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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，Т（T），У（U）で始まる 1049 語である。
本辞典の翻訳では，見開きの左ページに原文，右ページに訳文を書いている。見出し語に関し
ては，左ページがキリル文字で書かれているのに対して，右ページはラテン文字で書かれている。
キリル文字とラテン文字とは異なる文字体系なので，当然，アルファベットの順番も異なる。そ
のため，右ページのラテン文字で書かれた見出し語はアルファベットの順に並んでいない。
例えば，右ページでTap- で始まる単語を列挙すると，下記（A）のようになる。それをローマ
字のアルファベットの順に並べ替えてみると，下記の（B）のようにかなり順番が変動する。
19 世紀に書かれた本辞典は旧正字法によって書かれているので，語末の子音が硬子音の場合，
硬音記号 ъが書かれている。右ページにラテン文字で転写する際，現行のロシア語の正字法と同
様，硬音記号が取り除かれるので，その順番は特に大きく変動する（下記表の 17 の Тапъ（Tap））。
（A） 1 Tápyera （B） 17 Tap.

2 Tapinn-eginn. 15 Tapfka.
3 Tapka. 2 Tapinn-eginn.
4 Tapkara. 3 Tapka.
5 Tapkaru. 4 Tapkara.
6 Tapkaru guru niva. 6 Tapkaru guru niva.
7 Tapkup. 5 Tapkaru.
8 Tapni. 7 Tapkup.
9 Tapni-antsygi piruka. 8 Tapni.
10 Tapnyeshiriki. 9 Tapni-antsygi piruka.
11 Tappyni. 10 Tapnyeshiriki.
12 Tapsùt. 11 Tappyni.
13 Tapturano. 16 Tapshiusu.
14 Táputuru 12 Tapsùt.
15 Tapfka. 13 Tapturano.
16 Tapshiusu. 14 Táputuru
17 Tap. 1 Tápyera

本辞典の翻訳の終了後には，ラテン文字の見出し語すべてをアルファベット順に並べ替えた上
記の（B）のような一覧表の作成が必要になるだろう。

（寺田吉孝 記）
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Т. (T.)
Т. (T.) アイヌ語の字母の 19 番目の文字．

Ta. （代）この，その；tambye, takh の省略形．（動）引きちぎる（kitò ─, ラムソンを

引き抜く；kinà─, borchovka(1)を引き抜く），掘って作る，掘り出す（tomà─, ジャ

ガイモを掘る）． Vakhka─, 水を持ってくる． Apyéchikun-ni ta. （前）okhtà の省

略形，～の中に．─（tâ とも言う）． Mos.（da, ta），場所（der Locativ）の意味を持

つ前置格の印，～（の上）に，～（の中）に；otta と同様に与格の印．副詞を作る小詞；

汲む（tâ）；～へ，ときに前置詞の性質を失って，名詞を形成するために使われる（⇒

rikita）．

Taajru-kur. Kl. Kam. 彼ら．

Taangur. Lang. Kur. Kl. Kam. 彼．

Tabavasi. Mos. （bavasi とも言う），次の意味を持つ：⽛こう言われている，そういう意

味である⽜および複合語の中で補足（挿入）語として，あるいは同じくまれではある

が，終了を表す小詞としても使われる．

7030 Tabakko. Brot. 煙草． Tabakka. Dav. Nem. Tabakka poronno iguva, つまり，私

はたくさん吸っっていた（ギリヤーク語の表現）．

Taban. Mos. ～である，この． Taban moshiri ojkarino inukaru. Mos. 彼はこの島

を見渡した．⽛これが～だ⽜，⽛これがその物だ⽜，⽛その通りだ⽜の意味を持つ補足の

小詞． Yajkatano kunu rui taban, 彼はそれをこわごわ聞いたあとで．

Tabarà. （名）莚製の旅行用鞄（袋）．

Tabipi. Mos. （タビビ），甲殻類の名．

Tavan. Mos. この（省略形は tan）．

Tagabaj. Kl. Sakh. （小さい）エビ． Tagabaj. Dav. 中位のエビ．

Tagaka. Kl. Sakh. （中位の大きさの）エビ． Tagaka. Dav. 小さいエビ：（原文では

エビには大（ambaj），小（tagaka）および中（tagabaj）の 3種類がある。
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Tagni（tah-nȳh）． Lang. Kur. シラカバ．

Tagòm, あるいは takhnigòm. （動）乾ききる，枯れる， ⇒ chi.

Tada. Dav. tuda, ここに，ここで（原文にある tuda はアイヌ語の単語(2)）．

7040 ─ anua. Dav. ほら～；Pf. によると，teda anu-va（それはここにあって）あるいは teda

anna（potentialis 可能法）．

─ anu udari. Kl. Sakh. 彼ら． Dav. tada anu udari, 彼ら；Pf. によると，tyeta n

utarye.

─ ogaj. Lang. S. Sakh. 彼．

─ ogaj minogo udari. Dav. 彼女たち． N：teta okaj makhnyeku-utarye.

─ uturu. Dav. 側． N：teta-uturu.

Taj. （名）丸太の切れ端． Mos. 木や植物の成長すること，及び，広がることを意味す

る；大量の植物あるいは木．

Tajbye-an. Pf. 折り取る，びっこを引く．

Taibi. Dav. 敷き皿（複数）；Pf によると，zw（つまり疑わしい）． Tajbye. Mos. 沈

殿物，敷き皿，おり（tajbi とも言う）．

Tajgi. Kl. Sakh. Mos. ノミ． Tajgi. Dav. ノミ． Tajkye. Mos. ノミ．

Tájki. （名）ノミ． Nuchà tájki-yájkiste, ロシアのノミは向こう見ずだ（ひどく刺す）．

Tajko. （名）大根，太鼓（（同）túntumi）．

7050 Tájkorosʼ. （名）おろし金． ─ áni sirù-sirù, （大根を）おろし金でおろす．

Tájpye (nítuka-tájpye とも，kísara-tájpye とも言う). （名）耳垢，煙管の脂（やに）（シベリ

ヤの言葉ではmakína）．

Tajtaj. （形）まだらの（毛色が）． ─ syeta, あるいは sirikoò-syeta, まだらの犬．

Tajtiska. （地）Rud. ⇒ Trajtsísʼka.

Takazara. Mos. 高杯，日本語の単語；大型の脚つきグラス，大杯．

Takaki. Lang. Mat. S. Sakh. エビ．

Takámpara. （名）尾びれ．

Takarà. （名）夢．（同）taràkh. Mos. 夢．（動）夢に見る．

Takákhka. （名）カニ，エビ． ─am, はさみのついていないカニの脚， ⇒ ikuba-am.

Takinyè. Kl. Sakh. 短い． Mos. 短い，わずかな長さの．
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Takkoni. Kl. Mat. 短い． Dav. 短く， ⇒ takhkon.

Takom. Lapyer. 海獣の皮で作った舟の toulet(3)．

7060 Takuvnye-sinʼ-nínʼchi. （名）ヒラマキガイ科の貝（沼の貝）

Takúvpye. （名）引き伸ばされた小さな鉄．（同）ukotakúfnye-ninʼ.

Tákusa, vyérye-tákusa とも言う. （名）タンバリンのイナウ，シャーマンのイナウ．

Taku-taku. Mos. さあ！ よろしい！ まあよかろう！ （間）．

Takúfnye. （形）短い， ⇒ ukotakúfnye.

Takúfnye-syè, 短い貝．（同）uyáka-syè.

Tákuf. （名）肩（本来の）．

Takts-sonk. Lapyer. 手（le bras）．

Tamà. （名）球． 1．ビーズ飾り． 2．ビーズ． 3．挽き割り． Mos. （tamba とも言

う），宝石（日本語の tama から）． 4．弾丸． Lapyer. 水色のビーズの一粒一粒．

Tamánku. （名）卵，日本語の単語．

7070 Tamasàj. （名）ビーズを通した糸（単数および複数）．

Tamba. Dav. 今年の． 今年 Mos. （tama とも言う），宝石，真珠，サンゴ（日本語の

単語 tama から）．

Tambako. Dav. 煙草． Mos. 煙草（日本語の tabako から）．

─ bye. Mos. 煙草入れ（tambakop とも言う）．

─ bi. Dav. 煙草入れ（主に嗅ぎ煙草の）あるいは吸い煙草用の袋． Mos. ─煙草入

れ．

─ igu. Dav. 煙草を吸う． ─ iku. Mos. 煙草を吸う，字義通りは：煙草を飲む．

Tambakop. Mos. 煙草入れ，煙草を入れておく小箱．

Tambako-tumokoppye. Mos. 刺繍された帯．

Támbaku. （名）煙草．

─ ikùeramyechàn, 私は煙草を吸いたくない（彼は煙草を吸いたくない）

─ ku kakhkomò, 吸い煙草をいれる紐で締める袋．

7080 Támbaku-shambi. Dav. ビーズ（マツマイにおいて，一方サハリンではその名がない）．

N(4)：おそらくビーズで飾られた煙草入れ； ⇒ kusa および bye.

─ eramyechàn ájnu, 稀にしか煙草を吸わない人，煙草に執着のない人．
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Tambara. Mos. カワスズキ．

Támbye（および támpye）．（代）この，その，ほらこの． Dav. これ．（同）tevánku.

─ ibagi. Dav. ついに；Pf によると，tanbye-ibaki, そのことの結末．

Tambyenye. Brot. 物の名を聞く．

Támpuusʼ. ─ Úsʼkuj támpuusʼ. （名）錠をおろすこと．

Tamù. （名）ハマトビムシ科の虫（夏に岸を跳ねる）． Mos. 剣． Kamoj-tamunye.

Mos. 神々の剣．

Tamuj. Lapyer. 犬；おそらく kamuj のことか？

Támukabara. （名）ヤマナラシ．

Tamu-tomusibye. Mos. ナイフ，および削るための小刀．

7090 Tam. Lang. Mat. 低い．

Tanà, それは特徴的だ！ Oya-múfte ájnu tanà! お前は局外者，敵対者として振舞った

（知り合い，友としてではなく），（語源）tan an.

─ anguru. Kl. Sakh. 彼． Tana anguru. Dav. 彼（Pf. によると，tyeta an guru, こ

こにいる人）．

─ minogo. Kl. Sakh. 彼女． Tana minogo. Dav. 彼女． N：この女性．

Tananàj (Tanaj). （地）カルサコフ（Karsakov, Карсаков）の西方 37 露里にある川およ

びアイヌの村．

Tanbye-ibaki. Mos. あげくの果てに，とうとう；字義通りは：このことの終わり．

Tanbye-kari. Mos. このことから．

Tanbye-orovano. Mos. このことから

Tangi. （地）Gl. ドゥーイ（Duj, Дуй）哨所の北方のギリヤークの村

Tando nisas. Dav. 朝に．

Tánye, あるいは tángye. 1．（副）いま，現在． 2．（形）長い（otánnye の省略形， ⇒

ijka）． Mos. いま，今日，これ（（同）tap）．

7100 Tánye-bakunu. Dav. 今まで．

─ bo. Mos. 今回，いま．

─ va. Dav. いま． Kl. Sakh. Mos. ─ ⇒ va.

─ kusù. （副）すぐ，いますぐ． Pt. そのため．

─ oróvano. （副）今後，今から． Tanye orovano kusuri konte isyam, 今後，私は薬は

与えない（彼は与えない）．

69

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⒇（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)



70

北海学園大学学園論集 第 170 号 (2016 年 12 月)



Tani. Dav. 現在． ─Tanì. Kr. 今日． Mos.（アクセントなしで），いま，今日，これ

（tanye とも言う）．

─ anakish. Dav. 今では；Pf. によると，tanye-ankyesh, 今の夜明け．

─ nugaru. Dav. 視線を向ける．

Tankochiuj. Mos. （タンコチユイ）， トンボ，オニヤンマ．

Tánku. （数）クロテンを獲るための 100 本の縄． ─ Snye ─, tu ─, クロテンを獲る

100 本の縄，200 本の縄など（あるいは 10 本の縄，20 本の縄）．

7110 Tannye. Kl. Mat. 長い． Mos. 長い（物の長さについて）．

─ ambi. Dav. （時間的に）長い， ⇒ tannye-ambye (an-bye)；Pf. によると，長いも

の．

Tannye-ibye. Mos. 緑の背を持つ魚の名（mit grünen Gräten），ヨウジウオに似る；大き

な鯨髭をもつ長い鯨の一種の名；他の魚の名．

Tannye-kamoj. Mos. 白いヘビ．

Tannyep. Mos. 大きい剣，長い剣．

Tannyerum. Kr. オコジョ（複数）．

Tannyeush. Mos. 長さのある，長い，長さを持つ．

Tanni. Lang. Kam. シラカバ． Mos. 長い（物の長さについて），tannye とも言う．

Tannikyèkh. （名）稲妻．（同）imyéru.

Tanniushʼ. Dav. 長さ；Pf. によると， ⇒ tannyeush.

Tannishu. Kl. Sakh. 長い．

7120 Tánnoskye-an to. （副）一昨昨日．

Tánnu. （名）黒い鯨（小さい）．

Tanogura. Dav. 今夜． N：tan ukuran.

Tantaka.. Kr. カレイ目の魚． Mos.

Tántram. （名）魚の鱗．

Tantumbye. Mos. 甲冑の籠手（こて）（日本語の tatsuubye から）．

Tan. （代）この，その，彼．（形）今の． Mos. Dav. この．

Tan-ba. Mos. 今年．

─ bye. Mos. この物．

─ bye-gyê. Mos. この物（感嘆あるいは疑問として）． ─ bye-gye-ne. Mos. そう，

この物；この物，
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たぶん，この物． Tan-bye-gye-ta, 本当に，この物の中に．

Tan-bye koratsi, この物の外見，この物自体．

─ bye kushiu, あるいは tan bye ne kushiu. Mos. この物のために，これのために．

─ bye-ne-yakka. Mos. それは，たぶんこの物だ．

─ bye-yakka. Mos. それは，もちろんこの物だ．

7130 ─ guru. Dav. 怠け者． Tan guru. Mos. この人．

─ guru iramaan. Dav. 目撃者（原文では．tan guru iramaan）．

─ guru otta omandye. Dav. 彼にやれ． Mos. この人に送れ（送る）．

─ do. Mos. この日，今日．

─ koratsi. Mos. このやり方で，このように．

─ kotan ta. Mos. ここで，字義通りは：この場所で．

─ pa, 今年に．

─ to. （副）今日． Mos. 今日（字義通りは，この日）．Tan shnye to. Mos. このまた

とない日，この日，今日（タンシ子ト）．

─ too. Dav. 今日． ─do tan tonoto anno, itsikorye anna, この日は（親睦の）酒がな

くてはならない，だから，それを取りに行かせなければならない．

─ téta. （副）ここに，この場所で．

─ ukuràn, 今日の夜に．

─ útara, まさにこの，この人，ほら彼だ．

─ tsysa shiriaba ishama. Dav. この屋根は雨が漏らない， ⇒ sirapa.

Tápyera. （名）肩甲骨の部分，肩甲骨（柔らかい部分のついた）． Dav. くるぶし．

─ poni, 肩甲骨（骨）．

Tapinn-eginn. Lapyer. 肩．

Tapka. Fyur. 肩． Mos. 肩．

7140 Tapkara. Dav. 踊ること． ─ va. Dav. 踊る．

Tapkaru. Mos. （タプカル），ダンスする，踊る． ─ guru. Mos. 踊り手．

Tapkaru guru niva. Dav. 踊る人．

Tapkup. Lang. Kur. Kl. Kam. 山．

Tapni. Dav. そう．

─ anakka. Dav. しかし；Pf. によると，tapnye-anakka, それはあるが．
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Tapni-antsygi piruka. Dav. 本物そっくりに．

─ an. Dav. もちろん；Pf. によると，tap-nye-an, これは確かである．

─ kiyakka. Dav. 授与する．

─ shiomoniva. Dav. そうではなく；Pf. によると，tap nye shiomo-nye-va, それは実

際にない．

7150 Tapnyeshiriki. Mos. 較べる．

Tappyni. Dav. その通りだ；Pf. によると，tap-nye, それは確かだ．

─ anna anguru? Dav. その通りか？ Pf によると，tap-nye-nye an nankoro, 確かに

そうなるだろう；nye の繰り返しをともなう tap-nye から．

Tapsùt. Kr. 肩． Pal. Kl. Kam.

Tapturano. Mos. これといっしょに，その際．

Táputuru（tápyera-úturu の省略形）．（名）肩甲骨の間の背の上部．

Tapfka. Kl. Sakh. 肩． Dav. 肩．（比）tapyera および tapka；tap および ka の省略形，

⇒ takh-ri.

Tapshiusu. Mos. （タプシュマ）． 肩， ⇒ takhsu.

Tap. Mos. これ（物に関してのみ使われる）． Lapyer. （tapye とも言う），これ，あれ，

この，あの．

─ ni. Mos. 確かにそうだ．

─ ni anakka. Mos. 確かにそうだが，しかし（tapnyeanakka とも言う）．

─ ni-an. Mos. そうだ，その通りだ．

─ ne. Mos. 確かにそうだ． Tapnye an. Mos. そうだ，その通りだ．

─ ne anats. Mos. 確かにその通りだ！ そうだけれど，しかし．

─ ne an kushu. Mos. それ故に，その結果（タプ子アンクシュ）．

7160 Tára, ⇒ trára. Mos. （アクセントなしで），束，大きな包み．

Tarà. （名）タラ（魚）．（同）eryekùsʼ. （名）方法，やり方？(5)（⇒ pini およびmoirye）．

（代）あの． ─ ta. （副）そこに（置け），そこへ．

─ tishyè, あの家．

─ útara, あの，ほらあの；あの，ほらあの；あの人たち．

Tara あるいは raru. Mos. 眉（複数），サハリンの方言． Tara. Lapyer. 眉（複数）．

Taragà. （代）あの．
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Tarájka. （地）マヌヤ（Manuya, Мануя）の北方 173 露里にある湖とアイヌの村（タライ

カ（Tarajka, Тарайка）湖の水源付近）．

Tárakapu. （名）俵（米用，稲藁を編んだ），草で作った袋（米用）．

Tarámani. （名）低木の針葉樹（内部が赤い）．

Tárambye. （代）あの，ほらあの．

7170 Taránkotan. （地）マヌヤ（Manuya, Мануя）の北方 154 露里にあるシュ（Syu, Сю）川の

支流および日本人とオリチャの混住の村．

Taránku (taráanku). （代）あの，ほらあの（tevánku の反対）．

Taránkuru. （代）あの，ほらあの

Tarántomári. （地）クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 129 露里にあるアイヌと日本

人の混住の村．

Taranup. Mos. （タラヌフ），カラシナ．

Tarákhki. （名）カーテン．

Taràkh. （名）夢，夢見． Síriman taràkh an, 昨夜夢で見た（夢があった）．

─ póni. （名）鎖骨（骨）．

Tarogo. Lapyer. 庶民がイヌバラと呼ぶバラの花．

Tárugu. ⇒ trárugu.

Tarumani. Mos. ジンコウジュ（沈香），芳香性のビャクシンの一種．

─ furyepp ジンコウジュの実．

7180 Ta-sa. Lapyer. 誰？(6) 何？(7) これは誰か？(8) 疑問代名詞．

Tasásʼkye. （形）苦い，ひりひりする（味が）．

Tasi. Mos. 編み紐，縒り紐．

Tasíri. （名）たも網（魚用），すくい網． ─áni khyerókki nisyè, すくい網で（海から）

ニシンをすくう．

Tasirò. （名）伐採用の大きいナイフ，大工用手斧． Mos. 太刀（日本語で tatsi）．

Tasítuj. （動）苦しむ（瀕死の人について）， ⇒ tashiu

─ kusukarà, （彼は）苦しんでいる．

Taskuru. Dav. 霜． Taskorye. Mos. （タシコレ），霜，白霜．

Tassyeaj. Lapyer. （tassehaï），二股に分かれた矢（複数）．

Tassiro. Lapyer. 大きい両刃の短剣，大工用手斧．
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Tassuam. Lapyer. 足の薬指および小指の名．

7190 Tassuga pompyeam. Lapyer. 足の中指．

Tassu pompyeam. Lapyer. 足の人差指．

Tasutánye. （形）たくさん長く歩くことができる，疲れを知らぬ． ─ájnu, 長く歩いて

も疲れない人．

Tásuu-kásʼma. （動）息ができなくなる（水中で），息切れする（走っていて）， tasyu-

kásʼma とも言う．（名）息切れ．

Tásʼko. （動）結ぶ，縛る（手を後ろに）；縛られた．

─ ajno ni okhtà mujyè, 縛られた人を木にくくる．

─ esʼkaryè. （名）窒息．（動）窒息させる．

Tásʼkoro. （名）朝冷え，朝寒；opasʼ tasʼkoro とも言う．

Tasyukásʼma. （動） ⇒ tasuukásʼma. （名）息切れ．

Táma. （副）そこに，そこへ．

Támaki. （動）打つ音を出す，日本語で tamaku, 打つ，叩く．

Tamal. Kr. 黒い，男性の名．

7200 Tau. Mos. もの，個々の物． Syekotsu tau-nye. Mos. このこと，あるいはこの物

Táukye. （動）打つ（何かで），投げる（何かに）． Sumà áni táukyechichi sabà nuyási,

石で頭を割る．

Taukyechichi, ⇒ taukye.

Taunye. Mos. もの．

Tauro. （地 Shm.）ナヤッシ（Hayassi, Наясси）の南方の湖．

Taurus. （地 Shm.）ナヤッシ（Hayassi, Наясси）の南方の岩の多い長い岸．

Tafizvo (Tarizvo). （地 Shr.）ピミ（Pimi, Пими）（トモ（Tomò, Томò））河畔のギリヤー

クの村．

Tákhkara. （動）踊る，ダンスする．（名）アイヌの民族舞踊．

Tákhkon, あるいは otákhkon. （形）短い．

Takhkuf-poni. （名）上腕骨，brachium.

Tákhnyevana. （副）ほらここに，ほらここで．

Tákhni. （名）シラカバ（白い）

7210 ─ vákka. （名）シラカバの樹液．

─ topye. （名）シラカバの樹液．

Takhnigom, ⇒ tagòm.

Tákhri. （名）肩甲骨の部分． ─ póni, 肩甲骨．

Tákhsyeruj. （名）川の鴨の一種．

79

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⒇（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)



80

北海学園大学学園論集 第 170 号 (2016 年 12 月)



Tákhsiri. （名）ニシン用の大きなたも網．

Takhsu, あるいは tákhsuv. （名）前膊（antibrachium）． ─ kam. （名）肩上部の筋肉

（柔らかい部分）．（同）jóntekhpye. ─ póni, 前膊骨．

Tákhtri および tákhtri-póni, ⇒ tákhri

Takh. （名）シラカバの樹皮． Takh, ⇒ （動）ta.

─ kusù omàn, 探しに，いろいろ調べに行く（隣のユルタへ，たとえば食料について）．

Tatsi. Kl. Mat. ナイフ．

Tatsni. Mos. （タツニ），木の名．

Tats. Mos. （タツ），木の名，tatsni とも言う

7220 Tats-kakkumi. Mos. （タツカツクミ）， tats（タツ）の樹皮製の注ぎ分け用の匙，ひしゃ

く，しゃくし．

Tasha. Mos. 報いる，応える，しかるべき何かをする；交換する，取り替える（タシャ）．

Tashiu. Dav. 空気． Mos. （タシュ），風，空気，強い風．

─ tujva raikye. Mos. 窒息させる，窒息させて殺す．

Tashiun. Mos. 風，空気（タシュン）．

─ bujkoro. Mos. アザラシ，アザラシの一種の名．

Tashyu tuiva rajgi. Dav. 絞殺する，Pf. によると，tashiu⽛空気⽜，tuiva⽛切り離される

間に⽜，および rajkye⽛殺す⽜から．

Tayámpye. （名）雌のトド，雌のアシカ．

Tyévanonnye uampye. Kr. 個数詞の 10000．

Tyevanu. Dav. ここから．

Tyegi. Dav. 手． Tyegi, 手． Lang. S. Sakh. Kl. Sakh. Balʼb. Mat. Tyegi あるい

は tyeki. Mos. 手．

─ atti. Dav. 触る，Pf によると，tyeki-attye⽛手を使う⽜．

7230 ─ barabara. Dav. 自分の方へ手を振る．

─ bopf. Dav. たこ，まめ，Pf. によると，teki および bop⽛泡立つ⽜から，おそらく：

手の水ぶくれ，まめのようなもの．

─ ishama. Dav.（tyegi ishamso），手のない；Pf. によると，tyekye ishama. Tyeda. Dav.

ここへ．

─ arigi. Dav. こっちへ来い． N：tyeta aryegi.

─ ariki. Dav. こっちに来い．

─ uturu. Dav. こちら側で．
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Tyedavano. Dav. この頃． Mos. 目の前で，ここにあって（副詞として）．
Tyedari. Lang. S. Sakh. Kl. Sakh. 白い． Dav. 白い． Mos.
─ tama. Dav. 白目．
Tyedatsiri. Dav. ハクチョウ． Mos.（dyetatsiri とも言う），ハクチョウ；tyetaru-tsiri
⽛白い鳥⽜に代わる表現．

7240 Tyejnitoj. Kr. ぬかるみ． Pal. ─ Lang. Kam. 粘土．
Tyekish paru baru. Dav. 手招きする．
Tyekkyesi Mos.（テツケシ），下方に．
Tyekkoru. Mos.（テツコル），ひっつかむ，手で取る．
Tyekku. Mos.（テツク），ワシの一種の名．
Tyekkup. Mos.（テツクプ），ほうき，枝ほうき．
Tyekonkani. Mos. 金の指輪． tye⽛手⽜および日本語の ko-ganye⽛金⽜から．
Tyekubi. Kl. Sakh. 羽．
Tyekshʼ kotoro. Dav. 手のひら．
Tyek. Kr. Pal. 手． Lang. Kam. ─ Pal. ひげ（顎と頬の）．

7250 Tyemptye. Kr. 男性の名．
Tyemtyem. Dav. 触わる．
Tyemunʼ. Dav. фукубо(9)．
Tyenyeshi. Lang. N. E. Sakh. 鼻．
Tyenius. Dav. 沼， ⇒ tyejnye
Tyenkye. Mos. 手，tyekye とも言う．
Tyenkoru. Mos. 取る，手でつかむ．
Tyenkuru. Dav. 抱える．
Tyennyets. Mos. （テン子ツ），乙女，処女．
Tyenʼkuru. Dav.（動かぬように）押さえる． N：Pf. によると，tekkoru⽛つかむ，締めつ
ける⽜

Tyeoro nugaru! Dav. こっちを見ろ！ Nem. tyeoro nugara.
Tyeppakye. Mos. （テツパケ），上方に．
Tyeppo. Dav. （⽛日本人から借用された語⽜），鉄砲．
Tyéra. Pal. 風． Mos. tyêra, 風．（ryera とも言う）．

7260 Tyeraru. Mos. 胸．
Tyerye! Dav. いまに見ていろ！ ⇒ terye!（待て！ 脅しとして）．
Tyeryekye-ibye. Mos. ヒキガエル．
Tyekye-imo. Mos. ヒキガエル．
Tyeryekye-tsironnop. Mos. 魚の名．
Tyeryeshi. Kl. Mat. 妹．
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Tyerigi. Dav. 1．飛び越す． 2．跳ぶ． Tyerigi. Mos. 跳ねる．
─ igonʼ. Dav. 1．伝染病． 2．疫病． 3．伝染病； Pf. によると，tyeryekye ikoni⽛急
変する跳ぶ病気⽜にちがいない．

Tyeri-ogaj. Dav. 待つ． N. tyeri. Mos. 待つ（tyeirye とも言う）．
Tyeri-tyeryu. Dav. 遅らせる．

7270 Tyesima. Mos. ぬかるみを渡る時に使われる木製の短いブーツ．
─ ni. Mos. 桑．
Tyesipo. Mos. マツマイ島の地名
Tyeskara. Mos. （テシカラ），修理する，整える，継ぎを当てる．
Tyeskaru-ishama. Dav. 分からない．
Tyetai. Mos. そのうちに．
Tyetantuj. （地 Shm）クタウジ（Ktauzi, Ктаузи）の南方にある岬．
Tyetara. Lang. S. Sakh. 白い．
Tyetaribiushʼ. Dav. 白髪の．
Tyetaru-kunkutu. Mos. ワシの一種の名．
Tyetaru-tama. Mos. 眼球，字義通りは：白い宝石．

7280 Tyetaru-shiuma. Mos. チョーク，字義通りは：白い石．
Tyetar. Kl. Mat. 白い．
Tyeuna. （名）シャベル，つるはし，まぐわ．
Tyéuninua. Kr. Kl. Kam. 緑の． Pal. 緑色に，青々と．
Tyeurye. Mos. アイヌの島の名．
Ti. Mos. ⇒ te
Tiara. （地）Gl. 北サハリンの東山脈の山．
Tigongari. Kl. Sakh. 指輪(10)．
Tigu. Mos. ⇒ teku
Tikf. Mos. ⇒ teku.
Timini. Dav. 砥石．
Timma. Brot. 小舟．
Timtim. Dav. 触る．
Timʼ. Pal. ～ように，どのように(11)．

7290 Tionaj. （地 Shm.）Rionaj とも言う，ナヤッシ（Nayassi, Наясси）の南方にある川および
岬．

Tipyesani. （地）Gl. ⇒ Chyepisáni.
Tishyè. （名）家，ユルタ； （粗）tisyè.
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Tishyè-inau. （名）年長の家の神に捧げるイナウ（ináu, инáу）．

─ koro-ájnu, tishye-koro-ókhkayu とも言う， 家の主人，家主．

─ ni. （名）家を建てるための丸太．

─ ónnaj, 家の中で．

─ onnájkyeta, 家の中で．

─ pískye (pishkye). （動）他人の家々をぶらぶらする（字義通りは：家を数える）， 同じ

家に住まない．

─ pískye útara. （名）貧乏人，放浪者（生活に馴染んださまざまな家に暮らしている）．

─ etupò. （名）戸の上方にあり，ユルタの対面にある，板でできた三角．

7300 ─ yúpi kamùj, あるいは─ yúpu kamùj, 年長の家の神．（同）sópausʼ-kamuj

Tkoar. Kl. Kam. アザラシ．

Tlilʼ. Pal. 波（単数），波（複数）．

To. （名）日． Kr. Pal. Kl. Sakh. (too). Balʼb. Mat. 一昼夜；複数形は togà. Inye

toga arakà, （彼は）四昼夜（四日）患っている． 1．湖． Kr. Lang. S. Sakh. ─ 2．

胸（乳首，Dav.），乳房． Kl. Sakh. 3．毛，髪の毛， ⇒ tru および saba-tru. 4．

（数）個数詞の 10，10 個（日本人によって持ち込まれた）； （珍）： Lang. S. Sakh.

血，乳（too）． Mos. （to および tu）個数詞の 2．Dav. 大きな湖，乳首，液汁． Mos.

（to および tô）湖，日，女性の胸および乳，池．

─ byekyeru. Mos. 朝（字義通りは：昼間は明るい，昼間の輝き）．

─ yérye あるいは érye. （動）授乳する． To-ikurye. Mos. 授乳する． To erye ka-

nye! 乳をやれ！

─ ipyè. （動）乳を吸う，乳を飲む．

─ kupyechà, コバシオタテガモ．

─ núnun, 乳を吸う．

─ piratè. （名）日の出直後の時間．

7310 ─ chákyeta, 湖（単数，複数）の岸で，湖の周囲に． ─ chákyeta okàj, 湖の周囲に育つ

（アシについて）．

Tóananashki. Kr. 正午．

Toar (thoar). Lang. Kur. アザラシ．
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Tobasyè ekarà, ⇒ utobàsʼ-ekarà, 悔しくて（怒って）諦める，やめる．
Tobye. Mos. 乳（字義通りは：乳房の水（液体））。
Tobyeka. Lapyer. 長い雨合羽の形をしたワモンアザラシの毛皮． Mos. アザラシの
毛皮．

Tobyeni. Mos. 木の名．
Tobiba. Mos. 池の貝．
Tobisi-kye あるいは tobshikye（トビシケ），肺病．
Tobishanbye. Lang. Mat. S. Sakh. 個数詞の 8．
Tobishikye. Mos. （トビシケ），間歇熱．

7320 Tobo. Mos. 海の貝の一種の名．
Toboroma. Mos. 日本の fokki(12)に似た甲殻類の名
Tobotsi. （地）Gl. ⇒ Tobuchi.
Tobu. Dav. 1．たまり水． 2．水たまり；Pf. によると，to-bye は⽛池の水⽜のことらし
い．

Tóbuchi. （地）カルサコフ（Karsakov, Карсаков）の東方 45 露里にあるブッセ（Bussye,
Буссе）湾の河口付近のアイヌと日本人の混住の村．

Tovaru. Dav. 冷やす，冷ます．
Tovayuku. Mos. 魚の名，ネズミイルカ．
Toga. Mos. 胸（字義通りは：胸の部分）． Toga. Mos. シダの一種の名．
Tôgap. Mos. 正午，白昼，tô⽛昼間⽜から．
─ itokota, 朝（Vormittag）． Mos.
Togo. Lapyer. 乳房．
Tógoj. （名）二つの乳房をもつ藻類（アイヌはその内部を食する）；（軟体動物か？(13)）

7330 Togotsu. Lang. Mat. 数詞の 40． Togots. Mos. 数詞の 40．（トホツ），tugots とも言
う．

Toguj. Kl. Sakh. 友． Toguj. Dav. 1．仲間． 2．友． Mos. toguj, 仲間（日本語
の togi から），共謀者．

Togujniva. Dav. 仲良く，Pf. によると，toguj-nye-va⽛仲間に関しては⽜．
Togúsiru. （動）挽く，（粗）tugoj-sirù.
Toj. （名）土地． Lang. Mat. S. Sakh. Kl. Sakh. Balʼb. Mat. 1．粘土．Lang. Mat. S.
Sakh. Kl. Sakh. Dav. Nem. 2．地球． ─ Toi. Dav. 菜園． Toj. Dav. 土
地． Mos. 土地，土．
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Toj-ani kara, 粘土でふさぐ．

─ ashi. Mos. （トイアシ），花が咲いている（植物について）．

─ vano. Mos. 遠くに．

─ ka. （名）墓． ─ ka-karà, 墓に葬る．

─ ka-kokh. （名）墓．

7340 ─ kamyè, あるいは単に kamyè. （名）粘土製の甕．

─ kamùj. （名）地の神（地震を起こす）．

─ kamúrye. （動）土で埋める（死者を），植える，（野菜の）種をまく．

─ kandara. Dav. （toikandara），仰向けに．

─ karu. Mos. 畑を耕す．

─ karùsʼ, ⇒ karùsʼ

─ kinà. （名）莚（むしろ）用のアシ（ヨシ）．

─ ma Kl. Sakh. 遠方の． Dav. 1．遠くから（toima）． 2．遠くに（tojma）． Mos.

遠い，遠方の（toj, ⽛土地⽜および小詞maから）．

─ ma kotan. Dav. 遠くにある． Mos. 遠国．

─ naj karà, 溝を掘り抜く．

─ noko. Mos. 近くない，遠い，遠方の．

7350 ─ ogush. Mos. （トヨグシ），びっくりした；おののく，ねじれる，歪む．

─ omarye. Mos. 地中に入れる． ─ omari. Dav. 土の中に埋める（toi omari）．

─ on. Kl. Kam. 裁判官，審判者．

─ pojyè. （動）地面を掘る．

─ puj, 地面の穴．

─ rakhku. （名）男性の名．

─ ru, ⇒ toj-tru.

─ sumà （名）煉瓦． 粘土質の（白い）石．

─ ta. 地面に；庭，耕された畑，ノバト；耕作する，地面を耕す．

─ ta-shisham. Mos. （トイタシシャム），国の住民，人々；字義通りは：地上の人々．

─ tannye-chupp. Mos. 一年の最初の月．

7360 ─ tishyè. （名）アイヌの半地下小屋．

─ toj. Mos. ツバメ．

─ tru. （名）小道，地面の道（雪の上ではなくて）．

─ ukurúpye. （名）ミミズ？(14)

91

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⒇（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)

⒁ ？は原文のまま



92

北海学園大学学園論集 第 170 号 (2016 年 12 月)



Toj-shiû. Mos. （トイシユー），炉；字義通りは：土の釜．

─ shiuma. Mos. （トイシュマ），地面にめり込んだ石．

─ shiu-shiu. Mos. （トイシュシュ），ヤナギの一種の名．

Tojrye. （形）濡れた．

Tójri. （動）濡らす，すっかり濡らす．

Tokaop. Mos. 植物の名，ヘビ草，ノブキトラノオ（タデ科）．

7370 Tokaptsi あるいは tokatsi. Mos. マツマイ島の地名．

Tô-kap. Mos. 胸（女性の）；tô とも言う．

Tokat. Kl. Mat. Balʼb. Sakh. 日．

Tokye-ayusini. Mos. 木の名．

Tókyesta. （名）一日の終わり，onúman(15)の前の時間．

Tô-kyes. Mos. 昼食後の（午後の）時間． Tôkyesi, tôkyesh（トーケシ），夕方，夕方近

くの一日の時間，夕暮の方位あるいは時；字義通りは：日の発火

Tóki.. （名）線，細い線．

─ tóki. （名）細い線による縞，細い線模様．

Tokina. Mos. 植物の名．

Tókista. （名）日没近くの時間．（副）日没前に，夕方前に．

Tokish. Mos. （トーキシ）， 夕方，夕方近くの一日の時間；tôkyesh とも言う．

Tokiya. Mos. 森．

7380 Tokko-kamoj. Mos. （トツコカモイ），ヨーロッパヤマカガシ，コブラ科のヘビ．

Tokko-ponye. Mos. 関節の病気．

Tóko, ⇒ tróko. Lang. N. E. Sakh. 耳．

Tokò, （同）trishʼ, 血管，筋． Sukyè ─, 煮て柔らかくされた筋．

Tokòj. （名）友，友人．（同）utuyásʼkara.

Toko-kakoj kfupapa. Dav. ヘビが咬む， ⇒ toko-kamoj および kuvaba（Nem. toko-

kanoj kfupapa）．

Tokóki. （名）小さい（地面から這い出てくる）スゲ属の植物，ki とも言う．

Tokómbo. （地）1．クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 161 露里にある岬． 2．クスナ

イ（Kusunaj, Кусунай）の南方 153 露里にあるアイヌと日本人の混住の村．
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Tokonojba. Mos. もったいをつけて，力強く何かを言う．

Tokorosini. Mos. 木の名．

Tokósa. （名）トクサ属の植物．

Tokò-tokò. （名）susunì（ヤナギ，ネコヤナギ）の木の花の球果（つぼみ）．

7390 Tokubyeni. Mos. 木の名（sophora japonica）（エンジュ）．

Tokuv-charà. （地）Nájpuf-tógo 湖の水源．

Tokugokun. Mos. セキレイ属の鳥．

Tóku-kamoj. Dav. ヘビ（Nem. toko-kamoj）．Tokokamoj. Mos. ヨーロッパヤマカ

ガシ，コブラ科のヘビ；および tokko-kamoj.

Tokusyei. Mos. びっこの．

Tokushish. Mos. （トクシシ）， サケ・マス，サーモン．

Tolibi. Kl. Sakh. 太陽． Dav. Nem. 太陽． N：tombi.

Tomà. （名）tomarà という草の球根（食用）；球根から成長するマルタゴンリリー（糸に

通したものは琥珀のビーズに似る）． Mos. 植物の名．

─ rà. （名）球根をもつ春の花，その花そのものは itópyentra と呼ばれる．

Toma-kubyesi. Mos. 投錨地側から吹く風．

Tomamu. Mos. 壁．

7400 Toman. （名）軟泥，沈泥．

Tomannaj. （地 Shm.）dʼEstaing 湾の小川．

Tomári. （地）クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 24 露里にあるアイヌの村； ⇒ さ

らにKusun-kotan.

Tomári. （名）入江，日本語の単語． Kl. Sakh. 波止場，湾． Dav. 湾． Mos. 投錨

地，日本語の単語．

Tomarionnaj. （地）1．カルサコフ（Karsakov, Карсаков）の西方 5露里にある日本人と

アイヌの混住の村． 2．カルサコフの西方 75 露里にある川．

Tomáriorò. （地）クスン・コタン（Kusun-kotan, Кусун-котан）のアイヌの呼び名． ⇒

この語．

Tomarioronaj. （地 Shm）シラロロ（Siraroro, Сирароро）の南方の川および日本人の村．

Tomaripo. （地） 1．クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 95 露里にあるアイヌと日本

人の混住の村． 2．クスナイの南方 23 露里のアイヌと日本人の混住の村．
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Tomaripu. （地 Shm.） ⇒ Tomaripo.

Tomariuks. （地 Shm.）オロケス（Orokyès, Орокèсъ）川の北方にある入江，川および岬．

Toma-utarye. Mos. 反対者，敵．

7410 Tómba (tómpa), 閉じる（siki ─, 両目を閉じる），閉める（アイヌの戸を）．Koj naj ─,

波が川を塞いだ（砂で河口を塞いだ）．

Tombye. Mos. 太陽，および月；to-un-bye⽛昼間の物体⽜の省略形．

Tómbi (tómpi). （名）点． Snye ─, 一つの点． 1．丸，斑点． 2．月（30 日）（tónbi と

も言う），日本語の単語．Lang. S. Sakh. 太陽，月． 3．ボタン． Yájkani ─, 錫製

のボタン． Dav. 太陽， Mos. 太陽，月（to-un-bi⽛昼間の物体⽜の省略形）．

─ numàkh. （名）葉っぱのような（平たい）ボタン．

─ tombi o posʼ, あるいは tómpi-tómpi-o posʼ, 斑点模様のあるサラサ，小班のある麻

布； ⇒ eutontujpa-tuo posʼ.

─ tombò. （名）あざ（身体の）．

Tómbokus-ájnu. （名）男性の名．

Tómbu (tómpu). （名）部屋． Ekuròkh ─, 留置所，営倉．

Tomi. Mos. 富および褒美（日本語の tomi⽛裕福，富⽜から）；в лекс.(16) 富んだ；tumi

とも言う．

─ kamuj. Mos. 高価なもの（字義通りは：富の神）．

7420 Tomò. （地）オホーツク海に注ぐ北サハリンの大きな川（地図では Tými あるいは

Tymʼ）．

Tomótuye, あるいは tóntuye. （副）横に．（前）～を横切って，Naj tóntuye, あるいは

naj tomótuye, 川を渡って．

Tomotui. Mos. 幅，とくに麻布の幅．

Tómpa, tómpi および tómpu, ⇒ tómba, tómbi および tómbu.

Tomu. Dav. 1．色． 2．力． N： ⇒ tum. Mos. 色，形状，tumu とも言う．

─ koru. Dav. 強力である．

─ yupkino. Dav. ～しようと努力する（時には無駄に）；Pf. によると，見かけは強く．
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Tómunkaj. （名）舟の脇にある舵， 日本語の単語．（同）etsiàkh.

Tómusʼ. （名）ハエ．

Tom. （名）銃声．（同）tekhpyeagum.

Tondo. Dav. 柱．

7430 Toni. Lang. S. Sakh. 数詞の 2．

Tonin. （地）マヌヤ（Manuya, Мануя）の南方 157 ½露里にあるアイヌの村． Mos. ミ

ミズ．

Tonkari. Dav. バラライカ．

Tónkye, あるいは sisʼ-tónkye. （名）凪．

Tónkoryu. （名）バラライカ． ─ iryékhte, バラライカを弾く．

Tónnoski. （名）正午 tónnoskye とも言う．

─ ipyè. （名）昼食．

─ okákyeta. （名）（副）午後の時間；午後に．

─ etókota. （名）（副）午前の時間；午前に．

Tóno. （形）昼の．（名）長，旦那（殿様）（tónu とも言う）． Porò tóno, pon tóno, 偉

い旦那，偉くない旦那． Mos. 長，君主（日本語の tono⽛殿様⽜から），兵士，司令

官． Tono orova. Mos. 長から．

7440 ─ chuf. （名）太陽．

Tonò. Kr 旦那．

Tónono. （副）明るく．（同）nikyépasʼno.

Tonoski ebi. Dav. 昼食．

Tonoto. Mos. 酒，酒宴，内輪の小宴会，祝宴．

Tónotekh-ánuvana., 夜が明けた，明るく．

Tonókhpye, 糸に通されたジャコウジカの毛皮，あるいは，リスの尻尾で作られた特別な

襟巻き．

Tonochu. Lang. Mat. 太陽．

Tonoshkye. Mos. 正午（字義通りは：昼間の中頃に）；本来は，昼間の 9番目の時間(17)；

to⽛昼間⽜および noshkye⽛中頃⽜から（トノシケ）．

Tonoshki. Kl. Sakh. 正午． Dav. 正午． Mos. （トノシキ），正午．

Tónto-mósiri. （地）モネロン（Monyeron, Монерон）島．
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Tóntuye（あるいは tóntuj）, tomótuye の省略形，横切って，～を横切って． Naj tóntuye
ma, 川を渡る（泳ぐ者について）．

Tónu, ⇒ tóno, 旦那（殿様）．
Tónukam. （名）乳房の部分（柔らかい箇所）．
Tónchi. （地）石器時代の品を残したサハリンの古代の住人，粘土で壺や大鍋などを作っ
たので，アイヌによってこのように呼ばれている； ⇒ toj および chi.

Tonshintugu. Dav. 小さい樽．
7450 Too. Dav. 1．乳． 2．日（昼）．

─ bin. Kl. Sakh. 甘味． Dav. 甘い．
─ buchi. （地） Rud. ⇒ Tóbuchi；北緯 46 度 30 分 10 秒にある湖の河口．
─ gaj. Kl. Sakh. 私． ─ udari. Kl. Kam. 私たち．
─ gaj otta ingori. Dav. 私にくれ．
─ gaj otta íòrusha. Dav. 私に貸せ．
─ gaj uvigariva. Dav. 掻き集める．
─ gaj udari. Dav. 我々の．
─ gaj yatsramatye kiyakka. Dav. 用心する．
─ gapf itoguta. Dav. 午前に．
─ iguri. Dav. 乳をやる．

7460 ─ kis. Dav. 午後に．
Tópye. （名）乳， 液汁． Ni ─, tákhni ─, 樹液，シラカバの樹液． Tópye núnun,
乳を吸う．

Topi (toopi). Lang. Kam. 乳．
Topokossa. （地 Shm.） dʼ Estaing 湾にある岬．
Toppikara. Mos. 魚の名．
Toppits. Mos. （トツピツ），植物の名．
Topp. Mos. 竹．
─ karyettye. Mos. 笹竹でできた横笛．
Topsi. Dav. 唾（痰）を吐く．
Topu (toopu). Lang. Mat. 個数詞の 2．
─ ikashima vambye. Lang. Mat 個数詞の 12．
Topf. Dav. 1．フトイ，アブラガヤ 2．ヨシ（アシ）．
Top. Pal. 毛． Mos. 竹，笹竹（topp とも言う）．
─ khombushʼ. Dav. アシの節．

7470 Toránnye. （形）怠惰な． Mos. 勤勉でない，怠惰な，不機嫌な；勤勉でない，何もしな
い．
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Toránnye-útara, 怠惰な，のんきな人々，乞食（複数），貧乏人（複数）．
Torára. （名）革帯．
Tóri. （動）一日休養する，一日を過ごす，滞在する（ある期間客として滞在する），たと
えば，三日間．

Tória, あるいは toriánka. （名）コウモリ．
Torous. Dav. 汚す；Pf. によると，日本語の doro⽛泥，沼⽜および us から，したがって
汚れた，汚れる．

Toroushshi. Dav. （着物を）汚す．
Tóruv. （名）つらら．
Torunkáni. あるいは turunkáni. （名）宝石つきの指輪．（同）tunkáni.
Toruus. Dav. くすむ；身体の汚れ， ⇒ torous.
Toruush. Mos. 汚れた，不潔な．
─ ti あるいは─ te. Mos. （着物を）汚す，汚す．

7480 Tósye. （名）イナウ（inau, инаy）の削り屑を巻いたもの．
Tosìn. （名）素焼きの急須．
Tosíòshki. Dav. （寒さ，恐怖で）震える． Mos. （トシヨシキ），震える，tusiushkye（ツ゚
シュシケ）とも言う．

Tomo-mussirye. （地 Shm） ⇒ Tónto-mósiri
Totóni, 小さな木．
Totónyusi (totonʼ-usi). （名）密生した茂み．
Totoryep. Mos. 甲殻類の名．
Totoropp. Mos. 木の名，taxus（イチイ）属（tis）；シラ・オイ（Sira-oi, Сира-ои）地方
の方言から．

Totosima. Mos. 島の名．
Totto. Mos. （トツト），乳母．
Totui. Mos. 物の長さ．

7490 Touki. Kl. Mat. Balʼb. Sakh. 太陽．
Touron-kamoj. Mos. カエル．
Tofyeki. Kl. Mat. 甘味．
Tofskaf. Kl. Mat Balʼb. Sakh. 太陽．
Tokhkómbye. （名）男性の名（ギリヤーク風になった(18)）．
Tókhkoryu. （名）токарь(19)（首がすぼまった日本の水差し） Russkij ─, nuchà ─, 瓶
（酒の）．

Tokhots. Lang. S. Sakh. 個数詞の 40． Dav.
Tókhpa. （名）刻み目，ぎざぎざ． Pt. 切る．
Tókhsye. （動）眠る．（同）mokorò.
Tokhsirajki. （動）まどろむ．

7500 Tókhta. （名）袋，バッグ．
Tókhtoki. （動）何かを叩く音をだす． Ni ─, 木々をこつこつつつく，木々を叩く音を
だす（キツツキ科の鳥について）．
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Tókhtokhsye. （名）騒音，とんとん打つ音（耳の中の）． Tramu ─, 心臓の鼓動．

Tokh. （名）アシ（煙管用の），竹． Ni ─, 木端（複数）．

Totsuatsf. Kl. Mat. Balʼb. Sakh. 日（昼）．

Totsui. Mos. 甲殻類の名．

Tóchi. （名）槌，日本語の単語．（同）itáta.

─ asìnʼ. （動）手で揉む（蠟を），むしり取る（konkòn ─,⽛羽毛⽜を）．

Tóchiri-póni. （名）腹のえらびれ．

To-shinye-vanye-gots. Mos. 個数詞の 200（400 の誤り）． Toshnyevano gots. Mos.

toshnyevano khots. Dav. 個数詞の 400．

7510 Toshiuj. Mos. （トシュイ），2回．

Tosh. Lapyer. 加工されていない，大きな塊のシラカバの樹皮．

Toshyui nuuri. Dav. 繰り返す．

Toetánye, あるいは syeryema, 2 月， ⇒ to および otánnye.

Tra. （名）肝臓（クスンコタンの言葉）； ⇒ trápu.

Traj（発音：traj および raj）．（動）死ぬ，息を吐く，（動物が）死ぬ．（形）死んでいる．

─ ájnu, 死人；故人．

─ mun. （名）スゲ属の植物（カヤツリグサ科）．

´ ─ sam. （名）石の多い場所（たとえば，川沿い，海岸で）．

─ sam kata ukárarisʼ an, ukárarisʼ の花（石の多いところで育つ）

7520 ─ khyemakà, 死んだ，永眠した．

Trajyè（発音；trajyè，rajki（とくに複合語の中で））．（動）（押したり，引きずったりし

て）動かす，移動させる．

Tráiki（発音；trajki, 時々 rájki（とくに複合語の中で）．（動）殺害する，殺す．

Trájpira. （地）ナイブチ（Najbuchi, Найбучи）の村と川の古代の名．

─ ka, idem.

─ utara, （trájpiraka úntara とも言う）， ナイブチの住人．

Trajtsk. （地）Gl. Trajtsíska とも言う， ⇒ Trajtsísʼka.

Trajtsísʼka（（発音）Trajtsísʼka およびRajtsísʼka）．（地）クスナイ（Kusunaj, Кусунай）

の北方 46 露里にある小川，湖およびアイヌの村．
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Trakan, および trakan-chyeb. （名）ラッド（subun）に似た川魚

Trákisara. （名）Taeniae Solium（有鉤条虫）の雄の性器（あるいは側面に付着している

粘液）．

Trakískye. （動）落下する，落ちる（底に）． Emújki sírima tókhkoryu osísta ga ónnye

trakískye,（radix Ipecacuanhae⽛トコン⽜から作られる）薬の粒が全て壜の底に沈ん

だ．

Trákujye. （名）（（同）trákisara），節の長いサナダムシ（Taeniae Solium⽛有鉤条虫⽜）の

雄の性器．

7530 Tramakh. （名）心，魂．

─ sakh. （形）狂乱状態になった（ウォッカで），自分が何をしているのか分からなくなっ

た，狂気の，（同）pakà.

Tramátsi. （名）心（南部の人々のところで）．

Trámyepirustè. （名）男性の名．

Trámoro（trámoro, 時に rámoro）. （名）腸．

Trámu（発音；trámu, 時に rámu）, 心の中に，心から，理性で，考えで，性格で，情で

（複合語の中で）； ⇒ tram.

─ vyèn. （形）いやな性格の（たとえば，理由もなくすぐにかっとなる）；気分が悪い

─ gyetarakusáno. （形）すぐにかっとなる（侮辱的な言葉でもけんかをする）．

─ isyam, 字義通りは，考えてもいない． Iku (ipye) tramu isyam. 吸い（食べ）たくな

い．

─ isyam-isyam. （形）忘れっぽい．

7540 ─ isyákhjsye. （動）滅入る，退屈する．

─ kósnye. （形）軽率な，すぐかっとなる，怒りっぽい．

─ nújna. （形）ずるい，打ち解けない，悪賢い．（同）yaj-tram-nújna, yaj-tram-esína.

─ oróvano, （自ら）進んで，（自らの）意志で． Yaj tramu oróvano omàn, （言われた

のではなく，相談したのではなく）自らの意志で行く．

─ ósʼma. （形）穏やかな，満足した．

─ otsì, 胃がむかむかする（飲みすぎた後）．（同）trámu-tasáskye.

─ oyákhta-oyákhta. （形）意見の異なる．
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Trámu-oyákhta oyákhta trámu korò. （形）気が散っている．

─ pásye. （形）悲しみに沈んでいる．

─ pyekyérye. （形）品行の悪い，淫らな（─ ájnu）．

─ ryenʼka, ⇒ trámu-tryénʼka.

7550 ─ ruj. （形）勇敢な．

─ sínʼka, 心が萎える，疲れはてる．

─ tánye. （形）冷静な，怒りっぽくない．（同）itákukarye-ájnu.

─ tasásʼkye, あるいは trámu-otsì, 胃がむかつく（飲みすぎ，大酒宴の後）．

─ tákhkon. （形）わがままな，怒りっぽい．

─ tókhtokhsye, 心臓がどきどきするほど驚く（熊と遭遇する時）． Kvani tramu tókh-

tokhsye, 私はびっくりして心臓がどきどきしている．

─ trénʼka. （形）（～に）賛成している，（～に）満足している

─ tryenʼká ─ ajne ki, 自分の分別でする（他の者の忠告を聞かずに），独断でする．

─ tryenʼka ajne omàn, 自分の意志で，自分の考えで去る．

─ tryenʼkájne ivánki, 命じられずにする（自分の知恵で）．

─ usákh tramu. （動）心配する，疑う．

7560 ─ yúkhkye. （形）勇ましい，厳しい．（同）sámbye-korò (ajnu)

─ etémi. （形）怠惰な，のんきな．

Tram（発音；tram, 時々 ram〈とくに複合語の中で〉）．（名）知恵，記憶，魂，心，性格，

分別．

─ áni pákarye. （動）熟慮する，熟考する．

─ isyákhsye. （形）退屈な，面白くない．（同）nísʼnu.

─ kárarapa. （動）心に隠しもつ（恨みを）．

─ osʼma. （動）怒っていない，満足している； ⇒ trámu-ósʼma.

─ pírika. （形）寛大な，短気でない （─ ajnu）, おとなしい．

─ sakh. （形）愚かな，狂気の．（同）pakà.

─ síroma (ájnu). （形）穏やかな（人），不断の，恒常性をもった．

7570 ─ khaburu (ajnu). （形）気前のよい，寛容な（人）．（同）satà-pírika-ájnu.
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Trám-khájta, 無分別に，よく考えないで．（動）賛成していない． Kuram khájta, 私

は賛成していない．

─ khokámba (khokámpa). （動）惜しむ，哀れむ（死者について），嘆く（戦を予見して）．

─ eusàkh. （動）疑う，心配する．（名）疑い．

Tránka. （名）胸． ─ póni. （名）胸の骨，胸骨．

Tránkye（（発音）trankye および ránkye）．（形）下の，下にある． ─ tsyapusʼ, 下唇．

（動）取りはずす（高いところから）． Trási tránkye, くしで梳いてシラミをとる．

Gákhka tránkye, 帽子をとる（掛け釘から）．

Tránkonojkyema. （名）女性の名．

Trantomujyùn. （動）のどに詰まる（食べ物について）．

Trántram. （名）魚の鱗

Tránu. Pt. なでる．

7580 Tránuf. （形）善良な，やさしい（─ ajnu）．

Tran（（発音）tran および ran）．（動）下りる（木から），降りる，落ちる，垂れ下がる，

坂を下りる．

─ nyeno oman! 道中ご無事で！ （同）pirika na oman!

─ néjno uryenʼkaryè, 書き損ねたものを直す（字義通りは，おそらく落ちたようなもの

を元に戻す）；描写的な言い回し； ⇒ túfte.

Traósʼma. （動）押す，～を圧する．Tishye pokinini traósʼma, 壁材が（側柱を）圧して

いる．

Trápu, （発音）trápu および rápu；省略形は trakh, rakh, ra. （名）羽（単数），羽（複数）

（鳥の），羽（単数）（羽）（複数）（昆虫の）．

Trára, （発音）：trára, tára および rára. （名）眉，（複数）trarugu?(20) （形）平らな（丘

陵のない），起伏のない（山のない）．

Tráraj あるいは trarajyè. （動）落とす（衣服から）． Situjtuyè ─ 手で服についたブヨ

を落とす，払い落とす，

Trárakhtekh. （形）平らな，滑らかな．

Trárugu. （名）眉（複数）；（発音）trárugu および tárugu.

Trarújba あるいは rarújba. （動）なでる（猫を）．

7590 Trarúteskye. （地）マヌヤ（Manuya, Мануя）の北方のヴェンコタン（Vyenkotan,

Венкотан）の近くにある山．
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Trási. （名）シラミ．

Trasúma. （名）ホタテガイ（小さい貝）を採取する道具． ─askyetès, 特殊なヤス（銛）

Trasúpo. （名）ヤス（銛）（sókhkana na kabaryù kójki ハゼやカレイの捕獲用）． 魚を獲

るための 3本針の鉄製のヤス．

Tráuta（（発音）trauta および ráuta）. （副）下へ，下方へ．

─ amà, 床に置く．

─ akhgúnkye, 長椅子の下に置く．

Trakh, ⇒ trápu.

Trákhkirye（（発音）trákhkirye および rákhkirye）．（動）掛ける，吊るす，ぶら下がって

いる（衣服について）．

Trakhkò, （発音）trakhkò および rakhkò. （名）ビーバー．

Trakhmakà. （地）（raknumà とも言う），クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 97 露里に

あるアイヌと日本人の混住の村．

7600 Trákhtrakh. （名）胸骨の剣状の突起，鳩尾（みぞおち）（scrobiculum cordis）．

Trye, （発音）trye および rye. （名）名，呼び名（物の）．（数）個数詞の 3．

─ gokh, 個数詞の 60．

─ gokhnye to, 60 日．

─ ikásʼma vámpye (snyegòkh, tugòkh, tryegòkh など), 個数詞の 13（23，43，63 など）．

─ ikini, 三様の，三種類の． ─ káni an: ítsibu, ísu, kakukáni, 三種類のお金：ítsibu,

ísu, kakukáni.

─ korò. （動）～と呼ばれている．（副）とても，はなはだ． Tryékoro pírika, とても

良い，とてもすばらしい．

─ kúnkutu, 30 匹のクロテン．

─ pisʼ. （数）3人，3つ，個数詞の 3．

─ snyeváno, 個数詞の 600．

─ khójnu ikásʼma tryekúnkutu, 33 匹のクロテン．

7610 Tryeaussi. （地 Shm.）dʼ Estaing 湾にある岬．

Tryebùn (tryepùn). Atùj katà ─, 海を行く（（同）atuj katà omàn）．

─ mósiri. （名）サハリン島．

─ mósiri útara. （名）サハリンのアイヌ（他のアイヌは彼らをこう呼ぶ）．
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Tryevye. Pt. 曲げる．

Tryégyekoro. （名）男性の名．

Tryejatomarti. （地）Gl. Triatomári とも言う； ⇒ Riatomári.

Tryejyè. （副）こっそり，這って．

Tryejkoro oka. （地 Shm.）dʼ Estaing 湾にある入江

Tryékye. （複数）． tryekh から．

─ pírika (ájnu), 顔の幅いっぱいの大量のあごひげをもつ．

Tryéki（（発音）tryéki, ryéki および téki）. （複数）tryekh⽛手⽜から；手（複数）（人間

や イナウの）． 1．トドや熊の前足（複数）． 2．根毛（根の），細い根．

7620 Tryékoro, （発音）tryékoro および ryékoro. （動）～と呼ばれている，名前をもっている．

（副）とても，はなはだ． ─ okàj, とてもたくさん．

─ pirika, とても良い，とても良く

─ kháu turà tsis (tsishʼ), 号泣する，大声で泣く．

Tryekutorosáu, （発音）tryekutorosáu および tekutorosáu. （動）荒い息づかいをする

（走った後で）．

Trekutúmbye (tryekutúmpye), （発音）tryekutúmbye, ryekutumbye および tekutúmbye.

（名）襟巻き，アイヌの女性の革製の首飾り．

─ korò, 襟巻きで包む，襟巻きをする．

Tryekùf, （発音）tryekuf, ryekùf および tekùf. （名）首，細くくびれた部分（植物の）．

Sas ─, コンブの細くくびれた部分．

ʼ ─ puj. （名）咽頭．

Tryékutsi. （名）のど．

Tryek. Kr. ひげ（顎と頬の）．

7630 Tryenni. Pt. 静かな．

Tryenʼ. （動）沈む，水中深く水につかっている． Pyensaj ─, tsisʼ ─. ─ Tryénʼchi-

ki siróma an, gokiru-kiru isyam, 水に深く沈んでいると，心配ない，揺れない．

Ajnu ─, 人が溺れた；ni ─, 木が沈んだ．

Tryénʼka, （発音）tryénʼka および ryenʼka. （形）賛成している，満足している．（副）

よろしい，調子よく．
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Tryenʼkájne. （副）望みどおりに，うれしいことに，無事に．（形） ⇒ tryénʼka.

─ Ekh tryenʼkájneane nukara, うれしいことにお前が現れて，私はお前に会えてい

る． Chyekh tryenʼkájne poróno an, 幸いにも魚がとても多い； （同）kyeráj-kusu.

Tryénʼnino. （副）静かに，慎重に． ─ ámpa, 慎重に運ぶ．

Tryepánki. （名）男性の名．

Tryepuf. （名）肝臓．（同）khuj.

Tryéra. （名）風． Tryera rùj, 風が強い．（動）値段を掛け合う，買う，交換する（商

品と）Snye khojnu ku tryéra, 私はクロテン（と交換）で買った． Na gam ku tryéra,

まだ値段を掛け合っていない．

Tryéskye(i), （発音）tryéskye および ryéskye. （動）育てる（子供を），飼育する（犬を）．

（形）手の．

─ ájnu, 養育された人，育った人． Tobuchi ─, トブチ（Tobuchi, Тобучи）で育った

人．

7640 ─ kotàn, （何かを）育てた村，故郷．

Tryesómpanu. （名）三角形，三角の．

─ ni. （名）木製の三角形(21)（大工の）．

Tryéukye, （発音）tryéukye および ryéukye. （形）曲がった（木について，しかし人につ

いてではない），曲がった（ナイフ）．

─ ni, 曲がった木．（名）くびき．

Tryéupun. （名）地吹雪 ─ chásʼte-tryéra an, 強くない地吹雪のときに風が吹く．

Tryéusi, （発音）tryéusi および ryéusi. （動）休息する（疲れて），泊まる． Sirútsisʼ

tryéusi, クスナイ・マヌヤ分水嶺で泊まる．

Tryekh, （発音）tryekh, ryekh および tekh. （名）あごひげ． Kurásno tryekh, あごひ

げが黒い人＝（─ ajnu）. Khúmpye tryekh, 鯨の髭；1．根のひげ根． 2．手； ⇒

tryekye, tryeki, 手；日本語で tye.

Trià, （発音）tria および ria. （動）一年を暮らす，一年を過ごす，冬を越す．（形）一

歳の（子熊）． Pa enʼko trià, 半年暮らす．

Tribis. （地 Shm.）クタウジ（Ktauzi, Ктаузи）の南方にある岬．

7650 Trivà, （発音）trivà（および tyvà）. （動）乾く（腫れ物について），少し治る（傷，潰瘍

について）． Nagam ─, まだ乾いていない（潰瘍が）．
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Triyè. （動）～から毛皮を剥ぐ，剥ぐ（毛皮を）． Syetà ─, iso ─.

Triiva. Kr. Lang. Kam. 高い． Pal. 高さ；高く．

Trikìn, （発音）trikìn および rikìn. （副）上方へ，上に．（動）上方に上がる，飛び立

つ，よじ登る，登る． Nuburika eni ─. Nuburi kata ─ ki.

─ ki. （動）上へ置く（下にあるものを）．

Trikóma（（発音）trikóma および rikóma）. （名）月（30 日）．（同）chuf.

Trikónka. （動）揉む，（揉んで）柔らかくする．

Trikúj-syekh. （名）寝台，長椅子，椅子． Trikuj syekh kata gókhkye, 寝台に横たわって

いる（あるいは椅子に）； ⇒ síri kata gókhkye.

Trikùn. （名）ジャコウジカ．（形）（（発音）trikùn および rikùn），上の． ─ tsyápusʼ,

上唇．

─ kamùj nokh, ジャコウ嚢．

7660 Trimónkye（（発音）trimónkye, rimónkye および tymónkye）. （動）少し火傷する（指を）．

（名）火傷．

Trímpio（（発音）trimpio, rimpio）. 淋病，淋疾．

Trirà. （地）カルサコフ（Karsakov, Карсаков）の西方 35 露里にある川およびアイヌと

日本人の混住の村．

Trisyè, （発音）trisyè および risyè. （動）開ける（小箱を），脱ぐ（頭から帽子を），取り

出す．

Trísʼpa. （動）引き抜く． Numà─, 毛を引き抜く，むしり取る； （発音）： trísʼpa お

よび rísʼpa.

Trityénno. （形）しなやかな，柔らかい． ─ájnu, 身体の柔軟な人（そのため格闘で相

手を投げ倒す）．

─ konkon, 柔らかい綿毛．

Trityénchye. （名）カワメンタイに似た細い魚．

Trítchi, （発音）trítchi, ritchi および tytchi. （名）腱，筋．

Tríuka, （発音）tríuka, riuka. （名）（小川に架かる）橋，（木製の）歩道，（板でできた）

小道

Trishʼ, （発音）trishʼ rishʼ および tyshʼ, tysʼ. （名）腱，筋． Kyemotrishʼ, 血管．
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7670 Tro. （地）ギリヤーク語の単語Dorò の誤謬．

─ Gilyáki. （地）ロシア語の Gilyaki とギリヤーク語の Dorò の誤謬から誤って作られ

た単語； ⇒ Dorò およびGilyamì. シュレンク（Shryenk, Шренк）によると，Tro

の意味は：海．

Tróko, （発音）tróko および tóko. （名）樹脂，木のやに，琥珀． ─numàkh, 琥珀のボ

タン．

Trom （名）禿，脱毛箇所．．

─ korò, trónkoro とも言う，（発音）trónkoro および rónkoro. （形）禿の，禿頭の，脱

毛箇所のある（─ ajnu, makhnyekù, khyekátstsi）．

Trókhsye, （発音）trókhsye および rókhsye. （名）リス．

─ otchara tónokhpye, リスの尻尾でできた襟巻き．

Tru, （発音）tru および ru. （名）道，道路，毛，髪の毛； ⇒ saba-trù.

─ vyèn, 悪路．

─ ichakasʼno ajnu, 道案内人，先導者．

7680 ─ kara, 道を敷く．

─ nósʼpa. Pt. 足跡を追う．

─ pyésʼpoko. 道の雨溝．

Truatoka. （地）Br.(22) ⇒ Truotaga.

Trúbbusʼ, （発音）trúbbusʼ, rubbusʼ および túbbusʼ. （形）冷たい． Vakka ─.

─ karà. （動）（スープ，茶を）冷ます．

Truvye, ⇒ truyè； （発音）truvyè, ruvyè および tuvyè.

Trúgye-karì-jyè. （名）正しい，正確な語： （反）oyákinye-jye. （動）正確に，上手く話

す（たとえば，通訳の際）．

Truyè, あるいは truvyè. （形）太い（木，棒について，板についてではなく）；（発音）

truyè, ruyè.

─ kinà. （名）ゴボウ．

─ korokonni, あるいは korokotuj, アイヌの紡錘の装飾； ⇒ anye-korokonni.

─ múmpye, 親指，ミトンの親指が入る部分； ⇒ matúmyeri

7690 Trújno. （副）強く． Kvani chipo trujno (trujnu), 私は強く漕ぐ．

Trukúmpa. （動）小分けにする（皮を剥がれた熊を）．
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Trukùm, （発音）trukùm, rukùmおよびmukùm. （名）部分（何かの），小片，粒子．

─ tujyè, 一切れ切り取る．

Trúnnu. （形）塩辛い，喉の渇きを引き起こす． ─ vakka, ─ chyeb, 塩水，塩魚．

Truótaga. （地）カルサコフ（Karsakov, Карсаков）の西方 28 露里にある川およびアイヌ

と日本人の混住の村．

Trúra, （発音）trúra および rúra. （動）もとの場所へ持っていく，返す，連れ戻す，持っ

てくる，返す（与えられたものを），流刑に処する（徒刑囚として）． An tishyè e ne

trúra, 百姓家に返された．（持っていかれた）． Tan tishye ta trúra, この家に持っ

てくる（持ってきた）．

Trúrye, （発音）trúrye および rúrye. （動）解ける，暖める，暖かくする． Tekh─, 手

を暖める．

Trurichánno（（発音）turichánno）. （形）味がまろやかな，美味しい，快い． ─ támba-

ku, 旨い煙草（悪くない）．

Trurumirò, （発音）trurumirò および rurumirò. （名）燐光を発すること．（動）燐光

を発する． Sisʼpo-vakhka （あるいは atuj-vakhka）trurumirò, 海水の燐光．

7700 Trusà, （発音）trusà, rusà および tusà. （名）毛皮； ⇒ rusà；袖． ⇒ tusà.

Trusùj, （発音）trusuj, rusuj および tusùj. （動）欲する，望む．

Trusʼ. （名）毛皮（trusà の省略形）．

Trúsʼka, 軟音化されたものが irúsʼka.(23) （動）怒る，腹を立てる． Nyer-ampye kha-

man trusʼkava kajki, ipye eramyechan-an ampye temana? 私は少しも怒っていない

が，食欲がないのにどうして食べられようか？

Trúfnye. （形）大きい，大粒の（tamà）．

─ ájnu, のっぽ（背が高い）．

Truf. （名）川の氷． Naj truf khyemakà, 川の氷が解けた． Naj emújki truf, 川がす

べて氷に覆われた．

─ itánʼki, pínʼtoro-itánʼki⽛脚つきのワイングラス⽜の間違い．

Truyámbye(truyámpye), （発音）truyámbye, ruyámbye および tuyámbye. （名）吹雪，

雪嵐． ─ asʼ, 吹雪いている，雪嵐が起こった． ─ k─ asinʼ.
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Tu. （数）2．（名）髪の毛； ⇒ tru および saba-tru. Brot. ináu-tu, イナウ（inau,
инау）の頭部の削りかけ． Mos. tu および tû, 個数詞の 2．Tû, 山の階段
（Bergtreppe），山の斜面（Berghänge）． Lapyer. 個数詞の 2．

─ gòkh, 個数詞の 40．
7710 ─ gokhnye, 個数詞の 40． Tugokhnye vajvango, 個数詞の 80000．

─ gots. Mos. 個数詞の 40．
─ ikásʼma vámpye (snye gòkh), 個数詞の 12（22）．
─ ikini. （形）二様の，二種類の．
─ kúnkutu, 20 匹のクロテン．
─ snyeváno. （数）個数詞の 400．Asísʼnyego-ikásʼma-tusnyevano-vajvangò, 個数詞の
1000000．

─ shíuj. Mos. 2 度．
Tuampyè. Kr. Lang. Kam. 個数詞の 20．
Tuánotnye uampye. Kr. 個数詞の 2000．
Tuánuampye. Kr. 個数詞の 200．
Tuápu. （名）ウサギ．

7720 Túara. （形）温かい，熱くない（お茶，スープ）．
Tu-asshnye uampye teshʼ-go. Lapyer. 個数詞の 100．
Tûbye あるいは tûpye. Mos. 個数詞の 2．
Tubyeshanbye. Mos. 個数詞の 8．
Tubyeshanbye ikashima vanbye. Mos. 個数詞の 18．
Tubyeshanye gots. Mos. 個数詞の 160．
Tubyeshan. Mos. 個数詞の 8（この数は明らかに tubye⽛2⽜と shan⽛出る，去る⽜─す
なわち⽛10 から出る⽜からできている）．

─ ikashima vanbye(vanbi). Mos. 個数詞の 18．
Tubyeshi. Mos. 個数詞の 8（tubyeshan の省略形）．
Tubikassma. Lapyer. 個数詞の 12．

7730 Tubirakka-biuka. Mos. 川によって潤されている平野．
Tubisanuampye. Kr. 個数詞の 80．
Tubisshampye. Lapyer. 個数詞の 8．
Tubìs. Kr. Lang. Kam. 個数詞の 8．
Tubishambi. Lang. S. Sakh. Kl. Sakh. Balʼb. Mat. Dav. 個数詞の 8．
─ igashima vambi. Dav. 個数詞の 18．
─ igashima khots. Dav. 個数詞の 28．
Tubi shampi kassma. Lapyer. 個数詞の 18．
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Tubishanbi. Mos. 個数詞の 8．

Tubishanbi ikashima vanbye (vanbi). Mos. 個数詞の 18．

Tubishano. Mos. Pf. によると，tubishanno の代わり（⇒ yuvano）．

─ gots. Mos. 個数詞の 160． ─ khots. Dav. 個数詞の 160．

Tubu. （地 Shm.） ⇒ Tubut.

Túbusi. （地）クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 147 露里にあるアイヌと日本人の混

住の村．

Tubut. （地）クスナイの南方 67 露里にあるアイヌと日本人の混住の村．

Tuvámpye. （名）熊の穴（冬眠用の）．

Túvara. （動）冷ます（お茶，スープを）（同）myemàn および rúbbusʼ-karà. （形）温か

い，冷めた． Pt. 冷める．

7740 Tuvariga. Dav. 風邪をひかせる；Pf. によると，tuvaru-ka⽛濡らす⽜にちがいない，tuvaru,

⽛湿った⽜から．

Tuvaru. Mos. 湿った，湿気を含んだ．

Túvye, ⇒ truvyè および truyè

─ múmpye. （名）親指．

─ póni, 大きい（あるいは二本の骨のうち太いほう，たとえば，脛の骨）骨； ⇒

anye-póni.

─ ni. Pt. 棍棒．

─ rurgì, あるいは sianʼ trúvye rurù. （名）川の本流の下流．

Túvsye. （動）転げ落ちる（犬ぞりから），跳ぶ，飛び降りる； ⇒ káskye-pyéka-túvsye,

跳ぶ，追い越す．

─ ka. （動）はじき落とす（たとえば，中指で机から穀粒を），（舟を）転覆させる．（同）

kirù. Tryera túvsyeka（あるいは kirù）．（舟を）風がひっくり返した．

Túvso. （地）マヌヤ（Manuya, Мануя）の北方 9 露 里にあるチカペロフナイ

（Chikapyerokhnaj, Чикаперохнай）の近くの山； マクン・コタン（Makun-kotan,

Макун-котан）の近くの小道のある円錐形の山．

─ puj. （名）絶壁の裂け目．

Túvtsiri, あるいは túvchiri. （名）真っ黒なホンケワタガモ．

Tugapkani. Dav. 針金；おそらく針金でできた tunkani(24)．
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Tugyekaryejyè, ⇒ trugye-kari-jye.
7750 Tugoj-sirù. Gl. 大槌； （粗）togù-sirù.

Tuguj shíòmoniva. Dav. 敵； ⇒ tokoj-somo-nye-va.
Tuyè, ⇒ truyè. ─ múmpye, ⇒ truyè-múmpye. ─ poni および tuyè-rurgì； ⇒
túvye-poni および túvye-rurgì.

Tuj. （名）砥石； （珍）Lang. S. Sakh. Kl. Sakh. Balʼb. Mat. Mos. 土地．（地）カル
サコフ（Karsakov, Карсаков）の西方 13 露里にある川（おそらく Kyekyè の支流）．
（形）強い； ⇒ truye, ruj. ─Tui. Dav. （ちょっと）裂く，（刃物で勢いよく）切
る． Tuj. Dav. 土地． Mos. 引き裂く，切る，折り取る，切り取られている，止
める，通り過ぎる，通る，遠ざけられている； tûe とも言う

─ khyésyeva, 深呼吸しろ．
Tujba. Mos. 切る，切り取る，分ける．
Tuibi. Dav. ぬか，ふすま（Nem. Dav. tujba）； Pf. によると，tujba は，分ける，お
そらく⽛篩（ふるい）にかける⽜をも意味する．

Tûjvano. Mos. 遠くに．
Tujyè. （動）二つに分ける，半分に分ける． 1．切り倒す（木を）． 2．切断する（縄を）．
3．切る（手を），切り分ける． 4．切り落とす．

Tujkántara. （副）仰向けに，顔を上に向けて． ─ khátsirye, 仰向けに転ぶ， ─ mo-
korò, 仰向けに横たわる（眠る）（背中を下にして）．

Tújma. （副）遠くに．（形）遠い． Mos. （tûjma とも言う），遠い．
─ kánye. （副）かなり遠く，あまり遠くなく． ─ Pov.(25) もっと遠くへ！ ─ kánye
ku núkara, 私は遠くから見た．

7760 ─ no. （副）遠くに．
─ rútsisʼ, 長い道程； ⇒ khánkye rútsisʼ.
─ ta. （副）遠くに．
Tújno. （副）長く，遠く．
─ pókhte, 長い時間沸かす； 十分に沸かされた．
─ siráye, 少し動く，脇に寄る．
Tújnu. （名）胃．（同）pisyè.
─ syetà, 妊娠した雌犬； ⇒ pisyè-syetà.
Tújoma, ⇒ tújpoma.
Túipye. Kr. アイサ属の鳥（複数）．
Tújpoma, あるいは tújoma. （名）（アイヌの）ポケット代わりの左脇にあるアザラシ
の毛皮製の小さい袋．
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7770 Tújta. （副）太古に，遠い昔に．（同）uchásʼkoma.

Tuitaku. Mos. 伝説，言い伝え．

Tujtyeku. Mos. 引き裂かれている，切り取る，ちぎり取る．

Tuitikf. Dav. ちぎり取る． Mos. 引き裂かれている，折り取られている．

Tuituj. Dav. 振るい落とす．

Tuitui. Dav. 1．振るう． 2．篩（ふるい）にかける． Mos. 振るい落とす，篩にかけ

る．

Tujtujyè. （動）振ってこぼす（煙管から灰を），払う（衣服から埃，ごみを）．

Tújte. （動）（弓の弦が）切れる，ちぎれる，（ボタンが）落ちる． Abu─, 氷がひび割

れる． Syeta ─, （走行中に犬ぞりから）犬が離れる． Khyekyem ani tújte, （縄が）

張りすぎて切れる．

Tújchipo. （名）男性の名．

Tujshama. Mos. 房飾り，傍；すぐ傍にある．

Tujshamakye. Mos. 傍；傍，すぐ傍にある．

7780 Tujshamata. Mos. このことに関して．

Tujshamu. Mos. 傍；傍，すぐ傍にある．

Tukàn. （動）射る，打つ（弓を，鉄砲を）． Mos. 的，標的；当たる，的に当たる．

─ asʼkàj ájnu, 射撃の名手．

Tukan-gunip. Mos. 的，標的．

Túkara. （名）生後一年のワモンアザラシ（アザラシ）， pákuj の一種．

Tukaryejki あるいは tukyeryejki. （地 Shm.）ストゥカンビス（Stukambis, Стукамбисъ）

岬の南方にある崖（岬）．

Tukaryeuki. （地）チカペロフナイ（Chikapyerokhnaj, Чикаперохнай）の北方にある岬

（崖）．

Tukari. Lang. S. Sakh. Kl. Sakh. アザラシ． Dav. ─ Mos. アザラシ．

Tû-kari. Mos. 遠くにある，引き離されている．

Tukarikye. Mos. 遠方にある，引き離されている．

7790 Tukári-kyetà, たどり着かずに．（同）tukákhta および sisʼtu-kákhta.
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Tukákhta. たどり着けずに，たどり着かないで． Kotan tukákhta payàn te khosibi an,

村にたどり着けずに戻った（payan-te⽛旅のときに⽜，訳に加えると重複表現となるだ

ろう）．

Tukyejs. （地 Shm.）オコ（Oko, Око）とトコンボ（Tokombo, Токомбо）の間にある川．

Túki. （名）sáki を飲むための大きな盃，ワイングラス． Mos. tûki， 脚つき杯． ─ Pt.

呑み込む．

Tukíno. （名）肩に担ぐための革紐のついた板（煉瓦石積職人が持っているような）．

（同）sikyè-ni.

Túkisʼ. （名）saki を飲むための杯．

Tukka. Mos. （ツ゚ツカ），魚の名．

Tukku. Mos. （ツ゚ツク），全快する．

Tukotàn. （地）クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 92 露里にあるアイヌと日本人の混

住の村．

─ núburi. （地）トゥコタン（Tukotan, Тукотан）から 5露里の西山脈にある山（ベル

ニゼト（Byernizyet, Бернизет）の地図上で）．

7800 Tukoshish. Lapyer. サーモン．

Tuku. Mos. 引っ張って伸ばす，引き伸ばす，ほどく．

Tukunaj. Mos. 褒美あるいは償いを受ける；日本語の tsukunaj⽛償い⽜から．

Tukunba. Dav. 秋．

Tukunu. Mos. まっすぐな；まっすぐである．

Tukúsi. （名）殺す前に熊をつなぐ柱． ─ ináu とも言う． ─okhtà mujyè, tukúsi（柱に）

つなぐ．

Túkusisʼ. （名）テンチ（魚）．

─ tómbi tombò, テンチの白い斑点．

─ chámusʼ, 背骨を取って干したテンチ．

Tukusnaj. （地 Shm.）オタッス（Otassu, Отассу）の南方にある小川．

7810 Tumama. Mos. 壁，塀．

Tumamuおよび tûmamu. Mos. 川．

Tumàm. （名）脊柱． Núburi ─, 山脈，腰．

─ póni, 仙骨．

Tumàn. （名）アイヌの煙管の木製の羅宇（らお）， kísyeri-tumàn とも言う； ⇒ otù

および saba；壁（建物の）． Tishyè ─, 家の壁．

Túmbu. （名）部屋． ─ onnájkita, あるいは túmbu ónnaj, 部屋の内部で．
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Túmburi (túmpuri). （名）日本の風呂，風呂．

─ tishyè, ロシアの蒸し風呂．

Tumi. Mos. 褒美； ⇒ tomi, 報酬，富（日本語の tomi⽛富んだ⽜から）；賃金，報酬

を受け取る．

─ kamoj. Mos. 宝物あるいは富．

7820 ─ kamuj. Pal. 銀．

Tumisampye. Pal. 個数詞の 8．

Tummakàj. （地）クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 53 露里にある小川．

Tummonajpu. （地 Shm.）シラロロ（Siraroro, Сирароро）の南方にある川およびアイヌ

の村．

Tumototuon. Mos. マグロ（魚）．

Túmu. Mos. 色，形状．

Tumù. （動）（手あるいは紡錘で，糸あるいは縄を）綯う．

Tumukye. Mos. 真ん中．

Tumunaj. （地）クスナイの南方 199 露里にある小川．

Tumuuen. Mos. 病気．

7830 Tumushi. Mos. （ツ゚ムシ），鎖，小さい鎖．

Tum, あるいは tun, 色． Tétara ─, 白色．

Tunà. （名）アザラシやトドを獲るためのアイヌの長い槍（kitè と呼ばれる継ぎ足しのつ

いた）．（同）okh.

Tunaj. （地）アイヌと日本人の混住の村，Máuka あるいはEntrumgomo とも呼ばれる，

クスナイの南方 107 露里にある． Mos. 腹に波状の模様のある鯨の名．（地 Shm.）

クタウジ（Ktauzi, Ктаузи）の南方にある岬．

Tunajchà. （地）マヌヤ（Manuya, Мануя）の南方 131 露里にあるアイヌと日本人の混住

の村．

Tunakàj. （名）鹿． Dav. tunakai，鹿． Mos. 鹿に似た動物の名(26)．

─ rusʼ imì, 鹿の毛皮製の衣服．

Túnasʼ. （副）すぐに，速く．

─ kánye, 省略形は tunasʼkànʼ, もっと早く！ もう少し早く！ ─ kánye ekh kánye!

もう少し早く戻れ！
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Tunashi. Kl. Sakh. 速い． Dav. すぐに，まもなく． Mos. 早く，時期尚早に．すぐ

に．

Tunashi amamu. Mos. 蕎麦．

Tunashino. Dav. 素早く． Mos. 早く，早すぎた，すぐに．

7840 Tunash-tunash. Dav. もっと早く． Mos. かなり早く，かなりすぐに．

Tundzi. Dav. 通訳する，翻訳する．

Tundshi. Mos. 通詞（日本語の tsûzi から），通訳者．

Tuni. Dav. 両方． Tu-ni. Mos. 二人の人，二人の．

Túnka, ─ sabà とも言う，頭骨．

Tunkáni. （名）宝石入りの指輪．

Tunnaj. Dav. 航路．

Tunnajcha. （地 Shm.）⇒ Tunajcha.

Tunnaks. （地）Byelk. クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 94 露里にある小川．

Tunnashi. Mos. 早い；あらかじめ，すぐに，まもなく．

Tunnashino. Mos. 早く，あらかじめ，すぐに（副詞）．

Túnni. （名）樫．

Túntu. （名）書かれたもの（銘）． Ítchiri ─, 柱に書かれた銘． Chuf-pákarye-túntu,

日時計．

Túntumi. （名）太鼓．

7850 Túnusichan. （地）タコイ（Takoj, Такой）の近くのチュフチェプナイ（Chukhchyepunaj,

Чухчепунай）川の上流にあるアイヌの村．

Túnchi, あるいは túndzhi. （動）（裁判によって）裁く，判断する．（名）通訳．

─ karà. （動）通訳する，翻訳する（外国語から）．

Tun, あるいは tum. （名）色，本来の意味ではなく：しるし，特徴． Nan tun karà, 額

にしわをよせる，不満そうな顔つきをする．

Tûpye. Mos. 個数詞の 2（⇒ bye）．

Tu-Pyekyéri. （地）マヌヤ（Manuya, Мануя）の南方 13 露里にある二つの小川Pyekyéri；

⇒ Ikúsʼvang-Pyekyéri およびKhankivam-Pyekyéri.

Tupyesaj, tupyesámpye の省略形． ─ snyeváno, 個数詞の 1600．

Tupyesámpye. （数）8．

Tupyesángo, 個数詞の 160．

Túpyesʼ. （数）8（南サハリンの人々の間で）；日本語の表現．
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Túpisʼ. （数）2，2人（2つ）
7860 Tupish. Brot. 個数詞の 9．

Tupnibigi pirika. Dav. 月が輝いている．
Tuppo. Mos. （ツ゚ツポ），カレイ（chyebak-foksin）に似た魚の名．
Tuppu. Mos. 個数詞の 2．
─ ikashima vanbye (vanbi). Mos. 個数詞の 12．
─ ikashima gots. Mos. 個数詞の 22．
Tuppf あるいは tupp. Mos. 個数詞の 2（⇒ p）． Tupp ikashima vanbye. Mos. 個
数詞の 12． ─ ikashima gots. Mos. 個数詞の 22．

Tupu-anua niva ambi? Dav. 二つのうちどちら？
─ igashima vambi. Dav. 個数詞の 12．
─ igashima vambi prikhots. Dav. 個数詞の 52．
─ igashima nrikhots. Dav. ─ igashima khots, 個数詞の 22．
─ ikashima vambi. Lang. S. Sakh. 個数詞の 12．
Tupf. Mos. 個数詞の 2（⇒ p）．
Tupshi. Dav. （痰，唾を）吐く； ⇒ tobisi-kye および tobasye.
Tup. Lang. S. Sakh. Kl. Sakh. Balʼb. Mat. 個数詞の 2． Dav. Mos. 個数詞の 2（tupp
とも言う）． Tupʼ. Pal. 個数詞の 2．

Turà. （前）～と，～といっしょに． Mos. 隣に（日本語の tsura から），いっしょに，連
れだって，；群れで暮らすノガモ．

7870 Turamus-ájnu. （名）男性の名．
Turanni. Dav. 怠惰． Mos. 不活発な，怠惰な（torannye とも言う）． ─guru. Dav.
怠惰な．

Turano. Mos. いっしょに，共同して．
Turashi. Mos. （ツ゚ラシ），追い越す，またぐ．
Turashino. Mos. 追い越す，またぐ．
Turyèj. （地）マヌヤ（Manuya, Мануя）の南方 72 露里にあるアイヌと日本人の混住の
村．

Turyèn. Kamuj ─, 神々を信仰する．
Turyepánkye. （名）男性の名．
Turyepye-kójna. （名）大きいシギ．
Turyeptatsiri. Mos. シギの一種の名，岸のシギ(27)

7880 Turyèp. （名）ベリー． Mos. ユリ属．
─ kyem. （名）赤いベリー（実）の果汁（染色用）．
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Turyéskye. （名）（頭にある唯一の）編まれた髪の房．

Turyèsʼ. （名）妹．

Turyekhkannussye. （地 Shm.）dʼEstaing 湾にある岬．

Turyesh. Mos. 妹（ツ゚レシ）．

─ po. Mos. 妹． Ku turyesh-po, 私の妹．

Túri, ⇒ trurichanno および ruri. （名）好み；好みで．

（複合語の中で）． 1．竿．2．（干すために吊るされた）ニシン竿． Van ─, ニシンを吊

るした 10 本の竿． Dav. Mos. 棒，竿．

─ síu, 酸っぱい．

─ yúkhkye, 強い（sáki）．

7890 Turì. （動）（二つ折りにされたものを）広げる；rusà─ 毛皮を広げる，（足を）伸ばす，

（束ねられた縄を）引っ張って伸ばす． Mos. 引いて伸ばす，引っ張って伸ばす，ぴ

んと張る．

Turia. Pal. 覆い隠せ，隠す．

Turiku. Mos. 伸ばす，引っ張って伸ばす（⇒ ku），広げる．

Turipf. Dav. ベリー（複数）． Mos. ユリの一種．

Turish. Kl. Sakh. 妹． Dav. 末の妹． Mos. 妹（turyesh とも言う）．

Turiya. Mos. 鳥の名

Turù. （名）敷居；apà-turù とも言う；もえがら（煙管の雁首の中の，あるいは釜の中の）．

Turukyesi. Mos. しみ，発疹．

Turùkh. （動）汚す，（着物を）汚す．

Tur. （副）後ろへ，逆方向へ． Kr. 岸壁．（動）いなくなる． ─ ájnu, 人がいなく

なった． Arákhnye tur-ájnu, すっかり姿を消した，見つからなかった，行方知れず

になった（逃亡した者について）．

─ áryegi. （動）戻って来る． Monásʼna tur áryegi nyenangò, （彼は）たぶんすぐに戻っ

て来るだろう．

Tusà. （名）袖（衣服の）； ⇒ trusà. Pt. マットレス．

─ gà. （複数） tusa⽛袖⽜から．

7900 ─ gà etokh, あるいは ─gà euspyè（tusà etòkh euspyè とも言う） 袖口（単数），袖口（複

数）．

Tussyeka. Mos. （ツ゚ツセカ），（箒で）掃く，掃除する．

Tussyeona. （地 Shm.）オロケス（Orokyès, Орокèсъ）川の南方にある岬．
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Tussochara. （地 Shm.）ヴェンドヴェッサン（Vyendvyessan, Вендвессан）の南方にある

岬．

Tussu. （地 Shm.）チカペロフナイ（Chikapyerokhnaj, Чикаперохнай）の北方にある岬；

近くにラルペッシスコ（Rarupyessisko, Рарупессиско）山およびトゥカレウキ

（Tukaryeuki, Тукареуки）岸壁がある．

Tusténta. （名）ヒドロクラゲ，ヘビクビガメ．

Tusù. （動）シャーマニズムの儀式を行う．

─ ájnu. （名）シャーマン． Nucha tusù-ájnu, ロシアの司祭．

─ ájnu kamùj, シャーマンの神，シャーマンたちの神； ⇒ kosúmpu.

─ ináu（あるいは tákusa, あるいは vyeryetákusa），シャーマンの inau．

─ kamùj, シャーマンに呼び出される神々．

7910 ─ kurù. （名）シャーマン．

Túsʼkuru. （名）滑り木（単数），滑り木（複数）． Síkyeni ─, 犬ぞりの滑り木（複数）．

Tutanno. Dav. すぐそばに． Mos. 近くに（副詞），そのすぐ後ろに．

Tutáno. （形）二番目の，次の．

─ a mómpye, 指輪をはめる指．

─ ikhtchì, 第二（真ん中の）指骨．（同）inósʼkiun-ikhtchì.

Tutanta. Mos. ～の列に（序数詞をつくるために使われる語），最も近い，次の列の．

Ryepp-tutanta, 三番目の．

Tutan. Mos. 最も近い，次の；近いこと；近くに，次の列に．

Tutúyekhka-kinà, 草（いやな臭いの）．

Tututtye. Mos. ノバト（ツ゚ツツテ）．

Tututs. Mos. （ツ゚ツ゚ツ），ノバト．

7920 Tuteani-asʼkororo. （名）手のひら（すくう形にした）．

Tuuva pusuri. Dav. ちくちく刺す．

Tuuma (tūŭmăh). Kl. Kam. 遠方の．

Tuupicha íkasmua. Kr. 個数詞の 12．

Túup. Kr. Lang. Kam. 個数詞の 2．

Tuupch ikamua. Lang. Kam. 個数詞の 12．

Tuuriuyè. Kr. マガモ属の水鳥（複数）；tuuryuyè とも言う，マガモ属の水鳥（複数）

（鳥）．

Túfnye, ⇒ trúfnye.

Túfte. （動）訂正する（書き損ねたものを）．（同）tran-néjno uryenkaryè.

143

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⒇（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)



144

北海学園大学学園論集 第 170 号 (2016 年 12 月)



Tuf. （動）育つ，大きくなる． Kinà ─, 草が育つ（borchovka(28)の丈が伸びる）．
Mun─とも言う； ⇒ sukùf. Ki tuf kusukarà, スゲ属の植物（カヤツリグサ科）
が育ち始める．

Tucha. Mos. 袖． ─ shak. Mos. 袖のない．
Tusha. Dav. 袖． Mos. 袖（tucha とも言う）．
─ shakf imi. Dav. 綿入れのキルティング上衣（歪曲された表現：袖なしの衣服）．

7930 Tushari. Dav. 放す．
Tushi. Mos. 綱，縄．
Tushi-koru. Mos. （ツ゚シコル），力，強さ．
Tushityeku. Mos. （ツ゚シテク），押し黙っている，黙っている．
─ no. Mos. 無言で，黙って．
─ no okaj. Mos. 長い時間押し黙っている，あるいは黙っている．
Tushiu. Mos. 予言する，呪文で魔法をかける，魔法にかける，魔法を使う．
─ guru. 呪術師，預言者，占い師．
Tushiuj. Mos. 二度（ツ゚シュイ）．
Tushiunikye. Mos. （ツ゚シュニケ）テンに似た動物の名，長い耳を持つ．

7940 Tushiushkye. （ツ゚シュシケ）． Mos. 震え，震える，身体が震える（とくに悪寒につい
て）；悪寒．

Tushʼ. Dav. 1．縄．2．綱，ロープ（⽛すべての縄が tushʼ と呼ばれている． Mos. tush,
縄，魚を獲る銛につけられた縄（ryeba-tush とも言う）．

Tushyu. Dav. 魔法．
─ guru. Dav. 魔法使い，妖術使い； ⇒ tusukuru.
Tushyui. Dav. この次に．
Tue. Mos. 切り取られている，止める，通り過ぎる，通過する，遠く離れている．
Tuya. （地）カルサコフ（Karsakov, Карсаков）の西方 23 露里にあるアイヌの村（パヴロ
フ（Pavlov, Павлов）．

Túyarakam. （名）横隔膜．
Ttskapf. Kl. Sakh. 鳥．
Ttsubyeksi. Stral. 個数詞の 8．
Ttsuppu. Stral. 個数詞の 2．
Ttsufottsu. Stral. 個数詞の 40．
Tshíònyu. Dav. 壊血病．

7950 Ty. （地 Shm.）シウ（Siu, Сiу）川のギリヤークの呼び名らしい．
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Tyj. （地）Byelk. クスナイ（Kusunaj, Кусунай）の南方 111 露里にあるアイヌと日本人

の混住の村，シュミット（Shmidt, Шмидт）ではTu.

Tymi. （地）Br. シウ（Siu, Сiу）川上流のギリヤークの村． Gl. トモ（Tomò, Томò）

川．

Týyuan. Kr. 年．

Te. （副）～のときに，～にわたって，～の間じゅう． Sirokúni te, 黄昏に，黄昏時に．

Mos. 手（tye kye とも言う）；個数詞の 3；尊敬動詞（Ehrenzeitwort）としても使われ

る能動動詞（verbum transitivum）をつくる音節；この場合 te は方言で ti, dye および

di の音節に取って代わられる．助動詞 an をともなう構文では，te はその後に置かれ

る；時には小詞 rye によって取って代わられる（方言では ri および ru も）． Ajno

kotan nukante kushiu, tan tono omanante, アイヌの土地を見てから，この長は移住を

した． Chip riiva tavan byenakyeta isitante, 陽が高いときに，お前はその川の表面を

開け． ─ Lapyer. 前膊．

Te(ye)byera. Lapyer. 風．

Te(ye)byeruga. Lapyer. 冬あるいは雪の時期．

Teva. （副）ここに．

─ orova. （副）ここから，このことから．

─ pákhno. （副）ここまで，今日まで．

7960 Tevánku. （代）この，まさにこの．（同）támbye, 対義語は taránku（たとえば，近くや

遠くに座っている者について）．

Tevanu. Mos. しばらく；目の前にある，ここにいる（副詞として）；tevano とも言う．

Tega. Lapyer. 手，手首．

Te(ye)gye. Lapyer. ひげ（顎と頬の）．

Tegi. Dav. 手の骨． Tegi. Mos. 手（複数）．

Tegu. Mos. ⇒ teku.

Téguru. （名）肋骨． ─ póni, 肋骨．

Teda. Mos. ここに，目の前にある（形容詞の意味で）；tyeta とも言う．

─ an. Mos. ここにある． Teda an utarye. Mos. この人々（字義通りは：ここにい

る人々）．
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Tedari. Mos. 白い；tedaru とも言う．

Tei. Mos. 湿った．

7970 Teiguru. Mos. 森（tei⽛湿った⽜から）．

Téjnye, あるいは ténye. （名）水溜り，沼．（動）腐敗する． ─ chyekh，腐った魚（悪

臭を放ち，ぶよぶよでウジがわいた）．

Teinye. Mos. 湿っぽい，湿気を含んだ，湿った；湿気；湿っている，湿る．

─ bokina-shiri. Mos. 仏教徒の地獄，字義通りは：湿った下の地．

─ kashiu. Mos. まったく（本当に，とても）湿った； ⇒ kashiu, 湿ってから，湿っ

た状態で．

─ kashiu-u. Mos. これは湿っている（湿っぽい）： ⇒ u.

─ toj. Mos. 沼，水溜り（字義通りは，湿っぽい土地），ぬかるみ．

─ usi. Mos. 湿った，湿っぽい；湿っぽい場所．

Teirye. Mos. 待つ． Teirye an gushi tan. Mos. 私は待っていた，あるいは，待たな

ければならなかった．

Tekákhkuf-póni. （名）carpi（手首の）の骨．

7980 Tekákhkutsi. （名）手首（carpus）． ─ póni, 手首の骨（carpi）．

Tekye. Mos. 手（複数），手（単数）．

─ ani. Mos. 包帯をする，縛る（包帯をするために，手でつかむ），縛られている．

─ aya. Mos. 手の腱（筋）（アイヌ語の tekye および日本語の aya⽛筋⽜から）．

─ va. Mos. この手；手に関しては．

─ nye. Mos. 命令．

Téki, ⇒ tryéki, 手（複数），トドや熊の前足（複数）；省略形は tek. Tek-áni uf, 手の

ひらで受ける． ─Mos. 手（単数）（tyegi とも言う）．

─ attye. Mos. （テキアツテ），手を当てる，触る．

─ bop. Mos. 手のまめ．

─ kyéuna. （名）胸に乳房のある鯨（siryena）．

7990 ─ tujyè ájnu, 手を切られた人．

Tekímpisʼpo. （名）親指，人差指，中指の先端を合わせた形． ─ ani uf, つまむ．

Tekina. Mos. 大きな鯨の一種の名．

Tékipye. （動）力が抜ける（泳いでいるときに）．

Tekistuyè. （名）女性の名．
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Tekorumkani, あるいは tekorunkáni, あるいは tekorumkánye. （名）腕輪，ブレスレッ

ト．

─ korò májminye, 腕輪をつけた娘．

Teku. Mos. （tikf, tegu, tigu），動詞の語末でその動詞の中立的な（中間的な）意味を

表す小詞；しかし，この意味がもともと動詞に備わっている場合もあるし，基の単語

が不明の場合もあった．

Tekunbye. Mos. 皮の袋（手さげ）（字義通りは，手のもの． tekye-un-bye とも言う）

─ korubye. Mos. 大きな海のエビの一種．

Tek. Fyur. 手．

Téma. （名）ボート． Pyentsaj ─, 搭載ボート．

Témana, どのように～？ どのような～？

8000 ─ rye korò? どう呼ばれているか？ どんな名を持つか？ Támbye témana ryékoro

khyetányea? これはどう呼ばれているか？

Temanchà. （地）トモ（Tomo, Томо）（ロシア人の間ではトゥイミ（Tymʼ, Тымь）川沿

いの北サハリンで暮らすギリヤークの支族．

Temì, あるいは temʼ. （名）サージェン(29)．

Témpa-témpa. （動）触る，方々触ってみる（何かを探すために，ポケットの中あるいは自

分の身体のあちこちを）． Kyemot-rishʼ ─, 脈をとる．

Tem. Mos. サージェン（テム）； 触れる，方々触ってみる，触れて感じる．

─ tyem. Mos. （テムテム），触れる，方々触ってみる，触れて感じる．

Temʼ, あるいは temì. （名）サージェン（尋）（両手を広げた長さ）． Snye ─, tu ─, 一

尋，二尋．

Ténye, ⇒ téjnye. 腐ったもの． Ténye ni okhta an, 木々の中には腐ったところがあ

る．

─ pónye. （副）こっそり，そっと．（同）gáukyeno. Tenyepónye ákhkasʼ, ゆっくり

行く；（反）yúkhkyeno ákhkasʼ

Tenyénʼkoj. （名）長い頭巾．（同）syenʼkáki；日本語で khatsímaki.

Tényetara. （副）ゆっくりと． ─ sikárirye eà kusu àn, （時計の針が）ゆっくりと回る．
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8010 Ténikoro. （名）肘の関節（ある人々のところでは：上膊部─ brachium），前膊．
Tennyeyepónye. （副）ほんの少し，ちょっと． ─ númpa, ちょっと押す，圧する．
Ténturup-ajnu. （名）男性の名．
Tenʼkamà. （名）日本の急須．
Ténʼnino, ⇒ tryénʼnino.
Teoro. Mos. ここへ（⽛手⽜から），この場所で，ここで．
─ nâgan. Mos. 比べると，たとえば．
Teosnajbu. （地 Shm.）dʼEstaing 湾にある小川．
Tepà. （名）陰嚢を包むアイヌの前掛け(30)，（同）chókhkye, 帽子の折り返し（chókhkye
は同義語ではない(31)）．

─ kor. （形）折り返しのついた．
─ kor gákhka, アイヌの耳あてのついたキツネの毛皮の帽子．
Tepompye. Lapyer. 手および指の骨全体．
Teppo. Mos. 鉄砲（日本語の tyeppô から）． Tepo. Lapyer. 鉄砲．

8020 Térye. （動）（来る者を）待つ，待ち受ける，待ちおおせる．
Téryekye. （副）走って．（動）走る，駆ける． Mos. 跳ぶ，跳躍する（dyeryekye とも
言う）．

─ áni oman, 駆ける．
Terigi. Mos. 跳ぶ．
Te(ye)rnikapo. （地）マクン・コタン（Makun-kotan, Макун -котан）の北方にある岬．
Shm.

Tésye. （動）莚（むしろ）を編む；itésye とも言う．
Téta, 省略形は tet. （副）ここに，この場所で． Mos.（あるいは teda），目の前にある
（いる），ここに．

─ pákhnu, ここまで．
Tyetánistrama. （名）女性の名．
Tetánumosʼ. （形）（髪の毛が）白くなった，白髪の．
Tétara. （形）白い．
─ maj. （名）水晶体の濁り，そこひ，白内障．
─ nísoro, 晴れた空，晴れている．

8030 ─ pye. （名）イラクサで織った白い布，白いアイヌの上衣．
Te(ye)tarapye. Lapyer. 裾や襟が青い中国製の布地でできた縁取りによって飾られた，
ごわごわした生地のシャツの一種．
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Tetaru. Mos. 白い；tyedaru とも言う．
Tetásambye, あるいは tetásampye, あるいは sámbye-charà, 心臓に入る血管および心
臓から出る血管（大静脈および肺静脈，大動脈および肺動脈）．

Tetakh-chikàp. （名）ガチョウ． Pt. ハクチョウ．
Teunin. Mos. 緑の．
Te-un. Mos. まさにこの．その． ─ shisham, その人．
Téutoron-rubyésʼpo. （地）クスナイ・マヌヤ分水嶺（Sirútsisʼ）に発し，マヌヤ（Manuya,

Мануя）に流れる小川．
Tekh, ⇒ tryekh.
─ kyemà. （耳のあたりの）頬ひげの房（鬢）．
─ kyemà-póni, 側頭骨．
─ kyemà-tóki, 頬ひげと tekhkyemà の間の剃られた筋（幅 3リーニア(32)）

8040 ─ korò, ひげ（顎と頬の）のある；ひげ（顎と頬の）を生やした．
─ kupi, 省略形は tékhkup, あるいは─kuf. （名）羽，鳥の翼（複数）． ─ esuya-suyà,
羽ばたく．

─ púni, へらで口ひげを持ち上げる（飲酒の際に）．
─ sakh. （形）顎ひげのない．
Tékhpyea. （名）発砲．
─ gum, 銃声．（同）tom.
Tékhpo. （名）鉄砲．
Tékhtokam. （名）関節の間の指の柔らかい部分，thenar および hypothenar と同じ．
Téchi. （名）鉄；鉄の．
Teêra. Mos. 風；ryejra とも言う．

8050 Tyuratt. Lapyer. 幅が 6リーニア以上 8リーニア以下のとても長くて強い革帯．

У.（U.）
У.（U.） アイヌ語の字母の 20 番目の文字．

U. Mos. ～である（語の終わりで）；Pf. によると，動詞の前に置かれて，その意味を強

める verbum substantivum（実詞）；協同行為を表し，この意味では u-i および uko と

同義． Ogonno shiomo u-nukara, 我々はお互いに長く会っていなかった． ～にな

る，～である． Kvani inyéjno u kontusuj, 私自身に必要である．
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Uampye. Lapyer. 個 数 詞 の 10． Uampye bi kassma. Lapyer. 個 数 詞 の 20．
Uampye bi kassma chinʼgo. Lapyer. 個数詞の 30．

Uampyeryegot (uampöhrähoth). Lang. Kur. 個数詞の 50（d.i.zehn wenider(33) als dreimal
zwanzig）．

Uannuampye. Pal. 個数詞の 100（Kur. カムチャッカで）．
Uanomʼ-nyeuampye. Pal. 個数詞の 1000（Kur. カムチャッカで）．
Uanotnyekampye. Lang. Kam. 個数詞の 1000．
Uánotnye uampye. Kr. 個数詞の 1000．
Uánuampye. Kr. 個数詞の 100． Lang. Kam.
Uarye, ⇒ varye.
Uári, ⇒ vári.
Uarmát. Kr. 末の妹． Pal. 姉妹．
Uakhs. （地）Gl. ドゥーイ（Duj, Дуй）の北方にあるギリヤークの村（グレン（Glyen,

Глен）ではバリエーションがある：Uās, Vās, Uakhyĕs, Vakhyekh）．
8060 Uashka. Lapyer. 淡水．

Uashkakye. Lapyer. 海獣の皮で作った小舟から水を掻い出す木製のひしゃく．
Ubakkuno. Mos. 約，あるいは，おおよそ．
Ubakutye. Dav. 比べる．
Ubara. Mos. 痛む，うずく．
Ubaruush tsyepf. Dav. 燻製の魚； ⇒ upara.
Ubasi, ubas. Mos. 雪． Ubas. Kl. Mat. 雪．
Ubasi-tsironnop. Mos. 白いネズミ．
Ubatash. Mos. （ウバタシ），天分のある，賢い，思慮深い．
Ubákhno. （名）家並み，家の列，通り．
Ubashi. Lang. Mat. 雪． ─Ubash. Fyur. 雪．
Ubyeni あるいは ubyen. Mos. 年端のいかない，若い．

8070 Ubyeni tsyepf. Dav. 活け魚．
Ubyeu. Mos. 植物の名．
Ubigano-ogaj. Dav. 向かいに．
Ubi-ubi-bayan. Mos. すぐに去る．
Ubishsha annuva. Dav. 欠けるところのない(34)． N：obishta an-uva (Nem. ubitta).
Ubùn (upun). （名）地吹雪（上からの雪のない，雪嵐のない）．
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