは koruから派生してできた可能法），今後

もつ，もつことができる．

Nankoro (nankoro). Mos. ⇨ nankora― ya（⇨ ya），同じく可能法を表す小詞．

Nyep choki gye ne shankye nankoro kushiu kami ta tsi shnye tara shio-koru, 私は

いくつかの物を手放したいと思っている ので，それらと引き換えに一包みの米を

もらった）．

Nankoropyene. (副）たぶん．

Nannashki tumtus. Dav. 顔のにきび， ⇨ nanu,noski,tuntuおよび us’,Pfによる

と，nanu-ashki tumtius, にきびが五つできている顔（nanu-ashki-tumu-tye-us）．

Nanoburu uvyen’. Dav. 醜い．

Nanta. Mos. 船首，nanとも nandaとも言う．

Nanu, 省略形は nan. (名）顔，外見，容貌．Dav. 顔，顔面，面（つら）．Lang.

Mats.S.Sakh. 頭． Kl.Sakh. Mos. 顔．

4120 ― vyen sokhkana, 頭に割れ目のあるハゼの一種（雌）．

動作の継続の意味か？

この部分は過去形であれば，理解しやすい文になるが，原文では現在形で書かれているので，そのまま翻訳

する。
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Nanu-isyam, 恥ずかしさから赤くなる（顔の色が変わる）．（同）irajki, あるいは

yajko-irajki.

― ishamu. Mos. 恥ずべき（字義通りは：顔なしの）．― ishamuka. Mos. 恥知

らずの，恥ずべき，字義通りは：顔なしの

― raj pos’. (名）手ぬぐい．

― tumuto. Dav. 顔の吹出物， ⇨ tuntu, Pf.によれば，nanu-tumutye, 顔が発疹

をつくる（他動詞を作る小詞 tyeとともに）．

― tetano, 青ざめた顔．

― uyen-tsyepp. Mos. 魚の名（Flußhirsch），字義通りは：見かけが醜い魚．

― furyu Dav. 赤くなる．Nanu-furye. Mos.（ナヌフーレ），赤くなる，顔を赤らめ

る，v krit. 顔の色が（顔が）赤い．

Nanuniko. Mos. じかに，すぐに．

Nanshamuita. Mos. 舳先の板．

4130 Nan, ⇨ nanu. Mos. nan-koro，nan-kora, nankonnaにおいて，nanは動詞 an

「もっている」の変化形のように思われる．

― kotuvte. (動）口づけする，口づけしあう．

― nye khuritekh, 赤面する（恥ずかしさで）．

― piru pos’ (nampiru pos’とも言う），あるいは― pichi（nampichi pos’とも言う）

pos’. (名）手ぬぐい．タオル．

― tunkara, 不満そうな顔をする；不機嫌な．

― tunkara ajnu, 怒っている人，陰気な人，醜い人．

― chuf. (名）12月．

Napu. (名）動物の唇．

Napunno anua. Dav. ほとんど．N ：⇨ na-pono-anおよび va.

Nasa. (動）割る（薪を），勢いよく切断する，割り取る，削り取る．

Nasiaamma. Kr. 明日．

4140 Nasiaam. Kr. 早く．

Naskye (naski). (動）裂ける，ひびが入る．Ni-, 木に裂け目ができる．

Naski, ⇨ naskye.― pirı. (名）裂け目．

― puj. (名）裂け目（木の），ひび，割れ目．

Nas’pa. (動）割る（ni-），広げる．

『ダヴィドフ作成のアイヌ語単語集の批判的考察（Kritische Durchsicht der von Dawidow verfaßten
 

Wortersammlung aus der Sprache der Aino’s.）』のことか？ 詳しくは，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。

「pichi（nampichi  pos’とも言う）pos’」は，原文の語順のまま訳しているが，おそらく「pichi  pos’

（nampichi pos’とも言う）」とすべきところであろう。

何の省略か不明。

典 （M.M.ドブロト
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Nata. (代）誰の～？ 誰？ ― Tambye nata kisyeri gi? これは誰の煙管だ？ ―

Tambye nata kiro go? これは誰の長靴だ？ Nata orova kara gon, あるいは

nata orova ekorgon, 誰の子を身ごもったのか？ Nata kara gon? 誰が妊娠させた

のか．

Natakkoni. Dav. より短い．Na-takhkon.

Natekh-kajki! もうたくさんだ いいかげんにしろ

― kusu. (副）それほど．

Naun-shisham. Mos. (ナウンシシヤム），原住民，出身者，生粋の住人．

4150 Nauro. (地）Br. ナ イ オロ（Najoro， ）の別名（シスィカ（Sis’ka，

）の近く）

Nafuntye. Mos.（ナフンテー），そのうちに，しかしながら．

Nakhyetsikye それが君にとって何らかの関わりを持てば，Tan teta a kanye nakhyetsi-

kye pirika, 好きなところにお座りください．

Nakh. (代）どちらの～？ どのような～？

― va, どこから，誰のところに，どこに．Tan tambaku nakhva e gok khı? この煙草

をどこで買ったのか？ Baranov orova igokh, バラノフ（Baranov， ）の

ところだ．

’― kanye. (副）このように，このようにして，このような大きさだ，今では．Nakh-

kanye kichiki pırika khyetanyea? こうしてもいいか？

’― kanye ki, 省略して，nakh-ki, このようにする（ほら，このように）．

― kanye kusu, natekh kusuあるいはとも言う．（副）それほど．

― koro pakhnu? どの場所まで？ ― Nakhkoro pakhnu? どの場所まで？（乗り物

で行くのか）．―Najbuchi pakhnu! ナイブチ（Najbuchi， ）まで

― orova, どこから？

― orovano sinyenni okaj kusukara, 今後一人で暮らすだろう．

4160― ta, どこに，どこへ．Nakhta an?otsis’ka khyetanyea? (探し物は）どこ？ 落とし

たのか？

― te orova, どちら側から．

― tekh orova, (副）今後，今から．

Nachıvu? (形）善良な，けちでない．Cha-chivu ajnu, もっとも善良な人．

Nasha. Dav. １．引き裂く．２．切る． ⇨ nasa.

Nashi. Lang.Mats. 肉．

Nashikunuo kaıo. Dav. 息づかい，v Nem. nashikunuakaiu, Pf.によると，pariri-

ku-nu-akkari, 時々息づかいが聞こえて，強くなる．

M.ドブロトゥヴォールス

ブルィルキン（Brylkin， ）のことであろう。

注の９を参照。
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Nayumonye. Dav. より困難な．

Nayasi. (地）クスナイ（Kusunaj， ）の南方178露里にある小川（石炭 ）

Nayassi. (地 Shm.）シレトゥナイ（Siryetunaj， ）の近くのサハリン西岸の

小川および岬．

4170 Nayasyu. (地）Rud. 石炭層のあるサハリン西岸の北緯49度33分の緯線上の湾．

Nye, およびそれを伴う複合語 ⇨ ne.

Nye-a-gushi-ta. Mos. 実際にいる場所，居場所．

Nye-a-gushi-tap. Mos. 居場所．

Nye-an. Mos. 外見，容貌．

Nye-an-bye-bakkuno. Mos. (子アンベバツクノ），これこれしかじかの量，それほど．

Nyebigi. Dav. つや．Kl. Sakh. 輝き（nyebi gi），Pf.によると，nye-byekye，その場

合，nyeは先行する語に付属する小詞，あるいは，「あるもの，何か」を意味する代

名詞．

― ugau. Dav. さえぎる．

Nye-va-an-bye-kushiu. Mos. (子ワアンベクシユ），その結果，それに関して．

Nyeina. Mos. 本当の（本物の）歌あるいは詩．

Nyeinanguruva. Dav. たぶん．

Nyeitakaiki. Mos. 毎回，いつも．

4180 Nyekata (nahkatah). Kl.Kam. 白子．

Nyekko. Brot. 猫．

Nyekon. Mos. どんな～？ このような～．

― ta. Mos. なぜ～？ どんな理由で？ なんのために？

Nyema. Dav. 木製のシンプルな茶わん．

Nyemaki. Dav. v Nem. 獣の犬歯，門歯．N ：⇨ nimaki-asin’.

Nyemoro. Mos. マツマイ（Matsmaj， ）島の地名．

Nyenai. Mos. まったく，例外なく，完全に．

Nyenango, ⇨ nenango.

Nyenyeおよび nyenye. Mos. 何か，あるもの．

Nyenika. Dav. 誰も～ない．

Nyeni kurumana? Dav. 誰から？

4190 Nyeni niyakka ishama. Dav. 誰も～しない．Kl. Sakh.― Pf.によると，nyeni nye
 

yakka ishama「誰であろうといない」（つまり，誰もいない）．

何を意味するのか不明。

のことであろう。

注の９を参照。

不明。

著，寺田吉孝訳，安田節彦
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Nye-no-anna. Mos. ～に似ている，～のように見える，可能法の形で．

Nyen’. Dav. 誰？ Kl.Sakh. 誰，どちらの～ (nyen).

Nyeonaj. (地 Shm）マクン・コタン（Makun-kotan， － ）の北方にあ

る岬．

Nyepnyeka. Mos. 何か（明確さをもって）．

Nyepnyekushiu. Mos. 何のために？ どんな理由で．

Nyeppari. Mos. 無分別に，あるいは，愚かに話す．

Nyepuru. Dav. あれこれの．

Nyepshiujshiuj. Mos. (子プシユイシユイ），どれくらい頻繁に？

Nyep’. Pal. 3.

4200 Nyesiko. Mos. ギリシャの（ワラキアの）ハシバミ ．

Nyeta-nye yakka. Mos. どこへなりと．

Nyeto. Mos. 無風，静けさ．

Nyetoba. Mos. 身体．

Nyetobakye. Mos. 身体，人物．Nyetobakye rui. 太った身体の～．

Nyetopaki. (名）身体，肉体，胴．Emujki nyetopaki araka, 身体中が痛む，身体の

節々が痛んだ．

Nyetusi. (地）マヌヤ（Manuya， ）の北方 11露里にある川と岬．

Nyeushara. Mos. (可能法の形で）喜んでいる，楽しんでいる．

Nyeusharye. Mos. うれしい，楽しい，親切な，愛するに値する．

Ni. (名）木．１．薪．Iso ni ekara te uf ajnu― ２．（形）木製の，木の．Ni karus’,

⇨ karus’. ３．柱．Ni okhta ama, （犬を）柱につなぐこと．Mos. 木および木

材全般（nin）；人数を数える際に数詞に付加するもの（おそらく日本語の nin「人」

から）．―Pal. Kr. 木材．Lang. Kam. Kur. Mats. S. Sakh. Kl. Kam. 木．

Brot. ～がない（pu）．Lapyer. 木の幹および木全般．―Ni akhgunkye, 柱を立

てる（柱を打ち込む）．―Ni esikıjki, (豚が）木に体をこすりつける．

4210 ― bakkuno. Mos. (ニバツクノ），少々，少しばかり，ne-bakkunoとも言う．

’― kyeburu. (名）木に生えた苔，木の腐れ．

と訂正されて

原文のまま。

原文の直訳。おそらくペルシャクルミのことであろう。

原文では となっているが，巻末の正誤表では，

)ロシア語辞典 （M.

いる。
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Ni-kitaj. Mos. 木のてっぺん，梢．

― nyetoba. Mos. 木の幹（字義通りは：木の身体），植物の茎，幹．

’― nu-kam. (名）木質部．

’― osi. (名）（木の）髄， ⇨ nınukam.

― ras’. (名）（一本の）薪．

― tokh. (名）木を切る際の（短い）木端

― t rukum. (名）（短い）丸太，（木の）切れ端．

― tekye. Mos. 枝（字義通りは：木の手）．

― shiu. Mos. 木製の釜，臼， － ⇨ nishyu.

4220 ― yam. (名）木の葉．Niyam para isyam, 葉っぱは幅が広くない（⇨ utangaj）．

Niambi  bakunu. Dav. それほど．Mos. nianbibakkunu, それほど（nianbye-

bakkunoとも言う）， ⇨ pakhno.

Niatus’. (名）木製の広口の容器，（横木を通す耳のついた）小さな桶（アイヌの製品）．

Nibagista niyakka. Dav. いつも，v Nem. nibagita niyakka，Pf.によれば，nye-

ibaki-ta-nye-yakka「ある物は一番端にあるのに」．

Nibyesi. Mos. 把手，鉤．

Nibokkye. Mos. (ニボツケ），木のように絡み合っている，もつれている．

Nibokkyep. Mos. 茂み，鬱蒼とした森，植物の名（原文では．植物の名称から）．

Niva? Dav. どこから，Mos. 何？ 何か（nyevaとも言う），Mos.（neva），何？

どのような～？

― ambi. Dav. 原因；どちらの～？ Kl. Sakh. どちらの～．Niva-an-bi. Mos.

どんな物か？ ある物（nyevaanbyeとも言う）．

― minogo. Dav. 彼女に．

4230 Nıvasa. (形）ゆっくりした．

― ajnu, ゆっくりと，静かに歩む人．

-’syeta, 走るのが速くない犬．

Nivatori. Mos. 雄鶏，日本語の単語．

Nivashino. Mos. 利口な，賢明な；働く．

― no. Mos. 強要する，突進する．

Nivyej. (形）敵意にみちた．― syeta, 敵意にみちた，かみつく犬(Ájnu okhta kopv-

kye syeta).

Nivyen. (形）敵意にみちた，（獣が）凶暴な，強情な，苛立っている（口をききさえし

ない），語源は uvyen? （Nivyenは，これに nが付加され，uが iになった）．

Nivyen-iso, 怒っている，怒り狂った熊．

注の９を参照。

原文では5230となっている。正しくは，4230である。

原文では，uyen( )と記載されているが，前後関係から uvyen( )の間違いであると判断される。

（M.M.ドブロトゥ
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Ni gayep･yui. Kl.Kam.(nyhaehpjuih)，シャコ（キジ科）

Ni-gamu. Mos. 木の葉．

4240 Nigari. Dav. 梯子．Kl. Sakh. ni gari, 梯子．Mos. nikariあるいは ni gari, 梯子，

階段つきの張り出し玄関．

Nıgye. (名）木製の煙管の柄．

Ni go. Fyur. 猫．

Ni gona.Mos. このような，このような物，nekonaとも言う．

Nigona ambi niyakka. Dav. どんな～も（…ない），Pf.によれば，Nyekona an bye
 

nye yakkaどんなものであろうとも

Nigonda? Dav. 何のために

Nigum. (名）樫の実．

Niguna? Dav. どのような～

― ambi niyakki. Dav. 或る～，Pf.によると，nyekona an bye nye yakka.

― ambi niyakka konoburu. Dav. 好奇心の強い，Pf.によると，nekona an-bye ne
 

yakka konoburu 字義通りは：そのような物を愛する（N ：「あらゆる物を（愛す

る）」，つまり「服従する，聴く」）

4250 Niguru. Dav. 彼に，Pf.によると，nye-guru.

Nida. Dav. Mos.(neta)，どこへ？ 何？

― nyeakka. Dav. どこかに．

― niyakka. Dav. １．いたるところに．２．どこへも（～ない）．３．どこかへ．

Mos. どこであろうと，どこへなりと（nyetanyeyakkaとも言う）．

― oman. Dav. Kl.Sakh. どこへ？ Mos. お前はどこへ行くのか

― uturu. Dav. どっちの方へ

Nidaga shıomo oman. Dav. 離れずに．

Nidarangi. Dav. 労働．

Nidarangi guru. Dav. 勤勉な，Pf.によると，nye-ta ran-kye guru 何かを片付ける

（取り除く）人．

Nidats. Dav. 沼，Pf.によると，おそらく nitaj.

4260 Nidyesi. Mos. 筏，渡し舟，ni「木」および dyesi「結わく」から．

Nido. Mos. 静けさ，無風，nyetoとも言う．

Nidobagi. Mos. 身体．

Nidobaki. Dav. 胴，身体．Mos. 身体（nyetobakyeとも言う）．

― rui guru. Dav. 太った人．

Nıyepuye. Kr. シャコ（キジ科）．

語・ロシア語辞典 （M

不明。
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Niyep. P. M. 葉（複数），葉（単数）．Niyep. Kr. Lang. Kam. Kl. Kam. 葉（単

数）．

Nizyat. Pal. 朝．

Nii. １．（地Shrenk ) ピミ（Pimi， ) (トモ（Tomo， ））河口にある

村，ギリヤーク語の単語．２．Mos. 木，森（木材）．Nii ruue guni ashiva tsusite-

kuno okaj, 木のように立って，黙っている．Lang.S.Sakh. Kl.Sakh. 木．

― bakunu gaoyu rakoya igush. Dav. 悲しげに．

― bi  Dav. 脳（niibi）， ⇨ nuiba;kiibi?

― idokuma. Dav. 切り株，Pf.によると，nii-idokota, 木の幹，itoko-ta「初めに，

最初」から．

4270 ― ishama kotan. Dav. 木の生えていない場所．

― kapu. Dav. 樹皮．― kapf. Dav. 靱皮．

― kshtaigi. Dav. 木の切り口，v Nem. nii kushtai gi,Pf.によると，nii-ku（助動

詞）．― stajki, 木を切り落とす．

― nishigi. Dav. 木の根元，小詞 giを伴った niおよび nis’（複数形）から．

― taj. Dav. 茂った木，Pf.によると，木の豊かな成長．

― tegi. Dav. 木の枝（原文では，nii techi）．

― khamu. Dav. 木の葉．

Nijokai. Mos. (ニヨカイ），ユリ．

Niirush. Mos. (ニイルシ），歯茎．

Ni-itokota. Mos. 木の幹，itoko「始め」から．

4280 Ni-itsuki. Mos. (ニイツキ），（短い）丸太，短く太い丸太．

Nikabu, nikapu（ニカプ），nikap. Mos. 樹皮．

Nikabu-aru. Mos. 木から皮を剥ぎ取る，剥ぐ．

Nikari. Mos. 跪いている，跪く．

Nikarika. (名）天井，日本語の単語．

Nikar. Kl.Kam. 階段，はしご．

Nikaunai. Mos. ヤナギの樹皮．

Nikausi. (地）（Nikausy Gl. ）南サハリンの湾と川．

Nikye. (動）輝く，しばらく照らす．（形）明るい

は，Nikausy」の意

動物学者，地理学者の （1826-1894）のことであろう。

原文のまま。

注の９を参照。

原文のまま。「Gl.で

)語・ロシア語辞典 （

味であろう。
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