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アイヌ語の動詞raykeの意味に関する一考察  
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概 要  

アイヌ語のあいさつ表現で，日本語でいうところの「ありがとうございます」に相当するiyayraykereと  

いう表現には「死ぬ」を意味する他動詞raykeという形が含まれている．「死ぬ」という概念と感謝を述べ  

る表現とは一見全く相容れないようなものに見える．しかしながら，このraykeに含まれる自動詞rayの  

背後にある概念構造を捕える事によって複数の意味の派生関係を捕える辛ができる．さらに日本語や英語な  

ど他の言語と同様に認知言語学的分析を試みる辛がアイヌ語における語彙の研究に寄与する事のみならず，  

言語一般に通じる性質を捕える辛ができる，という事を示す．  

1．はじめに  

ある外国語を学習し始めた際に誰しもが経験することであるが，その言語のある単語の意味がその対訳と  

なっている日本語とは使用範囲やその言語が持つ文化的背景などの点で大きく異なるということを知るとい  

うことがしばしばある．   

アイヌ語において，初学者が間違いなく学習するであろう表現として，日本語の「ありがとうございます」  

に相当する語としてiyayraykereという語がある．この語はi－yay－ray－ke－reという形態素に分けられ，人  

称接辞i－（私に）と使役接辞－re（～させる）がついて，i－＋自動詞＋－reで「（私に）～させて下さい」に  

あたる表現を作る形式が「感謝する」を表す自動詞yayraykeに付加しているとみなすことができる．した  

がって，文字通りの意味は「私に感謝させてください」であり，これが日本語の「ありがとうございます」  

に相当する．次に，この自動詞yayraykeであるが，まず接頭辞yay－と他動詞raykeとに分けることがで  

きる．yay－は「自分」の意味で後続する他動詞の項を埋める役割をする．raykeは「死ぬ」を意味する自  

動詞rayに他動詞化接辞の－keが付加して「殺す」を意味するので，文字通りの意味としては「自分を殺す」  

という意味を成すことになる．yayraykeにはこの文字通りの意味から来る「自殺する」の意味と，上で述  

べた「感謝する」の二つの意味がある．しかしながら，我々日本語話者が持つ感覚からすれば「自分を殺す」  
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ということが「感謝する」という意味には即座には繋がりえないものである．   

また，このraykeは他にもmerayke，mOnrayke，などの語の中に含まれており，それぞれ「寒いと感  

じる」「仕事をする」という意味の自動詞である．この場合にもraykeが持つ「殺す」という意味とはかけ  

離れて見える．これらの語の存在果たして分析の上でどのような意味合いをもつのだろうか．単純に意味が  

かけ離れているのでこのraykeは「殺す」を表すraykeとは別物であると片付けてしまうのは早計である．  

この二つの意味が全く別のものから派生した二つの独立した語であるのか，それとも元を同じくする語であ  

るかということは一つの議論を要するところである．全くの別物であるとするならば，語源についての情報  

があるならばより確度が高いものとなるが，残念ながら言語史といえるような資料が乏しいアイヌ語におい  

てはその真偽は確かめることが容易にできるとは言いがたい．それならば同一の形態であることを手がかり  

としてその背後に何らかの共通性はないか，あるとすればそれはどのようなものであるのか，を探ることに  

意義があり，それこそが言語学の役割である．それではこのアイヌ語のraykeが他の要素と結びついて別  

の意味の語を派生するとき，その背後ではどのような意味的拡張がなされているのであろうか．本稿ではこ  

の形態素raykeの背後に共通する概念を形態論的，意味論的見地から探ることを目的とする．  

2．自動詞rayの意味  

前節で述べたようにraykeから派生する語には，raykeの「殺す」という意味からはかけ離れたものが  

あると感じざるを得ない．そのような印象を持つことに原因があるとすれば，「殺す」という対訳として与  

えられている日本語の語感に引きずられてい るという可能性が考えられる．このことはアイヌ語という言語  

が持つ語の概念を正確に理解することの妨げになるばかりでなく，アイヌ語を効率的に学習する際の妨げと  

もなる．このような対訳となっている日本語が持つ語感に引きずられる可能性があるのはアイヌ語に限らず  

他の外国語の学習にも当てはまることであり，だからこそこうした対訳によるものではないその当該言語の  

語や形態素の背後にある概念や意味を捕らえようとする姿勢が常に必要である．つまり，raykeというア  

イヌ語の語はその対訳としてついている「殺す」という日本語とは異なる意味の範疇を形成している可能性  

があるということになる．  

2．1．自動詞rayの意味と概念構造  

1節で述べたように，raykeは自動詞rayと他動詞化辞－keのように形態的に分解できる．つまり，  

raykeは自動詞rayから派生しているので，raykeの意味を考えるならばその前にまずこの自動詞rayの意  

味について検討しなければならない．rayもraykeと同様に語や接頭辞と結びついて様々な語を形成して  

いる．まずはrayとこれらの語との関連について観察する．rayは以下の例文に見るように動詞として「死  

ぬ」，また，名詞として「死」をあらわす．  

リノ a．aynukotankem’uskiwataneaynuutarka7Ⅶ′WaOkerpahine．．．  

人間の村が飢饉になって今人間達もすっかり死んでしまったのに…  

（『虎尾ハルの伝承 鳥』p．61）  

b．taneanaknean＝ruSuy7Ⅶ′nekusu  

今となっては，私は死を望んでいるので  （井筒2003：0108720－1）  

まず，rayと意味的にも形式的にも関連していると思われる語としてrayeがある．形態的にはra－yeと  
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ray－eという二つの分解の可能性があるが，rayeは品詞としては他動詞であり，アイヌ語において－eは使  

役化接尾辞として機能する形態素であるので，後者のray－eという分析のほうであると考えることができ  

る1．このrayeの辞書的意味は以下のようなものである．  

（2）rayel【他】≪文語≫くorayeやsisoynarayeなどで〉～を押しやる．（複raypa）；やる，ひく；   

（oraye「～を［場所］に押しやる」など）  

raye2【他】～を殺す．（類rayke，複ronnu，rOnnO）  （井筒2006）  

まずこのうちraye2「殺す」の意味であるが，これはまさにray「死ぬ」を使役化した「死なせる」に当た  

る意味であるので，明らかにrayから派生していると考えることができる．次にrayelの意味であるが，形  

式が同じであるという根拠だけで，意味的には一見はなれて見えるので，果たしてrayと関係付けること  

ができるのか，ということをまず考えなければならない．つまり，英語のbankという形式がお互いに意味  

が関連しないと思われる，「土手」という意味と「銀行」という意味を持つような音声形式だけが偶然同じ  

である同音異義語の可能性があるからである．   

このrayelの意味もraye2の場合と同様にrayに使役化辞の－eが付加されるという形で出来上がっている  

とするなら，rayは何らかのかたちで「移動する」という意味を持っている可能性がある．このことはこ  

の形態素rayが含まれるほかの語の意味について見てみるとこの予測はあながち的外れではないことが分  

かる．  

（3）yaousatrepo7顔a，repOuSatyaO嘲a  

「浜の灰を沖へ押しやり，沖の灰を浜へ押しやり．」  

（4）raypa【他】～をかき混ぜる・かき回す，～をぐいと動かす，～を押しやる．  

（井筒：2006）  

この（3）例のreporaypa，yaOrayOpaという語に含まれているraypaは（4）のようにものを移動させるという  

意味であり，ここに含まれているrayには「死」の意味は一切含まれておらず，むしろ先ほどのrayelの意  

味である移動の意味である．（3）でraypaに付加しているrepo，yaOはそれぞれ「沖」「浜」を意味するが，  

ここでは囲炉裏に腰掛けたときの手前側をyao，自分から遠い囲炉裏の中心側をrepoと呼んでいる．つま  

り近い側の灰を遠い側に移動させ，遠い側の灰を近い側へと移動させることを表している．   

この他にも「櫛」を表すkirayという名詞があり，この語は形態的にはki－rayに分解できる．kiは「シ  

ラミ」を意味するので，シラミのいる場所と櫛の用途から考えれば，この語は「シラミをどかすもの」とい  

う意味である可能性がある．しかしながら，この場合はrayが他動詞的になる点，「もの」を表す形態素が  

無い点などからすると根拠が弱いが，何らかの関連性はあると考えられる．   

以上のことから，rayという形態素には「死ぬ」という意味の他に「移動する」の概念があること考え  

ることができる．ではこの「死ぬ」という意味と「移動」の概念がどのような関係になっているのであろう  

か．   

ここで注目すべき点は移動の概念であるrayelの意味や（3）で見た表現などは文語表現であるということで  

ある．つまり，時代的には古い表現であるということができる．（3）の表現はユーカラなどの文語表現で表さ  

れる口承文芸の中で使われる表現であり，こうした伝承は形式が決まっており，より古い形や意味が保持さ  

れる可能性が高いものである．つまり，rayは本来的には何らかの「移動」を表す語であり，「死ぬ」の意  
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味はその概念から派生したもので後にその意味だけに特化して使われるようになった，と見ることができる．  

このような移動の概念が「死」の概念に繋がる，ということはアイヌ語のみならず日本語や英語などの表現  

にも広く見られる現象である．例えば日本語においては「いく」は移動を表す「行く」と死ぬことを意味す  

る「逝く」は同根であり（cf．『広辞苑』「ゆく」の項），英語においては次の例のようにやはり死ぬことを  

意味する．  

（5）a．PoorJohnisgone．（かわいそうに，ジョンは死んだ）  

b．He’sgoing，Doc．（先生，彼は死にかかっています）  

しジーニアス英和辞典第3版）  

このように移動の表現が「死ぬ」の意味で使われることは日本語でも英語でも共通していることから，アイ  

ヌ語においてもそのような繋がりを持っていると考えることができる．アイヌ語においてはこの世における  

「死」はaynumosir（人の世界）からkamuymosir（神の国）への魂の移動と捕えるという文化的な背景か  

らもこのことがいえる．次の例文は「死ぬ」ということがkamuymosirへの移動であることを表す例である．  

（6）kamuyorwaa＝koronaa＝kimatekkawa  

「神の国から父上はせかされて」  （『織田ステノの口承文芸（2）』：p．20）  

この文では使われている語はrayではないが，死ぬことを神の国に呼ばれることと表現している2．前後の  

文脈でこの事を嘆き悲しむことからも，この移動は単なる場所移動ではなく，「死ぬ」ことを意味し，これ  

はつまり状態変化を場所移動の表現で表しているということになる．   

こうした移動の概念が死の意味へとつながるという意味的拡張は一足飛びに直接起こるのではなく，実は  

もう一段階の意味的拡張の段階が含まれていると考えられる．Clark（1974）では英語の移動を表す動詞の  

comeとgoはそれぞれ「望ましい状態への移動」，「望ましくない状態への移動」という価値判断が加わっ  

た意味があることを述べている．こうした例は辞書などでも容易に見つかる例である．  

（7）a．Hisdreamcametrue．  

b．IIewentmad／crazy．  

（7a）では「夢が叶う」という望ましい状態になることを表す際にはcomeが使われ，「おかしくなる，気  

が狂う」などの状態になることを表すためにgoが使われる．この動詞をもし入れ替えると極めて奇妙な文  

となる3．英語のgoや日本語の「行く」はどちらも「話者，もしくは本来的にあるべき場所から離れる移動」  

を表すので，そうした移動は「制御が可能な位置から離れる」ということから，「望ましくない状態への変化」  

という意味につながるのである．こうした意味は日本語の場合も同様で，以下のような例の場合にこうした  

価値判断が移動を表す語と結びついている辛が分かる．  

（8）a．彼は最近痩せてきた．  

b．彼はどんどん痩せていった．  

（8a）では「痩せる」ということが望ましいことであるという前碇が背後にあるため，「来る」を使っており，  
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（8b）では痩せることが望ましくない事であるという前碇がある．   

このことはアイヌ語のrayにも当てはめて考えることができる．以下の（9）の例で見られるようにrayは  

接頭辞として使われ，その際には「ひどく～する」という意味を表す．これはやや間接的ではあるが「良く  

ない状態になるくらい～する」という意味として捕えることができ，これがrayの場合における「望まし  

くない状態への変化」を表す意味である．  

（9）raycis：【自】ひどく泣く   

raypokas：【自】ひどく腹を立てる   

rayteseske：【自】ひどく苦しむ   

raytusutusuk：【自】ひどく震える  （井筒2006）  

アイヌ語のrayの場合においても英語や日本語と同様に「場所の移動」という「位置変化」の意味が「状  

態変化」の意味へとつながることを示している．つまり，本来的に移動を表す語が「位置変化」のみならず，  

「状態変化」，そしてより特定的な状態変化である「死」という意味までも表すという辛が英語，日本語，  

アイヌ語の全てにおいて共通している．   

このような語の存在が汎言語的に見られるということは言語の特定性を超えた人間に共通する概念化と意  

味的拡張のパタンとしてとらえる事ができる．これはアイヌ語の中の一つのrayという語としてみれば特  

定的であるような現象もより一般性の高い人間言語に広く存在する言語現象として揃えられる事を意味して  

いる．   

こうした言語の背後に存在する概念を捕えるためには認知言語学的枠組みで得られた知見と手法を用いる  

と適切な一般化が可能になる．井筒（2002）では英語の述語をいくつかのタイプに分類し，その中でgoの  

ような動詞の概念構造を「無くなる」型の概念構造として以下のようにまとめている．  

図1：「無くなる」型の概念構造（井筒2002：p．25）  

井筒（2002）ではこの図は英語の動詞の物理的に捕えられるgo，getOutなどの語や心的に捕えられる  

die，faintのような語がこの構造に当てはまるとしている．この図では下線tで表された時間軸に沿って円  

で表された実体が正方形で表された領域から外にでて結果として最初にあったものが無くなる，と認識され  

る事を示している．この図の中破線の正方形で表されている領域は物理的な解釈においては実体が存在して  

いた「場所」を表し，心的に捕えられる解釈においては「状態」として認識される事を示している．   

アイヌ語のrayが持つ意味はこの概念構造のタイプに当てはまり，rayは場所の移動の意味を中心とし  

た概念構造とそこから拡張した意味を持ち合わせている語として以下のように捕えることができる．  
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㈹ ray：「無くなる」型の概念構造  

意味：場所の移動（位置変化）→（望ましくない状態への）状態変化→「死ぬ」  

rayが持つ意味はこの「無くなる」型の概念構造から考えると移動の意味の場合にはこの概念スキーマの中  

の破線の正方形の部分が円で示される実態が元々いた場所，状態変化の場合には元の（望ましい）状態，「死  

ぬ」の意味の場合には行きている状態，を示し，そこから逸脱する，という物理的もしくは心的な動きがそ  

れぞれその意味を生み出す事になる．   

次説ではこの議論を元にして他動詞であるraykeの意味について考察する．  

3．他動詞raykeの意味  

前節で見た自動詞rayについての観察を踏まえることにより，他動詞raykeが持つ意味についても同様  

の捉え方ができる．上で見たように，raykeは自動詞rayに他動詞化接辞－keが付加して出来上がっている  

辛から，rayが持つ意味にこの接辞が持つ他動性の意味を付加する事によりraykeが持つ概念を予測する  

辛ができる．   

raykeはそれ自体は辞書的には以下の例文のような「殺す」の意味である．  

qt）ikiapaskurtonoa＝71り′keankea＝tuyankesirki．．．  

そのカラスの神は殺されそうに，息を止められそうになっていて，…（『虎尾ハルの伝承 鳥』p．84）  

「死ぬ」という意味と「殺す」という意味の一番の違いは他者の関与があるかないか，という事である．つ  

まり，前節で見たような概念構造に他の実体の関与を加えた形がraykeが持つ概念構造であると考えるこ  

とができる．つまり，上の㈹で見た自動詞rayが持つそれぞれの意味にこの他の実体の関与を加えると，  

それぞれ移動するという意味は移動させる（移動を引き起こす），状態変化についてはあるものがあるもの  

をある状態にさせる（状態変化を引き起こす），「死ぬ」は「殺す」（死なせる）という意味に変わる事になる．  

この事をまとめると以下のようになる．  

02）rayke：動かす（場所移動＋他動性）→ある（望ましくない）状態にさせる→「殺す（死なせる）」  

このraykeの場合でもrayが持っていた派生関係は保持されたまま他の参与者の関与の意味が加わる事に  

なる．   

つまり，rayが「無くする」という概念構造を持っているとした辛から考えると，raykeは「無くさせる」  

という概念構造を持っていると考えられる．   

ここで再び井筒（2002）の述語分類を援用すると，この「無くさせる」という概念構造は以下のような形  

を取る．  

142   



アイヌ語の動詞raykeの意味に関する一考察  

○十○  ○丑   ●  

図2：「無くする」型の概念構造（井筒2002：p．27）  

他の参与者からの力の行使がrayが持っているような変化を引き起こす，という概念構造として捕えるこ  

とができる．   

ここで最初の疑問に立ち返り，raykeを含む語の意味がrayやraykeからどのように派生しているのか  

ついて考えることができる．  

03）rayke：「無くさせる」型の概念構造  

monrayke：「仕事をする」（mon：手＋rayke）  

merayke：「寒い」me：寒気＋rayke（mean，meun）  

yayrayke：「感謝する」「自殺する」（yay一自分＋rayke）  

この中で意味的に捕えやすいと思われるものはmonraykeである．「仕事をする」という意味は「手を動か  

す」という事であり，この「動かす」は自動詞rayの「動く」＋－ke「させる」の組み合わせとして考える  

ことができる．   

次に「寒い」を表すmeraykeであるが，この語はme「寒気」が望ましくない状態変化を起こさせる，  

と捕えることができる．また，このmeraykeは自動詞として使われる辛から，raykeの概念構造の中の他  

の参与者，つまり「～させるの」主語が編入されている語であると考えることができる．   

そしてyayraykeであるが，この場合は関係が上の二つと比べると直接的ではない．ここでは一般に「殺  

す」という語は必ずしも「生命を奪う」という事を意味するわけではない事に着日したい．以下の語にはや  

はり同じようにraykeが入っているが，どちらも「殺す」という概念とは密接であるものの，直接何かの  

生命を奪うという事ではなく，「殺す／死ぬような（ことをする）」といった意味である．これはつまり「殺  

す」という結果の前に生じるような行為をする，という事であり，このような表現方法はmetonymy（換喩）  

と呼ばれる現実世界における隣接関係に基づいた言語表現である．  

q4）otasutkotanurayke オタスツ村に戟を仕掛ける  

yayraykemokor 眠る，熟睡（幌）→死んだように眠る，の表現  

また，直接関係しているとは言いがたいものの，日本語の「殺す」には押さえつけて活動をさせないの意味  

があり，「息を殺す」「才能を殺す」などの表現にこれを見ることができる（広辞苑）．つまり，この  

yayraykeに含まれるraykeは（自分を）「抑え付ける，動かないようにする」というところから，へり′  
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だる，感謝するの意味が派生していると考えることができる．以上のrayが持つ意味とraykeが持つ意味，  

そしてraykeを含む語の派生関係についての考察をまとめるとは以下の表のよウナ関係として示す辛がで  

きる．  

表1：ray，raykeとその派生語の意味の相関関係  

物理的移動   心的移動   「死」   

ray   動く   状態変化   「死ぬ」   

rayke   動かす   状態変化を起こさせる   「殺す」   

派生語   monrayke「働く」   merayke「寒い」   yayrayke「感謝する」  

こうした「死ぬ」といったような意味を表す語彙にはその背景にある概念構造を捕える事で一見すると意  

味的に離れていると思われるようなものも実際には互いに関連した派生関係を結んでいると捕えることがで  

きる．このような語彙を分析する際にはアイヌの人々が持つ文化的，思想的な背景や，ともすればアイヌの  

人々の死生観なども関与しているであろうが，純粋に言語的意味を分析するという事ほど確かな証拠が得ら  

れるものではない．この事からもアイヌ語の分析を現代の言語学的視点で分析する辛が肝要である．  

4．終わりに  

アイヌ語の語，形態素の意味論的研究は言語学的には人間言語における意味構造の共通性と個別言語の特  

異性，意味的拡張の可能性等につながる研究であり，アイヌ語の復興という側面における学習や教育の手助  

けとなるような研究である．それ以外にも服部・知里（1960）ではアイヌ語の語彙の祖系を探るための考察  

が述べられているが，このような現代の言語学の知見から分析する事によってそのような歴史的研究の方面  

に寄与するような事実を浮かび上がらせることも可能であるかもしれない．また，アイヌ語において同様に  

「死ぬ」を表す，Onneや「殺す」を表すronno，rOnnuなどの語との相互関係などについても観察する必  

要がある．ここでの分析はまだ可能性を示す事にとどまっているため，より精密な分析を行う辛が今後の課  

題となる．  

註   

1 もしrayeをra－yeと分解したとすると，まずraは「低い」「茎」「肝臓」などの意味を持つ名詞である可能性，yeは「言   

う」「話す」などの動詞，もしくは「膿」をあらわす名詞である可能性がそれぞれあることになるが，このどれを組み合わ   

せてもrayeが持っている意味にはなりえない．  

2 こうした文化的背景はアイヌの人々の宗教観や死生観などに関係しているが，ここではそのことについて深く言及するこ   

とはしない．  

3 Clark（1974）以降の研究（Radden1996等）ではこれは全ての例に当てはまるわけではないということが指摘されてい   

るが，この傾向がある事自体は否定できない．  
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