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北大文学部紀要 45-1 (1996) 

アイヌ語のいくつかの基礎語裳の意味について(1)

佐藤知己

o .はじめに

アイヌ語の慕毅語索の;意味研究は，綾部西部(服部 1969， 1971)が樺太

ライチシカ方言について干すったものが代表的なものであるが，地のアイヌ

についてもできるだけ同様な醗捜の行われることが望ましいと思われ

る。ヌド藩は北海道樹西部のアイヌ語ガ誇の一つである千議方替な取り上げ，

いくつかの主として日本語の形容認に棒当する;意味を表す語1)についてイン

ブォーマントの報告，用例に基づいた分析を用いてその意味を明らかにしよ

うとしたものである。ここで使用した資料は，ヲベ ιナ戚ノゴ高 Uj部省じめっ

た自沢ナペ氏(1905-1993)によるものである。お名前を記L，深く感欝申し

上げる。

1 .大小を意味する語について

大小を るな動識には 2穣類ある。「大ざいJ を

poro， rupne， 下正j、さい」 る議会詞は pon，nokanである。

まず， poro， ponの傍をみよう。

poro '大きしりの鰐:

(1) poro cep r大きな魚J

(2) poro cikap r大き
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北大文学部紀望書

(3) poro kamuy r大ぎな態」

(4) poro kur r大きな人J

(5) poro nispa r大金持ち(像い旦那)J

(6) poro suma r大きな石J

(7) poro inawcipa r大きな祭壊J

(8) poro cise きな家」

(9) poro kotan r大きな村」

帥 porocip r大きな舟J

総 porosaranpe r大きな布」

間 porokarus r大きな今ノコ」

鵠 poroyam r大き

帥 poroenumi r大きなブルーペリーの笑」

掛 poroaha r大きな土豆J

蹄 porohup r大ぎな握れ物j

(11) poro suy な穴J

鱒 poroape r大きな火J

制 poronupuri r大務な山」

部D poro to r大きな諮J

ωporo聡 rkeher大きな部分j

協 porotasum 

pon r/J、さしりの例:

(お:) pon menoko r少女J

{ぬ pon nispa r若い主主那さん」

(おi) pirka pon seta r良い子犬J

機 kane pon kasa r金の小さな会主」

間 pon kotan r小さな村」

部~ pon kamuy r小熊J

側 pon pewrep r小熊J
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アイヌ言語のいくつかの慈礎議議の意味について鉛

鋤 pon katkemat r少女j

(3主 ponponusi ne yakka pirkano owpekare wa ye 

fふさい場所でも 良く まっすぐだて替う

「績かい所もきちんと正確に言う J

(32) pon pet r小}llj

鍛 pon cironnup r 1.ふさな狼J

倒 pontono r若い(弟の)殿隷」

舗 poncikuni sar r小さい木の薮J

{紛 poncikap r小鳥j

。7) pon enumi r小'dなプルーペリーの実」

(38) pon aha r小さな土烹」

織 iyottapon hikehe r…番若い者J

poroは人間，敷物に加えて，のような物体，村，認のような場所的意味

を合む対象，また，家，穴，舟，祭櫨のような，物体ではありつつも場所と

しての意味を含むような対象にも罵いられる。その龍，絶対的な大きさとい

うよりはむしろ「大きな粟j，r大きなブルーペリーの実」のように「絞」の

大きさを慈味する礎や， poro serkehe r大部分j のように「多い方J を意味

する剖もある。やや罵辺的な題苦uとしては，病気に対して患いた興がある。

これはもちろん荷積や容醸の大きいことではなし程授の大きいことを意味

したものと られるが，地に同様な例のないことから…般的な罰法ではな

い可能性もある。又， (5)も意味が特殊位している。

他方， ponも人，動物や動物，場所等に用いられるが，体の小きさだけでな

く，年齢の若ぎを議味する剥が多いようである。これは， poroがもっぱら体

讃，出覆の大きさを意味することと差異を示しているようである。

「大きいj，r;J、さいj そ意味する簡としては位に rupne，nokanがあるo

rupne r大きいj の前:

繍 rupnecep r大きな魚J
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総 rupne kamuy r大きな鎮」

似) rupne yuk r大きな鹿」

{必i) rupne saranpe r大きな布J

nokan r小浅い」の鵠:

例 numihi nokan r粒が/ふさいJ

綴 nokanhi ta r幼い持に」

rupneも「大きしりにさきたる窓味を表すが， poroより類産数は少なしし

かも rupnecep， rupne kamuy， rupne yukのように動物や魚などのま薬物が

いという表現で，決まり文句のように弱いられた例が多い。生物以外に

いられた例外的な例としては，布に関して罵いられた rupnesaranpeのよ

うな例があるο しかし，一方でこれらの名詞に対して poroを思いた例もあ

り， rupr廷を用いた例との違いが問題となる。鵠方， nokanは例が少なし薙

かなことが替える段階ではないが，単に小さいだけでなく，ワド繋に小dいj，

「非常に若い{幼い)jのような意味があるようであるc

poroとrupneの違いについては，まず，米主立に poroを号車うとおかしく

じられる，というインアォーマントの報告がある。

機 nepenenumi rupne amam ne ruwe an (poroはおかしい)

f可と 粒大きい 米 であるの だ

Fなんて粒の大きな米だろうJ

この例は， poroは謀本的には絶対的な大きさを表す(大きな出)というこ

とを示しているとも考えられる。これに対し， rupneは開種のや?大きい，と

いう棺対的な概念そ主として表すという可能性がある(大きな米粒入次の例

もrupneの結対的な性質告示す制と言える。
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アイヌ認のいくつかの主義磯緩棄の窓味について(l)

(47) sansintoko a-ohare hine orowa， sakeyuskur sapa 

私一空けて から 濯を注ぐ人.の頭

ekari a-ekamure kunine a-ekik akusu， rupne 

i向かつて私一かぶせるように私ぶつけると， 大きな

ko ne nokan ko ne， kone wa oansam 

緩片に小さな接片に粉々になるてしまった

「額損を欽み干してから溶性人の誠にかぶせるようにぶつけると大小

の破片になって割れてしまった」

ここでは r被片J はー較に小さいものであるから r大きい破片」という

場合には poro ではなく， rupne を罷っているわザであろう。

また，次のような挺もある。

繍 rupneutar r大人J

こめ例では r大人Jというのは，艇に絶対的に体が大きいわけではなくて，

子供に比べて普通は体が大きいというだけだから r大人j という意味では，

*poro utarではなく， rupne utar 

次のような携もある O

(49) pon rupne kur 

う，ということなのであろう。また，

もし rupneが絶対的な大きさを表すのであれば「小さい大ざい人」となっ

て務らかに矛盾A であるが， r (体の小さな)大人J と解すれば矛鶏ではなくな

る。

しかし， rupneが入閣に対して用いられた場合，次のように「年取ったJ，

f年上の」と解釈すべき例がある。
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(50) a-pohouiari rupne hike 

私の…子供達大きいもの

「私の子供達のうちの年上の者J

紛 れlpnemat r年会散った女J

(52) rupne kur r年を取った人J

インフォ…マントによると，40歳を過ぎた人に対してなら rupnematと

えると誘う。

以上から，rupneには r年を取ったj，r (絶対的にはさほど大きくはないが)

相対的に大きさが大ざい」というニつの意味があると絞まさする。また， nokan 

には「非常に小ざいj，r幼い」という二つの意味な仮定する。これに対し，

ponにはr(絶対的または結対的に)小さいj，r (絡対的または桔対的に)若いJ

の二つの意味を仮定するが， poroには器本的にはr(絶対的，相対的に}大さ

きが大診しりという一つの意味を復定ずる。これをまとめると次のようにな

る。なおも検訴が必獲であるが，これらお語が単純な poro: pon， rupne: 

nokanのような皮義隣絡をなさない可能性があると思われる。

相対的に年上 rupne 相対的に年下 pon 

組対的に年上 rupne 絶対的に年下 pon 幼い nokan 

絶対的に大きい rupne 相対的に小さい pon 

へ~poro

絶対的に大きい poro 絶対的に小さい pon 非常に小浅い nokan 

以上の考察から， rupne saranpeという表現は「大ざい布J という

あっても rさほピ大きくはないが，普通一般の布の大きさの基準からすると

きい部類に入る布」というニュアンスがあるのではないかと思われる。

しかし，次の鍔にみられるように，ある数のうちの「大部分ふ「一部分J

という組対的な表現に poro，ponが用いられることもある。もっとも，相対
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アイヌ語のいくつかの基礎語棄の意味については)

的とはいえ r絶対的に数が多い」ということを含意しているので poroを用

いていると見ることもできるかもしれない。

(53) oka utar poronno poro serke soyenpa p ne kusu， 

いる人々たくさん大 部分出た

pon serkehe cise ot ta oka 

小部分 家中にいる

ものだから

「いた人々が大勢で大部分が外に出たので少数だけ家の中にいる」

(54) (ni epuy) poro serkehe eciraske 

木の花大部分 咲いた

「木の花の大部分が咲いた」

なお，以上の議論には直接関係ないが r大きいJ，r小さい」を意味する表

現について気の付いた点を補足すれば，日本語では，音や声に関して大きい，

小さいという言い方をするが，アイヌ語では大きい，小さいではなく r激し

いJ，r弱い」に近い表現を用いるのが普通で、ある。

側 minahawe wenruy 

笑 う 声 激しい

「笑い声が大きい」

(56) eytasa eci-hawehe ruy na 

あまりおまえたち一声激しいぞ

「あまりおまえたちの声が大きいぞ」

(57) ponno hawkeno itak an (<yan) 

少 し 静 か に 話すなさい

「少し静かに話しなさい」
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2. r広い，狭い」白意味する語について

という場合， poroが使われている錦がある。

(58) nepene poro nup ne ruwe an 

向と 大さきい野原であるの だ

「何で大きな野原だろう」

(59) arecuppok ta poro to an 

商の果て に大きな識ある

「西の果てに大きな湖があるJ

(60) neun poro saranpe ne yakka 

どう大きい布 でも

「どんなに大きな布でも j

寵積が広いという意味では sepも用いられる。

(6]) tan cise nepenepo sep cise onnay ne ruもN'ean 

この家侍と 広い家主れ であるの だ

「この家はなんと主主い家だろう J

(62) onnayke ne yakka sep cise 

仁や でも JAぃ

も広い家」

これに対し，面積が装い場舎には hutneを覆う。

(63) nean hutne usi ta akkari sep usi ta 

そ の 狭 い 場 所 でより L互い場所で
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アイヌ殺のいくつかの芸基礎綴重量の意味について悌

arki wa kar an 

来るで作るなさい

「そんな狭い場所でよりもっと広い場所に来て作りなさいJ

(64) tan heya hutne ruwe an 

こ の 部 屋 狭 い の だ

「この部屋は狭いな

「幅が広しりという意味では sep~使う。

続，) tan ru nepene sep no a -kan ruwe an 

この道何と 広く人一持るの だ

「この選は伺と広く作られているのだろう J

(66) tan pet nepenepo， sep ruwe an 

この川簡と 広いの だ

「この}11は荷で広いのだろうJ

「幅が狭しりに対しては hutneが襲われるが， ane'細lt~J

るO

(67) tan ru anakne hutne ru ne wa 

この i震は 狭 い道だよ

「この滋は狭い道だよj

鰯 aneru '細い道j

いた摂もあ

さらに多くの罵例によらなければ勿論確かなことは替えないが，少なくと

も上の街からうかがえるのは，広しりを:霞味ずる語の方が「狭しりを意味す

る語より識の用法ぉ区別が線雑だ、と言うことである。すなわち， '1揺が狭いJ，

f商積が狭いj いずれに対しても hutneが用いられるのに対し，広い」在意

る語には poro，sepのこつがあり， sepは 「幅が広い」爵
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方の意味で用いられるが I面積が広い」という意味では sepは用法に制約が

あって，主語に onnaykeI中」のような位置を表す名調を必要とするようで

ある九これに対し I広い」を意味する poroには，このような位置名詞を要

求するという制約がない。

3. r深い，浅い」を意味する語について

「深い」を意味する語には oohoy，rawne， orawneの三つがある。

まず，インフォーマントによると， oohoyは川について言うという。川，

沼などの水の深いところを oohoyと言うと。

側1) oohoy hattan ne ruwe an 

深い淵 であるの だ

「深い淵だなあ」

(70) sikottoho anakne， oohoy wa a司pakarika eaykap 

支第湖 は 深いて人一計るもできない

to ne yakaye 

湖であるそうだ

「支坊湖は深くて計ることもできない湖だそうだ」

また，川，陸の穴が深いということは， rawneを用いても言える。

仰 tan pet anakne...rawne wa petkasuy ka eaykap 

この川は 深いて川を越すもできない

「この川は深くて川を渡ることもできない」

(72) nepene rawne suy ne ruwe an 

なんと深い穴であるの だ

「なんて深い穴だろう」
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アイヌ語のいくつかの益基礎語教の意味についてω

一方，池，湖については orawneが用いられる。ただし，Jけについては oraw嶋

田は少しおかしいと。

(13) nepene orawne ike ne ruwe an 

なんと探い 諮であるの だ

fなんて深い油だろう」

帥 sikocukoanakne， orおNnewaルpakarika 

3主務湖 は 深い て人…計るも

eaykap wa an to ne yakaye wa 

できないでいる識だそうだよ

「支務湖は深くて人が計ることもできないでいる海だそうだ、よ」

?紛 orawnepet r深いlIIJ

穴に慢しては， rawne， orawneいずれも用いられる。もっとも， orawneと

ば，陸の穴のようなものについて，のぞいても躍が晃えないような場合

に苦う言葉だという。なお， rawneについては rかるがるとしたJ雷い方で

あり，穴があんまり深くなければraw加を震う，という説明もしている。

(16) tan suy rawne suy ne ruwe an 

こ の 穴 深い穴であるの だ

「この穴は深い穴だなあ」

部 (suy)orawne. a網kohehewpayakka asama a-nukar 

穴 深い 人ーのぞく も 癒 人一見る

ka eaykap 

もできない

「穴が捺くてのぞいても底が見えない」

また， orawneは，穴ばかりでなく，指を突っ込んでも深くてよく説えない

ような茶碗についても言うという。

-13-
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側 tan cawan orawne kaspa ruwe an 

この茶碗 ぜるの だ

「この茶裁は探すぎるなあj

これを要するに， oohoyは水の諜いこと， orawneは通常，水のない穴のよ

うなものについて言うが，水があっても穴か，穴のように奥仔きのあるもの

としてとらえられるもの{湖，地，茶碗}については飽えるということのよ

うであるo この場合， J日は穴のよう のあるものの一樹とは普還は考

えにくいので， orawneが髄いにくいということではないかと思われる。龍

方， rawneは例が少ないので確かなことは言えないが，水の有無に欝様なく，

までの距離が長い，という意味で罷患されているようである。

能って，穴〉伎のものばかりでなく，併に関しでも使鰐が可能であるのだと

えられる。

「桟い」を意味する語には ohak，k創刊， okasreの三つがある。

まず， ohakは， JlIについて用いることができる。JlIの水が少ししかなくて

騒が見えているよう ついて，以下の伊iが得られた。

間 tantoarikinne pet ohak ruwe an 

今自 にJlI のだ

「今日は本当に川が桟いなあj

(ただし，この例は， ohak 

出されたものである。)

kasreは沼， つ

(80) kasre to ne wa 

浅 い 沼 だよ

「浅い詔だよJ

と言わないか，とこちらから替って患い

える。
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アイヌ語のいくつかの基礎綴濃の意味について(1)

(8U tan suy kasre suy ne ruwe an 

こ む 穴 設 い 穴 で あ る の だ

「この穴浅い穴だなあj

しかし.kasre pet r浅い}Iむと えないよう おかしいと。

? (82) kasre pet ne ruwe an 

浅 い 川 で あ る の だ

「浅い)11だなあj

JlIが設いと言う は.okasreを用いると。

側 ok部 repon pet ne wa (家の裏きを流れている小)11を指して〉

浅い 小さいJlIであるよ

「浅い小ざいJlIだよJ

また，茶碗が浅いという場合にも okasre いるとo

臨場 。kasrecawan ne ru京rean 

設い 茶碗であるの だ

「浅い茶議だなあ」

これらの例だけではなんとも替えないが r設い」の場合，主として kasre，

okωreのこつが主に用いられるようである。じかも r瀦いJ の場合には

k諮問の反義語とj思われる rawneが川について遣いられたのに対し，

には kasreが用いられず. JlIにも茶擁にも.oraw聞の反義諮と患われる

okasre いられるという， の場合とは対応しない結果になってい

る。つまり r深い」では oohoy，rawne， orawneの三三つが類義言きとして共

存しているような状惑であるのに対し r議しりでは事実上k部 re，okasreの
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一つしか用いられない九このことは r広い，狭い」 関して，

「広い」さと謹味する 「狭しりを旨意味する語義より相対的に様雑な構造

義語の数が多い)を示していること忠明、わせる。これは「設い」も「識しり

も否箆的な概愈を含んでおり，多様な畿会を思別しにくい，というようなー

綾的な理由に組閣するものかもしれないが，さらに研究奇襲する。

4. r長い，短いj と「高い，偉いj を意味する諾むついて

長い，短いはおおむね日本語の

惑いられる。

短いJ e:詩じような対象に対して

(お，) a剛otopi tanne ruwe 

あなた襲 の

「あなた は長いなあJ

邸6) nepenepo tanne tus ne ruもvean 

持と 長い経 で あ る の

rfi奇1と長い紐だろう J

(釘'} cikiri tanne uma ne 

足 長 い 馬 だ

「足の長い馬だJ

だ、

鱗 hemantatus enepo takne ruwe an 

{可 紐こう短いのだ

「なんでこ的紐こんなに鰻いのかj

態勢 eci-otopi takne korka， k倫otopitanne wa kusu 

おまえたち一髪短い けれど私一髪 長いて の で

「おまえたちの援は短いが，患の髪は長くてそのためにJ

しかし，次のように日

る劉も稀にあるむ

「長い」に対して，

-16-
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アイヌ語のいくつかの基礎語棄の意味について(1)

側 tan cikuni， ayehe ri ruwe an 

この木 とげ高いの だ

「この木，刺が長いなあ」

もちろん，日本語の「高い」に相当する例もある。

(刊 toannupuri nisor'eus kane ri nupuri 

あの山 空に刺さるている高い山

poro nupun ne ruwe an 

大きい山 であるの だ

「あの山は空に届く程高い山，大きい山だなあ」

また，微妙に日本語と違っている例もある。次の例はいずれもそのままで

は日本語では言いにくい。「高い木」は言えるが 1木が高い」はやや言いに

くいし 1草が高い」はもっと許容度が低いかもしれない。

。2) cikuni ka ri 

木 も高い

「木も背が高い」

側 eytasamun ri wa kusu ku-tuypa 

あまり草 高いてそのため私切る

「あまり草の丈が高くてそれで、私は切った」

人間の場合には keweri 1背が高い」という表現がある。

(94) toan kun nepenepo kewe ri ruwe an 

あの人何と 背高いのだ

「あの人，何て背が高いのだろう」

-17-
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これまでの f高しりの例では，人や物体の議直方向の大きさ さ)が問

題であったが， 「高しりにはこのような用法の他，物体の金震を示

す用法がある。たとえば「商い枝にウグイスが止まっているJ のような簡で

ある。これに額程した表現はアイヌ語にもある o

(95) tane cup ri na. hopunpa yan 

今日高いよ起怒る なさい

「もう日 よ。起きなさい」

ただし，これは「太欝J のような天体に やや特殊な用法である可

能性があり，経の場合には rikun，rik taのような5.Wの表現が用いられる。こ

れらは「高い，怒しりよりも「上の，下のJ という意味としたガが適切かも

しれない。

搬 rikun suy 

上ある穴

し窓J

(97) rik un tupepi 

上ある紙

r(笠の〉上の方についている紐j

(98) rik ta an-an 1 eramuan 

に私いることわかる

に私のいることがわかって

rf.器い」は ramだが，人簡の場合には kewepon r背が憶しりという

ある。

(99) nepene ram nupuri ne ru玖rean 

何と 競い出 であるの だ
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アイヌ言警のいくつかの基礎総業の意味について(1)

「何と{忌いU.Jだろう」

(100) eytasa kewe pon kun ne ruwe an 

あまり背 縫い人?あるの

「あんまり背が低い人だなあj

「位霊撃が{誌し ~J は， rik unに対症する表現として rankeがある。

(101) ranke tupepi 

下 の 絞

r(笠む}下方についている経J

5 .おわりに

以上，不十分ながら見てきたように，基礎的で日本語と泣い意味を持って

いるかに見える議象でも，よく見るとJ必ずしも用法が平行的でないことがわ

かる。また，長義樹，類義言警の体系も，食い違っている点が少なくない。こ

のよう ら，

さらに現存のアイヌ

された資料を分析し臨し，それに基づいて

し手の内省的報告後収集し続ける必要性がまだま

るように思われる。本穣はもとより極めて不完全なものであるが，その

ような方向性を議問したものである。

融

1)アイヌ語では，日本語の形容詞に籾き話する誇は動詞と同様の活fflきそ行うので，動詞と

して毅うのが轡滋である(滋村1988: 18)。

2 )エド取町在住のよ悶とし氏 (1912年平取町ペナコリ生)によると，日本語の「広いJ，r狭

いJ と災なり， sep， hutneは紙の大小についても用いられるとのこと。

例:tan始 時ihutne na. na s母pkanpi en.kor日

「との紙は小さい。もっと大~い紙をくれり

3 )溜広 (1982: 18めは，ブランス諸に「深い」 はあるが浅しりは欠げているという
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事実に言言及している。
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