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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， （n）で始まる語の残りと （o）で始まる語の最初の数語，合計して約

500語である。

昨年末に，明石書店から平山裕人著『アイヌ語古語辞典』が出版された。この辞典は，第１部

（アイヌ語古語辞典），第２部（アイヌ語地名辞典），第３部（『藻汐草』アイヌ語単語集），第４

部（アイヌ語古語・日本語索引）の４部構成となっている。第１部，第２部は著者の長年の研究

成果を基にした労作である。第３部は，『藻汐草』に掲載されている分類語彙表の部分をアル

ファベット順に並べ替え，和訳を試みている。

M.M.ドブロトゥヴォールスキーのアイヌ語・ロシア語辞典には，『藻汐草』から転載された

語彙が多く含まれているが，そのロシア語訳が何を意味することがわからない事がたびたびあっ

た。その度に，『藻汐草』を長時間かけて探索する必要があったが，平山裕人氏の今回の著作に

より，『藻汐草』を探索する回数がかなり軽減された。

（寺田吉孝 記)
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Nikye-nikye. (名）蛍

4290 Nikyema. Mos. 二本マストの帆船（アイヌ語の niおよび日本語の kyema「梁，桁」

から）．

Nikyepas’no. (副）明るく．（同）tonono.

Nikiyep. (ニケプ）．Mos. 輝き，光．Abye nikyepnye. Mos. 灯火の光．

Nikyeta. Mos. つなぎ材，かすがい．

Nıkiri. (名）薪の山（日本人のところで）．

Niko-niko. (形）カールした，縮れた．Saba-niko-niko ajnu, 髪の縮れた人．

Nıkotoro. (名）口蓋．

Niku. Dav. (私は）知っている．

Nikui. Mos. アザラシ，アザラシの一種．

Nikupun. (地）― utara，トモ（Tomo， ）川沿いに暮らす人々（Temancha）

4300 Nima. Dav. 桶．

Nimaki. Dav. 歯（複数）．Lang.S.Sakh. Kl.Sakh. Bal.Mats. 歯（単数）．Mos.

歯（複数），歯（単数）（imakiとも言う）．Nimak. Kl.Mats. Bal.Sakh. 歯（単

数）．Nimakk. Brot. 歯（複数）．

Nimakikaj. Dav. 歯の痛み．

Nimakkotuku. Mos. 植物の名．

Nimamu. Mos. 舟の神，海の神．

Nimara. Mos. 半分．

Nımba (nımpa). (動）引きずる，曳航する．（名) ⇨ nujsam.― Tusa ekari nimpa
 

an, 袖のところにふち飾りがある．

― va yangi. Dav. 接岸する．

― oman. Dav. 譲る．

Nına（および nına-chikap）， ⇨ nejnaおよび nyejna-chikap. (動）（薪を）切る．

Apyes’kuni nına, 薪を切る．

4310 Nina. (動）細かく砕く，（揉んで）柔らかくする（生の草，たとえば kuvkinaを疥癬の

ときにすり込むために）．

Nina-kikiri. Mos. はさみをもった昆虫の名．

Ninbaあるいは ninpa. Mos. 消える，減る（abnehmen）．

Nıngyen, あるいは nın’ki. (名）タマネギ，日本語の単語．

Ninye korobi? Dav. 誰の～（単数）？

Nini. Mos.(neni, nen), 誰？ (nin) 減る，消える．

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)
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Nini-korobyeniya? Dav. 誰の～（複数）？

― unnyeriya? Dav. それは何を意味するのか．

Ninkari. Dav. イヤリング（複数）．Mos. イヤリング（単数）．

Ninkye. Mos. 胆汁．

4320 Nino. Mos. ウニ．

Ninoyetsyepp. Mos. ブリーム（コイ科の扁平な淡水魚）．

Ninomi. Dav. クルミ．Kl.Sakh.― Mos. ペルシャクルミ（ninumuとも言う）．

Nintu. Lapyer. 水汲み桶．

Ninumu. Mos. クルミ．

Nintsuna. Mos. 魚の名．

Nin. Mos. 取り替える，紛失する．Shatumu gyenne nin, これは色を変えない．

（Nini），減る，消える，少なくなる，溶ける．

Nin’. (名）こぶ，腫物，腫れた腺．（動）干上がる，蒸発する，（小川が）からからに乾

く

― chuf. (名）完全に欠けている月．

Nın’kari. (名）耳輪（複数），宝石入りの指輪，指輪，耳輪（単数），イヤリング（単

数）

4330 ― inau，あるいは koro inau，耳輪の付いたイナウ（熊祭りでの）．

― pujno. (名）耳輪（複数），イヤリング（複数）．

Nın’ki. (名）熊の胆嚢，日本語の単語．タマネギ， ⇨ nıngyen.

Nın’chi. (名）巻き毛の貝（？）（たとえば，巻貝の）

― pon takakhka. (名）ヤドカリ．

Nionajpo. (地）コモシララボ（Komosirarabo， ）に程近い小川（コモ

シララボとクスナイ（Kusunaj， ）の間）．

Nio-nio. (名）しわ（顔の）

Nioogi kutskundi. Dav. 箍（たが）をはめる， ⇨ nyuogi.

Niota? Dav. どれくらい速く（早く）？

Ni-otta. Mos. (ニヲツタ），何のために？ 何かのために．

4340 Nipabo (nipapo). (名）大皿．

Nıpyera. (名）小さい匙（複数）．Pt.

Nipka. Mos. 何か，nyepka.とも言う

― iramushkari. Dav. 狂気の．

― ishama. Dav. 何もない， ⇨ nyekhka.
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Nipka-ishama ambi idakuguru. Dav. おしゃべりな人，Pfによると，nyepka ishama
 

an-bye itaku guru, 実際にないこと（もの）のことを話す人．

― ishama ambi idaku yakka. べらべらしゃべる，おしゃべりする．

― shambi iramushkari. Dav. 無礼者，N ：Pfによると，心はそれについて何も知

らない．

― shiomo idakvu. Dav. 沈黙する，Pfによると，nyepkashiomo itaku,

何も話さない．

Nipko nishomap ishama. Dav. のんきな．

4350 Nipni. Mos. 何か，nyepnyeとも言う．

Ninni ga. Mos. 何か，nyepnyekaとも言う．

Nipobu (nipopu). (名）木製の人形（子供のための）．

Nıpopkip. Kr. ツルコケモモ，vaccinium L.sp.3. (nipopkin）とも言う．

Nipokhkye. (形）酸っぱい，刺激のある味がする．

Nipponyeya? Dav. どのように？

Nipponi? Dav. 何のために？

― yanika. Kl.Sakh. けっして～ない．

Nipponiga-shıomuramu. Dav. 絶望．― guru. Dav. 絶望した．

Nipponika shıomoki ambi. Dav. 無駄に，いたずらに．

4360 Nipponiya. Dav. 何によって？ 何の目的で？

― ka nyerono antsygi sino purukora. Dav. それが何であろうと，大きければ大きい

ほど良い，多ければ，それで良い．v Nem. : nipponiyakka poronno antsiki sino
 

pirukava.

― kka. Dav. けっして（～ない），Pf.によると，nyep-nye-yakka,「それが何であろう

と」；さらに，ishamaを付け加える必要がある：そうすると，「まったく～ない（何

もない）」という意味になるだろう．

― kka ichaudangi. Dav. 定める．任命する

― niptava? Dav. 何のために？

Niptaba? Dav. 何の目的で？

Niptana? Dav. どんな～か？

Nipu idaku yakka. Dav.― iramu shkari.１．分別のない．２．（私は）分からない．

Ｎ ：Pf.によると，nyep-itaku yakka― iramushkarye.

― chomu ramushima. Dav. 応答せずに．

― shıomoki. Dav. 言うことを聞かぬ．

4370 Nipfuniyakka. Dav. 何か．

⑴ 不明。

⑵ 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。

⑶ 注１を参照。

ー著，寺田吉孝訳，安田節
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Nip (nep,nipu). Mos. 何？ 何か．Nip ne yakka (nep ne yakka). Mos. 何か，ある

もの，Nip. Mos. 焼串（字義通りは，木製のもの）．

Nip-kapu. Mos. (ニフカフー），腐った木に生える植物のような苔，地衣類の一種，

nip「木全般」，および kapu「皮，樹皮」から．

Nira idakuyayakka karu kuyakushi. Dav. 強情な．Ｎ： ⇨ koyajkus’.

Nirı. (名）１．アイヌの女性の皮製の首飾りの二重の小さなボタン．２．乙女の trye-

kutumbye「首飾り」の鉄の留め金．

Niruj. Mos. 木の名．

Nırus’. (名）歯茎；(珍）ırus’. Khorikotajおよび khorootaj nırus’, 上と下の歯茎．

Nisasin. (名）朝焼け（夕焼け）の輝き．

Nisas. Dav. 朝．

― ebi ogagita. Dav. 朝食の後．

4380 Nisye. (動）汲む．

― gumpye. (名）性器の近くに乳房がある鯨，非常に脂肪が多い（八分の三が脂

肪？）；外洋に住み，ニシンを食べない．

Nisyetokhvyen. (副）陰気に．

Nisyoma. Pt. 悲哀．

Nisye-fumbye. Mos. (ニセフンベ），ニシンを追うメタモツィ（Metamotsi，

）という名の鯨の一種

Nisyokhta, 空へ，空の方へ（nısoro okhtaの省略形）．

Nisyokhtsikara, 特別な神によって作られる雲の中の姿（絵）のイメージ．―Sojtaku
 

asinajkye, nisyokhta ku ınkara― nisyokhtsikara, 私が庭に出て，空を見ると，雲

の中にさまざまな姿が見えた．

Nisiat. Kr. 朝．

Nisikirus’ma. (名）男性の名．

Nisıs’. (名）荷を額に結びつける革紐あるいは編み紐．

4390 Nıskye. (名）薪の束，apyechun nıskyeあるいは apyechun ni syeとも言う．

Nısoro. (名）空．

― vyen, 曇っている，どんよりしている．（同）nis’kuran.
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Nısoro-kamuj, 空の神．

― pırika, 晴れている（天気について）．

Nısos’. (名）平たい木製の大皿，皿．

Nissata. Kl.Kam. 明日．

Nissat. Kl.Kam. 朝焼け．

Nissi. Lapyer 棒あるいは竿．

Niss. P.M. 空．Kr. 空．Nis. Lang.Kam. Kl.Kam. 空．

4400 Nıste (nıs’te). (形）硬い（石），ぴんと張った（弓），脆い，割れやすい（ガラスについ

て），弾力性がない，曲げにくい（棒について），子を産まない，不妊の．

Nısteryev. (名）月が欠けること．

Nısuj.（名）クロテン用の罠．（同）echaro.

Nis’ (名）柄，把手．Trakh nis’, ペンの柄．

Nis’koni. (名）オニェナイ（Onyenaj， ）にしか生えない木（アイヌはその樹皮

を螺旋状に羅宇に巻きつけて色をつける）．

Nıs’kori-ikın, 上に飛び立つ，空に向かって飛び立つ，雲に向かって飛び立つ．

Nis’kuran. (副）曇って，どんよりして．（反）sukus’.

Nıs’kuru. (名）雲，雨雲．

― vyen. (副）どんよりして．

― kamuj. (名）雲の神．

4410 Nıs’nu. (形）寂しそうな，憂うつそうな，日本語の単語．（同）tram-isyakhsye.

Nis’pa. (名）上司，役人，旦那，責任者，主人（家の）．Poro-nıs’pa, お大尽（名門の

旦那）．

Nis’tomunisyam! 病人はいない， ⇨ chye-yaj-sitomaおよび yaj-sitoma.

Nis’khurye, 赤い空．

Nisya. (名）井戸；脛，下腿（utonın’とも言う）．

― vakhka, 井戸水．

Nisyatusi-yajkara, 空が白む，明けきっていない夜明け．

Nisyat. (名）朝．

― trikınあるいは nisyakht trikın, 夜明け．

― usi（あるいは nisyakhtusi）yajkara, 夜明けの始まり，明けきっていない夜明け；

空が白む， ⇨ sis’tonu.

4420 ― ekasu, 夜明け前の時間．（同）sis’tonu-kurubokhta.
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Nisyakhmaukara. (名）男性の名．

Nisyakhno. (副）突然に，不意に．― okaj an ajne esiryepa, sonno vyenus’kanye an,

君は予期せぬときにやって来た；とてもうれしい

― okhgajkhajnye, びっくり仰天する．

― chıvu, 不意に突き刺した（怒ったギリヤークがナイフで）．

Nisyakhta. (名）朝，昇ること（太陽の），東．

Nisyakhtusi, ⇨ nisyatusi.

Nitaga ishama. Dav. ～する場所がない．

Nitaj. Mos. 森，樹木が一面にあること．

Nitakkyenye. Mos. 木の名．

Nıtan. (形）よく働く，怠け者でない（ajnu）．

4430 Nitarankye. (形）とても速い．― ajnu(utara), 速い，速く歩く人．― syeta, 足の

速い犬，（反）nivasa-syeta.

Nityekye. Mos. 枝，大枝，字義通りは，木の腕．

Nito. Lang.N.Sakh. 雪．

Nitomu-tomu. Mos. 腐った木，火口（ほくち）．

Nıtokh. (名）木片．

Nıtuj. (地）マヌヤ（Manuya， ）の北方109露里の川およびアイヌの村．

Shm. 同じ場所の川．

Nıtuka, 耳の． ― puj. (名）外聴管．

Nıtun. (名）森．― ta, あるいは nitun okhta, 森に，森へ．

Nitutsunye-kamoi. Mos. (ニ °ツツ子カモイ），神の名．

4440 Nitush. Dav. 桶，Pfによると，ni「木」および tush（ツシ）「木の縄らしい縄の箍

（たが）」からなりたっているらしい．―N ： ⇨ niatus’.

Nitekhkara kina. (名）水色の花の咲く薬草．

Niujo. Mos. リス，リス（シベリア地方で）．

Niukyesh. Mos. (ニウケシ），離れる，顔をそむける．

Niupuri. Lapyer. あばら屋（複数），あるいは村．

Niup. Mos. (ニウフ），リス，リス（シベリア地方で）．

Niurye. Mos. 歯茎，niuriとも言う，字義通りは，歯の太もも．

⑷ 注１を参照。
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Niuruta. Dav. 当時．

Niushiauku. Mos. あくび，（ニウシヤウク）．

Niuen. Mos. (ニウエン），木のように，節あるいは欠陥をもつ．

4450 Nikhamu. Lang.S.Sakh. 葉（単数）．

Nitsu. Mos. (ニツ），柄（つか）（とくに剣の），握り，把手，nitsとも言う．

Nichacha. Mos. (ニチャチャ），鋸で挽く（木，木材を）．

Nichacha koomun’. Dav. おが屑， ⇨ komun.

Nichı. (名）握り． Inaunichı,イナウの柄；柄（え）． Mukara nichı, 斧の柄（え），

Dav. (刀の）柄（つか）． Mos. 柄，（とくに剣の）（nitsuとも言う）．

Nichımpa. (名）握り，柄 Inau―.

Nichımpakye. (名）芯（葉の）．

Nıchin’kyev. (名）太い木の根，木の（太い）主根， ⇨ myechirokh.

Nıchishi. (名）握り，柄（inau―）．

Nicho. (名）男性の名．

Nishapnu. Dav. 突然に， ⇨ nisyakhno.

4460 Nishapp. Mos. 不意に（ニシヤツプ），nishappuとも言う．

Nishatta. Mos. 明日の昼間，明日（ニシヤツタ）．

― onoma. Dav. 明日の夜，Pfによると，明日の晩（夕方）．

― onuma. Mos. 明日の晩（夕方）に．

― oyashima. Dav. ２日後に（原文では，nishashta oyashimi）．

Nishatsu. Dav. v Nem. 夜明け．

Nishats. Mos. 朝．

Nishats-sha-otsi. Mos. (ニシヤツシヤヲチ），明けの明星，金星．

Nishi. Dav. 汲む．Mos. (ニシ），雲，nishとも言う．Lang.Mats. 雲．

Nishiva ebi. Dav. すすって食べ（飲み）つくす．Ｎ ： ⇨ nisyeおよび ipye.

Nishikyeppo. Mos. (ニシケツポー）．ホタル，次の語に小詞 poついたもの．

4470 Nishikyep. Mos. ホタル（コガネムシ？）．

Nishikuri. Mos. (ニシクリ），曇っている，あるいは曇らせる，kuri「陰」から．

―Lang.Mats. 雲．

⑸ 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。

⑹ 注１を参照。

キー著，寺田吉孝訳，安田
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Nishikuru. Dav. 雲（マツマイで）．

Nishimo. Dav. 退屈だ（さびしい）．

― an. Dav. 恐怖． Kl.Sakh.

Nishıomap. Dav. 考える（Ｎ ：）Nishiomap. Mos. 忘れえぬ，ある人（ある事物）

が居ない時（ない時に）その人（その事物について）考える．Tan bye shino ni-

shiomap an rui ne kushiu, この事がとても印象に残ったので（ニシヨマプ）．

Nishıora uvyen’. Dav. 雨雲， ⇨ nisoro-vyen.

Nishıoro. Dav. 空． Mos. 日光，太陽の輝き，天気全般（ニシヨロ）．

Nishioro an. Mos. 太陽の輝き；明るい，楽しい，字義通りは，太陽の輝きをもってい

る．

Nishioro-o-kakye-an. Mos. はっきりする，晴れる（天気について）．

Nishioro uyen. Mos. 曇り空，字義通りは：日光が悪い，悪天候．

Nishiosi. Mos. (ニシヨシ），枝等が切り落とされた木の幹．

4480 Nishiri. Dav. 大枝（イトゥルプ（Iturup， ）で）．

Nishiuro. Lang.S.Sakh. Kl.Sakh. 空．

Nishini kamoj. Dav. 悪魔．

Nishomapuva. Dav. 心配する．

Nishomapf. Dav. 悲しみ．Kl.Sakh. 怒っている，不機嫌な，退屈している．

Nishpa. Dav. Kl. Sakh. 富んだ． Mos. 君主，尊敬すべき，あるいは高貴な人，

金持ち（ニシパ）．

Nishti. Dav. 固く．Nishtye（ニシテ），Mos. さまざまな，豊富な，密な．

Nishshi. Dav. 濃く．

Nish. Dav. 空気．Mos. Fyur. 雲．

Nishyu. Dav. 臼．Mos. Nishiu（ニシユー），木製の臼，釜（niおよび suから）．

Nishyatta. Dav. 明日．

Ni-e-iryenka. Mos. 報酬を求める．

4490 Niekara. (動）怒らせる，からかう（iso―, 棒を差し出して熊をからかう）， ⇨

nivyen.

― te uf-ajnu, (熊が）棒を咬んだ時に熊の首をつかんだ．

Niyu. Dav. 木．

⑺ 注１を参照。
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Niyav. (名）炎．Undzhi niyav, 火の炎．Rosugu niyav, 蝋燭の炎．

Niyato. (名）日，昼間．Tan to niyato, 今日の日，今日の昼に．Sima-niyato, 明日の

日． Niyato （反）ukuran.

Niyakhka.―Niyakh-kajki， khavrakh kannye ka urankopontenye khamyekiyakhka pirika
 

nan-koropye-ne, しかし，たぶん騒いだり無駄口をたたかないほうがいいだろう．

No. １．（名）くちばしの長い大きな鳥．（同）sitori. ２．命令法をつくる小詞， ⇨

na. Pirika no nu, よく聴け Pirika no nu kanye! よく聴け，いいか

Pirika no anava! お達者で Eani tambaku iku no? ― Pirika! お前の煙草を

吸ってもいいか？ －いいとも Mos. (nu），本来，副詞的小詞は動詞を修飾す

る場合，小詞 nuに近い意味をもつ（すなわち，行為の明白さ，完了，継続あるいは

恒常性を表す）；形容詞から副詞をつくる働きをする， ⇨ ano；名辞に動詞の意味

をあたえる；時にその前に nがくる，そして，それは省かれた音節 riの場所にも置

かれる（⇨ inonno, ashinno）．

No-bo. Mos. ⇨ po.

Nobori. Mos. 山，急勾配の丘（日本語の nobori「登ること」から）．― otta, 山の

方へ，山へ．Nobori kashkyeta, 山へ．

Noburi. Dav. 山．Lang.S.Sakh. Kl.Sakh.

Nogaro. Dav. 見える，見る，目を向ける， ⇨ nukara. No garo. Mos. 見える．

Kl.Sakh.

Nogo. Dav. 鋸， ⇨ noko. No go. Mos. 鋸（日本語の nokoから）．

4500 Nodakorvo. Kl.Kam. 鋭い．

Nodzy. Dav. 星． Lang. S. Sakh. Nodzi. 星．Nodi. Kl. Kam. 星．Nodshu.

Lang.Mats. 星．

Nodokkaru. Dav. 気絶， ⇨ nutokhkari, Pfによると，nutoukari.

Noye. Mos. (ねじなどを）締め直す，縒る，他に noi. v krit. ：周囲を歩き回る．

⑻ 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。
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Nojbye. Mos. 脳．

Nojbonaj. (地）シルツィスィ（Sirutsis， ）とマヌヤ（Manuya， ）の

間にある山．

Noiburukoni. Dav. 頭痛．

Nojye. (動）回す，巻く．

― nojye. (動）なう，ひねる（縄，口髭を）．

Noj-karu. Mos. 髪の毛を洗う，髪をとかす，自分の髪をとかす．

4510 Nojkisyam. (名）頰ひげ髯．

Nojoisye. Mos. 悲しい，沈んだ．

Nojokhko. (名）卵．（同）tamanku.

Nojporo. (名）（男性の剃られていた）額および頭頂部の前部．Mos. 脳．

Noitikf. Dav. 疲れる， ⇨ nojtekh.

Nojtekh. (動）疲れる；疲れ．（同）sın’ka.

Noka.（名）肖像．Noka kara, 肖像画を描く，肖像写真を撮る（写真について）．

Nokantram. (名）弟．（同）akı.

Nokanchyeb, あるいは nokanchyekh. (名）キュウリウオ（秋の）．（同）chyekhpo.

Nokan. (形）小さい（大きくない）．― tama, 小さいビーズ．（反）trufnye-tama.

Nokgano funda. Dav. 切り刻む．

4520 Noki. Mos. 卵，scrotum（陰嚢）．Kr.（noki）．Lang.Kam. 卵．

Nokkyeu. Mos. (ノツケウ），頰．

Nokkiri. Mos. (ノツキリ），あご

Noko. (名）鋸（道具）．

Nokon. Mos. もちろん，このやり方で，ほぼこのように．

Nokoru. Mos. 大きな鯨髭をもつ鯨の一種の名．

Nokos’kye. (形）嫉妬深い．

Nokochitom. (名）森のネズミの一種．

Nokpi. Kl.Kam. 卵の殻．

Nok. Lang.Kur. Kl.Kam. 卵．Kl.Kam. testiculi.

Noma. Mos. (numa），髪の毛，毛．

4530 Nomakiyashyn. Dav. 犬歯．

Nomı. (名）鑿（のみ）．Nomi. Mos. 穴あけ機，日本語の単語．鑿，カッター，バイ

ト．Dav. 鑿．

Nompi. (名）セイヨウスギの球果．
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Nompo-nompo. (名）針葉樹の球果．Sunkuni ―, トウヒの球果．Kuj― nompo
 

nompo, カラマツの球果．

Nom. (名）クルミ．Kl.Sakh. 寒さ．Dav. v Nem. 寒い， ⇨ sinnam.

Nona. (名）１．特別な種類の貝．２．ウニ．

Nonyekararis’. (名）ヒトデ．

Nonyetu. (地）マヌヤ（Manuya， ）の北方113露里の岬．

Nonisyakhta. (名）早朝．（同）chubyetokhta. ― kunuma, 私は早朝に起きた．

Nonno. Mos. 吸う．

4540 on. (名）１．セイヨウスギの堅果．２．唾．Kl.Kam. Mos.

― asın’kye, あるいは non eakh. (動）唾をはく．

― ni. (名）セイヨウスギの屋根葺き材，セイヨウスギ（タライカ（Tarajka，

）の向こうでは）．

― eakh, ⇨ non asın’kye.

Nookaru fumi uvyen. Dav. 不潔な．⇨ nukargumi-vyen, Pfによると，目つきや口

のきき方が悪い．

Norye. (動）（的に）狙いをつける．

Noro. Kl.Sakh. 星．

Noskye (noski). (形）中間の（名）まん中．

Noski, ⇨ noskye.

― ta. (名）まん中，まん中に，２ヴェルショーク（尺度) ．

― ta tujye. (動）半分に切り分ける．

4550 Noso. (名）犬をつけられた犬ぞり， ⇨ sikyeni.

― kinınte, 馬を駆り立てる．

― o, ぞりで（犬ぞりで）．Noso o oman, 犬ぞりで出発する．

― ekaurye, 犬ぞりを操る．

Nosooj. (地）マヌヤ（Manuya， ）の南方121露里の岬．

Nossam. (地 Shm) エビシ（Ebisi， ）の南方の岬．

Nos’pa. (動）追跡する，追う，長いこと追う．

Nota. Mos. 頰（単数）．

Notakamu. Mos. 頰（単数），および notakama.

Notakkhu. (形）鋭い（ナイフについて）． Notaku kara. Pt. 研ぐ．

Notamkann. Lapyer. (notamekann），頰（複数）．

⑼ 注２を参照。

⑽ 約8.9cm。（１ヴェルショーク＝4.45cm）。
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4560 Notankam. (名）頰（単数）．（同）notasam ― poni, (人 の）頰骨（単数）―

khuri, 頰の赤い（majminye）．

Notara. (名）魚の頰（複数）．― poni, 魚の頰骨．

Notarakh, 魚の頰（複数）．― poni, 魚の頰骨（複数），人の頰骨（複数）；えらをお

おう骨（複数）（魚の）．

Notarupp. Mos. びんた．

Notasama. (地 Shm.) 湾および日本人とアイヌの村， ⇨ Notakhsam.

Notasam. (地）岬；頰（単数）（動物の）．― poni, (名）人および動物の頰骨（複

数）．

Notassam. (地 Shm.) ナヤッシ（Nayassi， ）の南方の石の多い長い海岸．

Notausi. (名）下顎の関節の突起．

Notakh. (名）刃（ナイフの）．

― sakh. (形）よく切れない．

4570 Notakhsam. (地）クスナイ（Kusunaj， ）の南方63露里のアイヌと日本人の

混住の村．

Notyenaj. Mos. 十二支の５番目，ikamyenasiとも言う．

Notom-ajnu. (名）男性の名．

Notoro. (地）１．マヌヤ（Manuya， ）の南方99露里にある岬．２．Notoro,

クスナイの南方77露里にある岬，小さな川およびアイヌと日本人の混住の村．

Mos. 湖の名．Gl. クリリオン（Kril’on， ）岬．

Notuturu. nokhkiri-uturuの省略形．（名）（魚の）下顎の隔壁．

Notekaris’. (名）耳あて．

Noterye. (名）男性の名．

Notetu. (地）サハリンのとある岬．

Nokhka, あるいは nokhkapu. (名）陰嚢．

― nuburi. (地）nupka nuburi.とも言うShm. カスプツィ（Kasputsi， ）村

の近くの大きな白い山．

4580 Nokhkapu (nokhka, nokh, no). (名）陰嚢．

Nokhkiri. (名）柔らかい部分をともなった下顎．

― poni. (名）下顎（骨）．

Nokhnye-kara. (動）（肉を）小さく切り分ける．

Nokhpi. (名）睾丸，ふぐり．
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Nokhpo. (名）首の上部（頰骨の下）

Nokhsam. (地）マヌヤ（Manuya， ）の南方88露里にある岬（山越えの小道が

ある）．

Nokh. (名）陰嚢．― guf, 陰嚢炎（腫れ）．

Notsi. Mos. 星，notsiuとも言う．

Notsi-tujba. Mos. (ノチ °ツイバ），手で分ける，引き裂く．

4590 Nochigov. (名）オタフクカゼ（病気），耳下腺炎，アンギーナ．

Noch’. Fyur. 星．

Noshkyeあるいは noshki. Mos. 中央に，まん中に，中間．― ta. Mos. 中間，ま

ん中に． Noshkyeta an. Mos. まん中に，まん中にある～．

Noshkida. Dav. 中間．Mos. まん中に，中間．

― an. Dav. まん中に．Mos.

Noshpa oman. Dav. 追跡． ⇨ nos’pa；Pfによると，noshpaは疑わしく，日本語の

nosiノシ「後から， 後へ」からかもしれない．

Noe-noe. Mos. (ネジなどを）締めなおす，もつれさせる．

Noyu. Dav. より合わせる，巻きつける． ⇨ nojye
 

Noya. (名) ⇨ kamurusa. Mos. ヨモギ，あるいは神木．

Nu. (名）聴覚．（動）聴く，聞こえる．１．言いつけに従う，言うことを聞く．２．産

む．Dav. 母親．３．命令法をつくる小詞（⇨ naおよび no）．Tambye pirika nu
 

mujyeva,これをしっかり結べ Mos.(no), 副詞的な小詞，noとも言う，動詞の終

わりで明白さあるいは完了を表し，文の中ほどでは小詞 vaをとって，文を分ける．

Chupp afun nu va gomaka, 太陽が沈んで，見えなくなろうとしている．Nu, 聞こ

える．

Nuabi. Dav. つねる．N： ⇨ numba.

Nuakh. (名）うめき声．（動）うめく．

Nubaraurye. Mos. 太もも．

Nubye. Mos. 涙（単数），涙（複数），nubiとも言う．

4600 Nubuvsye,あるいは nupuvsye. (動）侮辱する，迫害する．Usyu okhta ―(konubuvsye),

使用人を迫害する．

Nuburye. Mos. 山．Nuburye-siru-utarye. Mos. 仏教僧．
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Nuburi (nupuri). (名）山，山脈．Lang.Mats. 山．Mos. 険しい山の高い側壁（？），

日本語の nobori「登ること」から．

― inau. (名）山の神に捧げられるイナウ（inau， ）．

― kamuj. (名）山の神，山脈の神．

― po. (地 Shm) ⇨ Nupuripo.

Nuburu. Mos. 教養のある，精通している，経験のある

― kamuj. 奇術の神，奇術のシャーマン神．（同）khyetsirye-kamuj, あるいは khyetsir-

ye. kosumbu.

Nubururyema. (名）女性の名．

Nugandye. Mos. ⇨ nukante.

Nugandi. Dav. 見せる．Nuｇ andi. Mos. 見せる．

Nugarvoa. Kl.Kam. 見える，見る．

4610 Nugari. Mos. 見える．

Nuｇ aru. Mos. 見える， ⇨ nukara.

Nugaru. Dav. 視力， ⇨ nukara.

― va ushyaraj. Dav. 見分ける．

Nugiあるいは nuki. Mos. 卵，nokiとも言う．

Nugi poro. Dav. １．ヘルニア．２．腫物（脱腸）．

Nugoka. Mos. 膝．

Nudammi. Dav. 頰（単数）（マツマイで）．

Nuyendu. (地 Shm）オロケス（Orokyes， e ）川の南方にある岬．

Nuibi. Dav. v Nem. 脳．

Nujbut. (地）あるいはNujbu-Orokhko. チェルピェニエ（Tyerpyrniye， ）

湾からトモ（Tomo， o）河口にいたるオホーツク海の東岸に住むギリヤークの

ドロ（Doro， o）のアイヌの呼び名，Nujye.（動) ⇨ kambye-nujye.

4620 Nujkye. (形）小さい，大きくない．― ajnu, 背の低い人．― tama, 小さいビー

ズ．

Nujna. (動）隠す，隠している，かくまう．Mos. 隠している，かくまう．Nuina.

Dav. 隠せ

Nujsam. (名）アルトゥスの黒い縁取りの胸の飾り．

― nımpa. (名）ヌイサム（nujsam， ）のキルティング（深くなった縫い）．

― t ru. (名）上衣の縁とヌイサム（nujsam， ）の間の空色の縞．

注２を参照。
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Nujto. 綿の糸の束（日本語の nujito「縫い糸」から），綿の糸．

Nuishama. Dav. シャツの襟．Nuishamu. Mos. 房飾り ．N ： ⇨ nujsam.

Nukaj. Mos. すっぱい（ヌカイ）．

Nukanro, Pfによると，nukaruroの省略形，見せる；尊敬動詞および可能法として，

見ることができる，彼は見ることができる，（あなたは）見ることができる．

Nukante. (動）見させる，見せる．Mos. 見せる，見させる，尊敬動詞として：見える

（⇨ te）．

Nukara. (動）見る，見える，目をむける．Mos. 見ることができる，今後を見る，目

に入る（⇨ a），可能法 nukaruから．

― kani, 鏡．

Nukargumi vyen (ajnu), 見るのもいやな嫌いな人．

4630 Nukaru. Mos. 見える，ちょっと見る．Nukaru oro-ta anakine chokaj kotan, 彼が見

る場所で，われわれの町にある場所で，など．

Nukarur. Kr. 赤黒いベリーの一種．

Nukyespu. Kr. 黒いマガンの一種（鳥）．

Nuki. Dav. 嚢（おそらく冗談）．Mos. 卵，nokiも言う．Lang.Mats. 卵．

― ashin. Dav. 卵を別の場所へ移す， ⇨ nojokhkoおよび asin’kye.

Nukki. Mos. (ヌツキ），濁った，不潔な．

Nukoran. (形）頰の垂れた，むくんだ（年寄りについて）．

Nuku. Kl.Sakh. 卵．

Nukuri-ibye. Mos. 海のヤツメウナギ，ヤツメウナギ．

Numa. (名）１．体の短い毛，体毛．２．ボタン（より良くは numakh）．（動）立ち上

がる，上がる．Pa numarye. 湯気が上がっている．Chikakh numa, 鳥が飛び立っ

た．Dav. 体毛．Mos. 髪の毛（haar），体毛．Kl.Sakh. 晩（夕方），毛．

― asın’kye, ボタンをはずす．

4640 ― akhgunkye, ボタンをかける．

― koro, ⇨ numaus’

― pırika,あるいは ― rı, 大量のさし毛をもっている～（クロテンについて）．

原文では， となっているが，おそらく 「房飾り」のことであろう。

注１を参照。
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Numa-sakh，少量のさし毛をもつ～（― khojnu）．

― sın’ko, ボタン穴．

Numani（numaから）．Mos. 昨日．Numani-onuma. Mos. 昨日の夜．

Numaniva. Dav. 羊毛の．

Numan. (副）昨日．Numan onuman, 昨晩．

― niyato, 前日．

Numappu. Dav. うめく．

Numaraあるいは nimara. Pf.（v kr.D. ）半分だけ，半分の～． Mos. 半分．

Numarye. (動）起こす，立ち上がらせる（？），おどかして追い払う（鳥を）．

4650 Numari. Mos. アナグマ．

Numaus. Dav. 毛のふさふさ生えた，Mos. 毛でおおわれた，毛のふさふさ生えた

（numausiとも言う）．

Numaus’. (形）毛深い（胸について）．

Numakh. (名）ボタン， ⇨ numa

Numatsu. Mos. 毛のふさふさ生えた，毛でおおわれた．

― ibye. Mos. ラッコ（字義通りは，毛がふさふさ生えた魚）．

Numats. Dav. 紐，縄．

Numba. (動）押す．１．絞る（濡れた衣服を）．２．締めつける，押さえる（動脈を），

より良くは numpa. Dav. １．回してはずす．２．押しだす．３．絞る．Mos.

押す，圧縮する．

Numba-shakye. Mos. 濁った（すなわち絞られた）ワイン，ブドウの果汁あるいはモル

ス．

Numbye. (名）糊．Dav. 魚膠．― ani kara,接着する，糊づけする．

4660 Numbyeonajpu. (地）川および岬．

Numbi uspi. Dav. 魚膠，v Nem. Dav. numbi utti.

Numi-numippye. Mos. 米および穀類全般．

Numo-iryeka. Mos. 向ける，支配する，統治する．

Numo-itaku. Mos. 統治されている，教え導かれている．

Numpa. (動）押す，押さえる．Pt. 絞る（濡れた衣服を）．Kiro―, 長靴が窮屈だ．

Numu-shamu. Mos. 衣服の襟．

注８を参照。

注２を参照。
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Num. (名）荷物用の革の肩紐．Sikye num（同義）， ⇨ nisıs’.

Nunkye. (動）選別する（悪いものと良いものを）．（形）選り抜きの．

Nunkotoro. (名）衣服の打ち合わせ，合わせ目．

Nunnu. Dav. 吸う．Mos. 吸う，nonnoとも言う（「口づけする」という意味もあ

る）．

4670 Nunun.（動）吸う．To―, 乳房を吸う（乳を）

Nun. (動）吸う（nununの省略形）．Gana nun，ganaという病気を吸い出す．Dav.

Kl.Sakh. 唾．Mos. 唾（nonとも言う）．

Nuomu. Mos. 裸体．

Nupye. (名）涙．Sis’―（同じ意味）．

Nupka. Dav. 野原．Mos. nupkaあるいは nuppka, 野原（耕作されていない）．

Nupka nuburi. (地 Shm.) nupkaとも言う，カスピ（Kaspi， ）とヴェンコタン

（Vyenkotan， ）の間の大きな白い山．

Nupka usi. Mos. ドクムギ，ライグラス（字義通りは，野原に広がっているもの）．

Nupkaush. Mos. (ヌプカウシ），ドクムギ，ライグラス

Nupkyeあるいは nupki. (ヌプケあるいはヌプキ），濁った，澄んでいない．

Nupkiats. Dav. きまぜる．

Nupki atsy. Dav. 霞む．Nupkiatsy vaka. Dav. 濁った水．

4680 Nupotokh. (名）トナカイゴケ．

Nupokhpyet. (名）汗．― asın’, 汗が出た．

Nuppka-oryeu. Mos. (ヌツプカヲレウ），鳥の名．

Nupuvsye. (形）けちな， ⇨ os’koro.

Nupuri. (地）Rud.

Nupuripo. (地）マヌヤ（Manuya， ）の北方18露里にある日本人の村．

Nupuya-puya (ajnu), あばたのある，吹出物のある．

Nurye. (動）聞かせる，通知する，知らせる，終わりまで聞かせる．Mos. nu-rye, 尊

敬動詞として，可能法において，耳に入りうる．

Nuri-yakka. Dav. 言う．N ：nuri. Mos. 聞かせる，話す，物語る．

のこと。

注１を参照。

原文では と書かれているが，巻末の正誤表では 「物語る」と訂正されてい

る。
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Nusa-kotorgye, nusa-kotorogyeの省略形，大きな Sojta inauの大きな鉋の削り屑；胴体の

毛を表す．

― kotoroあるいは ― kotorogyeも同義，（nusa-kotorkhıとも言う）；― kaも同義．

Nusıkari kari. (名）めまい．（同）nutokhkari.

4690 Nusukus’chirye, 省略形は sukus’chirye, 日焼けする（太陽で）．

Nutakam. Fyur. 頰（複数）．Mos. (ヌタカム），頰（単数），notakam（ノタカム）

とも言う．

Nutamue. (形）あばたのある．（同）porokuso. Var. nutamujye, nutamui.

Nutapgo-okampa (naj), 曲がりくねった川（たとえば，クスナイ（Kusunaj，

））．

Nutarupf. Dav. びんた．Nutarupp. Mos. びんた（notaという語根は，notakam中

の notaにあるように「頰」を意味する．つまり，より正しくは notaruppである．）．

Nutakh. (名）曲がり，カーブ，曲がり目． Naj―, 曲がり，川の曲がり．

Nutokhkari. (名）めまい（酩酊などによる）．（同）nusıkari-karı. Mos. nutokkari

（ヌトツカリ）および nutoukari, めまい．

Nutkhıku. Kr. Pal. 頰（複数）

Nuu. Dav. 聴覚．

4700 Nuubi. Dav. 涙．

Nuuva. Dav. 尋ねる．

Nuumani. Dav. Kl.Sakh. 昨日．Nuuman. Kr. Kl.Kam. 昨日， ⇨ numan

― uniman (v Nem. Dav.). 昨日の夜．

Nuungi. Dav. 選ぶ．Nuungiva kuru. Dav. 選べ ⇨ nunkye
 

Nuurashamu. Mos. 太腿の下部．

Nuuri. Dav. １．言いふらす．２．物語る．N ： ⇨ nurye
 

Nuutsikamu. Mos. (ヌウチカム），足の下部，脛．（das Schienbein）．

Nuu yakka. Dav. 聞こえる．

Nuftsikoye. (地）カルサコフ （Karsakov， ）の東方39露里にあるアイヌと

日本人の混住の村．

不明。

注２を参照。

注１を参照。

原文ではカルサコフ（Karsakov， ）と書かれているが，コルサコフ（Korsakov， ）

のことであろう。
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Nuf. (名）ツンドラ，苔でおおわれた泥濘地．

4710 ― okaj, ツンドラに育つ（たとえば，シウスィ・ムン（Sıus’-mun， ı － )

が）．

Nukhvaki. （名）トナカイゴケ．（同）nupotokh.

Nukhgyeukye (nugyeukye). (動）口を歪める．

― ajnu, 口が曲がった（人）．

Nukhgunk. Kr. へその．（地）石（心臓の石），円錐形のクリル島 の真ん中に立って

いる石（心臓の石）．uchichiとも言う．

Nukhkiokh. (形）濁った（水について）．

Nukhcha. (名）薬草．

Nutsikakhkavye. (形）あばたのある．（同）nutamujye, nupuyapuya, porokuso. ―

ajnu, 顔にあばたのある人．

Nucha. (形）ロシアの．Dav. ロシア人．Mos. ロシア人，nucha-guruとも言う．

― guru. Mos. 北東ロシアの住人．

4720 ― koro utara, ロシアの人々．

Nuchatteku. Mos. かわいい，気持ちのよい，楽しい，うれしい，すばらしい，愛する

に値する；～が可愛い，愛するに値している．

Nush’yatta. Kl.Sakh. 明日．

Nuya. Mos. ヨモギ．

Nuya-nuya, (罰として・けんかで）引っ張る，（罰として・けんかで）つかんで引っ張

る（saba― 髪の毛をつかんで引っ張る）．

Nuyasi. (動）割る（saba―, 頭を割る），壊す．

Nuyaskye. (動）壊す，押しつぶす，強く圧して平らにする（手で）．

Nshattsu. Dav. 朝焼け．

Nyj. (地） Shryenk. サハリンのトモ（Tomo， ）河口の湾と村．Shm.

Nynye niyakka. Dav. ある～（人について）．

4730 Ne. １．ある．２．（間）さあ （例えば，さあ取れ ）．―Mos.（ni) もともと「類

似，比喩，様式，様子，本質」を意味し，表現を強めるはたらきをする．－

何？ －名詞や接続詞とともに用いられる場合，定語的小詞となり，動詞に名詞

的・定語的な意味を付与する；名詞や幾つかの代名詞とともに用いられる場合，被修

飾語句の代わりとなり，副詞の意味で用いられる表現を形成する；文頭では，「何？，

何かかにか，ある物，何か」を意味する；名詞および動詞の前では，尊敬の小詞とな

る．この場合，小詞 aと結合される場合がある．

ツンドラに生育している草の名。詳しくは， i の項を参照。

原文では （クリル諸島）ではなく， （クリル島）と書かれてい

る。クリル諸島のうちの或る一つの島のことか？

何を意味するのか不明。前文が抽象的な意味の文なので，次に具体的にその意味を述べるということを言っ

ているのかもしれない。

田吉孝訳，安田節彦訳)
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Ne-a. Mos. 有効である，有効であって（尊敬表現）．

― a gusi. Mos. 座っている，ぐずぐずする（ここでの neは動詞の前にある）；Nie-

drigkeit Zeitwort（低俗な動詞 ）としてか？

― a gushi ta. Mos. 彼が住んでいるところ，あるいは彼が住まなければならないと

ころ．

― a-iritaku. Mos. 高い地位の，立派な親類，正真正銘の親類．

― an bye bakkuno. Mos. それほどの～（字義通りは：ある物とほぼ同じ～）．

― an-ta. Mos. ～の外見をした，～の姿をした．

― a u yebye. Mos. 食べさせる（speisen）：食べ物，ご馳走（すること）．

Neva. Mos. 何？ どのような～？（あるいは ni-va）．Mos. Byets neva, この川に

ついては．

― an bye. Mos. どのような～？ どのような物か？ （いま）すぐに（字義通り

は：ある存在している物のように，つまり，その場で（an der Stelle），このような

物．

4740 ― an bye kushu. Mos. ～の後すぐに．

― kajki. (副）だが，それでもやはり．An koropye gye,neva kajki etsi konte, 物はあ

るが，お前に返す．

― ne yakka. Mos. もしこうなら，何かがあるのに，あるいは，何かがある時．

― tori. Mos. 雄鶏（日本語の nivatoriから）．

Nego. Mos. 猫（日本語の nyekoから）．

Nejmanu, ひょっとすると （疑いの表現）．（同）ampye-takana；こうらしい（日本語

の語法）．

Ne-ina. Mos. 荘重な歌，表敬の歌，本当の歌あるいは詩．

Nejna. (名）黒いクマゲラ（― chikap, 同義）．

Nejr-ampye-kajki-sakh-ajnu, 何も持っていない極貧の人（nyep-ampye kajki sakh ajnuと

も言う）．（同）sirunkuru.

Nejsiri. (名）兆し，兆候，しるし．

― an, 見える．

4750 Nejta. (副）～する場所がない（複合語の中で），どこへ，どこに， ⇨ nidaおよび

nyeta. Nejta kajki kham, どこにも～ない．Nejta kajki kham araka, あるいは

nyejta kajki kham ikonye, どこにも病人はいない，どこにも病んだ者はいない．

不明。原文にあるドイツ語からの直訳。
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Nejta-niyakhka. (副）いたるところに，四方に，どこへなりと，どこかに．― niyakh-

ka ku oman trusuj, 私はどこかに行きたい．― niyakhka khan ku oman trusuj,

私はどこへも行きたくない．

― pakhno (pakhnu). (副）どこへ？ どんなところへ？

Nekanye. (同）nakhkanye, そのような．Tambye nekanye poro khyetanyea? これく

らいの大きさになるだろうか？ 大きさはこれくらいか？

Neko. Mos. このような，そのような．― Nyekoあるいは nyego「猫」，日本語の

nyekoから．

Nekona. Mos. それゆえに，そのような，このような．― an-bye. Mos. そのよう

な物，このような．― a karu gunip ne nankoro ya. Mos. われわれは当然何か

そのようなことをできなければならないのか？ ― anbye ne yakka. Mos. その

ような物があるのに，あるいは，そのような物がある時，v krit. どのようなこと

があろうと― anbye-nyeyakka-konoburu. Mos. これは似た物であるが，彼はそれ

に満足している．v krit. そのようなことを愛している． ― kotan. Mos. そ

のような場所．

Ne-konne-yakka. Mos. どちらの～？ どんな～？ どのような～？ 誰か，どちらで

あろうと（neko, neおよび yakkaから）．何かそのようなもの，何であろうとも．

Ne-kuni, あるいは nekuna, 未来時制を意味する小詞． Sonno― kusu, おそらく

（そう）なるだろう．

Ne-na. Mos. (および ne-na）， ⇨ na, これがどんなに正しくても

Nenango. (副）たぶん，～かもしれない．（同）nenan-koropyene.

4760 Ne-nan-koropye ne, たぶん，～かもしれない．

Neni. Mos. 誰？ 誰か．

― ne-yakka. Mos. 誰であろうと，誰か（誰でもよい），ある人，誰か（誰か分からな

いが特定の）．

― ne-yakka ishama. Mos. ここには誰もいない（字義通りは，誰であろうと，その人

はここにいない）．

Ne-no-an. Mos. 同様に，このように，～のように．

Nen (neni). Mos. 誰？

Nep. Mos. (nip），何？（ne, 何？ および p, 物から），あるもの．

注８を参照。

注８を参照。
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Nep-itaku yakka, iramushkarye. Mos. 何かを言われても，彼にはそれが分からない

（あるいは「私 にはそれが分からない」）．

― ka. Mos. あるもの，何か．Nepka ishama. Mos. それはなんでもない．

― karuku-sye yajbatasharye. Mos. 何をしなければならないかを判断する．

4770 ― ne. Mos. 何？（一定の小詞とともに，明快さ，正確さをもって），どのような物

か？ 何か．

― ne yakka. Mos. 何か，ある物，何であろうと．― ne-yakka poronno an tsiki
 

shino piruka va. Mos. 何であろうと，多くあれば，とても良い．

Neran-utara-niyakhka-ku-ivankye-rusuj, どんな人であろうと，私はお手伝いに雇いた

い．

Neri-utari. Pt. あらゆる～．

Nerra, あらゆる（複合語の中で）．

― aj yakhka, 誰であろうと．― kham aryegi, 誰も来なかった．

― ampye niyakhka, 誰であろうと，何であろうと，ありとあらゆる．Nyerra ampye
 

niyakhka okaj（あるいは porono an）， 多くのすべてのもの．

― iryen’ka aj yakhka, 誰であろうと．― kham aryegi kusujki, 誰も来ないだろう．

― niyakhka. 誰であろうと．― kham aryegi, 誰も来なかった．Nyerra niyakhka
 

payan kusujki, 誰も行かないだろう．Nyerra-to niyakhka aryegichiki-eani mokoro,

どの日に来ても，お前は寝ている．

Ner-ampye kajki khamanukara, あるいは ne ajnu kajki khamanukara, 誰も見かけな

かった．

4780 ― ampye niyakhka, ありとあらゆる，誰であろうと．Nyer ampye niyakhka ku vantye,

いろんなことを私は知っている．

Ne-ta. Mos. どこへ？ －何？ 何の目的で？（あるいは ni-da），どこに？ Ne-ta
 

uebyekyerye-ka, 彼は何を言っているのか？

Nekhka, (比）nyepkaおよび nipka.

― isyam ajnu, 何も持っていない人．

― sakh. (形）貧しい（ajnu）．

Ne-e. Mos. neと同義，このようにして．

原文のまま。「私」ではなく，「彼」の間違いではないだろうか？
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Ne-e-an-koroka. Mos. それほどの〔字義通りは：多少意味のあることがあるが（それ

ほどたくさん）〕，これはこうであるのに，あるいは，これはこうであるのに対して

（neは類似を意味し，一方 eはこの小詞を長くしたものである），ほぼこのようにし

て．

Neeubasikuma. Mos. 古代の伝説，古い物語．

Ne-yakka. Mos. 何かがあるのに，あるいは，何かがある時．

Nyuogi kuts. Dav. 箍（たが）， ⇨ nıoogi.

．

．アイヌ語の字母の15番目の文字．

O. １．（前）～の上に，～の中に（omariの省略形）．Uma o, 馬に乗って（行く）．

Noso o, 犬ぞりで；syeta o, 犬に乗って（行く）．（名）銃剣（鉄砲の) Brot. は

い．－ （間）そら 取れ つかめ ―Vakhka o! 水を注げ．―Lapyer.

（ho），鉄でできた大きなぎざぎざの槍（en fer damasquinee）．Mos. (および o）

「登る」という元々の意味を持ち，さらに広々としていること，拡大を意味する小詞

（語の前に置かれる）．Ô, 登る，飛び立つ．―O, 鉄の槍（ヲプ，opとも言う）．

Oa, ⇨ oakh.

4790 ― sikyeınkara. (動）片目で見る．

― sikye inkara ajnu, 独眼の，片目の．

Oajmyeku. Mos. 恐れる，怖がる．

Oakausi. Mos. 尾が腹にある鯨の一種．

Oampye. Pal. 10．

Oaras’koro. (動）手ですくう．

Oaribigiri itoguta. Dav. 夜明け前に．

Oarutoro（oakh-uturuから) araka, 片方の脇腹の痛み．

Oakh, 一つだけ，唯一の． ― sis’araka, 一方の目だけが痛い．

Oatsu. Mos. 地中に住むカエル．

4800 Oachika. Lapyer. 足のふくらはぎ．

Oayajmyeku. Mos. 臆病な，小心な．

Obaru. Dav. 煤， ⇨ upara.
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