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まえがき v

まえがき

黄河や長江、メコン河といった大河の源流域にひろがる豊かな草原地帯で長いあ
いだ牧畜生活を営んできたチベットの牧畜民は今、急激な変化にさらされている。
2000年代から始まった各種移住政策により、牧畜をやめて町へと移り住む牧畜民が
急増したのである。牧畜をやめるということは、牧畜という生業とともに形成され
てきた文化的な基盤が大きくゆらぐことを意味する。牧畜民にとってみれば、生活
の拠りどころとしてきた文化を失うに等しい。この状況を文化の危機として、現地
では語彙集を含めた各種書籍の出版が進められている。
チベットの言語や文化を研究してきた外国人である我々としても、こうした動き
を見て、何かできることがあるのではないかと考えた。そこで牧畜民の言語や文化
に関心のある研究者が集まり、語彙を収集・記録してみようと立ち上がったのが
「チベット牧畜語彙収集プロジェクト」(通称) である。本プロジェクトは、牧畜民の
文化を総合的かつ多角的に捉えるため、言語学、文化人類学、宗教人類学、牧野生
態学、生態人類学、宗教学、文学、歴史学など、さまざまな分野の研究者が集まる
学際的な共同研究として実施してきた。同時に、現地をよく知る牧畜民出身の研究
者と日本人研究者が協力して調査・研究を行う国際的な共同研究でもある。2014年
4月に東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 (AA研) の共同利用・共同
研究課題の一つとして発足し、2020年 3月までに 2期にわたり共同研究を行った。
これとともに 2015年 4月からは科学研究費補助金基盤研究 (B)としても採用され
た。こうして発足から 2020年 3月までの丸 6年にわたり、現地調査を行いながら、
共同研究を実施してきた。この『チベット牧畜文化辞典 (チベット語・日本語)』は、
我々が実施してきた共同研究の成果をとりまとめたものである。
本辞典の基礎資料は、本プロジェクトのメンバーが現地調査を積み重ね、収集し
てきた牧畜文化語彙である。調査は本プロジェクト開始当初から、複数のメンバー
が共同で現地に赴くという体制で進めた。6年間に行った共同調査の回数は夏期 6
回、冬期 2回である。調査地は、プロジェクトの中心的なメンバーの一人であるチ
ベット人研究者の南太加 (ナムタルジャ) 氏の出身地である、チベット東北部、ア
ムド地方ツェコ県のメシュルである。この地域を選定したのは、もともと牧畜民の
暮らす地域であったこと、人口の 8割が町に移住している一方でまだ牧畜を行って
いる人々もいることから、牧畜語彙の収集に適していると考えたためである。南太
加氏の家族や親戚をはじめとする、現地の方々の多大なる協力を受けることができ、
5,500件に及ぶデータを収集し、そのうち 4,893件の項目を辞典に収録した。
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本辞典は 2018年 3月に公開したパイロット版を大幅に改訂したものである。前
版は全ての語彙項目をチベット語の辞書順に配列したものであり、チベット語の辞
書としては使いやすいものであったが、チベット語を知らない読者にも牧畜文化に
触れてほしいという編者の意図を十分に表現できていない配列であった。そこで今
回は辞書順に配列したリストはチベット語索引として巻末に掲載した上で、本編は
収集した語彙を文化項目別に分類・配列した 28章立ての分類辞典として新たに編
集しなおすことにした。文化項目は詳細に設定しているので、辞典冒頭に掲載した
目次と各章の冒頭の細分化した目次を参照して、関心に従って読み進めていただ
ければ幸いである。分類辞典の先達としては、チベット語ラサ方言を対象とし、人
体や衣食住といった項目を分類配列した『現代チベット語分類辞典』（北村・長野
1990）がある。その後 30年の歳月を経て、牧畜文化を基盤とした新たな分類辞典
を世に送り出すことで、チベット文化の豊かさ、そして多様性を示すことができた
と自負している。
なお、チベットの牧畜文化の背景については本辞典所収の別所論文「チベット牧
畜民の現在と私たちが目指すもの」を、我々が語彙調査を行った地域については南
太加・山口論文「調査地概要」、語彙項目の分類方針については山口論文「本辞典に
おける文化項目の分類」、現地で話されているチベット語の特徴については海老原
論文「アムド・チベット語の概況」、音韻表記については星論文「アムド・チベット
語メシュル方言の音韻特徴」を参照していただきたい。
本辞典に掲載しきれなかった情報については、我々が運営しているチベット牧畜
ポータル (https://nomadic.aa-ken.jp/) にコラムとして掲載している。また、
上記サイトでは書籍版と同じものを PDFで公開しているほか、オンラインで使え
る電子辞典も公開しているのでご活用いただきたい。なお、本辞典の正誤表は上記
サイトで公開予定である。
本辞典に関連する読み物としては、AA研広報誌『FIELDPLUS』17号の巻頭特
集「チベット牧畜民の「今」を記録する」、および小冊子『チベット文学と映画制作
の現在 SERNYA』（3号と 4号に牧畜文化特集）も手にとっていただきたい。

本辞典は今後、チベット語・英語版、およびチベット語・チベット語版の刊行を
予定しており、チベット牧畜文化に関する研究と辞典編纂は今後も発展させていく
所存である。読者の方々の忌憚のないご意見をお寄せいただければ幸いである。

2020年 3月

チベット牧畜語彙収集プロジェクトを代表して
星 泉 (hoshi@aa.tufs.ac.jp)

https://nomadic.aa-ken.jp/
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本辞典の基礎となる現地調査では、大勢の方に一方ならぬご尽力をいただいた。
メシュルの地でお世話になった故ルクジャ氏、カワ家、リンチェンジャ家、タクラ
ブム家、ツォクキャプ家、サムコ家、ルタルブム家、ワンダク・ドルジェ氏、チブ
ザン氏、ジュクバ氏、ホワルド氏、ジュクロ氏、タムチジャ家、マニキャプ家の皆
さんは、同じような質問を何度も繰り返すわれわれを根気よく導いてくれた。カワ
家のヤンモジャ氏、リンチェンジャ家のラモ・ツェラン氏には女性の仕事について
詳細に教えていただいた。また、マンゾンの半農半牧の暮らしを営むジャホワジャ
家の皆さんは羊の食利用について詳しく教えてくださった。この他にもたくさんの
方々にお世話になった。現地の皆さんの素晴らしい技術や知恵、そしておいしいご
はんと腹のよじれる冗談をエネルギーの源として、辞典を完成させることができた。
皆さんのご厚情に心よりの感謝を捧げたい。
本辞典の編集にあたっては、青海師範大学のギャイ・ジャブ氏および青海省ゴロ
ク州政府のジュ・カザン氏に顧問をお願いし、折りに触れ貴重なアドバイスをいた
だいた。本辞典の完成を見守ってくださったお二方に、深く感謝申し上げる。我々
の現地調査に同行し、映像作品「チベット牧畜民の一日」を制作してくれた映像作
家のカシャムジャ氏、また、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所（AA
研）共同利用・共同研究課題（外国人客員共同研究型）「青海チベットの半農半牧民
の言語・文化の研究」のために AA研に 6ヶ月間滞在し、本辞典の編纂に数多のア
ドバイスをくださった中国チベット学研究センター宗教研究所のラシャムジャ氏に
感謝を捧げる。また、牧畜に関連する各種資料を数多く提供してくださった作家の
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に向けた循環型の言語研究体制の構築」(LingDy3)の研究成果の一部である。「多
様な世界のなかで受け継がれてきたことばをまもり、伝えるために／話者たちとと
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チベット牧畜民の現在と私たちが目指すもの
別所裕介

「生き方」としての牧畜
牧畜とは、今からおよそ 9千年前に西アジアの羊飼養から始まり、そこから広く
ユーラシア大陸全域に広まった、動物の群を管理することで生活資源を獲得する生
き方である。その生業形態はごくシンプルであり、人間が直接資源として扱うこと
ができない草原の草を家畜に食ませ、ミルクや燃料などの生活資源に換えると共に、
去勢や避妊の技術によって畜群の生殖コントロールを行い、余剰となった家畜から
肉や毛皮を手に入れる、というものである。搾乳したミルクはバターやチーズに、
毛や皮はテントや衣類の原料となる。畜群は物資輸送にも優れた能力を発揮し、定
着農耕民との間で大規模な交易を展開することができた。
こうして、衣食住に関わる生活資源のほぼすべてを動物に依存して成り立たせる、
高い自給性と持続性を保持した生業の体系が、長らくユーラシアの乾燥地帯におけ
る人間の生存基盤となってきた。しかし、19世紀以降、領土主権の概念を元に形作
られてきた近代国家にとって、広い国土を占有し、流動的に動くことで生計を成り
立たせる牧畜社会は、国民統合を進める上で大きな障害とみなされた。中央集権的
な国民統合を必須とする近代国家の政治体制にとって、土地よりも家畜に依存する
遊動的な生活を送り、国家よりも部族的な権威に重きを置く牧畜民の社会構造は根
本から矯正され、馴致される必要があったのである。

チベット牧畜民の現状
20世紀の中葉から社会主義を採用した中国でも、国土の西側に暮らす牧畜民に対
して同様の近代化プロセスが進行した。そのプロセスは共有制と私有制の間を激し
く揺れ動き、その中で牧畜社会の経営合理化が目指されてきた。国家にとって牧畜
社会改造の目標はあくまでも「食料増産」であり、より多くの人々の胃袋を満たす
ために、労働集約と生産力強化が最重要の課題とされてきた。
だが、西部大開発が始動した 2000年以降、その近代化の方針には「生態環境保
全」という大原則が付随するようになった。「長江の大洪水」や「黄河の断流」と
いった 1990年代後半から打ち続く大規模自然災害の「元凶」が、これらの大河川
の水源域に住む牧畜民による恒常的な「過放牧」、すなわち生産過剰にあるとされ
たためである。2002年以降、「三江源」と呼ばれる長江・黄河・メコン川の水源区
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（総面積 30.25万 km2、牧畜民人口約 50万人）の環境負荷を下げるためとして、同
地域の牧畜民を段階的に都市部へと退去させる集住化政策が矢継ぎ早に施行された
（2002年—退牧還草、2004年—生態移民、2009年—安居工程）。
この結果、三江源の中核を占める青海省では、2014年時点の推計で 21万人に上
る牧畜民が都市近郊に設けられた居住区（移民新村）へと移り住み、集住生活を送
るようになった。これにより事実上、チベット牧畜社会は家畜と共に草原に居残る
人々と、家畜を捨てて都市部に移住した「元・牧畜民」のグループとに、少なくと
も政策上ははっきりと二分されたのである。

チベット人の居住地域と青海省・三江源自然保護区の指定範囲
＊『FIELDPLUS』no.17掲載の地図（制作：© Design Convivia）をもとに作成

牧畜の「生態産業」化
この移住政策の進展と並行して、生態環境の保全を最優先しつつ辺境経済の底上
げを推し進めるために導入された政策が「生態牧畜業建設」プロジェクト（2013
年～）である。草原に残存する各世帯が所有する家畜を整理・統合し、組合式の集
中管理体制（「合作社」と呼ばれる）へと移行させることで経営合理化を図ろうとす
るこのプロジェクトでは、合作社ごとに①ヤクの肉や乳、毛皮などを用いた有機
食品や民族工芸品の開発、②冬虫夏草を始めとする薬草類を素材とした健康グッズ
開発、③牧畜民の素朴な暮らしを観光客に体験してもらうエコ・ビレッジ運営、と
いった経済活動を行い、都市部に暮らす消費者の嗜好やニーズに合わせたビジネス
モデルを確立させることが推奨されている。

2015年の青海省農牧庁による報告では、この種の合作社を立ち上げたモデル村は
全省で 961ヶ村に上り、11万 5千世帯（モデル村総世帯数の 72.5%を占める）に
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及ぶ牧畜民が何らかの形で事業に参画しているという（「中国新聞網」2015年 5月
28日記事）。このように地方政府は、中央からの潤沢な資金供与を後ろ盾として牧
畜民に労働集約と経営合理化を呼びかけ、家畜頭数を削減すると共に、畜舎の整備
や機械化を促進して近代畜産業の成立を導くことで、「環境にやさしい牧畜業」を
創出できる、としているのである。

「牧畜の価値」の所在
以上の趨勢を全体としてみれば、国家・政府にとっての「牧畜の価値」は、「環
境保全」と「産業化」の両立を可能とする範囲においてのみ認められるものである。
この 2つの押しとどめがたい流れの中で、家畜を介して自然から生活資源を獲得す
るひとつの自足した生業としての牧畜の総体性は解体され、局所化されていく。「環
境」の観点からは、家畜を野放図に増やし、広大な草地を利用する「非定住生活」
は害悪であり、牧畜民の大半は草原から退去し、近代的な畜産業を担う賃金労働者
への転用が促進される。その際、労働者に必要な知識や技能は精肉、乳製品、毛・
皮革加工の各分野において工業生産に特化したものと、これに関連するサービス業
の分野に絞り込まれる。こうして、これらの産業維持に関連しない家畜資源の利用、
すなわち手作業による家内的乳加工のプロセスや燃料糞の加工、機織りや皮なめし、
種付けや去勢、屠畜や剪毛などの熟練を要する技術、およびこれに関わる道具使用
や移動放牧生活における畜群の管理手法と環境知識など、太古から営々と蓄積され
てきた家畜に関する総合的な民俗知は社会的に無用とされ、忘れ去られていく。
政策的なリードを行う為政者の側からは、上記の一連の変化（＝家畜に関わる生
産体系の局所化）は動物に過度に依存する原始的な暮らしからの脱却であり、「歴史
的な進歩」であると捉えられている。中国全体の市場主義経済との適合性において
のみ「牧畜の価値」が見いだされ、膨大な予算措置によって「生態牧畜業」への転
換が図られている現状においては、たとえば環境保全をめぐって、牧畜民こそが長
期にわたって草原を持続可能にしてきた主役であり、むしろ彼らの移動性を持った
生活の知恵に学ぶべきである、といった、「牧畜の価値」のすそ野の広さを異なる角
度から指摘しようとする少数者の声はかき消され、社会の表面に上がっては来ない。

辞典を作ること―取りこぼされる価値を拾うこと
私たちはここで、国家が主導する「牧畜の価値」の定位と方向付けが全面的に悪
い、と言いたいのではない。世界のあちこちで、特に「フロンティア」とか「辺境」
と呼ばれる、文化的・経済的なマイノリティが暮らす生活社会において、グローバ
ルな経済市場の力に晒された伝統的な生業が、より効率的な生産を可能にする産業
システムへ置き換えられる事態が加速度的に進展している。翻って見れば、日本に
暮らす私たちの現在の生産と消費の有様がそのような経過の産物であり、私たち自
身がもはや後戻りできない不可逆的な「価値の変動」を経験している。そしてその
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経過は必ずしも、外部からの押し付けによって力ずくで進行したのではなく、先人
たちが自ら自発的に考え、選び取った結果をも含み込んで成り立っている。その意
味でいえば、現代の牧畜民が直面しているのが「全面的な喪失」であるのか、それ
とも（国家が言う意味での）「歴史的な進歩」の一過程であるのか、あるいはそのど
ちらにも帰することのできない別種のプロセスなのか、部外者である私たちがその
変化の内実を評定する立場に立つことはできない。ただ一つだけ言えることは、今
現在そうした価値の変転に曝されている社会の中に、大なり小なり「痛み」を感じ
ている一群の人々がおり、その痛みを少しでも和らげるべく、それぞれができる範
囲での活動に従事している、ということである。
私たち「チベット牧畜語彙収集プロジェクト」の研究チームが立ち上がる数年前
から、現地牧畜社会ではチベット語の伝統知識の継承を目的とする複数の草の根の
民間団体が活動していた。その筆頭格である、三江源の中核に位置する青海省ゴロ
ク州の名刹・ラジャ僧院付属の私設学校（小学校から高校までを擁する）では、牧
畜語彙に特化した図版入りの小辞典が刊行されていた。牧畜社会で用いられる生活
用品や家畜種の写真画像に短いキャプションを付したこの辞典は、現地で幅広く普
及し、他地域の私設学校で貴重な母語教育の教材として用いられたり、村々の小学
校でボランティア活動として実施される児童向けの「チベット語（母語）語彙検定」
で、問題作成用に活用されたりしている。
ここから、私たちが自らのチームを結成して『チベット牧畜文化辞典』のデータ
ベース構築に乗り出すまでに大きなステップは必要なかった。現地にすでにあるニ
ーズを汲み上げ、これに側面からの支援を行うことで、彼ら自身が「牧畜の価値」
を自らのために定位していく手伝いができるかもしれない。解説と写真、日本で活
躍するプロの漫画家の手になる詳細なイラストを添え、書籍版に加え、PDF、オン
ライン版、iOS アプリ版を公開していくことなど、一つ一つのアイデアはすべて、
この目標に向けて、私たちが牧畜社会の外から関わるが故の「強味」を引き出すた
めに付け加えられていったものである。
丸 6年にわたる現地との折衝を経て、チーム一丸となって取り組んできた成果を、
一冊の書物としてここに上梓する。現地に還元し、共に歩んでいくための素材とし
てはまだまだ不十分な面も多々指摘されうるであろう。ただ私たちが目指したのは、
上述の行政上の視点から定位された「牧畜の価値」が取りこぼしてしまうものを、
現実の社会での語りに即して拾い集め、それなりの秩序だったやり方で再構成する
ことだった。少なくとも私たちは、その作業を通して、政府が称揚する「生態産業
としての牧畜の価値」は、牧畜語彙の豊かな全体像の中のほんの微々たる領域を占
めるに過ぎないことを確信することができた。
本辞典が単に、失われつつある言葉の記録と保存にとどまるのではなく、現地の
人々と共に歩みながら、社会の隅に追いやられてゆきつつある牧畜という生業体系
の知られざる価値までをも含めて発掘していく一助となることを、切に望む次第で
ある。
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調査地概要
南太加, 山口哲由

我々は、青海省黄南チベット族自治州ツェコ県のメシュルを中心として、アムド
地方の牧畜関連語彙の収集をおこなった。
ツェコ県は黄南チベット族自治州の中央部に位置している。面積はおよそ

6,500km2 におよぶが、その大部分は標高 3,500m以上である。そのため、年間平
均気温は 0◦C前後と非常に冷涼であり、7月の月平均気温は 10◦C以下と夏でも涼
しく、1月の月平均気温は −10◦Cを下回る。また、大陸性気候のために気温の日
格差も大きく、日差しのある日中は比較的気温も上がりやすいが、夜になると急激
に気温が低下する。モンスーンの影響は限定的なため、チベット東部のカム地方な
どと比較しても降水量は少なく、年間降水量は 400–500mm程度である地域が多い。
こういった寒さと乾燥のためにツェコ県の大部分では農耕が困難であり、牧畜が人
々の生活で重要な役割を果たしてきた。なお、ツェコ県で話されているアムド・チ
ベット語は牧区方言のひとつであり、アムド地方での威信が高い。

青海省内の行政区分と調査地の位置
（山口哲由 作成）

メシュルはツェコ県の北部に位置している。メシュルには、かつて 4 つの大集落
が存在したが、現在は 6つの行政村を含む鎮として再編されている。2012年の統
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計資料によると、メシュルの総人口は 11,311人で、2,898世帯が生活している。メ
シュルの面積およそ 1,400 km2 のうち、その 40%にあたる 540 km2 の範囲が「三
江源自然保護区」に指定されている。そのため、「生態移民」政策や「牧畜民定住
化」プロジェクトの影響を強く受けることとなり、2014年には全世帯数の過半数の
1,600世帯以上が、県内外に設けられた移住村・定住村に相次いで転居することと
なった。ただし、ここには 1つのからくりがあり、転居したとされる世帯でも、世帯
全体で完全に転居した世帯は限られている。移住・定住した世帯には、住宅建設資
金や新たな生業を得るための準備資金、生活補助金などが支給されるため、役人が
来る場合のみ移住村・定住村に住んでいることを装う世帯も多いとされる。とはい
え、これらの政策の影響による牧畜業の衰退は隠しようがなく、小規模ながら家畜
を飼い続けている世帯もみられるが、多くの世帯は転居にともなって家畜を手放し、
もはや牧畜民とは呼べない生活をしている。この結果、2008年にはメシュル全体で
26万頭ほどの家畜を飼養していたが、2014年にはおよそ 10万頭にまで急減した。
もちろん、「三江源自然保護区」以外の場所では、牧畜を続けている世帯も存在す
る。しかしながら、その様式が以前とは大きく様変わりしている。以下では、我々
が重点的に調査を行ったＲ家の牧畜の状況について、「調査地俯瞰図」を用いなが
ら説明する。

調査地俯瞰図
（蔵西 画）
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Ｒ家が現在使用している放牧地はおよそ 160haであるが、その内部をさらに柵に
よって 3つに区分し、70haずつを夏用と冬用の放牧地として利用している。昔は、
世帯が利用する放牧地はおおまかにしか定まっておらず、放牧地全体は部族単位の
ゆるやかな共有地として管理されてきた。しかしながら、1980年代以降は放牧地が
世帯ごとに割り当てられ、その境界には柵が設けられるようになった。その結果、
割り当てられた放牧地を夏用と冬用に柵で区分し、それらの間の短い距離を行き来
しながら一年を過ごしている。
放牧の拠点となる夏営地はヤルツェルと呼ばれ、冬営地はグンツェルと呼ばれる。
Ｒ家のヤルツェルの標高は 3,300mほど、グンツェルの標高は 3,500mほどである。
ヒマラヤでは標高差によって生じる環境の違いを利用した「移牧」がおこなわれる
地域もあるが、ここでは標高差はあまり重要ではなく、風通しの良い丘の上にヤル
ツェルを設け、強風を防ぐことができる谷間にグンツェルを設けている。ヤルツェ
ルとグンツェルの距離はおよそ 1.4kmで、歩いても 1時間かからないほどの距離で
ある。草地が私有化される以前のヤルツェルとグンツェルは、もっと離れていたと
いう。
ヤルツェルには土塀の家屋が建てられており、そこに隣接して白テントを設置し
ている。アムドの牧畜民は、かつてはヤクの毛を編んだ黒テントの中で暮らしてい
たが、現在は観光用を除いて黒テントはほとんどみられず、縫製工場で作られた帆
布を用いた白テントが一般的である。また、1980年代以降は放牧地にも土壁やレン
ガでできた家が建てられるようになり、ほとんどの牧畜民がこういった固定家屋を
利用している。ヤルツェルには、この他にヒツジの囲いやヤクの囲いがあり、とこ
ろどころに燃料として利用する乾燥させたヤク糞の小山もある。

夏営地
（蔵西 画）

2015年の訪問時のＲ家では 17頭の搾乳中のヤクがおり、さらにその仔が 16頭
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いた。搾乳をしない雌ヤクと去勢した雄ヤクなど合計 30頭は、夜間にはまとめてヤ
クの囲いに入れられていた。これらを合計してＲ家が日常的に管理しているヤクは
60頭ほどであったが、以前はもっと多くのヤクを飼っていたという。Ｒ家はヤクの
他にも 300頭ほどのヒツジを所有しているが、Ｒ家の草地は豊かではないので、訪
問時には他家に放牧を委託していた。
牧畜民の夏の朝は、6時頃からヤクの糞を拾い集める作業で始まる。ロープに係
留されたヤクの周りにある糞を集め、広げて乾燥させる。糞を集める作業が終わる
と 7時頃から搾乳が始まる。搾乳後に朝食をとり、それから放牧に出す作業が始ま
る。ヤクは、成畜の群れと仔の群れに分けて放牧する。家畜追いは、掛け声や投石
器などを使いながらゆっくりと約 1時間かけて谷を下から上へと追い上げる。日中
はヤクのそばに人は付かない。草地の周囲には柵が張り巡らされているので、ヤク
の移動範囲は制限される。ヤクは草を食みながら柵にぶつかると折り返し、夕方に
は自然と営地の近くまで戻って来る。それらを集めて営地まで連れ戻し、搾乳をし
て 1日の作業が終わる。
糞を集め、搾乳をおこない、放牧に出すといった家畜を飼ううえでの基本的な作
業は、放牧地が割り当てられ、柵が設けられる以前の牧畜と大差はないように見え
る。しかし細部では違いもみられる。かつては、戻って来ない家畜を探し回り、他
家を尋ね歩くことも珍しくなく、そこでは家畜の角や毛色、容姿を表現する様々な
語彙が用いられてきたが、現在は柵があるので家畜を探しに行くことも少なく、そ
ういった語彙を用いる機会は確実に減少している。また、柵で囲まれた範囲から外
に出て放牧することはほとんどなく、季節的な移動もごく狭い範囲に限られるので、
地理や自然環境に関する知識や語彙の使用の機会も少なくなっている。さらに、道
路が整備され、バイクが移動手段として普及し、街からは野菜や果物のほか、様々
な日用品が持ち込まれるようになったため、黒テントは見られなくなり、手製のロ
ープや木桶などの伝統的な用具も消えつつある。
以前の放牧地の暮らしとは大きく変わっていく環境のなかで、失われつつある技
術や知識を持つ人々が暮らす、以上のような地域を調査地としている。
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本辞典における文化項目の分類
山口哲由

牧畜とは、家畜を飼養することによって乳や肉、毛皮などの日常生活で必要な物
資の多くを得る生活スタイルのことを指す。チベット・アムド地方におけるヤクや
羊を中心とした牧畜生活のなかで、日常的に用いられてきた語彙を網羅的に収集・
記録したのがこの『チベット牧畜文化辞典』である。ここでは「文化」という表現
を広義の意味で用いており、アムド地方の牧畜生活のなかで実践されている放牧作
業や搾乳、乳加工、自然認識、衣食住、宗教実践などの総体を指し、それぞれの場
面で使われる単語の収集を目指した。
牧畜という生活スタイルに関わる語を網羅的に記録することは非常に難しいわけ
であるが、我々が語彙を収集し、本辞典を編纂するにあたっては『文化項目分類』
（マードックほか 1988）を参考にした。文化項目とは「諸文化がそれぞれ共通に有
すると認められる文化要素の最小の分類カテゴリー」であり（濱嶋ほか 2009）、文
化の比較研究をめざして開発されてきたインデックスである（次ページ図 1参照）。
マードックが提示した文化項目では、まず 79の大項目が提示されており、例えば、
言語、食物獲得、農業、建造物、娯楽、親族、レクリエーション、戦争、社会問題の
ようにその対象は非常に多岐にわたる。さらにそれぞれの大項目のなかには 10前
後の中項目が設定されており、中項目には具体的な内容を示すいくつかの小項目が
含まれる。
『文化項目分類』には「家畜飼養」という大項目が設けられている。その概要を述
べると、大項目「家畜飼養」のなかには「家畜化された動物」、「応用家畜学」、「牧畜
行動」、「酪農業」、「家禽飼養」、「獣毛製品」、「動物の副産物」という 7つの中項目が
設定されており、さらに、例えば「牧畜行動」という中項目には「草食家畜の大規
模な群の管理」、「誘導の範囲」、「放牧と飲水」、「焼印」、「駆り集め」、「特殊な道具」、
「専門職員とその組織」という 7つの小項目が含まれる。こういった 3階層からな
るインデックスは、データの整理や地域間比較の手助けになるだけではなく、民族
誌を記載する場合のように、網羅的な現地調査をおこなううえでの指針にもなる。
しかしながら、『文化項目分類』は非常に幅広い社会を対象とした反面、個別の
文化項目に関する掘り下げには限界があり、上述の大項目「家畜飼養」に関しても、
牧畜に特化して生存基盤を築いてきた人々の生活を全て表現するには項目が不足し
ている。そこで、マードックの文化項目分類を参照しながら、参与観察によって我
々自身が収集した単語を分類・整理し、本書が対象とするアムド地方の牧畜民の暮
らしに即した文化項目を設定する作業をおこなった。
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図 1 マードックらによる文化項目分類の概要

具体的には、まず、前述したような牧畜民の一日の生産活動、すなわち、朝の糞
拾いや搾乳に始まり、日中の放牧を経て、家畜を連れ戻して夕方の搾乳を終えるま
でに付き従い、さらには衣食住や宗教実践に関わる日常の活動も含めた生活の様々
な場面での参与観察をおこないながら、場面に即した語彙を収集した。もちろん、
こういった生産活動や生活の様子は一年を通してみると変化が見られ、温暖な夏と
雪に閉ざされる冬ではかなり異なる。また、牧畜には様々な季節的な作業もあり、
ヤクに関していえば、初春は出産の時期であり、初夏は毛刈りの季節、さらに晩秋
になると屠畜がおこなわれる。そういった季節ごとの活動や生活に関しても、我々
はできるだけ長い時間をかけることで網羅的な語彙の収集に努めた。
このようにして収集した語彙を、仮に設定した文化項目、例えば、搾乳や乳加工、
食肉部位名称、家畜の外貌に関する表現、地形認識、野生植物、宗教的な概念などの
ように分類した。これら文化項目にかかる先行研究も参照しながら分類した語彙を
精査し、抜け落ちている要素や階層構造などを再検討することにより、さらに次の
単語収集をおこなっていった。このように語彙の収集・分類・項目の再検討という
作業を繰り返すことで、現在は 28の大項目のもと、中項目、それに連なる小項目を
設定しており、これらの項目に沿って単語を提示している。もちろん、個々の語は
重層的な意味を持っており、1つの文化項目に分けることが難しい場合も少なくな
い。例えば、「ཇ་ཕུད་བསུ།：お初のお茶を注ぐ」という動詞句は、食文化であると同時に
宗教的な意味も有しているので、「食文化」と「法具と呪物」の項目に併記している。
この辞典では、チベット語の辞書配列ではなく、我々が設定した牧畜の文化項目
に沿った配列での記載となっているが、この記載方法は牧畜文化を理解するうえで
利点も多いと考えている。例えば、「བེའུ།」という語は 0–1歳のヤクを指すが、チベ
ット語の辞書配列で並べた場合、家畜の呼び方として「བེའུ།：0–1歳のヤク」という
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単語があることしか分からない。しかし、実際には 0 歳から 6 歳までのヤクを年
齢に応じて呼び表す体系的な語彙があり、これらの語は家畜の個体を管理する様
々な場面で使用される。一方で羊に関しては「ལུག་ིང་ོན་པ།：生後 10日までの仔羊」、
「ལུག་ིང་།：生後 10日–満 1ヶ月の仔羊」、「འཕྲ་མ་རོང་།：生後 1ヶ月の仔羊」、「འབའ་རྡང་།：生
後 2–4ヶ月の仔羊」、「ལུ་གུ：生後 5ヶ月–1歳の仔羊」のように、0歳から 1歳まで
をさらに分ける語がある。仔羊の毛皮の価値は非常に高く、その品質は生後数ヶ月
で変化することから、より細かく呼び表す語彙が発達してきたと考えられる。この
ように家畜の年齢区分に関して、ヤクと羊という項目ごとに見ていくことで牧畜文
化の理解に繋がると考えている。
また、語を個別に記載するだけでは、その語の意味を正しく把握できず、説明が
極めて難しい場合も多い。例えば、屠畜・解体時における肉や内臓に関して、牧畜
民はその部位に応じて細かく呼び分けているが、部位を言葉だけで説明することは
難しい。そうした場合はまとめて図示することで、なるべく正確に伝わるよう工夫
した。
牧畜文化語彙は、日常的にそれを使っている人々にとっては、それぞれの語の意
味は極めて具体的であるが、一方で、牧畜文化に馴染みのない人々にとっては、想像
もつかない概念ばかりであり、よほどのことがない限り、語を調べる機会はないだ
ろう。それゆえに、この辞典は「引く辞典」というよりもむしろ「読む辞典」として
編集をおこなっており、項目ごとに記載されたこの辞典を読むことで牧畜文化への
理解を深めてもらうことを大きな目標としている。ただし、巻末にはチベット語索
引も設けたので、チベット語の辞典としても用いることができる。また、オンライン
で使える電子辞典版も公開しており（https://nomadic.aa-ken.jp/search/）、
書籍版に比べて写真も豊富に掲載しているので、あわせてご利用いただきたい。

https://nomadic.aa-ken.jp/search/
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アムド・チベット語の概況
海老原志穂

本辞典がもととしているアムド・チベット語は、系統的にはシナ・チベット語族、
チベット・ビルマ語派、ヒマラヤ語支に属する、チベット諸語（以下、チベット語）
のひとつである。チベット東北部（アムド地方）で話されるアムド・チベット語は、
チベット語に属する方言として「アムド方言」とこれまで呼ばれ、現在でもその呼
称が使用されることも多い。しかし、チベット語の各方言の話者が相互に意思疎通
ができないという事実や、研究の進展によって言語間の差異が明らかにされてきた
ことなどを受け、「アムド方言」のように「方言」と言われていたものを言語に格上
げして呼ぶことがチベット語研究におけるスタンダードとなってきている。その流
れを受け、本辞典でも「アムド・チベット語」という表記を用いることとした。
本稿では、まず、チベット語が話される地域と話者、分類について概観し、次に、
アムド・チベット語の話される地域、方言分類と言語特徴について述べる。

チベット語が話される地域と話者、分類
チベット語は、7世紀に成立した古代チベット帝国（吐蕃）で広く用いられ、版図
の拡大とともに拡散していった。チベット語は、現在でもチベット高原とインド亜
大陸の北部にあたる広い地域で使用されている。国名をあげると、中国西南部（チ
ベット自治区、青海省、四川省、甘粛省、雲南省）の他、インド北部、ブータン、ネ
パール、パキスタン北部、ミャンマー北部で話されている。それ以外に、世界各地
で暮らしているチベット難民たちもチベット語を日常的に使っている。地形的には、
高地や山地、渓谷が大部分を占めるが、チベット語の話者たちの居住空間は都市に
も広がっている。また、チベット仏教やボン教を信仰する話者が多いものの、チベ
ット自治区の区都であるラサの他、チベット語圏の西部（バルティスタン、ラダッ
ク）、東北部（アムド）においては、イスラム教を信仰する話者も少数ながら存在す
る。チベット語話者数の正確な数字は統計上には現れないが、およそ 600万人と言
われている。
チベット語は 240万 km2 におよぶ非常に広大な地域（日本の国土の 6倍以上の
面積）で話されている。そのため、各地域のチベット語の間では特に音韻、語彙に
差異がみられる。
チベット語は、地理的分布の他、主に、(1)「声調の有無」、(2)「阻害音（破裂音、
摩擦音、破擦音をまとめた総称）における有声/無声の区別の有無」という 2つの
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音韻的特徴によって、一般的には 6つに分類される（表を参照）。表中の + は (1)、
(2)の特徴を有することを、− はその特徴がないことを表す。

各方言における声調の有無、阻害音における有声/無声の区別

言語グループ（話されている主な地域）

(1) 声調の
有無

(2) 阻害音
における有
声/無声の区
別

アムド・チベット語（青海省、
甘粛省と四川省の一部） − +

中国国内
カム・チベット語（四川省、雲
南省と青海省、チベット自治
区の一部）

+ +

中央チベット語（チベット自
治区） + −

南部チベット語（ブータン、
インドのシッキム州） + +

中国国外

西部改新的チベット語（イン
ドのヒマーチャル・プラデー
シュ州）

+ +

西部古チベット語（パキスタ
ン東部、インドのカシミール
地方）

− +

チベットの伝統的な地理観では、人跡もまばらで広大なチャンタン高原を除くと、
ウー・ツァン（中央）、アムド（東北）、カム（東）というのが概念上の大きな地域
区分であり、それぞれに言語や生業形態など、地域的特性のまとまりがあって、言
語グループとしても認識されている。歴史的に政治と宗教の中心地であったラサと
シガツェを中心とする中央チベットのウー・ツァン地方で話されている中央チベッ
ト語（中央方言）は、国内外においてチベット語を代表する言語としてよく知られ
ている。チベットの東北部はアムド地方と呼ばれる。アムド・チベット語（アムド
方言）は、中国の行政区分では青海省、甘粛省と四川省の一部に重なる。チベット
の東部はカム地方と呼ばれる。カム・チベット語（カム方言）が話されるのは、四
川省、雲南省と青海省、チベット自治区の一部、そして、ミャンマー北部に重なる
地域であり、山脈と河川が複雑に入り組んだ土地に定住する農耕民が、集落ごとに
多様な方言を発達させてきた。
このように話者同士の意思疎通が困難になるほどの違いをもつチベットの各地域
語が、それぞれ言語としての独自性が極めて強いにもかかわらず、総体としてチベ



アムド・チベット語の概況 xxiv

ット語の方言だと認識されているのは、各地域の口語語彙のほとんどに文語形との
対応がみられ、書き言葉とともに普及した行政システムおよび仏教を文化的背景と
して、チベット語としての統一性が保たれていることが最大の理由である。

アムド・チベット語が話される地域、方言分類と言語特徴
アムド・チベット語は、中国青海省の全域（青海省南部の

ぎょくじゅ
玉樹チベット族自治州

を除く）、甘粛省南部の甘南チベット族自治州、同省の北部に位置する天祝チベット
族自治県、そして四川省のアバ・チベット族羌族自治州の一部の県およびカンゼ・
チベット族自治州の一部の県で話されている。主にチベット人によって話される言
語であるが、モンゴル系諸民族、回族など他の民族の中にもアムド・チベット語を
母語とする人たちが少数ながら存在する。アムド・チベット語の使用人口は 100万
人以上はいると思われる。

方言分類

アムド・チベット語は地域的には広範囲で話されているものの、カム・チベット
語と比べると、アムド・チベット語内の方言間差は比較的小さい。しかし、もちろ
んアムド・チベット語の中でも方言差はみられる。アムド・チベット語の方言分類
は農耕か牧畜かという生業によって分類される。アムド地域のチベット人は、伝統
的に、農民、牧畜民、半農半牧民のうちのいずれかのアイデンティティをもってい
る。農民とは、比較的標高の低い地域に住み、農耕を主に営む人々である。牧畜民
とは、比較的標高の高い地域に住み、牧畜を主に営む人々である。半農半牧民とは、
農民と牧畜民の中間的な特徴をもち、農耕と牧畜どちらも営んでいる人々である。
これらの生業によって使用言語にも大きな違いがみられることから、「農区方言」と
「牧区方言」、そしてその中間的な「半農半牧方言」という分類が中国の研究者の間
で伝統的に行われてきた。アムド地域のチベット人の間でも同様の方言区分がされ
ている。一般的には、牧区方言はチベット文語のつづりと音韻的に近いため、農区
方言と比べて威信が高いものとチベット人たちにみなされている。
言語学的には、「農区方言」と「牧区方言」、そしてその中間的な「半農半牧方言」
の間には音韻的な違いがみられる。研究者による指摘としては、Hermanns（1952）
が最も早く、「牧畜民の言葉は古態的な（アルカイックな）言葉であり、非常に古い
特徴をよく保持している」と述べられている。さらに、格桑居冕・格桑央京（2002）
は、農区方言は一般に、音節頭で 30–40種類の子音連続の組み合わせをもち、複数
ある下位方言の中でも最も組み合わせの少ない下位方言では、20程度であると述べ
ている。一方、牧区方言は 70–80種類の子音連続の組み合わせを有するのが一般的
であり、多いものは 100種類の組み合わせを超える子音連続があると指摘されてい
る。牧区方言のほうが明らかに多くの子音連続の種類を有する。
「農区方言」、「牧区方言」、「半農半牧方言」を話す地域は、ある程度まとまって
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分布しているが、農区方言を話す地域の中に牧区方言を話す村が点在するなど、ミ
クロな目でみると入り組んだ分布をしている。さらに、近年では人の移動や接触が
多くなったために、言語の状況も変化しつつある。生まれが牧畜民の家庭であって
も、都市部の学校に通ったり、都市部で仕事を得たりする機会が増えるなど、従来
の生活スタイルにも大きな変化が生じており、これが言語特徴にも影響を与えてい
る。自身が牧畜民か農民か、半農半牧民かというアイデンティティと、話している
アムド・チベット語の方言的属性の間にずれがみられる場合も多い。

言語特徴

アムド・チベット語の類型的な特徴を、(1) 音韻、(2) 形態、(3) 語順と格標示、
(4) 述語に関わる文法範疇、の順に述べる。音韻的な特徴は他のチベット語と異な
る点もあるが、それ以外の特徴については他のチベット語の特徴ともおおよそ一致
する。

(1) 音韻的特徴 シナ・チベット語族の言語の多くは声調をもつが、アムド・チベ
ット語は声調をもたない。その一方で、子音連続を豊富にもつという特徴があ
る。上述のように、子音連続の種類は方言によって異なり、農区方言より牧区
方言において種類が多い傾向にある。無声調で子音連続が豊富であるという
この特徴は、チベット語の中では、アムド・チベット語と西部古チベット語に
みられる。チベット文字の構成方法から、古チベット語も声調をもたず、子音
連続が豊富であったと考えられており、古チベット語の音韻的特徴が、現在の
チベット語使用地域の東西周辺部に残っていると解釈することができる。

(2) 形態的特徴 語形成に関わる形態的手段としては接辞法（接尾辞、接頭辞によ
る）、複合法、重複法がある。また、他の語との関係を示す手段（屈折）は一般
に従属部に接尾辞や後接語を接続させたり、語幹の母音や子音を交替させた
りすることによって示す。同じくシナ・チベット語族に含まれる中国語は孤立
語的性格が強いが、それと異なりチベット語は接辞法による派生が発達して
いたり、文法関係を接辞添加によって表したりするなど、膠着性が比較的強い
といえる。接辞と接語の一部は異形態をもち、形態音韻的な交替現象を示す。
動詞は動態動詞、状態動詞（コピュラ動詞、存在動詞、属性動詞）の 2種類に
わかれる。いずれの動詞も人称、性、数、格との一致をもたない。また定形と
不定形という区別もない。これらの動詞が述語となる際には、各種の動詞語
尾、助動詞、複合助動詞句、文末助詞を付加することで、アスペクト、証拠性
（evidentiality）、ウチ/ソト、モダリティを表しわけることが多い。コピュラ
動詞には、発話者が事態を自分と関係が深いものとして述べるか述べないか
を表す、ウチとソトの対立がある。動態動詞は未完了形、完了形、命令形の活
用をもつ（これらの活用形が同形の場合もある）。状態動詞は活用しない。
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(3) 語順と格標示 アムド・チベット語の自動詞文の語順は SV、他動詞文の語順は
SOVを基本とする。主に後置詞句を用いる言語である。格標示は、能格・絶
対格型を基本とする。

(4) 述語に関わる文法範疇 アムド・チベット語の動詞が述語となる場合、動詞語
尾や助動詞、複合助動詞句などを伴い、述語を構成することがある。述語中で
は、動詞語尾や助動詞、複合助動詞句、文末助詞によって、アスペクト、証拠
性、ウチ/ソト、モダリティなどの文法範疇が表示される。ウチ/ソトは、当事
者が「自分と関係が深いもの（ウチ）」として述べるか、「自分と関係が深くな
いもの（ソト）」として述べるかを表す、認識的モダリティの一種であり、チ
ベット語に特有の文法特徴である。

より詳しい説明は、海老原 (2019, 2020) を参照していただきたい。

搾乳する女性とテントが描かれた燃料糞の山
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アムド・チベット語メシュル方言の音韻特徴
星 泉

本辞典のチベット語は、青海省黄南チベット族自治州ツェコ県メシュルで話され
ているアムド・チベット語メシュル方言をもとにしている。ここではメシュル方言
の音韻特徴について概要を説明する。
メシュル方言は、声調がなく、子音連続が豊富というアムド・チベット語の牧区
方言の特徴をもつ（本辞典収録の海老原論文参照）。本辞典では、メシュル出身であ
り、かつ、本プロジェクトのメンバーでもあるナムタルジャ氏の発音をもとに、音
韻特徴を精査し、国際音声字母に基づいて音韻表記を記載している。
メシュル方言の音節構造は、他のアムド・チベット語の方言にも見られるように、

(C2)C1V(C3)からなる。Cは子音である。C1 は音節主子音で、48種類ある。C2

は前置子音である。C1 の前に軽く添えるように発音され、C1 とともに子音連続を
形成する。Vは母音、C3 は音節末子音である。主子音から母音に移行する間に音
声的にわたり音 [ʷ]が生じることがあるが、後述のようにメシュル方言では異音の
一部と解釈できるため、わたり音は音節の構成要素とは考えない。

C2C1 に見られる全般的な特徴としては、前置子音が語頭では弱化しており、語
中においては明瞭に発音される傾向がある。特に前置子音が有声音の場合にこの傾
向が顕著となる。

C2C1 の一部に、同じ形態素でありながら発音に著しい揺れが見られるものがあ
る（例 /ᶲcaŋ/ [ᶲcʌŋ, ᶲtɕʌŋ, cʌŋ, ᶳcʌŋ] いずれも「オオカミ」を表す形態素）。こう
した揺れには世代間の差異もあるが、他にも様々な地域出身の話者と接触すること
で他方言の影響を受けているという点、また日常的に口語音と文語音の両方を発話
しているという点も含めた複層的な言語状況によるものである。本辞典の音韻表記
はメシュル方言の口語の音韻特徴を提示すべく努めたものであるが、こうした複合
的な要因による揺れが含まれていることにご留意いただきたい。
本辞典の見出し語の音声は本辞典の電子版（https://nomadic.aa-ken.jp/

search/）で公開されているので、実際の発音はそちらを随時ご参照いただきたい。
なお、音韻表記は基本的にはメシュル方言の口語音に基づくが、録音の際に文字を
読み上げる方式をとったため、上述の通り、文語音で発音されているものも若干含
まれていることに注意されたい。
以下では、母音、単独子音、子音連続、音節末子音の順に取り上げる。

https://nomadic.aa-ken.jp/search/
https://nomadic.aa-ken.jp/search/
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母音
母音は 6つ（非円唇母音 4、円唇母音 2）ある。長短は弁別的でない。

/i/ 非円唇前舌狭母音。/i/は原則として狭口の [i]で現れるが、自由変異として
[e]で実現することがある。開音節のみで現れる。（例 /ᵝri/ [ᵝri] 繋ぐ、/li/
[le] 作る）

/e/ 非円唇前舌半狭母音。/e/は開音節では半狭 [e]で現れるが、音節末子音を
伴う場合はやや広くなり [e]̞で現れることが多い。（例 /ᵝre/ [ᵝre] 黒テント
用のヤク毛の毛織物、/woŋkʰeb/ [wɔŋkʰeβ̞] エプロン）

/ə/ 非円唇中舌母音。/ə/は開音節では中舌半狭の [ə] で現れるが、音節末子
音を伴う場合は後舌狭口化して [ɨ] や [ɯ] で現れる。（例 /rə/ [ʱɽə] 山々、
/ᵞȵəɡ/ [ᵞȵɨɣ] 目、/ləɡ/ [lɯɣ] 羊）

/a/ 非円唇前舌広口母音。開音節では前舌広口の [a] で現れるが、当該音節に
両唇音の前置子音が含まれる場合または音声上わたり音 [ʷ] が生じる環境
では中舌化して [ɐ]で現れる。閉音節については音節末子音の節で述べる。
（例 /ra/ [ʱɾa] 囲い、/ᵝra/ [ᵝrɐ] 黒テント、/ᵐkʰama/ [kʰʷɐma] 腎臓）

/u/ 円唇中舌狭母音。/u/は原則として中舌半狭の [ʉ]で現れるが、語末では前
舌化して [ʏ]となる。末尾に弱い有声両唇摩擦音 [ᵝ]を伴うこともある。開
音節のみで現れる。（例 /kʰulə/ [kʰʉlə] 柔毛、/ku/ [kʏᵝ] ハゲワシ）

/o/ 円唇後舌半狭母音。/o/は開音節では半狭 [o]で現れる。閉音節については
音節末子音の節で述べる。（例 /ɕo/ [ɕo] ヨーグルト）

単独子音
C1 の位置に立ちうる子音音素を全て挙げる。有声閉鎖音/b, d, ɖ, ɟ, ɡ/、および有
声破擦音/dz, dʑ/、有声摩擦音/ʑ/は前置子音を伴う子音連続の環境でのみ現れる。

C1 の目録
両唇 歯茎 反り舌 硬口蓋 軟口蓋 口蓋垂 声門

閉鎖音 無声無気 p t ʈ c k ʔ
無声有気 pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ
有声 b d ɖ ɟ ɡ

破擦音 無声無気 ts tɕ
無声有気 tsʰ tɕʰ
有声 dz dʑ

摩擦音 無声 ɸ s ʂ ɕ x χ h
無声有気 sʰ ɕʰ
有声 z ʑ ʁ
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両唇 歯茎 反り舌 硬口蓋 軟口蓋 口蓋垂 声門
鼻音 有声 m n ȵ ŋ

無声 m̥ n̥ ȵ̊ ŋ̊
流音 有声 l r

無声 l ̥
半母音 w j

閉鎖音と破擦音は無声無気音、無声有気音の区別がある（例 /p, pʰ/）。また、前
置子音の後でのみ有声音が現れる（例 /ⁿb/）。
摩擦音、鼻音、流音の一部には無声音と有声音の区別があり（例 /s, z/）、一部の
摩擦音には無気音と有気音の区別がある（例 /s, sʰ/）。/l/の無声音は、/l/̥と表記
するが、音声的には摩擦音 [ɬ]である。/r/は反り舌はじき音 [ɽ]、歯茎はじき音 [ɾ]、
歯茎ふるえ音 [r]が自由変異で現れるが、語頭では大抵の場合、[ʱɽ, ʱᵊɽ]のように有
声声門摩擦音を伴って発音される。
なお、無声両唇摩擦音/ɸ/の用例は語頭の 1例のみである。無声無気の閉鎖音/p,

t, ʈ, c, k/および無声無気の破擦音/tɕ/、摩擦音/s, ɕ/は語中（特に母音に挟まれた
場合）で有声音となることが多い（例 /kʰecə/ [kʰeɟə] ハサミ、/ʔoso/ [ʔozo] 攪乳
器）。このうち軟口蓋閉鎖音/k/は語中では有声軟口蓋摩擦音 [ɣ]で現れることが多
い（例 /ləkə/ [ləɣə] [羊] 0–1 歳の仔畜）。無声有気の閉鎖音/tʰ, kʰ/のうち限られ
た形態素 (/tʰo/, /tʰaɡ/, /tʰəɡ/, /kʰaŋ/, /kʰoŋ/)も同様に語中で有声音となるこ
とがある。
また、両唇閉鎖音/p/は前の音節の末子音が/ɡ/の場合、[kʷ]として実現する（例

/sʰoɡpa/ [sʰɔkkʷɐ] 肩甲骨）。声門閉鎖音/ʔ/については、特に母音間では [ʔ]が現
れず、代わりに弱い声門摩擦音 [ɦ] を伴って発話される場合もある（例 /?oma/
[ʔoma, ɦoma] ミルク）。無声の口蓋垂摩擦音/χ/は母音/o/の前を除き、わたり音
を伴って [χʷ]として現れる（例 /χa/ [χʷɐ] 火口 (ほくち)）。
以下では語頭の出現例と語中の出現例を順に挙げる。

閉鎖音・破擦音
/p/ pəɕʰəl ヤツガシラ tʰolpa 頭; 額
/pʰ/ pʰi 大きくなる; 増える; 繁

殖する
koŋpʰər 襟と袖

/t/ tara バターミルク kotoɡ [植物] セリ科ミツバグ
サ属, アニス

/tʰ/ tʰaŋ 平地; 開けた土地 ʔotʰəɡ ミルク麺
/ʈ/ ʈaŋ 胸骨; 胸骨の部分の肉 ᶲɕəʈo 午後
/ʈʰ/ ʈʰom [羊] 種雄, 種羊 tɕʰəʈʰan 細い川, 小さい川
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/c/ cə ナイフの総称 ᶲɕacə 屠畜に用いるナイフ
/cʰ/ cʰə 犬の総称; 3歳以上の中

型犬
ʳɡocʰə 番犬

/k/ kara (太めの)棒 ləkə [羊] 0–1歳の仔畜
/kʰ/ kʰa (1) 口 (2) 表面 (3) 山

(4)山の稜線
ᵝrakʰa 親族集団

/ʔ/ ʔoŋwa 燃料用のヤク糞の総称 ˣkarʔoŋ ヤク糞が自然に乾燥し
てできた燃料糞

/ts/ tsal 暑い ratse 煙管 (キセル)
/tsʰ/ tsʰowa 氏族集団 hotsʰar 男性用の仔羊皮の衣

(ツァル)
/tɕ/ tɕa 茶, お茶 ʔotɕa ミルク茶, 乳茶
/tɕʰ/ tɕʰə (1)水 (2)川 (3)小便 rətɕʰə 山河

摩擦音
/ɸ/ ɸu (犬が)噛む ——
/s/ soɡxa ヤク肉 ᶲɕasoɡ [ヤク] 屠畜予定の個体
/sʰ/ sʰatɕa 土地の総称 ᶳtsasʰa 放牧地, 草地
/ʂ/ ʂa 良い maʂə 既婚女性
/ɕ/ ɕato 帽子 ᶲɕaŋɕa フェルトの帽子
/ɕʰ/ ɕʰəɡpa [植物] ヒノキ科ビャク

シン属の総称
wolɕʰəɡ チベット産のビャクシ

ン
/x/ xa 肉 wolxa チベット式の窒息法で

屠畜した肉
/χ/ χon (1)首長,族長,村長 (2)

在家行者
tsʰoχon 氏族集団の長

/ʁ/ ʁa キツネ sʰaʁaŋ 土地の権利
/h/ ho 雄; 男性 ʳnahab 去勢

共鳴音（鼻音、流音、半母音）
/m/ mar バター; 乳脂肪分, クリ

ーム
sama 食べ物

/m̥/ m̥an 薬 ʳɟam̥an 西洋薬
/n/ na 湿地, 沼沢 tɕanaɡ ミルクを入れないお茶
/n̥/ n̥a 鼻 xan̥aɡ 赤身肉, 骨のついてい

ない肉
/ȵ/ ȵa 寝る; 横たわる, 休む raȵa [ヤク][羊][山羊] 後ろに

寝ている角
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/ȵ̊/ ȵ̊aŋ 心臓 raȵ̊aŋ (角内部の) 角芯; 角芯
を覆う皮膚

/ŋ/ ŋoᶲɕa (山や丘の)斜面 laŋo 登る途中の斜面
/ŋ/̊ ŋ̊aro 午前中 toŋ̊ən ヤク革の保存袋の列の

前
/r/ ra 角 wira [ヤク] 0–1 歳のときに

生えた角
/l/ la 山の上り斜面 wolla チベット服
/l/̥ lḁ 神 ʳɡolḁ 入口に宿る神
/w/ wama 鍋 ləɡwa 羊の短期放牧
/j/ jarə [ヤク] 1–2 歳の仔畜の

総称
hojar [ヤク] 1–2 歳の雄の仔

畜

子音連続
メシュル方言の子音連続は基本的に C2C1 という 2 子音連続である。前置子音

C2 は主子音 C1 に軽く添えるように発音される音節構造である。主子音から母音に
移行する際にわたり音 [ʷ]が現れることがあるが、後述のように前置子音が両唇音
の場合の異音であり、音素とは見なさない。

C2 の位置に立ちうるのは、鼻音/ⁿ, ᵐ/、両唇音/ᵖ, ᶲ, ᵝ/、そり舌音/ᶳ, ʳ/、軟口蓋
音/ˣ, ᵞ/の 9種類で、C2C1 の組み合わせは 87種類である。

C2C1 の目録
閉鎖音・破擦音 摩擦音 共鳴音

ⁿpʰ ⁿtʰ ⁿʈʰ ⁿcʰ ⁿkʰ ⁿtsʰ ⁿtɕʰ
ⁿb ⁿd ⁿɖ ⁿɟ ⁿɡ ⁿdz ⁿdʑ

ᵐtʰ ᵐʈʰ ᵐcʰ ᵐkʰ ᵐtsʰ ᵐtɕʰ ᵐȵ̊
ᵐd ᵐɖ ᵐɟ ᵐɡ ᵐdz ᵐdʑ ᵐȵ ᵐn
ᵖt ᵖʈ ᵖc ᵖk ᵖts ᵖtɕ

ᶲp ᶲt ᶲʈ ᶲc ᶲk ᶲtɕ ᶲs ᶲʂ ᶲɕ ᶲȵ̊ ᶲn̥ ᶲŋ̊
ᵝd ᵝɖ ᵝɟ ᵝɡ ᵝdz ᵝdʑ ᵝz ᵝʑ ᵝȵ ᵝl ᵝr
ᶳt ᶳc ᶳk ᶳts
ʳd ʳɖ ʳɟ ʳɡ ʳdz ʳdʑ ʳm ʳn ʳŋ
ˣt ˣʈ ˣts ˣtɕ ˣs ˣɕ
ᵞd ᵞɖ ᵞz ᵞʑ ᵞm ᵞȵ ᵞn ᵞl ᵞw ᵞj
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前置子音が鼻音
前置子音の位置に立ちうる鼻音には、主子音と同じ調音点で実現する/ⁿ/と、主子
音と異なる調音点で実現する/ᵐ/の 2種類がある。
主子音と同じ調音点で実現する/ⁿ/は、主子音が両唇音なら両唇鼻音（例 /ⁿpʰ/

[ᵐpʰ]）となり、主子音が反り舌音なら反り舌鼻音（例 /ⁿɖ/ [ᶯɖ]）、主子音が軟口蓋
音なら軟口蓋鼻音（例 /ⁿɡ/ [ᵑɡ]）となる。
まず主子音が無声音の例を挙げる。無声音の場合、主子音は有気音に限られる。

/ⁿpʰ/ ⁿpʰen 投げる; 放る; 放つ ˣtorⁿpʰen (トルマの破棄儀礼で)
トルマを運ぶ人

/ⁿtʰ/ ⁿtʰaɡ (1) 挽く; 細かくする;
刻む (2)織る

raⁿtʰoŋ [山羊] 2–3歳の仔畜

/ⁿʈʰ/ ⁿʈʰəlⁿkʰor (1) 機械の総称 (2) ク
リームセパレーター

lḁⁿʈʰəɡ 神々の争い

/ⁿcʰ/ —— tɕʰəⁿcʰi 泉
/ⁿkʰ/ ⁿkʰor 回る, 回ってくる maⁿkʰi 下顎骨 (あごの骨)
/ⁿtsʰ/ ⁿtsʰo 放牧する sʰiⁿtsʰer 春営地
/ⁿtɕʰ/ —— jarⁿtɕʰoɡ 投石紐の持ち手側の紐

続いて主子音が有声音の例を挙げる。語頭、語中を問わず現れる。
/ⁿb/ ⁿbə (1) 虫 (2) 冬虫夏草の

隠語
ᶳtsaɡⁿbi 羊の毛皮ズボン

/ⁿd/ ⁿdoɡ つける; 繋ぐ rəⁿdab 宿営地の周辺
/ⁿɖ/ ⁿɖə [ヤク] 成熟した経産雌 roⁿɖen 遺体運び
/ⁿɟ/ ⁿɟo 行く sʰaⁿɟoɡ 泥だんご
/ⁿɡ/ ⁿɡo (1)頭, 頭部 (2)植物の

花や穂の部分
tɕʰəⁿɡo 水源; 川の上流部

/ⁿdz/ ⁿdzemᶲɕa タブー tɕoⁿdzaŋ 女性同士の喧嘩
/ⁿdʑ/ ⁿdʑoɡ 置く, 入れる; (食事を)

出す; (フェルトを) 作
る; (賭博を)する

ʔaⁿdʑoɡ 鞍敷 (くらじき)

主子音と調音点が異なる/ᵐ/は、語頭、特に 2音節語の語頭では閉鎖のない鼻母
音として実現したり、失われたりすることもあるが、語中では明確に現れる。主
子音が反り舌閉鎖音/ɖ/の場合、および軟口蓋閉鎖音/kʰ, ɡ/の場合、主子音の後に
わたり音 [ʷ]が現れることがある（例 /ᵐɖi/ [ᵐɖʷi] 米、/ᵐkʰama/ [kʰʷɐma] 腎臓、
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/ᵐɡarwa/ [ᵐɡʷɐrwa] 鍛冶屋）。主子音が無声鼻音の場合は/ᵐ/も無声化する。

主子音が無声音の例を挙げる。
/ᵐtʰ/ ᵐtʰa 崖っぷち ᵝraᵐtʰa 黒テントの裾布
/ᵐʈʰ/ ᵐʈʰiwa (人間の)胆嚢 ʳŋaᵐʈʰa [馬] 尻尾の細い個体
/ᵐcʰ/ ᵐcʰəbsʰa (動物の)胆嚢 ——
/ᵐkʰ/ ᵐkʰama 腎臓 ᶳtaᵐkʰan 馬に詳しい人
/ᵐtsʰ/ ᵐtsʰo 湖 ʳɟaᵐtsʰo 海
/ᵐtɕʰ/ ᵐtɕʰər ふきこぼれる kʰaᵐtɕʰə 不和
/ᵐȵ̊/ —— cʰəᵐȵ̊on 狂犬病にかかった犬

主子音が有声音の例を挙げる。
/ᵐd/ ᵐdoɡ 色 ᶲsəᵐdoɡ (家畜の)毛色
/ᵐɖ/ ᵐɖi (1) 米; 米飯, ご飯 (2)

慶弔用バターライス
ᶳtsəᵐɖi [植物] イネ科の植物の

実
/ᵐɟ/ ᵐɟoɡtʰəɡ インスタントラーメン ——
/ᵐɡ/ ᵐɡarwa 鍛冶屋 ——
/ᵐdz/ ᵐdzomo [ゾ] 種牛と雌ヤクの交

配種の雌, 雌ゾ, ゾモ
kaᵐdzəɡ [ヤク] 顔が白く角が中

位でまっすぐの個体
/ᵐdʑ/ ᵐdʑaᶳkor 聖地巡礼 tɕʰiᵐdʑoŋ帆布製テントの屋根部

分の入口側と奥側にあ
る三角の箇所

/ᵐȵ/ ᵐȵə 人, 人間 ᵞnaᵐȵə 昔のことをよく知って
いる人

/ᵐn/ ᵐnama 嫁 ——

前置子音が両唇音
前置子音の位置に立ちうる両唇音には、無声閉鎖音/ᵖ/、無声摩擦音/ᶲ/、有声摩
擦音/ᵝ/の 3種類がある。前置子音と主子音の有声性は一致している。

/ᵖ/の例を挙げる。語頭では軽く閉鎖するだけで明確に現れないことがある。/ᵖʈ,
ᵖtɕ, ᵖk/は母音/i, e, ə/の前ではわたり音 [ʷ] を伴って現れる（例 /ᵖʈi/ [ʈʷi] ラバ、
/ᵖtɕi/ [ᵖtɕʷi]作る (完了形)、/ᵖkəɡ/ [ᵖkʷəɣ]引き寄せる (完了形)）。このうち/ᵖk/は、
母音/a, e/の前でもわたり音 [ʷ]が出ることが多い（例 /ᵖkaⁿɟər/ [ᵖkʷɐⁿɟəɾ] 大蔵経
仏説部、/ᶲɕe/ [ᶲɕʷe] 小麦粉）。

/ᵖt/ ᵖtaŋ 放つ; (チーズなどを)
広げる (完了形)

kʰaᵖtaɡ 礼布, カター
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/ᵖʈ/ ᵖʈi 種ロバと雌馬の交配種,
ラバ

hoᵖʈi 雄ラバ

/ᵖc/ ᵖcə 洗う ȵiᵖcə [ヤク] 2–3歳の仔畜
/ᵖts/ ᵖtsa 探す; 求める laᵖtsoŋ 馬を売る人
/ᵖtɕ/ ᵖtɕa (料理を) 作る, こしら

える; (列を)作る
tɕʰəᵖtɕaɡ (加工の最終段階で、バ

ターの塊を) 手で叩い
て水分を飛ばすこと

/ᶲ/の例を挙げる。/ᶲk, ᶲʂ, ᶲɕ, ᶲŋ̊/は母音/i, e/の前ではわたり音 [ʷ]を伴って現れ
る（例 /ᶲki/ [ᶲkʷi] 盗み, /ᶲʂi/ [ᶲʂʷi] 混ぜる (完了形), /ᶲɕe/ [ᶲɕʷe] 小麦粉, /ᶲŋ̊i/
[ᶲŋ̊ʷi] 煎る (完了形)）。/ᶲs/および/ᶲɕ/は主子音において無気音と有気音が自由変異
で現れ、音素としての対立はないと考えられる。
/ᶲp/ ᶲpel 増やす ʳɟəlᶲpel (家畜の)繁殖, (家畜を)

繁殖させること
/ᶲt/ ᶲtol 賞賛する, 褒め称える;

(土地神を)祀る
ʔaᶲtan 北極星

/ᶲʈ/ ᶲʈə 初乳 ——
/ᶲc/ ᶲca 届ける (完了形) nuᶲca 髪切り式で切り落とし

た髪を丸めたもの
/ᶲk/ ᶲkam 干す, 乾かす (完了形) ʳɡeᶲki (1) 律僧 (2) 宗教的な

集まりにおいて戒律を
守る役割をする人

/ᶲtɕ/ ᶲtɕanmo [ヤク] 不妊の雌 moᶲtɕaŋ 雌オオカミ
/ᶲs/ ᶲsaŋ 焚き上げ naŋᶲsaŋ 早朝の焚き上げ
/ᶲʂ/ ᶲʂen 雲 ʳɟaᶲʂaŋ 街頭の乞食
/ᶲɕ/ ᶲɕara 羊毛の毛織物 tɕʰəᶲɕar チーズ乾燥用の敷物
/ᶲȵ̊/ ᶲȵ̊a (1)(人 を) 寝 か せ る

(2)(生地を) 寝かせる;
発酵させる (完了形)

ʳɡeᶲȵ̊en 優婆塞 (うばそく)

/ᶲn̥/ ᶲn̥i こねる, 揉む (完了形) ——
/ᶲŋ̊/ ᶲŋ̊i 煎る; 炒める (完了形) ᵞmarᶲŋ̊i 破裂しなかった煎り麦

/ᵝ/の例を挙げる。/ᵝɡ/は母音/i/の前ではわたり音 [ʷ]を伴って現れる（例 /ᵝɡi/
[ɡʷi] 分ける (完了形)）。

/ᵝd/ ᵝdəl 魔物, 妖魔 ᵞʑəᵝdaɡ 土地神
/ᵝɖ/ ᵝɖəɡᶲɕər 人工珊瑚 ˣtsaŋᵝɖa 掃除
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/ᵝɟ/ ᵝɟaŋ 広げる; 延ばす raᵝɟaŋ [ヤク][羊]角が横に大き
く広がって伸びている

/ᵝɡ/ ᵝɡoᶲɕa 分配; 配給 ——
/ᵝdz/ ᵝdzaŋ 詰め込む (完了形) ——
/ᵝdʑ/ ᵝdʑənʂaɡ (1)護摩を焚くこと (2)

火葬すること
coɡᵝdʑən 蟻への布施

/ᵝz/ ᵝzo 作る xaᵝzan [羊] 成熟した去勢雄
/ᵝʑ/ ᵝʑə (バターや脂肪分を) 溶

かす
sʰoᵝʑə [ヤク] 4–5 歳の個体;

[羊][山羊] 3–4歳の個体
/ᵝȵ/ —— ᵞloɡᵝȵan 映画
/ᵝl/ ᵝla 魂 tsʰeᵝlə 放生畜; 放生木
/ᵝr/ ᵝra 黒テント ʔaᵝra ヒマラヤナキウサギ

前置子音が反り舌音
前置子音の位置に立ちうる反り舌音には、無声摩擦音/ᶳ/、有声流音/ʳ/の 2種類
がある。前置子音と主子音の有声性は一致している。

/ᶳ/の例を挙げる。語頭、語中ともに明確に発音されることが多いが、語頭では極
めて弱いこともある。
/ᶳt/ ᶳta [馬] 4–5 歳以上の成熟

した去勢雄
ɕonᶳta 乗用の馬

/ᶳc/ ᶳcəb 山ふところ sʰaᶳcaɡ テントの周囲の盛土
/ᶳk/ ᶳketə 首 waᶳkəl 羊毛の毛糸
/ᶳts/ ᶳtsa 家畜の食用になる草の

総称
naᶳtsa 沼沢地や湿地に生える

草

/ʳ/の例を挙げる。前置子音/ʳ/は語頭ではかなり微弱になり、有声の声門摩擦音
[ʱ]として実現されたり、完全に失われることもある。語中では明瞭に発音される。
/ʳɖ/ ʳɖəɡ 並べる, 整える; 決める ᵞȵenʳɖəɡ 結婚
/ʳd/ ʳdo 石; 石材 cʰəʳdom 野良犬
/ʳɟ/ ʳɟəma (1) 腸の総称 (2) 腸詰

め
ᶳtaʳɟəl 馬の血統

/ʳɡ/ ʳɡol ハゲワシ, 禿鷲 rəʳɡoɡ [植物] ユリ亜科ネギ属,
野葱
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/ʳdz/ ʳdza (天体としての) 月; (暦
の上の)月

tɕʰəʳdzi 水だけで練ること; 水
だけで練ったツァンパ;
水だけで練った小麦の
生地

/ʳdʑ/ ʳdʑe 蚤 tsʰoʳdʑəl (家畜の)肥え具合
/ʳm/ ʳmakʰa 傷 ʔaʳmen [羊][馬] 元種雄
/ʳn/ ʳna 耳 ——
/ʳŋ/ ʳŋama 尻尾 tɕʰəʳŋa 川の下流部

前置子音が軟口蓋音
前置子音の位置に立ちうる軟口蓋音には、無声摩擦音/ˣ/、有声摩擦音/ᵞ/の 2種
類がある。

/ˣ/の例を挙げる。/ˣ/が語中に現れる環境では、直前の音節末子音を無声化し、そ
れ自身は失われることがある（例 /lo̥bˣtso/ [lo̥ɸtso] 校長）。

/ˣt/ ˣtam 話 ᵞnaˣtam 昔話
/ˣʈ/ ˣʈəɡ かき混ぜる jiˣʈəɡ 煎り麦をかき混ぜる道

具
/ˣts/ ˣtsu チルー, チベットカモ

シカ
lo̥bˣtso 校長

/ˣtɕ/ ˣtɕe ヤク糞 wiˣtɕe 0–1 歳ヤクの排泄した
糞

/ˣs/ ˣseb [馬] 種雄, 種馬 tsʰaˣsər (1) 施餓鬼の焚き上げ;
その壇 (2) 害虫対策の
ための焚き上げ

/ˣɕ/ ˣɕə 骨盤周辺の部位 sʰaˣɕal  地相

/ᵞ/の例を挙げる。/ᵞ/は語頭ではかなり微弱になる。
/ᵞd/ ᵞdan 敷物 ȵəᵞdoŋ すね

脛
/ᵞɖ/ ᵞɖaᶳta 敵なる馬 ᶳtsaᵞɖa 害虫の総称
/ᵞz/ ᵞzər キリキリ痛むこと wəᵞzer 陣痛
/ᵞʑ/ ᵞʑoŋtɕʰə 大きな川 tʰaᵞʑoŋ 灰受け皿
/ᵞm/ ᵞmaro 赤, 赤い ᵐɖiᵞmar 正月用の揚げパンの一

種
/ᵞȵ/ ᵞȵəɡ 目 sʰoᵞȵi [ヤク] 3–4 歳の仔畜;

[羊][山羊] 2–3歳の仔畜
/ᵞn/ ᵞna ブルーシープ ᶳcaᵞnon 髪留め, 髪飾り
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/ᵞl/ ᵞlalpa 頭部; 額部分 ˣtɕeᵞlon 排泄したばかりのヤク
糞

/ᵞw/ ᵞwi (1) 聖地ラサ (2) 中央
チベットのウー地方

naŋᵞwəɡ 体内の気

/ᵞj/ ᵞjaɡ [ヤク] (十分に成長して
鼻輪をつけた)去勢雄

sʰaᵞjəb 地貌, 地形の特徴

音節末子音
音節末子音 (C3)としては、/b, ɡ, m, n, ŋ, l, r/の 7種類がある。/b/は語末では
有声の両唇摩擦音 [β]として実現し、語中では [p, b, β]の自由変異で現れる。/ɡ/は
語末では有声の軟口蓋摩擦音 [ɣ]として実現し、語中では [k, ɡ, ɣ]の自由変異で現
れる。2音節語における第 1音節目の末尾が/ɡ/で、後続する音節が/pa/である場
合は同化が起き、[kkʷɐ]として実現する（例 /ⁿɖoɡpa/ [ⁿɖo̞kkʷɐ] 牧畜民）。また、
/l/は 2音節語における 1音節末尾に立つ場合、2音節目の初頭子音と同化すること
がある。例えば、「根」を表す/ᶳtsalpa/は音声的には [ᶳt͡sɛpːa]と発音される。

C3 の前に立ちうる母音は/e, ə, o, a/の 4種類に限られる。このうち/o/と/a/は、
以下に示す通り、環境によって音声実現が異なる。

/o/は、音節末子音/l, n/を伴う場合は中舌化して [ɵ]で現れ、それ以外の末子音
の場合は基本的に後舌化した半広口の [o]̞で現れる。ただし、音節末子音が/ɡ, ŋ/で、
後続する音節が/wa/である場合は、後舌広口の [ɔ]で実現する。（例 /kon/ [kɵn] 着
る、/xoɡ/ [xo̞ɣ] 束にした草、/sʰoɡwa/ [sʰɔkkʷɐ] 肩甲骨、/roŋwa/ [ɾɔŋwa] 農民）

/a/は、音節末子音/l, n/を伴う場合は中舌化して [ɛ]で現れ、それ以外の末子音の
場合は基本的に後舌化した半広口の [ʌ]で現れる。ただし、音節末子音が/ɡ, ŋ/で、
後続する音節が/pa/である場合は、後舌広口の [ɑ] で実現する。（例 /wal/ [wɛl]
霜、/laɡxa/ [lʌɣxa] 前肢の肉、/laɡpa/ [lɑkkʷɐ] 手, 前肢、/ᶳkaŋwa/ [ᶳkɑŋwa] 足,
後肢）
音節末子音が/b/の例を挙げる。

/eb/ kʰeb くるむこと
/əb/ ʂəb [ʂɯβ] 日陰の斜面
/ob/ kʰo̞b [kʰo̞β] 着物の身頃
/ab/ ʳɟab [ʳɟʌβ] 背中; 背面

音節末子音が/ɡ/の例を挙げる。/eɡ/の組み合わせはない。

/əɡ/ ᵞȵəɡ [ᵞȵɨɣ] 目
/oɡ/ moɡ [mo̞ɣ] 太い針
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/aɡ/ ᵞjaɡ [ᵞjʌɣ] [ヤク] (十分に成長して鼻輪をつけた)去勢雄

音節末子音が/m/の例を挙げる。

/em/ tem やかん
/əm/ cʰəm [cʰɯm] 家の中, 部屋の中; 自宅
/om/ ʈʰom [ʈʰo̞m] [羊] 種雄, 種羊
/am/ lam [lʌm] 道; 家畜が踏み固めた道; 道路

音節末子音が/n/の例を挙げる。

/en/ cen 上り坂
/ən/ ȵən [ȵɨn] 日当たりの良い斜面, 日おもて
/on/ kon [kɵn] 着る
/an/ ᶳtan [ᶳtɛn] 敷布団

音節末子音が/ŋ/の例を挙げる。/eŋ/および/əŋ/の組み合わせはない。/aŋ/は 2
音節語の語末では [ʌŋ]となる。

/oŋ/ ⁿɖoŋ [ⁿɖo̞ŋ] 野生ヤクの雄
/aŋ/ pʰaŋ [pʰʌŋ] 紡錘, スピンドル

音節末子音が/l/の例を挙げる。
/el/ kʰel なぞなぞ
/əl/ ᵝdəl [ᵝdɯl] 魔物, 妖魔
/ol/ ʳɡol [ʳɡɵl] ハゲワシ, 禿鷲
/al/ sal [sɛl] 摩耗する

音節末子音が/r/の例を挙げる。
/er/ mer 沼地
/ər/ tʰər [tʰɯɾ] 下り坂
/or/ tɕapʰor [t͡ɕapʰo̞ɾ] 茶碗; グラス
/ar/ mar [mʌɾ] バター; 乳脂肪分, クリーム
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凡例

収録語彙
見出し語は牧畜に関連する語彙を中心に収録したが、牧畜民の暮らしの中で使わ
れる、必ずしも牧畜とは関係のない語彙も収集し、立項している。見出し語数は重
複を除いて 4,893である。

章と節の構成
辞典本文は 28章からなり、文化項目ごとに分類して配列している。各章は大節・
中節・小節の三段階に分けて節立てしている。目次には大節のみを提示し、各章の
冒頭には大節および中節を提示している。節内では、意味的に関連の深い項目を集
め、基本的な内容の項目がより前にくるように配列している。同じ項目を複数箇所
で取り上げていることもある。

各見出し語の構成
各見出し語は以下のような順で構成している。

1. チベット文字表記
2. Wylie方式によるラテン文字転写表記（イタリック部分）
3. 国際音声字母にもとづく音韻表記（/ / 内）
4. 品詞と語釈（名詞類は名、動詞類は動と表記）
5. 解説
6. 写真または図版

同綴異義の扱い
チベット文字表記の横に上付きの数字が記載されている場合は、同綴異義語が辞
典内に存在することを意味する。同源であっても動詞と名詞は別立てしている。

例） ཤ་ཤེད།1 [ヤク] 授乳中の母仔を除くヤクの総称
ཤ་ཤེད།2 体力



凡例 xl

ཁེད།1 名 なぞなぞ
ཁེད།2 動 なぞなぞに正解する, なぞなぞの答えを当てる

動詞（句）
動詞や動詞句の場合、見出しは未完了形で代表させている。未完了形・完了形の
区別のある動詞の場合は未完了形を見出しとして提示し、区別のない存在動詞およ
び属性動詞（形容詞的な意味をもつ動詞）を除き、全てに未完了形と完了形を転写
表記と発音表記とともに明記した。未完了形は ipf.（imperfective）、完了形は pf.
(perfective)と表記している。

語釈の記述
表記方法: 同じ意味の表現を言い換えている場合はカンマ区切り (,)で、指し示す
内容が同種のものではあるが同じ意味の表現の言い換えとはいえない場合はセミコ
ロン区切り (;)で示す。異なるものを指している場合は (1)、(2) のように番号をふ
って分けた。

例） ུམ་བུ། (1)雑草, 非有用植物; 野草; ハーブ (2)冬虫夏草の隠語
ཚ་གསུར། (1)施餓鬼の焚き上げ; その壇 (2)害虫対策のための焚き上げ

主語・目的語などの限定: 動詞の主語や目的語が特定の意味に限られているとき、
また補足が必要なときは、丸括弧を用い、(～が)、(～を)、(～において)のように
示す。
例） བསིལ་མ། (1)(水・川・滝などが)冷たいこと (2)(風が)穏やかであること

分類表示: 分類を示す場合は、該当する語釈の冒頭に、[ヤク] などのように示す。

例） ངང་ངང་། [ヤク]薄い亜麻色の個体; [馬]キャメル色の個体

本辞典のチベット文字表記は文語チベット語において通常用いられている標準的な綴字をも
とに掲載している。そのため、事例としては極めて限定的だが、綴字から想定される発音と本辞
典に記録された口語音との間に隔たりが生じていることがある（例「名前」མིང་། ming /ᵐȵaŋ/、
「鳩」ཕུག་རོན། phug ron /pʰəɡtə/など）。動詞の未完了形については、文語の現在形、未来形のう
ち、発音により近い綴字を採用した。完了形は文語の過去形の綴字を掲載した。





チベット文字と転写表記対照表

ཀ ཁ ག ང
ka kha ga nga

ཅ ཆ ཇ ཉ
ca cha ja nya

ཏ ཐ ད ན
ta tha da na

པ ཕ བ མ
pa pha ba ma

ཙ ཚ ཛ
tsa tsha dza

ཝ ཞ ཟ འ
wa zha za ’a

ཡ ར ལ
ya ra la

ཤ ས ཧ ཨ
sha sa ha a

ཀི ཀུ ཀེ ཀོ
ki ku ke ko



宿営地と放牧地 3

第 1章
宿営地と放牧地

この章では、宿営地とその移動、ならびに放牧地に関わる語彙を紹介する。宿営地は牧畜民の生活
の拠点であり、彼らが起居するテントと、家畜囲いなどから構成される。宿営地の周りには、日中に
家畜が草を食む放牧地が広がる。伝統的な牧畜では、季節に応じて宿営地を移動しながら家畜を飼
養していたが、近年、政策などの影響で宿営地の移動はかなり簡略化され、テントの代わりに簡易的
な家屋を建てることも珍しくなくなっている。
���
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1.1 宿営地
1.1.1 宿営地の種類
མཚེར། mtsher /ⁿtsʰer/
名 宿営地
解説 放牧地において人の住まいのある場所。

མཚེར་ས། mtsher sa /ⁿtsʰersʰa/
名 宿営地
解説 放牧地において人の住まいのある場所。

སོས་མཚེར། sos mtsher /sʰiⁿtsʰer/
名 春営地

དིད་མཚེར། dpyid mtsher
/ˣɕəlⁿtsʰer/
名 春営地

དབྱར་མཚེར། dbyar mtsher
/ᵞjarⁿtsʰer/

名 夏営地

ོན་མཚེར། ston mtsher /ᶳtonⁿtsʰer/
名 秋営地

དགུན་མཚེར། dgun mtsher /ʳɡənⁿtsʰer/
名 冬営地

མཚེར་ཐོག mtsher thog /ⁿtsʰertʰoɡ/
名 かつて宿営地だった場所
解説 宿営地になったことで土地の植生が変化し、家
畜の食べられない雑草が増える。時間が経つと回復
し、家畜の食べる草がよく繁茂するようになる。か
つては植生が悪化するのを避けるために定期的に宿
営地を変更していた。

1.1.2 宿営地の構成
རུ་འདབས། ru ’dabs /rəⁿdab/
名 宿営地の周辺
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宿営地と放牧地 4 1.1宿営地

མཚེར་ལྷས། mtsher lhas /ⁿtsʰerli̥/
名 宿営地と家畜の係留場

ལྷས། lhas /li̥/
名 (宿営地周辺の)家畜を休息させる場所
解説 放牧から戻ってきた家畜が多頭係留索に繋がれ
たり、囲いに入れられたりする場所の総称。

ར། ra /ra/
名 囲い; 家畜囲い

ཁ་ལག་བུ་ས། kha lag bkru sa
/kʰalaɡ ᵖcəsʰa/
名 手洗い場, 洗面場
解説 テントの近くに設置される。

ི་ཁང་། khyi khang /cʰəkʰaŋ/
名 犬小屋

ཐལ་ུངས། thal spungs /tʰaᶲsoŋ/
名 灰捨て場

ཨོང་ར། ong ra /ʔoŋra/
名 燃料糞の貯蔵場所
解説 燃料糞を集めて貯蔵する場所。糞を積み上げた
後、雨に濡れないように糞で塗り固める。最近は小
屋などに保存することもある。

燃料糞を取り出しているところ

大きめの燃料糞貯蔵場所

ི་སྒམ། lci sgam /ˣtɕəʳɡam/
名 ヤク糞で作った肉の貯蔵庫
解説 湿った状態の糞で作る貯蔵庫。冬営地に到着し
たらすぐに作り始める。ヤク糞を成形し、箱型にし
て凍らせて作る。肉は解体したら細かく切って、日
陰に置いて凍らせる。凍ったらそのまま貯蔵庫に入
れて保管する。内臓はきれいにしてから第一胃の中
に詰めて凍らせ、貯蔵する。腸詰めを作って生のま
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宿営地と放牧地 5 1.2宿営地の移動

ま冷凍することもある。春になり、肉がなくなる時
期に取り出して食べる。

1.1.3 水汲み場
ཆུ་ཁུང་། chu khung /tɕʰəkoŋ/
名 水汲み場
解説 人が手を加えて作った水汲み場。土のブロック
や石などで 15–20cmほどの高さの壁を作り、水を
溜めておけるようにする。

ཆུ་ལེན།
ipf. ཆུ་ལེན། chu len /tɕʰə len/
pf. ཆུ་བླངས། chu blangs /tɕʰə ᵝlaŋ/
動 水を汲む

ཆུ་ལམ། chu lam /tɕʰəlam/
名 水を汲みに行く道

1.2 宿営地の移動
ོར།

ipf. ོར། spor /ᶲsor/
pf. ོར། spor /ᶲsor/
動 (住まいを)移る, 引っ越しする; (衣類などの
表地を)替える

རུ་སྐྱས་ོར། ru skyas spor
/rə ᶳciᶲsor/
名 宿営地の移動

རུ་འགེལ།
ipf. རུ་འགེལ། ru ’gel /rə ⁿɡi/
pf. རུ་བཀལ། ru bkal /rə ᵖka/
動 宿営地を移動する

རུ་བཀལ་འགེལ། ru bkal ’gel
/rə ᵖkaⁿɡi/
名 宿営地の移動, テントの移動

1



宿営地と放牧地 6 1.3放牧地

引っ越し荷物を両側に括り付けられたヤク

རུ་བཀལ་འགེལ་ེད།
ipf. རུ་བཀལ་འགེལ་ེད། ru bkal ’gel byed

/rə ᵖkaⁿɡi jel/
pf. རུ་བཀལ་འགེལ་བྱས། ru bkal ’gel byas

/rə ᵖkaⁿɡi ji/
動 宿営地を移動する, テントを移動する

རུ་བཀལ་སྐྱས་ལམ། ru bkal skyas lam
/rəᵖka ᶳcilam/
名 宿営地を移動する時の道筋

སྐྱས་ལམ། skyas lam /ᶳcilam/
名 宿営地を移動する際の道筋

ཞག་མ་ོ།
ipf. ཞག་མ་ོ། zhag ma sro

/ɕaɡma ʂo/
pf. ཞག་མ་ོས། zhag ma sros

/ɕaɡma ʂi/
動 移動中に一泊する

མཚེར་ལ་འབབ།
ipf. མཚེར་ལ་འབབ། mtsher la ’bab

/ⁿtsʰera ⁿbab/
pf. མཚེར་ལ་བབས། mtsher la babs

/ⁿtsʰera wab/
動 宿営地を定める
解説 テントを張る場所を決める。

མཚེར་ཤུལ། mtsher shul /ⁿtsʰerxu/
名 宿営地の移動した跡

མཚེར་གསར། mtsher gsar /ⁿtsʰerˣsar/
名 新しくテントを張ったばかりの宿営地
解説 他所の土地から引っ越してきたばかりで、まだ
落ち着いておらず、燃料も少なく、テントの中も整
理も終わっていない状態を指す。

མཚེར་ིང་། mtsher rnying
/ⁿtsʰerᵞȵaŋ/
名 (引越し後十分な時間が経過し) 落ち着いた
宿営地

མཚེར་ཐོ། mtsher tho /ⁿtsʰerto/
名 宿営地の印

ས་ཆུ་འོད།
ipf. ས་ཆུ་འོད། sa chu ’phrod

/sʰatɕʰə ʈʰol/
pf. ས་ཆུ་འོད། sa chu ’phrod

/sʰatɕʰə ʈʰol/
動 (人について)気候が体に合う
解説 移動した先の気候が体に合う。

1.3 放牧地
1.3.1 放牧地の種類
རྩྭ་ས། rtswa sa /ᶳtsasʰa/
名 放牧地, 草地

དིད་ས། dpyid sa /ˣɕəlsʰa/
名 春の放牧地
解説 3–4月の放牧地。選定基準は冬の放牧地から離
れており (秋・冬の未使用地)、雪の降らない場所。

དབྱར་ས། dbyar sa /ᵞjarsʰa/
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宿営地と放牧地 7 1.4草地

名 夏の放牧地
解説 一般に標高が高く、冷涼な場所が選ばれる。

ོན་ས། ston sa /ᶳtonsʰa/
名 秋の放牧地
解説 日当たりがよく暖かく、山の麓など風に当たら
ないところを選ぶ。

དགུན་ས། dgun sa /ʳɡənsʰa/
名 冬の放牧地
解説 日当たりよく暖かい、風の当たらない窪地や山
の麓が選ばれる。秋の放牧地の草が少なくなったら
移動する。現在は 10月頃から 3月頃まで滞在する。
冬の積雪は 20cmほどなので、草は雪の上からでも
食べられる。秋までに干し草を用意しておいて、冬
の飼い葉用に保存しておく。

དབྱར་ས་བཟང་ས། dbyar sa bzang sa
/ᵞjarsʰa ᵝzaŋsʰa/
名 夏の放牧地として適した土地

དགུན་ས་བཟང་ས། dgun sa bzang sa
/ʳɡənsʰa ᵝzaŋsʰa/
名 冬の放牧地として適した土地

1.3.2 放牧地の管理
མཚམས། mtshams /ⁿtsʰam/
名 境界

ས་མཚམས། sa mtshams /sʰaⁿtsʰam/
名 土地の境界, 草地の境界

現在はフェンスで境界が区切られる

རྩྭ་མཚམས། rtswa mtshams

/ᶳtsaⁿtsʰam/
名 草地の境界

ཆུ་མཚམས། chu mtshams /tɕʰəⁿtsʰam/
名 川によって定められた境界

ས་རྟགས། sa rtags /sʰaᶳtaɡ/
名 土地の境界の標示

ས་ོད། sa rtsod /sʰaᶳtsol/
名 土地争い, 放牧地をめぐる争い, 草地争い

ི་ས། spyi sa /ᶲtɕəsʰa/
名 共有地
解説 かつて土地は氏族集団単位で共有されており、
そこで放牧が行われていた。個人単位に土地が分配
された現在では、村同士の取り決めに従って共有地
が保持されている場合がある。

གཞུང་ས། gzhung sa /ᵞʑoŋsʰa/
名 共有地
解説 ི་ས།に同じ。

རི་དར། ri dar /rətar/
名 山の頂や丘の上など高所に立てる旗
解説 放牧地で信仰実践を行う場所を示す目印。

1.4 草地
1.4.1 草地の日当たり
ཉིན་ིབ། nyin srib /ȵənʂəb/
名 日当たりの良い斜面の草地と良くない斜面
の草地
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ཉིན། nyin /ȵən/
名 日当たりの良い斜面, 日おもて

ཉིན་རྩྭ། nyin rtswa /ȵənᶳtsa/
名 日おもての草
解説 日当たりがよく乾燥気味で土質が硬め。羊の放
牧に適している。

ཉིན་ས། nyin sa /ȵənsʰa/
名 日当りの良いところ

ཉིན་ཁ། nyin kha /ȵənkʰa/
名 山の斜面の日当たりの良い側
解説 ཁ།は山を指す。

ིབ། srib /ʂəb/
名 日陰の斜面
解説 日当たりがあまり良くない方の斜面。水分含有
量が多く土が柔らかい。木が生えていることが多い。

ིབ་རྩྭ། srib rtswa /ʂəbᶳtsa/
名 日陰に生える草
解説 日当たりの悪い山の北斜面の草。丈が長いが密
集はしていない。

ིབ་ས། srib sa /ʂəbsʰa/
名 日陰側の草地

1.4.2 草地の状態
སྤང་། spang /ᶲsaŋ/
名 短い丈の草の生えている草地
解説 日当たりが良く、水分含有量の少ない草地。土

は固く、草の丈は短い。秋以降枯れて地面に葉が落
ちる。家畜はそれを舐め取って食べ、草の少ない時
期を乗り切る。

སྤང་ས། spang sa /ᶲsaŋsʰa/
名 短い丈の草の生えている場所

སྤང་ོད། spang rgod /ᶲsaŋʳɡol/
名 地面の硬い草地
解説 短い丈の草の生えている草地で、土の固いとこ
ろを指す。

སྤང་གཞོངས། spang gzhongs
/ᶲsaŋᵞʑoŋ/
名 広大な草地
解説 短い丈の草の生えている草地で規模の大きいも
の。

ེས་ི། sles rtsi /liᶳtsə/
名 繁茂した草地
解説 ལྷས་ི།に同じ。

ལྷས་ི། lhas rtsi /liᶳtsə/
名 繁茂した草地
解説 ེས་ི།に同じ。

རྩྭ་འཆད།
ipf. རྩྭ་འཆད། rtswa ’chad /ᶳtsa tɕʰal/
pf. རྩྭ་ཆད། rtswa chad /ᶳtsa tɕʰal/
動 草が生えなくなる
解説 過放牧が原因で草地が荒廃すること。

ས་ནག sa nag /sʰanaɡ/
名 (1)黒土 (2)裸地, 荒れ地
解説 主に水害や獣害などで回復不能となった荒れ地

1
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を指す。

ས་དམར་ེན། sa dmar rjen
/sʰa marʳdʑen/
名 裸地
解説 ナキウサギの大発生など複数の要因により起こ
る土地の劣化現象を指す。

ས་དམར་ེན་གྱི་ལོག
ipf. ས་དམར་ེན་གྱི་ལོག

sa dmar rjen gyi log
/sʰa ᵞmarʳdʑen kə loɡ/

pf. ས་དམར་ེན་གྱི་ལོག
sa dmar rjen gyi log
/sʰa ᵞmarʳdʑen kə loɡ/

動 裸地になる

ས་རུས། sa rus /sʰari/
名 草地の土質

1.4.3 草地の評価
ས་དཔྱད། sa dpyad /sʰaˣɕal/
名 地相

གཡང་ས། g.yang sa /ᵞjaŋsʰa/
名 運気の良い場所; 滋養に富む草地

རྩྭ་ཆུ་འོད།
ipf. རྩྭ་ཆུ་འོད། rtswa chu ’phrod

/ᶳtsatɕʰə ʈʰol/
pf. རྩྭ་ཆུ་འོད། rtswa chu ’phrod

/ᶳtsatɕʰə ʈʰol/
動 (家畜について)気候が合う
解説 草と水の両方が良質で家畜の体調が良くなるこ
とを指す。

ས་ཆུ་འོད།
ipf. ས་ཆུ་འོད། sa chu ’phrod

/sʰatɕʰə ʈʰol/
pf. ས་ཆུ་འོད། sa chu ’phrod

/sʰatɕʰə ʈʰol/
動 (人について)気候が体に合う
解説 移動した先の気候が体に合う。

1
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第 2章
地形・天候・天体

この章では、地形や天候、天体といった自然認識に関わる語彙を紹介する。伝統的な牧畜では、季
節に応じていくつかの宿営地を移動しながら、囲いのない自然の草地で家畜を放牧してきた。それ
ゆえに地形や天候といった自然環境に関する知識は、家畜を安全に放牧するうえで欠かせない。ま
た、宿営地の選択や交易のための長距離移動の際にも、自然環境や天体に関する知識は重要な意味
を持つ。
���

2.1 風景・景観 . . . . . . . . . 10
2.2 山と谷 . . . . . . . . . . . . 11

2.2.1 山の種類 . . . . . . 11
2.2.2 山の部分 . . . . . . 11
2.2.3 山並み . . . . . . . 12
2.2.4 丘 . . . . . . . . . 13
2.2.5 崖 . . . . . . . . . 14
2.2.6 岩場 . . . . . . . . 14
2.2.7 谷 . . . . . . . . . 15
2.2.8 谷の上手・下手 . . . 16
2.2.9 盆地 . . . . . . . . 16
2.2.10 斜面 . . . . . . . . 16
2.2.11 尾根の鞍部・峠 . . . 16
2.2.12 上り坂 . . . . . . . 16
2.2.13 下り坂 . . . . . . . 17

2.3 草地 . . . . . . . . . . . . . 17
2.4 川・湖など水辺 . . . . . . . 18

2.4.1 川の種類 . . . . . . 18
2.4.2 沢 . . . . . . . . . 19
2.4.3 川の部分 . . . . . . 19
2.4.4 湿地・湖沼 . . . . . 20
2.4.5 氷 . . . . . . . . . 20

2.5 森・平原・道 . . . . . . . . 21

2.5.1 森林 . . . . . . . . 21
2.5.2 平野・平原・砂地 . . 21
2.5.3 道 . . . . . . . . . 22

2.6 土・石 . . . . . . . . . . . . 22
2.7 天候 . . . . . . . . . . . . . 23

2.7.1 天候全般 . . . . . . 23
2.7.2 気温 . . . . . . . . 23
2.7.3 雲 . . . . . . . . . 24
2.7.4 雨 . . . . . . . . . 24
2.7.5 雪 . . . . . . . . . 25
2.7.6 雹・霰 . . . . . . . 26
2.7.7 雷 . . . . . . . . . 26
2.7.8 風 . . . . . . . . . 27
2.7.9 霜・露 . . . . . . . 27
2.7.10 霧 . . . . . . . . . 27
2.7.11 空模様 . . . . . . . 27

2.8 災害 . . . . . . . . . . . . . 28
2.9 天体 . . . . . . . . . . . . . 28

2.9.1 太陽 . . . . . . . . 28
2.9.2 月 . . . . . . . . . 28
2.9.3 星 . . . . . . . . . 29
2.9.4 日食・月食 . . . . . 29

2.1 風景・景観
ཡུལ་ོངས། yul ljongs /jəlʳdʑoŋ/
名 景色, 風景

ས་ཚུགས། sa tshugs /sʰatsʰəɡ/
名 地形

ས་དིབས། sa dbyibs /sʰaᵞjəb/
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名 地貌, 地形の特徴

ས།1 sa /sʰa/
名 土, 土壌; 土地

ས་ཆ། sa cha /sʰatɕa/
名 土地の総称

རི་ཆུ། ri chu /rətɕʰə/
名 山河

རི་ལུང་། ri lung /rəloŋ/
名 山谷

ས་གཞི། sa gzhi /sʰaᵞʑə/
名 (1)大地 (2)曼荼羅の土台

རང་ུང་ཁམས། rang byung khams
/raŋᶲɕoŋ kʰam/
名 (人里に対する)自然, 自然界

ས་ཆུ། sa chu /sʰatɕʰə/
名 水土 (すいど), 土地と水, 風土

ཞིང་། zhing /ɕaŋ/
名 畑; (畑で育てる)作物

ས་ཞིང་། sa zhing /sʰaɕaŋ/
名 畑用の土地, 畑地

2.2 山と谷
2.2.1 山の種類
ནགས་རི། nags ri /naɡrə/
名 森林に覆われた山

བྲག་ཁ། brag kha /ʈaɡkʰa/
名 岩山

གཡའ་རི། g.ya’ ri /ᵞjarə/
名 粘板岩からなる山

རྫ་ཁ། rdza kha /ʳdzakʰa/
名 (標高 4,000m以上の)高山

སྤང་རི། spang ri /ᶲsaŋrə/
名 草で覆われた山
解説 地面が固く、短い丈の草の生えている草地から
なる山を指す。

གངས་རི། gangs ri /kaŋrə/
名 雪で覆われた山

རི་གཟར། ri gzar /rəᵞzar/
名 急峻な山

ེ་རི། bye ri /ᶲɕerə/
名 砂山

མེ་རི། me ri /ᵐȵerə/
名 火山

2.2.2 山の部分
རི་འདབས། ri ’dabs /rəⁿdab/
名 山裾
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རི་ེད། ri rked /rəᶳkel/
名 山腹

རི་ེ། ri rtse /rəᶳtse/
名 山頂

རི་མགོ། ri mgo /rəⁿɡo/
名 (1)独立峰 (2)山頂

རྫ་མགོ། rdza mgo /ʳdzaⁿɡo/
名 (標高 4,000m以上の)高山の頂

རི་ཟོམ། ri zom /rəsom/
名 針のように細い峰; 山頂部分

གླད་ོ། glal rko /ᵞlalᶳko/
名 山の窪地

ིབས། skyibs /ᶳcəb/
名 山ふところ
解説 山の窪みにある風の影響を受けにくい場所で、
秋や冬の宿営地として選ばれるところ。

མགོ་ཐོ། mgo tho /ⁿɡoto/
名 山の斜面の間にぽっかりと浮かんだ平ら
な土地
解説 斜面に比べて草が多く生えている。

ཆག་དེའུ། chag de’u /tɕʰaɡti/
名 山ふところにある小山

སྒང་ཐོ། sgang tho /ʳɡaŋto/
名 山ふところにある小山（小さいもの）

2.2.3 山並み
རི། ri /rə/
名 山々, 山並み

རི་དིབས། ri dbyibs /rəᵞjəb/
名 山容, 山の形

བྲག་རི། brag ri /ʈaɡrə/
名 岩山の連なり

རྫ་རི། rdza ri /ʳdzarə/
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名 (標高 4,000m以上の)高山の山並み
解説 岩がちな山肌に緑も生えているところで、冬虫
夏草がよく採れる。

རྫ་གསེང་། rdza gseng /ʳdzaˣsaŋ/
名 (標高 4,000m以上の)高山の間

རི་ུད། ri rgyud /rəʳɟəl/
名 山脈, 山の連なり, 山筋, 山が大きくそびえ立
っている様子

རི་ལག ri lag /rəlaɡ/
名 連峰・連山の一部をなす山

ཁ་ཟུར། kha zur /kʰasər/
名 山の稜線

ཆག་ག chag ga /tɕʰəka/
名 峰

ཆག་མགོ། chag mgo /tɕʰaɡⁿɡo/
名 尾根の最も高いところ

ཉག་ག nyag ga /ȵəka/
名 尾根の鞍部, 峠
解説 尾根の鞍部を通り抜ける山道の最も高いとこ
ろ。

སྒལ་ཉག sgal nyag /ʳɡaȵaɡ/
名 稜線の少し窪んだ箇所
解説 文字通りには「(ヤクの)背中のような稜線の窪
み」。

གདོང་། gdong /ᵞdoŋ/
名 (山の斜面の)前に張り出している部分

གདོང་ཁ། gdong kha /ᵞdoŋkʰa/
名 尾根の高いところ

གདོང་ཟུར། gdong zur /ᵞdoŋsər/
名 尾根筋

2.2.4 丘
མཐོ་སྒང་། mtho sgang /tʰoʳɡaŋ/
名 高地
解説 中国語の「高地」からの翻訳借用に基づく新語。

སྒལ་ཐོག sgal thog /ʳɡatʰoɡ/
名 細長い台地

སྒང་། sgang /ʳɡaŋ/
名 丘陵地, 丘

2
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གཤའ་ངོ་། gsha’ ngo /ˣɕaŋo/
名 草が生えず土が露わになった斜面

ངོ་གཤའ། ngo gsha’ /ŋoˣɕa/
名 (山や丘の)斜面

ཆག་ཐོག chag thog /tɕʰaɡtʰoɡ/
名 高台になっているところ

དེའུ་འབུར། de’u ’bur /tiⁿbər/
名 小山, 小高いところ

སྒང་འབུར། sgang ’bur /ʳɡaŋⁿbər/
名 丘の上の部分

སྒང་དེའུ། sgang de’u /ʳɡaŋti/
名 丘と小山

ེ་འབུར། bye ’bur /ᶲɕemⁿbər/
名 砂の丘

2.2.5 崖
གཡང་།2 g.yang /ᵞjaŋ/
名 崖

མཐའ། mtha’ /ᵐtʰa/
名 崖っぷち

གད་པ། gad pa /kalpa/
名 小さい崖
解説 斜面の土が崩れて段になった部分を指す。

གཡང་གཟར། g.yang gzar /ᵞjaŋᵞzar/
名 崖
解説 勾配が急で危険な崖を指す。

གཡང་ལ་ུང་།
ipf. གཡང་ལ་ུང་། g.yang la lhung

/ᵞjaŋa lo̥ŋ/
pf. གཡང་ལ་ུངས། g.yang la lhungs

/ᵞjaŋa lo̥ŋ/
動 崖を転げ落ちる

2.2.6 岩場
འཕྲང་། ’phrang /ʈʰaŋ/
名 岩場, 狭く険しい岩壁のある場所

བྲག་ཤུར། brag shur /ʈaɡxər/
名 岩の多い地形の一種

ོ་ས། rdo sa /ʳdosʰa/
名 石の露出した場所, 岩場

2
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བྲག་ཁུང་། brag khung /ʈaɡkoŋ/
名 洞窟, 岩窟

བྲག་ངོ་། brag ngo /ʈaɡŋo/
名 岩壁, 岩の斜面

བྲག་ེ། brag rtse /ʈaɡᶳtse/
名 岩峰

བྲག་གཟར། brag gzar /ʈaɡᵞzar/
名 岩の急斜面

མཐའ་ཁ། mtha’ kha /tʰakʰa/
名 (1) 端 (2) 崖っぷち, 崖の端 (3) 袖口・裾・
襟口など着物の端の総称

2.2.7 谷
ལུང་བ། lung ba /loŋwa/
名 谷
解説 両側を山の斜面に囲まれたところ。

ལུང་ཁོག lung khog /loŋkʰoɡ/
名 谷あい, 谷懐 (たにぶところ)

ལུང་མགོ། lung mgo /loŋⁿɡo/
名 谷の上流部

ལུང་དིལ། lung dkyil /loŋˣci/
名 谷の中流部

ལུང་རྔ། lung rnga /loŋʳŋa/
名 谷の下流部

ལུང་མདོ། lung mdo /loŋⁿdo/
名 二つの谷の合流点

མདོ་ཁ། mdo kha /ᵐdokʰa/
名 谷の入り口

ལུང་ཆེན། lung chen /loŋtɕʰen/
名 大きな谷

ལུང་ཆུང་། lung chung /loŋtɕʰoŋ/

名 小さな谷

ལུང་རིང་། lung ring /loŋraŋ/
名 長い谷

འགག ’gag /ⁿɡaɡ/
名 渓谷

འགག་འཕྲང་། ’gag ’phrang
/ⁿɡaɡʈʰaŋ/
名 急峻な岩場の渓谷

རྫ་ཁོག rdza khog /ʳdzakʰoɡ/
名 谷あい
解説 (標高 4,000m以上の)高山に挟まれた谷で、特
に奥まったところを指す。

རྫ་ནང་ལུང་། rdza nang lung
/ʳdza naŋloŋ/
名 (標高 4,000m以上の)高山に挟まれた谷
解説 歌の歌詞などで用いられる表現。

གཞུང་ཁོག gzhung khog /ᵞʑoŋkʰoɡ/
名 両側を高い山に囲まれた広い谷

ཤུར། shur /xər/
名 斜面になっている浅い谷

འདལ་ཤུར། ’dal shur /ᵐdaxər/
名 浅く小さな谷

གྲོག་ཤུར། grog shur /coɡxər/
名 小さな川が鉄砲水や水の侵食で広げられた
浅い谷

2
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གཤའ་ཤུར། gsha’ shur /ˣɕaxər/
名 土砂崩れを起こしている浅い谷

2.2.8 谷の上手・下手
གོང་མ། gong ma /koŋma/
名 上手 (かみて)の, 土地の上の方

བར་མ། bar ma /warma/
名 中央の, 間に位置する土地

ཞོལ་མ། zhol ma /ɕuma/
名 下手 (しもて)の, 土地の下の方

2.2.9 盆地
གཤོང་། gshong /ˣɕoŋ/
名 盆地, 窪地

ཁུག་གཤོང་། khug gshong /kʰəɡˣɕoŋ/
名 谷あいの盆地
解説 狭い谷あいにある盆地・窪地を指す。

གཤོང་ཁུག gshong khug /ˣɕoŋkʰəɡ/
名 盆地の奥まったところ

2.2.10 斜面
གཤའ་གཤའ། gsha’ gsha’ /ˣɕaˣɕa/
名 斜面

ངོ་གཤའ། ngo gsha’ /ŋoˣɕa/
名 (山や丘の)斜面

ངོ་གཟར། ngo gzar /ŋoᵞzar/
名 急斜面

解説 斜面になっている山肌のこと。

2.2.11 尾根の鞍部・峠
ཉག་ག nyag ga /ȵəka/
名 尾根の鞍部, 峠
解説 尾根の鞍部を通り抜ける山道の最も高いとこ
ろ。

ཉག་མགོ། nyag mgo /ȵaɡⁿɡo/
名 尾根の鞍部の最も高いところ

ཉག་ེད། nyag rked /ȵaɡᶳkel/
名 尾根の鞍部の中腹部分

ཉག་འདབས། nyag ’dabs /ȵaɡⁿdab/
名 尾根の鞍部の最も低いところ

2.2.12 上り坂
ལ། la /la/
名 山の上り斜面, 上り坂
解説 斜面を下から上方向に見た時の表現。山の下り
斜面は ཐུར།1。

ེན། gyen /cen/
名 山の上り斜面, 上り坂
解説 下り坂は ནང་།2。

ལ་ེན། la gyen /lacen/
名 上り坂

ལ་ངོ་། la ngo /laŋo/
名 登る途中の斜面

ེན་ལ་འགོ།

2
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ipf. ེན་ལ་འགོ། gyen la ’go
/cena ⁿɡo/

pf. ེན་ལ་འགོས། gyen la ’gos
/cena ⁿɡi/

動 斜面を登る

ཡར་ལ་འགོ།
ipf. ཡར་ལ་འགོ། yar la ’go /jala ⁿɡo/
pf. ཡར་ལ་འགོས། yar la ’gos /jala ⁿɡi/
動 斜面を登る

གསེག་གཏུབ། gseg gtub /ˣsaɡˣtəb/
名 ジグザグに登ること
解説 急な斜面を登る時の登り方。

གསེག་གཏུབ་ེད།
ipf. གསེག་གཏུབ་ེད། gseg gtub byed

/ˣsaɡˣtəb jel/
pf. གསེག་གཏུབ་བྱས། gseg gtub byas

/ˣsaɡˣtəb ji/
動 ジグザグに登る

2.2.13 下り坂
ཐུར།1 thur /tʰər/
名 山の下り斜面, 下り坂
解説 斜面を上から下方向に見た時の表現。山の上り
斜面は ལ།。

ནང་།2 nang /naŋ/
名 山の下り斜面, 下り坂
解説 上り坂は ེན།。

ནང་ཐུར། nang thur /naŋtʰər/
名 下り坂

ནང་ཐུར་ལ་འབབ།
ipf. ནང་ཐུར་ལ་འབབ། nang thur la ’bab

/naŋ tʰəra ⁿbab/
pf. ནང་ཐུར་ལ་བབས། nang thur la babs

/naŋ tʰəra wab/
動 斜面を下る

མར་ལ་འབབ།

ipf. མར་ལ་འབབ། mar la ’bab /mara ⁿbab/
pf. མར་ལ་བབས། mar la babs /mara wab/
動 斜面を下る

2.3 草地
རྩྭ་ཐང་། rtswa thang
/ᶳtsatʰaŋ/
名 草原
解説 中国語の「草原」からの翻訳借用。

རྩྭ་ས། rtswa sa /ᶳtsasʰa/
名 放牧地, 草地

ཐང་ལེབ། thang leb /tʰaŋleb/
名 平たく広がった草原

སྤང་ཐང་། spang thang /ᶲsaŋtʰaŋ/
名 短い丈の草の多く生えた草原

འབུར་ཐོ། ’bur tho /ⁿbərto/
名 草地などの小さく盛り上がった部分

འབུར་མགོ། ’bur mgo /ⁿbərⁿɡo/
名 草地などの小さく盛り上がった部分の突端

ས་འབུར། sa ’bur /sʰaⁿbər/
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名 黒土の山
解説 動物が掘り返した土の山。

ི་ལོང་ས་འབུར། byi long sa ’bur
/ᶲɕəloŋ sʰaⁿbər/
名 モグラが掘り返した土の山

2.4 川・湖など水辺
2.4.1 川の種類
ཆུ། chu /tɕʰə/
名 (1)水 (2)川 (3)小便

ཆུ་ཆེན། chu chen /tɕʰətɕʰen/
名 大きな川

གཞུང་ཆུ། gzhung chu /ᵞʑoŋtɕʰə/
名 大きな川

ཆུ་ཕྲན། chu phran /tɕʰəʈʰan/
名 細い川, 小さい川

ཆུ་ལག chu lag /tɕʰəlaɡ/
名 支流

ལུང་ཆུ། lung chu /loŋtɕʰə/
名 谷川, 谷あいを流れる川

ཕོ་ཆུ། pho chu /hotɕʰə/
名 勢いのある流れの速い川
解説 文字通りには「男川」。

མོ་ཆུ། mo chu /motɕʰə/
名 流れの穏やかな川
解説 文字通りには「女川」。

ཆུ་འགག chu ’gag /tɕʰəⁿɡaɡ/
名 渓流

ཆུ་གཏིང་མོ། chu gting mo
/tɕʰə ˣtaŋmo/
名 深い川

ཆུ་སྲབ་མོ། chu srab mo /tɕʰə ʂamo/
名 浅い川

རྫ་ཆུ། rdza chu /ʳdzatɕʰə/
名 (標高 4,000m以上の)高山から滲み出る水流

རྫ་ཆུ་བསིལ་མ། rdza chu bsil ma
/ʳdzatɕʰə ᶲsima/
名 (標高 4,000m 以上の) 高山から滲み出る冷
たい水流

གངས་ཆུ། gangs chu /kaŋtɕʰə/
名 雪山から流れ出す川
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ཆུ་དྭངས་མོ། chu dwangs mo
/tɕʰə taŋmo/
名 綺麗な川
解説 文字通りには「透き通った川」。

ོག་ཆུ། rnyog chu /ʳȵoɡtɕʰə/
名 濁った川
解説 泥水のように濁った川を指す。

ཆུ་ོག chu rnyog /tɕʰəʳȵoɡ/
名 濁った水

ེ་གཞུང་། rtse gzhung /ᶳtseᵞʑoŋ/
名 ツェチュ川流域
解説 ツェコ県を流れる黄河の支流。

ཆུ་ལ་བརྒལ།
ipf. ཆུ་ལ་བརྒལ། chu la brgal

/tɕʰe ʳɡa/
pf. ཆུ་ལ་བརྒལ། chu la brgal

/tɕʰe ʳɡa/
動 川を歩いて渡る

2.4.2 沢
གྲོག་མོ། grog mo /coɡmo/
名 谷, 沢
解説 もともと沢であったものが鉄砲水や水の侵食で
広げられた谷。涸れ沢も水流のある沢も指す。

ཆུ་གྲོག chu grog /tɕʰəcoɡ/
名 谷あいの沢
解説 གྲོག་མོ།に同じ。涸れ沢も水流のある沢も指す。

གྲམ་པ། gram pa /campa/

名 沢の両岸; 水の涸れた沢
解説 石の多いところ。

ོ་གྲམ། rdo gram /ʳdocam/
名 岩がちな沢

2.4.3 川の部分
ཆུ་ུན། chu rgyun /tɕʰəʳɟən/
名 川の流れ
解説 支流を指す場合も本流を指す場合もある。

བཞུར་ལམ། bzhur lam /ᵝʑərlam/
名 川筋, 川の流れの筋

ཆུ་མགོ། chu mgo /tɕʰəⁿɡo/
名 水源; 川の上流部
解説 水の湧き出しているところ。

ཆུ་མིག chu mig /tɕʰəməɡ/
名 小さな川の水源

ཆུ་ེད། chu rked /tɕʰəᶳkel/
名 川の中流部

ཆུ་རྔ། chu rnga /tɕʰəʳŋa/
名 川の下流部

2



地形・天候・天体 20 2.4川・湖など水辺

ཆུ་མདོ། chu mdo /tɕʰəᵐdo/
名 川と川の合流点

འེས་མདོ། ’dres mdo /ⁿɖiᵐdo/
名 川と川の合流点

ཆུ་ཀླད། chu klad /tɕʰəᵞlal/
名 川の表面
解説 水面に近い部分を指す。

ཆུ་ངོས། chu ngos /tɕʰəŋi/
名 川の表面
解説 水面に近い部分を指す。

ཆུ་ཞབས། chu zhabs /tɕʰəɕab/
名 川底

མེར་དོང་། mer dong /mertoŋ/
名 川の深い部分

ཆུ་ཁ། chu kha /tɕʰəkʰa/
名 川の畔 (ほとり), 川岸

ཆུ་འགྲམ། chu ’gram /tɕʰəⁿɟam/
名 川岸

ེ་བུས། bye bsdus /ᶲɕeʳdi/
名 中洲 (なかす)

ཆུ་ཞེང་། chu zheng /tɕʰəɕaŋ/
名 川幅

རྦབ་ཆུ། rbab chu /ʳbabtɕʰə/
名 滝; 滝のような流れ

2.4.4 湿地・湖沼
མཚོ། mtsho /ᵐtsʰo/
名 湖

ིང་བུ། rdzing bu /ʳdzaŋwə/
名 池
解説 湖沼のうち、湖よりも小さいものを指す。

ན། na /na/
名 湿地, 沼沢

ན་ཆུ། na chu /natɕʰə/
名 湿った草地に溜まった水

ན་གོར། na gor /nakor/
名 比較的広い湿地帯

ན་ཐང་། na thang /natʰaŋ/
名 広い沼沢地や湿地

མེར།2 mer /mer/
名 沼地
解説 水が多く柔らかくなっており、足を踏み入れる
と人も家畜も沈んでしまうほどの危険な場所。

ཆུ་འིལ། chu ’khyil /tɕʰəⁿcʰi/
名 泉
解説 湧き水が溜まっているところ。

རྒྱ་མཚོ། rgya mtsho /ʳɟaᵐtsʰo/
名 海

2.4.5 氷
དར། dar /tar/
名 氷

དར་འཆའ།1
ipf. དར་འཆའ། dar ’cha’ /tar tɕʰa/
pf. དར་འཆས། dar ’chas /tar tɕʰi/
動 (川などが)凍る, (川などに)氷が張る

དར་འཆའ།2 dar ’cha’ /tartɕʰa/
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名 氷の塊, 氷塊

དར་འབུང་། dar ’bung /tarⁿboŋ/
名 氷の塊, 氷塊

འགྲམ་དར། ’gram dar /ⁿɟamtar/
名 冬の初めに川の両岸に張る氷

དར་ཞེང་། dar zheng /tarɕaŋ/
名 (川などに張った)氷の幅

དར་ཞེང་ེད།
ipf. དར་ཞེང་ེད། dar zheng skyed

/tarɕaŋ ᶳcel/
pf. དར་ཞེང་བེད། dar zheng bskyed

/tarɕaŋ ᶲcel/
動 (川などに張った)氷の幅が増大する
解説 冬に川などに氷が大きく張ると、春以降の草地
の状態が良好であることが予想される。

དར་ནུ་མ། dar nu ma /tar nəma/
名 つらら, 氷柱
解説 文字通りには「氷の乳房」。

དར་བཞུ།
ipf. དར་བཞུ། dar bzhu /tar ᵝʑə/
pf. དར་ཞུ། dar zhu /tar ɕə/
動 氷が溶ける

ཝ་ཏུ། wa tu /ʁatə/
名 凍った状態

ཝ་སོབ། wa sob /ʁasʰob/
名 薄ら氷

2.5 森・平原・道
2.5.1 森林
ནགས། nags /naɡ/
名 (1)森, 森林, 林 (2)高木と低木の総称

ནགས་ཚལ། nags tshal /naɡtsʰal/
名 森林

ནགས་ུབས། nags rdzubs /naɡʳdzəb/
名 樹海, 鬱蒼とした森

ནགས་རྩྭ། nags rtswa /naɡᶳtsa/
名 森に生える草の総称
解説 チガヤや雑草が多い。

ནགས་འདེབས།
ipf. ནགས་འདེབས། nags ’debs /naɡ ⁿdeb/
pf. ནགས་བཏབ། nags btab /naɡ ᵖtab/
動 植林する

ནགས་གཅོད།
ipf. ནགས་གཅོད། nags gcod /naɡ ˣtɕol/
pf. ནགས་བཅད། nags bcad /naɡ ᵖtɕal/
動 森を伐採する

འུས་ཏོ། ’us to /ʔito/
名 木の切り株

2.5.2 平野・平原・砂地
ཐང་།1 thang /tʰaŋ/
名 平地; 開けた土地

ཐང་ཆེན། thang chen /tʰaŋtɕʰen/
名 大きな平原

ས་ོད། sa rgod /sʰaʳɡol/
名 荒れ地

ས་ོད་བཏུལ།
ipf. ས་ོད་བཏུལ། sa rgod btul

/sʰaʳɡol tu/
pf. ས་ོད་བཏུལ། sa rgod btul

/sʰaʳɡol tu/
動 荒れ地を開拓する
解説 平原に畑を作ったり家を建てたりすること。

ེ་མ། bye ma /ᶲɕema/
名 砂地, 砂がちの土地

ེ་ས། bye sa /ᶲɕesʰa/
名 砂地, 砂がちの土地
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ེ་ཐང་། bye thang /ᶲɕetʰaŋ/
名 砂漠

2.5.3 道
ལམ། lam /lam/
名 道; 家畜が踏み固めた道; 道路

ལམ་སྐྱ་མོ། lam skya mo /lam ᶳcamo/
名 道の美称

རི་དྭགས་གཤར་ལམ། ri dwags gshar lam
/rətaɡ ˣɕarlam/
名 獣が踏み固めた細い道

ས་ལམ། sa lam /sʰalam/
名 (凍結した川に)土を撒いた道
解説 冬季は川の凍結により家畜が滑って渡れなくな
るため、凍った川に土を撒いて道を作る。

ས་ལམ་ེད།
ipf. ས་ལམ་ེད། sa lam byed /sʰalam jel/
pf. ས་ལམ་བྱས། sa lam byas /sʰalam ji/
動 (凍結した川に)土を撒いて道を作る

ལམ་ིང་། lam rnying /lamᵞȵaŋ/
名 旧道

ེད་ལམ། rked lam /ᶳkellam/
名 峠へ至る道

གདོང་ལམ། gdong lam /ᵞdoŋlam/
名 尾根を含む斜面を通る道

འཕྲང་ལམ། ’phrang lam /ʈʰaŋlam/
名 隘路 (あいろ)

བྲག་ལམ། brag lam /ʈaɡlam/
名 岩場の道

གཤར་ལམ། gshar lam /ˣɕarlam/
名 細い道
解説 一列に並んで歩くしかない細い道を指す。

ཚོང་ལམ། tshong lam /tsʰoŋlam/
名 交易路

2.6 土・石
ས།1 sa /sʰa/
名 土, 土壌; 土地

ས་དཀར། sa dkar /sʰakar/
名 黄土
解説 クリーム色の微砂や粘土で、土壁やかまどなど
を塗るのに用いる。

ས་དམར། sa dmar /sʰamar/
名 赤土
解説 仏像、塼仏 (せんぶつ)、壁などに用いる。

赤土を使って作った乾燥中の塼仏

འདམ། ’dam /ⁿdam/
名 泥

འདམ་བག ’dam bag /ⁿdampaɡ/
名 (1)泥; 泥まみれの (2)粘土

ོ། rdo /ʳdo/
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名 石; 石材

ོ་ཟུར། rdo zur /ʳdosər/
名 角ばった石
解説 皮加工の際に肉をこそげ取るのに適した石。

ཕ་ོ། pha rdo /pʰaʳdo/
名 丸くて大きい石

གཡའ་མ། g.ya’ ma /ᵞjama/
名 粘板岩

ོ་གཡའ་མ། rdo g.ya’ ma
/ʳdo ᵞjama/
名 粘板岩
解説 表面が平らなので真言を刻んだりするのに適し
ている。

ཆུ་ོ། chu rdo /tɕʰəʳdo/
名 川の中の石
解説 削れてすべすべしている。

གསེར་ེའུ་འབའ་ལོ། gser rde’u ’ba’ lo
/ˣserʳdi ⁿbalo/
名 花崗岩のような模様の丸い石

ོ་དཀར། rdo dkar /ʳdokʌr/
名 白い石

ོ་ི། rdo rtsi /ʳdoᶳtsə/
名 一部が黄土色に変色した石

ོ་ལེབ། rdo leb /ʳdoleb/
名 平たい石

2.7 天候
2.7.1 天候全般
ནམ་ཟླ། nam zla /namʳda/
名 天候, 天気
解説 長い期間の天気の状態を指す時に用いる。

གནམ་ངོ་། gnam ngo /ᵞnamŋo/

名 空模様, 天気

གནམ་ངོ་བཟང་། gnam ngo bzang
/ᵞnamŋo ᵝzaŋ/
動 天気が良い

ཡུལ་ངོ་ོག yul ngo rtsog
/jəŋo ᶳtsoɡ/
動 悪天候である, 天気が悪い

གནམ་ངོ་ོག gnam ngo rtsog
/ᵞnamŋo ᶳtsoɡ/
動 天気が悪い

ཐང་།2
ipf. ཐང་། thang /tʰaŋ/
pf. ཐང་། thang /tʰaŋ/
動 晴れる

གནམ་ངོ་ཐང་།
ipf. གནམ་ངོ་ཐང་། gnam ngo thang

/ᵞnamŋo tʰaŋ/
pf. གནམ་ངོ་ཐང་། gnam ngo thang

/ᵞnamŋo tʰaŋ/
動 晴れる

གནམ་ཐང་།
ipf. གནམ་ཐང་། gnam thang /ᵞnam tʰaŋ/
pf. གནམ་ཐང་། gnam thang /ᵞnam tʰaŋ/
動 晴れる

ཉི་མ་བཙན། nyi ma btsan
/ȵəma ᵖtsan/
動 日差しが強い

2.7.2 気温
ོ། dro /ʈo/
動 (気候が)暖かい, (服などが)暖かい

ཙད།1 tsad /tsal/
動 暑い

ཙད།2 tsad /tsal/
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名 暑さ

ཙད་ཆེ། tsad che /tsal tɕʰe/
動 暑い

ཚ་བ།1 tsha ba /tsʰawa/
名 暑さ

ཚ་བ་ཆེ། tsha ba che /tsʰawa tɕʰe/
動 暑い

འབར།
ipf. འབར། ’bar /ⁿbar/
pf. འབར། ’bar /ⁿbar/
動 (火が)燃える; 非常に暑い

ཙག tsag /tsaɡ/
名 寒さ

ཙག་ཆེ། tsag che /tsaɡ tɕʰe/
動 寒い

2.7.3 雲
ིན། sprin /ᶲʂen/
名 雲

ིན་ཚོགས། sprin tshogs
/ᵖʈəntsʰoɡ/
名 雲海, 山上から見える雲の絨毯

2.7.4 雨
ཆར། char /tɕʰar/
名 雨

ཆར་བ། char ba /tɕʰarwa/
名 雨

གནམ། gnam /ᵞnam/
名 (1)雨 (2)空; 天

ཆར་འབབ།
ipf. ཆར་འབབ། char ’bab /tɕʰar ⁿbab/
pf. ཆར་བབས། char babs /tɕʰar wab/
動 雨が降る

གནམ་འབབ།
ipf. གནམ་འབབ། gnam ’bab /ᵞnam ⁿbab/
pf. གནམ་བབས། gnam babs /ᵞnam wab/
動 雨が降る

ཆར་ཤྭ། char shwa /tɕʰarxa/
名 通り雨, にわか雨

ུག་ཟིལ། smug zil /m̥əɡsi/
名 霧雨, 霧のように細かい雨

དལ་འབབ། dal ’bab /taⁿbab/
名 雨の降りが少ないこと

ཆར་ལོག char log /tɕʰarloɡ/
名 土砂降り
解説 家畜や草地に被害をもたらすほどの雨。

ཆུ་ཐོག chu thog /tɕʰətʰoɡ/
名 激しい雷雨
解説 文字通りには「水と雷」。

དྲག་ཆར། drag char /ʈaɡtɕʰar/
名 嵐, 暴風雨

ཆར་ནག char nag /tɕʰarnaɡ/
名 夏に降る激しい雨

ཆུ་ཐིགས། chu thigs /tɕʰətʰəɡ/
名 雨のしずく

ཆར་གཞའ། char gzha’ /tɕʰarᵞʑa/
名 雨宿り
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ཆར་གཞའ་ེད།
ipf. ཆར་གཞའ་ེད། char gzha’ byed

/tɕʰarᵞʑa jel/
pf. ཆར་གཞའ་བྱས། char gzha’ byas

/tɕʰarᵞʑa ji/
動 雨宿りする

2.7.4.1 降水量
ཆར་ཞོད། char zhod /tɕʰarɕol/
名 雨量

འབབ་ཞོད། ’bab zhod /ⁿbabɕol/
名 雨量

ཆར་ཞོད་ཆེ། char zhod che
/tɕʰarɕol tɕʰe/
動 雨量が多い

ཆར་ཞོད་ཉུང་། char zhod nyung
/tɕʰarɕol ȵoŋ/
動 雨量が少ない

ཆར་ཞོད་ོམས། char zhod snyoms
/tɕʰarɕol ȵ̊om/
動 雨量が適度である

2.7.5 雪
ཁངས། khangs /kʰaŋ/
名 雪

ཁངས་ཆར། khangs char /kʰaŋtɕʰar/
名 みぞれ

ཁངས་འབབ།
ipf. ཁངས་འབབ། khangs ’bab /kʰaŋ ⁿbab/
pf. ཁངས་བབས། khangs babs /kʰaŋ wab/
動 雪が降る

ཁངས་འཆག
ipf. ཁངས་འཆག khangs ’chag

/kʰaŋ tɕʰaɡ/
pf. ཁངས་ཆགས། khangs chags

/kʰaŋ tɕʰaɡ/

動 雪が積もる

ཁངས་འེར།
ipf. ཁངས་འེར། khangs ’khyer

/kʰaŋ cʰer/
pf. ཁངས་ེར། khangs khyer

/kʰaŋ cʰer/
動 雪が解ける
解説 山に積もっていた雪がなくなっているのを見た
時の表現。

ཁངས་བཞུ།
ipf. ཁངས་བཞུ། khangs bzhu /kʰaŋ ᵝʑə/
pf. ཁངས་ཞུ། khangs zhu /kʰaŋ ɕə/
動 雪が溶ける
解説 溶けて水になる変化を指す。

བཞུ།1
ipf. བཞུ། bzhu /ᵝʑə/
pf. ཞུ། zhu /ɕə/
動 (雪などが)溶ける

ཁངས་ཆག khangs chag /kʰaŋtɕʰaɡ/
名 大雪; 雪害
解説 大雪が降ると、家畜が草を食べられずに餓死す
るなどの被害が起こることがある。

ཁངས་ཆག་ུང་།
ipf. ཁངས་ཆག་ུང་། khangs chag lhung

/kʰaŋtɕʰaɡ lo̥ŋ/
pf. ཁངས་ཆག་ུང་། khangs chag lhung

/kʰaŋtɕʰaɡ lo̥ŋ/
動 大雪が降る; 雪害を被る
解説 家畜が死ぬほどの被害をもたらす雪を指す。

ཁངས་ཆགས། khangs chags
/kʰaŋtɕʰaɡ/
名 溶けずに積もった雪

ཁངས་རུས།
ipf. ཁངས་རུས། khangs rus /kʰaŋ ri/
pf. ཁངས་རུས། khangs rus /kʰaŋ ri/
動 積もった雪を取り除く, 雪かきをする

ཁངས་གཏག
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ipf. ཁངས་གཏག khangs gtag
/kʰaŋ ˣtaɡ/

pf. ཁངས་གཏགས། khangs gtags
/kʰaŋ ˣtaɡ/

動 雪を叩き落とす
解説 テントに積もった雪は雪払い棒 སྦྲ་ུག でつつ
いて落とす。

ཁངས་ུག
ipf. ཁངས་ུག khangs srug /kʰaŋ ʂəɡ/
pf. ཁངས་ུག khangs srug /kʰaŋ ʂəɡ/
動 (衣服についた)雪を払う

གཟུར་གཡུག gzur g.yug /ᵞzərᵞjəɡ/
名 吹雪

གཟུར་གཡུག་ེད།
ipf. གཟུར་གཡུག་ེད། gzur g.yug byed

/ᵞzərᵞjəɡ jel/
pf. གཟུར་གཡུག་བྱས། gzur g.yug byas

/ᵞzərᵞjəɡ ji/
動 吹雪く

གངས། gangs /kaŋ/
名 万年雪, 越年性の積雪; 氷河
解説 山の上の溶けない雪を指す。

གངས་ཉིལ།1
ipf. གངས་ཉིལ། gangs nyil /kaŋ ȵəl/
pf. གངས་ཉིལ། gangs nyil /kaŋ ȵəl/
動 雪崩になる

གངས་ཉིལ།2 gangs nyil /kaŋȵəl/
名 雪崩

ཁྲ་ཐེད། khra thed /cʰatʰel/
名 雪形
解説 山の表面に解け残った雪の形。例えば「馬」の
形になると春の到来の目印になるなど。

2.7.6 雹・霰
སེར་བ། ser ba /sʰera/
名 雹

སེར་རྐང་། ser rkang /sʰerᶳkaŋ/
名 雹がたくさん降って氷の粒が積もった状態

ཆར་ེའུ། char rde’u /tɕʰarʳdi/
名 霰 (あられ)

2.7.7 雷
ཐོག2 thog /tʰoɡ/
名 雷

ཐོག་འཕེན།
ipf. ཐོག་འཕེན། thog ’phen

/tʰoɡ ⁿpʰen/
pf. ཐོག་འཕངས། thog ’phangs

/tʰoɡ pʰaŋ/
動 雷が落ちる

ཐོག་རྒྱག
ipf. ཐོག་རྒྱག thog rgyag /tʰoɡ ʳɟaɡ/
pf. ཐོག་བརྒྱབ། thog brgyab /tʰoɡ ʳɟab/
動 (人が)雷に打たれる; 雷が落ちる

འུག ’brug /ⁿɖəɡ/
名 (1)龍 (2)(後ろに「鳴る」を伴って)雷鳴

འུག་གྲག
ipf. འུག་གྲག ’brug grag /ⁿɖəɡ caɡ/
pf. འུག་གྲགས། ’brug grags /ⁿɖəɡ caɡ/
動 雷が鳴る

འུག་སྒྲ། ’brug sgra /ⁿɖəɡʳɖa/
名 雷の音, 雷鳴

ོག glog /ᵞloɡ/
名 (1)電気 (2)稲妻

ོག་དམར་འུག glog dmar ’khyug
/ᵞloɡmar cʰəɡ/
名 稲妻

གྲག
ipf. གྲག grag /caɡ/
pf. གྲགས། grags /caɡ/

2



地形・天候・天体 27 2.7天候

動 音がする, (雷が)鳴る

2.7.8 風
ུང་། rlung /ᵞloŋ/
名 風

ུང་གཡུག
ipf. ུང་གཡུག rlung g.yug

/ᵞloŋ ᵞjəɡ/
pf. ུང་གཡུགས། rlung g.yugs

/ᵞloŋ ᵞjəɡ/
動 風が吹く

ཆར་ུང་། char rlung /tɕʰarloŋ/
名 風雨, 暴風雨

ལྷགས་ུང་། lhags rlung
/lḁɡᵞloŋ/
名 冷たい風

བསིལ་མ། bsil ma /ᶲsima/
名 (1)(水・川・滝などが)冷たいこと (2)(風が)
穏やかであること

བསེར་བུ། bser bu /serə/
名 (夏の)涼風; (冬の)寒風

2.7.9 霜・露
བད། bad /wal/
名 霜

བད་ནག bad nag /walnaɡ/
名 家畜や草に害を及ぼす霜

བད་བཞག
ipf. བད་བཞག bad bzhag /wal ᵝʑaɡ/
pf. བད་བཞག bad bzhag /wal ᵝʑaɡ/
動 霜が降りる

སད། sad /sʰal/
名 霜

བསིལ་བ། bsil ba /ᶲsiwa/

名 露

2.7.10 霧
ུག་པ། smug pa /m̥əɡpa/
名 霧

2.7.11 空模様
རུབ།

ipf. རུབ། rub /rəb/
pf. རུབས། rubs /rəb/
動 (雲行きが)怪しくなる

གནམ་ངོ་རུབ།
ipf. གནམ་ངོ་རུབ། gnam ngo rub

/ᵞnamŋo rəb/
pf. གནམ་ངོ་རུབས། gnam ngo rubs

/ᵞnamŋo rəb/
動 雨や雪が降りそうになる, 雲行きが怪し
くなる

གནམ་རུབ།
ipf. གནམ་རུབ། gnam rub /ᵞnam rəb/
pf. གནམ་རུབས། gnam rubs /ᵞnam rəb/
動 雨や雪が降りそうになる, 雲行きが怪し
くなる

ོག rtsog /ᶳtsoɡ/
動 (天気が) 悪い, 悪くなる; (家畜の健康状態
が)悪い, 悪くなる

གནམ་གྱི་ཐང་རུབ་ལ་ལྟ།
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ipf. གནམ་གྱི་ཐང་རུབ་ལ་ལྟ།
gnam gyi thang rub la lta
/ᵞnam kə tʰaŋrəpa ᶳta/

pf. གནམ་གྱི་ཐང་རུབ་ལ་བལྟས།
gnam gyi thang rub la bltas
/ᵞnam kə tʰaŋrəpa ᶳti/

動 天気を見る
解説 文字通りには「晴れか曇りかを見る」。天気にま
つわる言い習わしには「東から風が吹くと雨が降る」
「西から風が吹くと晴れる」「朝雲が多いと雨」「夕方
の雲が赤いと明日は暖かい」「北から晴れてくると南
は晴れなくても良い」「空の真ん中に穴が空いたら大
雨」などがある。

2.8 災害
གནོད་འཚེ། gnod ’tshe /ᵞnotsʰe/
名 災害

ཆུ་ལོག chu log /tɕʰəloɡ/
名 洪水, 土石流

ཆུ་ལོག་གནོད་པ། chu log gnod pa
/tɕʰəloɡ nolpa/
名 洪水被害

ཉིལ།
ipf. ཉིལ། nyil /ȵəl/
pf. ཉིལ། nyil /ȵəl/
動 (山などが)崩れる

རི་ཉིལ།
ipf. རི་ཉིལ། ri nyil /rə ȵəl/
pf. རི་ཉིལ། ri nyil /rə ȵəl/
動 山が崩れる

ས་ཉིལ།
ipf. ས་ཉིལ། sa nyil /sʰa ȵəl/
pf. ས་ཉིལ། sa nyil /sʰa ȵəl/
動 土が崩れる

ཐན་པ། than pa /tʰanpa/
名 干ばつ, 日照り

ཐན་པ་ུང་།
ipf. ཐན་པ་ུང་། than pa byung

/tʰanpa ᶲɕoŋ/
pf. ཐན་པ་ུང་། than pa byung

/tʰanpa ᶲɕoŋ/
動 干ばつになる

མུག་ཤི། mug shi /məɡxə/
名 餓死
解説 主に春に食べられる草がなくて家畜が餓死する
ことを指すが、人間が餓死することも指す。

ས་འགུལ། sa ’gul /sʰaⁿɡu/
名 地震

ས་ཡོམ། sa yom /sʰajom/
名 地震

2.9 天体
2.9.1 太陽
ཉི་མ། nyi ma /ȵəma/
名 (1)太陽 (2)日にち

ཉི་གཞོན། nyi gzhon /ȵəᵞʑon/
名 朝日

ོད་ཁའི་ཉི་མ། srod kha’i nyi ma
/sʰolkʰi ȵəma/
名 夕日

2.9.2 月
ཟླ། zla /ʳdza/
名 (天体としての)月; (暦の上の)月
解説 ཟླ་བ།に同じ。

ཟླ་བ། zla ba /ʳdza/
名 (天体としての)月; (暦の上の)月
解説 ཟླ།に同じ。

ཟླ་དཀར། zla dkar /ʳdzəkar/
名 月明かり
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ཟླ་ཁ་གང་།2 zla kha gang
/ʳdzakʰa kaŋ/
名 満月, 丸い月

ཟླ་ེད། zla phyed /ʳdzaᶲɕel/
名 半月

ཚེས་རིས། tshes ris /tsʰiri/
名 三日月

ཟླ་ནག zla nag /ʳdzanaɡ/
名 新月
解説 月が出ていない状態を指す。文字通りには「黒
い月」。

2.9.3 星
སྐར་མ། skar ma /ᶳkarma/
名 (1) 星 (2) 野辺送りの隠語

ཨ་བརྟན། a brtan /ʔaᶲtan/
名 北極星

སྐར་མ་ིན་ུག skar ma smin drug
/ᶳkarma m̥əʈəɡ/
名 すばる, すばる星
解説 移動の目印であり、季節の基準となる。

སྐར་མ་མཛོ་འདོགས། skar ma mdzo ’dogs
/ᶳkarma ᵐdzoⁿdoɡ/

名 有名な星の名
解説 移動の目印、季節の基準。夕暮れ時にヤクやゾ
を係留する時間に真っ先に西の空に現れる星。おそ
らく、わし座のアルタイルを指すと思われる。

སྐར་མ་སྤྲང་པོ་ེ་འོག
skar ma sprang po ske ’khyog
/ᶳkarma ᶲʂaŋwo ᶳkeⁿcʰoɡ/
名 有名な星の名
解説 移動の目印であり、季節の基準となる。

སྐར་མདའ། skar mda’ /ᶳkarᵐda/
名 流れ星, 流星

སྐར་མདའ་ུང་།
ipf. སྐར་མདའ་ུང་། skar mda’ lhung

/ᶳkarᵐda lo̥ŋ/
pf. སྐར་མདའ་ུང་། skar mda’ lhung

/ᶳkarᵐda lo̥ŋ/
動 流れ星が流れる

སྐར་ོ། skar rdo /ᶳkarʳdo/
名 隕石

2.9.4 日食・月食
ཉི་འཛིན། nyi ’dzin /ȵəⁿdzən/
名 日食

ཟླ་འཛིན། zla ’dzin /ʳdaⁿdzən/
名 月食
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第 3章
植物と動物

この章では、野生の動植物に関わる語彙を紹介する。自然の草地に基盤を置いて営まれる牧畜で
は、野生の植物に関する知識は放牧地の選定などに重要な意味を持つ。野生の植物は日常的な食材や
薬草、焚き上げ、道具の材料として利用されることも多い。他方、野生動物も牧畜生活と密接に関わ
っており、オオカミは家畜の天敵、ナキウサギやマーモットは草地を荒らす害獣とみなされている。
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3.1 植物・菌類
ེ་དངོས། skye dngos /ᶳceʳŋi/

名 地上に生えているものの総称
解説 植物、菌類など。
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3.2 植物の生育
ོ་ེ།

ipf. ོ་ེ། sngo skye /ŋ̊o ᶳce/
pf. ོ་ེས། sngo skyes /ŋ̊o ᶳci/
動 新芽が出る

ལོ་མ་ེ།
ipf. ལོ་མ་ེ། lo ma skye /loma ᶳce/
pf. ལོ་མ་ེས། lo ma skyes /loma ᶳci/
動 葉が出る

ཡལ་ག་ེ།
ipf. ཡལ་ག་ེ། yal ga skye

/jalka ᶳce/
pf. ཡལ་ག་ེས། yal ga skyes

/jalka ᶳci/
動 木の新枝が出る

གང་བུ་ཐོགས།
ipf. གང་བུ་ཐོགས། gang bu thogs

/kaŋpə tʰoɡ/
pf. གང་བུ་ཐོགས། gang bu thogs

/kaŋpə tʰoɡ/
動 蕾がつく

མེ་ཏོག་ེ།
ipf. མེ་ཏོག་ེ། me tog skye

/metoɡ ᶳce/
pf. མེ་ཏོག་ེས། me tog skyes

/metoɡ ᶳci/
動 花が咲く

མེ་ཏོག་བཀད།
ipf. མེ་ཏོག་བཀད། me tog bkad /metoɡ ᵖkal/
pf. མེ་ཏོག་བཀད། me tog bkad /metoɡ ᵖkal/
動 花が開く

འུ་གུ་ཐོགས།

ipf. འུ་གུ་ཐོགས། ’bru gu thogs
/ⁿɖəkə tʰoɡ/

pf. འུ་གུ་ཐོགས། ’bru gu thogs
/ⁿɖəkə tʰoɡ/

動 実ができる, 実がなる

འུ་གུ་འཐོར།
ipf. འུ་གུ་འཐོར། ’bru gu ’thor

/ⁿɖəkə tʰor/
pf. འུ་གུ་འཐོར། ’bru gu ’thor

/ⁿɖəkə tʰor/
動 実が落ちる

རྩྭ་དཀར་པོས་ལོག
ipf. རྩྭ་དཀར་པོས་ལོག rtswa dkar pos log

/ᶳtsa kari loɡ/
pf. རྩྭ་དཀར་པོས་ལོག rtswa dkar pos log

/ᶳtsa kari loɡ/
動 草が枯れる

ས་བོན་འདེབས།
ipf. ས་བོན་འདེབས། sa bon ’debs

/sʰawon ⁿdeb/
pf. ས་བོན་བཏབ། sa bon btab

/sʰawon ᵖtab/
動 種をまく

3.3 植物の部位
གང་བུ། gang bu /kaŋpə/
名 蕾

མགོ། mgo /ⁿɡo/
名 (1)頭, 頭部 (2)植物の花や穂の部分

མེ་ཏོག me tog /metoɡ/
名 (1)花 (2)花の咲く植物

འདབ་མ། ’dab ma /ⁿdabma/
名 (1)花びら, 花弁 (2)がく

ོ། sngo /ŋ̊o/
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名 新芽

ོ་ེ་དམར། sngo rtse dmar
/ŋ̊o ᶳtsemar/
名 草の新芽の葉の部分
解説 植物の地上部分で春になって芽吹く部分。

ེ་མ། snye ma /ȵ̊ema/
名 穂

འབྲས་བུ། ’bras bu /ⁿɖiwə/
名 (1)植物の種子 (2)因縁によって生じたもの,
因果

འུ་གུ། ’bru gu /ⁿɖəkə/
名 木の実, 果実

གཞུང་རྟ། gzhung rta /ᵞʑoŋᶳta/
名 茎

ཚིགས། tshigs /tsʰəɡ/
名 (1)節 (ふし) (2)イネ科植物の節 (植物部位)

ཚེར་མ། tsher ma /tsʰerma/
名 棘

ལོ་མ། lo ma /loma/
名 葉

ས་བོན། sa bon /sʰawon/
名 種

རྩད་པ། rtsad pa /ᶳtsalpa/
名 根
解説 草本植物や木本植物の根の部分。

ཡལ་ག yal ga /jalka/
名 枝

ི་ཏོག rtsi tog /ᶳtsətoɡ/
名 [植物] イネ科の植物の実
解説 家畜の食べるイネ科の植物 ི་ཤིང་། の実を指す。
ི་འུ། に同じ。

ི་འུ། rtsi ’bru /ᶳtsəᵐɖə/
名 [植物] イネ科の植物の実

3.4 樹木（木本植物）
ཤིང་། shing /xaŋ/
名 木の総称
解説 立木や木材も含む。

ོང་བོ། sdong bo /ʳdoŋwo/
名 樹木

ོང་ུག sdong phrug /ʳdoŋʈʰəɡ/
名 苗木

ོང་བུ། sdong bu /ʳdoŋwə/
名 苗木

ོང་བུ་འཛུགས།
ipf. ོང་བུ་འཛུགས། sdong bu ’dzugs

/ʳdoŋwo ⁿdzəɡ/
pf. ོང་བུ་བཙུགས། sdong bu btsugs

/ʳdoŋwo ᵖtsəɡ/
動 苗木を植える

ོང་བོ་གཅོད།
ipf. ོང་བོ་གཅོད། sdong bo gcod

/ʳdoŋwo ˣtɕol/
pf. ོང་བོ་བཅད། sdong bo bcad

/ʳdoŋwo ᵖtɕal/
動 木を伐採する, 木を切り倒す

3.4.1 ビャクシン
ཤུག་པ། shug pa /ɕʰəɡpa/
名 [植物] ヒノキ科ビャクシン属の総称
解説 焚き上げや清めの儀式に用いる他、建材や桶な
どの材料にも用いる。

བོད་ཤུག bod shug /wolɕʰəɡ/
名 チベット産のビャクシン
解説 焚き上げや建材として用いる。
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རྒྱ་ཤུག rgya shug /ʳɟaɕʰəɡ/
名 チベット産でないビャクシン
解説 建材として用いる。

འི་ཤུག ’bri shug /ⁿɖəɕʰəɡ/
名 [植物] ヒノキ科ネズミサシ属, 棘のないビャ
クシンの一種
解説 香りが良いので焚き上げや清めなどに用いる。
建材や桶などの材料としても用いる。

འི་ཤུག་ེ་བརྒྱ་མ།
’bri shug rtse brgya ma
/ⁿɖəɕʰəɡ ᶳtseʳɟama/
名 よく茂ったビャクシン
解説 文字通りには「先端が百あるビャクシン」。

འི་ཤུག་གསེར་མགོ། ’bri shug gser mgo
/ⁿɖəɕʰəɡ ˣserⁿɡo/
名 よく茂って先端が黄色くなったビャクシン

ར་ཤུག ra shug /raɕʰəɡ/
名 [植物] ヒノキ科ネズミサシ属, 棘のあるビャ
クシンの一種
解説 香りが悪いので焚き上げには使わない。

ར་ཤུག་ཚེར་མ། ra shug tsher ma
/raɕʰəɡ tsʰerma/
名 棘の多いビャクシン

ཤུག་ཏོག shug tog /ɕʰəɡtoɡ/
名 ビャクシンの実
解説 数珠玉にする。

ཐང་ཆུ། thang chu /tʰaŋtɕʰə/
名 (1)木の脂 (やに); 松脂 (2)チューインガム

解説 昔は木の脂をロウソク代わりに用いていた。か
つてビャクシンの脂を噛む習慣があったことからガ
ムを表す語としても用いられるようになった。

3.4.2 果実を食用にする樹木
ཚེར་ོང་། tsher sdong
/tsʰerʳdoŋ/
名 [植物] バラ科の落葉小低木

ཁྭ་ཏའི་མཆུ་ལུ། khwa ta’i mchu lu
/kʰatə ᵐtɕʰələ/
名 [植物] バラ科の落葉小低木の実
解説 赤い木の実で酸味の強いリンゴのような味。文
字通りには「カラスのクチバシ」。ཚེར་ཏོགに同じ。食
用にする。

ཚེར་ཏོག tsher tog /tsʰertoɡ/
名 [植物] バラ科の落葉小低木の実
解説 赤い木の実で酸味の強いリンゴのような味がす
る。ཁྭ་ཏའི་མཆུ་ལུ།に同じ。食用。

གླ་སྟར། gla star /ᵞlaᶳtar/
名 [植物] グミ科ヒッポファエ属, スナジグミ
解説 食用にする。
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གླ་ོང་། gla sdong /ᵞlarʳdoŋ/
名 [植物] スナジグミの木
解説 果実を食用にする。

སིའུ་རག་སྐྱ། si’u rag skya
/sʰi raɡᶳca/
名 [植物] スグリ科スグリ属
解説 細長い形の甘酸っぱい実がなる。熟すと白っぽ
くなる。食用にする。

སྟར་ཀ star ka /ᶳtarka/
名 [植物] クルミ科クルミ属; クルミの実
解説 食用にする。

3.4.3 燃料に利用する樹木
སུ་རུ། su ru /sʰərə/
名 [植物] ツツジ科ツツジ属
解説 シャクナゲの一種でピンク色の花が咲く。焚き
つけに用いる小低木。チベット医学上の薬草名とし
ては ད་ལིས།。

སུ་རུའི་མེ་ཏོག su ru’i me tog

/sʰəri metoɡ/
名 [植物] ツツジ科ツツジ属の落葉小低木の花

སྤེན་མ། spen ma /ᶲsenma/
名 [植物] バラ科キンロバイ属の落葉小低木
解説 焚きつけに用いる他、洗い物用のブラシを作る
のにも用いる。

སྤེན་མ་ནག་པོ། spen ma nag po
/ᶲsenma naɡpo/
名 [植物] バラ科キンロバイ属の落葉小低木
解説 花が黄色いもの。

སྤེན་མ་དཀར་པོ། spen ma dkar po
/ᶲsenma karo/
名 [植物] バラ科キンロバイ属の落葉小低木
解説 花が白いもの。

སྤེན་མའི་མེ་ཏོག spen ma’i me tog
/ᶲsenmə metoɡ/
名 [植物] バラ科キンロバイ属の落葉小低木の花
解説 花の色は白または黄色。
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3.4.4 お守り・数珠などに利用する樹木
ཀྱལ་ཏ། kyal ta /caᶳta/
名 [植物] ギョリュウ科の落葉小高木, タマ
リスク
解説 お守りに使われることが多い。

3.4.5 建材・道具に利用する樹木
གསོམ་པ། gsom pa /sʰompa/
名 [植物] マツ科ヒマラヤスギ属, マツ, 松
解説 建材として用いる。昔は松脂をロウソク代わり
にしていた。

ཐང་ངེ་། thang nge /tʰaŋe/
名 [植物] マツ科ヒマラヤスギ属

ཐང་དུས། thang dus /tʰaŋti/
名 [植物] マツ科ヒマラヤスギ属

ཤུག་པ། shug pa /ɕʰəɡpa/
名 [植物] ヒノキ科ビャクシン属の総称
解説 焚き上げや清めの儀式に用いる他、建材や桶な
どの材料にも用いる。

སྟག་པ། stag pa /ᶳtaɡpa/
名 [植物] カバノキ科カバノキ属, シラカバ, 白
樺
解説 建材として用いる。

གླང་མ།1 glang ma /ᵞlaŋma/
名 [植物] ヤナギ科ヤナギ属
解説 籠を作るのに用いる。

ལྕང་མ། lcang ma /ˣtɕaŋma/
名 [植物] ヤナギ科ヤナギ属
解説 籠を編むのに用いる。

སྨྱག་མ། smyag ma /ȵaɡma/
名 [植物] (1)竹 (2)竹の一種
解説 箒を作るのに用いる。

3.4.6 その他の樹木
ཉ་ིག nya khrig /ȵaᵝrəɡ/
名 [植物] 落葉小低木の一種
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ུང་དུར། khyung dur /cʰoŋtər/
名 [植物] 落葉小低木の一種

3.5 草（草本植物）
རྩྭ་ུམ། rtswa ldum /ᶳtsaʳdəm/
名 家畜の食べる草と雑草の総称

རྩྭ། rtswa /ᶳtsa/
名 [植物] (1)イネ科やカヤツリグサ科など家畜
の食用になる草の総称 (2) 草本植物の地上部
の総称

ུམ་བུ། ldum bu /ʳdəmpə/
名 (1)雑草, 非有用植物; 野草; ハーブ (2)冬虫
夏草の隠語
解説 薬草にもならず、家畜にも食べさせない野生草
本植物の総称。冬虫夏草を指すようになったのは近
年になってから。冬虫夏草はもともとは虫 འབུ།と呼
ばれていたが、殺生を想起させるため罪深いとして、
雑草を表すこの語が用いられるようになった。

སྨན་རྩྭ། sman rtswa /m̥anᶳtsa/
名 薬草

སྨན་རྩྭ་འཐུ།
ipf. སྨན་རྩྭ་འཐུ། sman rtswa ’thu

/m̥anᶳtsa tʰə/
pf. སྨན་རྩྭ་འཐུས། sman rtswa ’thus

/m̥anᶳtsa tʰi/
動 薬草を採る, 薬草を摘む

3.5.1 家畜が採食するイネ科の草
ི་ཤིང་། rtsi shing /ᶳtsəxaŋ/
名 [植物] イネ科の植物の総称
解説 家畜が食べる草で、རྩྭ། の一種。その実の部分を
ི་འུ། または ི་ཏོག と言う。主に日おもてに生える。

ི་ནག rtsi nag /ᶳtsənaɡ/
名 [植物] イネ科の植物
解説 家畜の食べる草で、ི་ཤིང་། の一種。実の部分が
黒っぽい。湿地に生えることが多い。

ོ་མ། sngo ma /ŋ̊orma/
名 [植物] (1) イネ科シバ属, 芝, 芝草 (2) 芽が
出たばかりの丈の短い草, 新芽
解説 家畜や野生動物の食べる草 རྩྭ། で、丈の低い青
草。རྩྭ་ོ་མ། とも。
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རྩྭ་ོ་མ། rtswa sngo ma
/ᶳtsa ŋ̊orma/
名 [植物] イネ科シバ属, 芝, 芝草
解説 家畜も野生動物も食べる丈の短い草。日おもて
にも日陰にも生える。ོ་མ། とも。

3.5.1.1 場所による草の名称
ན་རྩྭ། na rtswa /naᶳtsa/
名 沼沢地や湿地に生える草
解説 密集して生えている傾向がある。水分含有量が
多く、ヤクが好んで食べる。

སྤང་རྩྭ། spang rtswa /ᶲsaŋᶳtsa/
名 日当たりの良い草地に生える草
解説 地盤が固いところに生える短い草。春夏はあま
り食べないが、ヤクは秋冬に枯れたものを舐めて食
べることが多い。

ཉིན་རྩྭ། nyin rtswa /ȵənᶳtsa/
名 日おもての草
解説 日当たりがよく乾燥気味で土質が硬め。羊の放
牧に適している。

ིབ་རྩྭ། srib rtswa /ʂəbᶳtsa/
名 日陰に生える草
解説 日当たりの悪い山の北斜面の草。丈が長いが密
集はしていない。

མཚེར་རྩྭ། mtsher rtswa
/ⁿtsʰerᶳtsa/
名 宿営地の移動跡に生える草

རྫ་རྩྭ། rdza rtswa /ʳdzaᶳtsa/
名 (標高 4,000m以上の)高山に生える草
解説 春になっても芽吹くのが遅い。

3.5.1.2 季節による草の名称
དིད་རྩྭ། dpyid rtswa /ˣɕəlᶳtsa/
名 春の草
解説 水分を含み、柔らかいが、まだ十分に成長して
おらず、丈が短いという特徴がある。

དབྱར་རྩྭ། dbyar rtswa /ᵞjarᶳtsa/
名 夏の草
解説 水分をたっぷり含み、柔らかく、青々として丈
も伸びた状態。

ོན་རྩྭ། ston rtswa /ᶳtonᶳtsa/
名 秋の草
解説 秋の草は水分が減り、白っぽく、固くなる。
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དགུན་རྩྭ། dgun rtswa /ʳɡənᶳtsa/
名 冬の草
解説 冬の放牧地の枯れ草となった状態。

རྩྭ་སྐྱ། rtswa skya /ᶳtsaᶳca/
名 冬草, 冬枯れの草

3.5.1.3 干し草
ཐག་རྩྭ། thag rtswa /tʰaɡᶳtsa/
名 干し草
解説 冬に備えて草を刈り、縄状に編んで保存する。

3.5.2 ハーブ
ཟྭ་ིག zwa khyig /sacʰəɡ/
名 [植物] イラクサ科イラクサ属
解説 食用。7月頃に摘んで乾燥させる。

ུམ། lcum /ˣtɕəm/
名 [植物] タデ科ダイオウ属
解説 酸味のある茎の根本や花の咲く太い茎の部分を
食用にする。

ེའུ། snye’u /ȵ̊i/
名 [植物] タデ科タデ属の植物
解説 葉を食用にする。

ོག་ཏོག་ོ་རིལ། sgog tog sngo ril
/ʳɡoɡtoɡ ŋ̊ori/
名 [植物] ネギ亜科ネギ属
解説 食用にする。青い花の部分も含め、細かく刻ん
で調理に用いる。

ེའུ་ོག bye’u sgog /ᶲɕiʳɡoɡ/
名 [植物] ネギ亜科ネギ属
解説 ོག་ཏོག་ོ་རིལ།に同じ。

ར་ོག ra sgog /raʳɡoɡ/
名 [植物] ネギ亜科ネギ属, 野葱
解説 ོག་ཏོག་ོ་རིལ།に同じ。

ོག་ལོག sgog log /ʳɡoɡloɡ/
名 [植物] ネギ亜科ネギ属, 野葱
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解説 食用にする。

རི་ོག ri sgog /rəʳɡoɡ/
名 [植物] ネギ亜科ネギ属, 野葱
解説 食用にする。

གོ་ཏོག go tog /kotoɡ/
名 [植物] セリ科ミツバグサ属, アニス
解説 パンに入れて香りを楽しむ。

བྱང་གཤོག་པ། byang gshog pa
/ᶲɕaŋ ˣɕoɡpa/
名 [植物] キンポウゲ科オオヒエンソウ属デルフ
ィニウム
解説 紫色の花の香草の一種。乾燥させたものをミル
ク茶の香り付けに用いる。チベット医学上の薬草名
としては ི་ཡང་ཀི།。

乾燥させたもの

སྟག་ག stag ga /ᶳtəka/
名 [植物] 香草の一種
解説 川辺に生える。肉料理に入れると美味。

3.5.3 トマ芋
གྲོ་ལོ། gro lo /colo/
名 [植物] バラ科キジムシロ属
解説 地下茎（トマ芋）གྲོ་མ།を食用にする。

གྲོ་ལོ་ས་འཛིན། gro lo sa ’dzin
/colo sʰaⁿdzən/
名 [植物] バラ科キジムシロ属

3.5.4 ベリー類
སིའུ་སིའུ་བ་མགོ། si’u si’u ba mgo
/sʰisʰi waⁿɡo/
名 [植物] バラ科キイチゴ属, 野イチゴの一種
解説 食用にする。
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འོང་སིའུ། ’brong si’u /ⁿɖoŋsʰi/
名 [植物] バラ科キイチゴ属, 野イチゴの一種
解説 親指ほどの大きさでラズベリーのような味の赤
い実。食用にする。

3.5.5 焚き上げに利用する草
མཁན་པ། mkhan pa /ᵐkʰanpa/
名 [植物] キク科ヨモギ属
解説 焚き上げに用いる。

མཁན་པ་གསེར་མགོ། mkhan pa gser mgo
/ᵐkʰanpa ˣserⁿɡo/
名 [植物] キク科ヨモギ属
解説 花は黄色。焚き上げに用いられる。

བ་ལུ་དཀར་པོ། ba lu dkar po
/walə karo/
名 [植物] キク科ヤマハハコ属
解説 花は穢れを払う焚き上げ མནོལ་བསང་། に用いる。
茎は灯明の芯にする。

3.5.6 道具にする草
འཇག་མ། ’jag ma /ⁿdʑaɡma/
名 [植物] イネ科チガヤ属
解説 箒用の草。沼沢地や森に生える。牧畜民の地域
にはあまり生えていない。

3.5.7 その他の草（薬草も含む）
སྤྱང་ཚེར། spyang tsher
/ᶲcaŋtsʰer/
名 [植物] キク科アザミ属
解説 馬が好んで食べる。
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མགོ་གཅོག mgo gcog /ⁿɡoˣtɕoɡ/
名 [植物] キク科アザミ属
解説 羊が食べると肉が旨くなるとされる。チベット
医学上の薬草名としては ོ་ི་བཞུར།。

ུམ་བུ་མགོ་གཅོག ldum bu mgo gcog
/ʳdəmpə ⁿɡoˣtɕoɡ/
名 [植物] キク科アザミ属

སྤྲ་ཏོག spra tog /χatoɡ/
名 [植物] キク科ウスユキソウ属, エーデルワイ
スの仲間
解説 火起こしの火口 (ほくち) སྤྲ་བ། として用いる。

རྒྱལ་སྲས་ཇ་ལ། rgyal sras ja la
/ʳɟasʰi tɕala/
名 [植物] キク科シオン属

ལུག་མིག lug mig /ləɡməɡ/
名 [植物] キク科シオン属
解説 རྒྱལ་སྲས་ཇ་ལ།の文語形。

ཁུར་མོང་། khur mong /kʰərmoŋ/
名 [植物] キク科タンポポ属

ཤེས་རབ་ལོ་མ། shes rab lo ma
/xirab loma/
名 [植物] タンポポの葉
解説 薬用。薬草について学ぶ際、「智慧の葉」を意味
するこの名前にちなんでこの薬から勉強を始める。

རྩྭ་འགོག rtswa ’gog /ᶳtsaⁿɡoɡ/
名 [植物] キク科トウヒレン属
解説 薬草の一種。別名 ུང་ེར་ུག་པོ།。
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ུང་ེར་ུག་པོ། khyung sder smug po
/cʰoŋʳder m̥əɡpo/
名 [植物] キク科トウヒレン属
解説 薬草の一種。རྩྭ་འགོགに同じ。

མིང་ཅན། ming can /maŋtɕen/
名 [植物] キク科ドロニクム属
解説 花は黄色。

ཁོ་ཤོག1 kho shog /kʰoxoɡ/
名 [植物] キク科メタカラコウ属

メタカラコウの花

མེ་ཏོག་སེར་ཆེན། me tog ser chen
/metoɡ sʰertɕʰen/
名 [植物] キンポウゲ科キンバイソウ属, 金梅草
解説 湿った草地に生える植物で膝丈くらいまで伸び
る。花は黄色。この花を雌ヤクが食べると乳の出が
良くなり、乳の色も濃くなる。

ཕོ་རོག་མདའ་འཁུར། pho rog mda’ ’khur
/horoɡ ᵐdakʰər/
名 [植物] キンポウゲ科デルフィニウム属
解説 文字通りには「矢を担いだオオガラス」。

བོང་ང་ནག་པོ། bong nga nag po
/ʔoŋwa naɡpo/
名 [植物] キンポウゲ科トリカブト属
解説 トリカブトのうち花の色が白くないもの。
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མེ་ཏོག་ཙི་འབུད། me tog tsi ’bud
/metoɡ tsəmⁿbəl/
名 [植物] ゴマノハグサ科シオガマギク属の花
解説 チベット医学上の薬草名としては ལུག་རུ།。

ི་རུག་པ། byi rug pa /ᶲɕərəɡpa/
名 [植物] シソ科ハッカ属
解説 薬用にする。

མ་མོའི་ནུ་མ། ma mo’i nu ma
/mamu nəma/
名 [植物] シソ科ムシャリンドウ属
解説 口語名。花はピンク色。文字通りには「母羊の
乳房」。子供たちは花の蜜を吸って楽しむ。

རམ་བུ། ram bu /rampə/
名 [植物] タデ科イブキトラノオ属
解説 文革期には食用にされたこともある。

ཨ་ནུ་མོ་ནུ། a nu mo nu /ʔanəmonə/
名 [植物] タデ科イブキトラノオ属
解説 རམ་བུ། のうち若いものを指す。

ུམ་བུ་ཐང་དུས། ldum bu thang dus
/ʳdəmpə tʰaŋti/
名 [植物] 野草の一種
解説 文字通りには「ヒマラヤスギ草」。
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ག་དུར་དམན་པ། ga dur dman pa
/katər ᵞmanpa/
名 [植物] ベンケイソウ科イワベンケイ属

བྲག་མཚེ། brag mtshe /ʈaɡⁿtsʰe/
名 [植物] マオウ科マオウ属
解説 岩場に生える。

ཆུ་མཚེ། chu mtshe /tɕʰətsʰe/
名 [植物] マオウ科マオウ属
解説 川縁に生える。薬草の一種。家畜は食べない。

སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག spang rgyan me tog
/ᶲsaŋʳɟan metoɡ/
名 [植物] リンドウ科リンドウ属の花
解説 日当たりの良い斜面（日おもて）に咲く花。花
の色は白と青がある。

ུམ་བུ་ེའུ་ཚང་།
ldum bu bye’u tshang
/ʳdəmpə ᶲɕitsʰaŋ/
名 [植物] リンドウ科リンドウ属の植物
解説 薬草の一種。文字通りには「鳥の巣草」。

ེའུ་ཚང་མེ་ཏོག bye’u tshang me tog
/ᶲɕitsʰaŋ metoɡ/
名 [植物] リンドウ科リンドウ属の植物の花
解説 リンドウのような紫の花が咲く。

ི་ལྕེ། kyi lce /cəˣtɕe/
名 [植物] リンドウ科リンドウ属の植物
解説 ེའུ་ཚང་མེ་ཏོགに同じ。

ི་ལྕེ་དཀར་པོ། kyi lce dkar po
/cəˣtɕe karo/
名 [植物] リンドウ科リンドウ属の植物
解説 ེའུ་ཚང་མེ་ཏོགに同じ。花が白いもの。
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ི་ལྕེ་ནག་པོ། kyi lce nag po
/cəˣtɕe naɡpo/
名 [植物] リンドウ科リンドウ属
解説 ེའུ་ཚང་མེ་ཏོགに同じ。花が白でないもの。

མཛོ་མོའི་ནུ་ཤིང་། mdzo mo’i nu shing
/ᵐdzomu nəxaŋ/
名 [植物] 沼沢地に生える草の一種

རྨ་ བྱའི་མདོངས། rma bya’i mdongs
/ʳmaᶲɕə ᵐdoŋ/
名 [植物] 野草の一種

ུམ་བུ་གཡག་ལྕེ། ldum bu g.yag lce
/ʳdəmpə ᵞjaɡˣtɕe/
名 [植物] 野草の一種
解説 文字通りには「ヤクの舌草」。家畜が食べる。

ི་ཡུག khyi yug /cʰəjəɡ/
名 [植物] 野草の一種
解説 宿営地の移動跡に生える草 མཚེར་རྩྭ།の一種。

ལོ་གར། lo gar /lokor/
名 [植物] 野草の一種
解説 宿営地の移動跡に生える草 མཚེར་རྩྭ།の一種。

འོ་འབུ་ཇ་ལ། ’o ’bu ja la
/ʔoⁿbə tɕala/
名 [植物] 野草の一種
解説 日陰に生える。

3.5.8 毒草
དུག་རྩྭ། dug rtswa /təɡᶳtsa/
名 毒草

མེ་ཏོག་ོ་རིལ། me tog khro ril
/metoɡ cʰori/
名 [植物] マメ科オヤマノエンドウ属
解説 羊がこの植物の根を食べると正気を失う。治療
法も薬もなく、死に至ることもある。草のない時期に
は羊は土をほじくり返して食べてしまうことがある。
対策としてはお腹を空かせないようにより良い草地
に連れて行くしかない。ちなみにヤクは口にしない。

རེ་ལྕག re lcag /reˣtɕaɡ/
名 [植物] ジンチョウゲ科ステレラ属, クサジン
チョウゲ
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ི་དུག khyi dug /cʰətəɡ/
名 [植物] 酔馬草
解説 文字通りには「犬の毒」。馬が食べると正気を
失う。薬や治療法がある。

3.6 苔
བྲག་ི། brag rtsi /ʈaɡᶳtsə/
名 苔類

3.7 栽培植物
ནས། nas /ni/
名 大麦, ハダカムギ

གྲོ། gro /co/
名 小麦

སྲན་མ། sran ma /ʂanma/
名 豆

ཡུག་པོ། yug po /jəko/
名 燕麦, オーツ麦

ལོག་གར། log gar /lokor/
名 菜種

3.8 キノコ
3.8.1 食用キノコ
ཤྭ་མོ། shwa mo /xamo/
名 ハラタケ科のキノコの一種
解説 草原に生える。傘の色は黄色。食用にする。

3.8.2 冬虫夏草
འབུ། ’bu /ⁿbə/
名 (1)虫 (2)冬虫夏草の隠語
解説 文 語 で は 冬 虫 夏 草 を 表 す 語 と し て
དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ།（文字通りには「夏草冬虫」）が知
られているが、口語ではこの語を用いることが多い。
ただし、近年では雑草を意味する ུམ་བུ།が用いられ
るようになっている。冬虫夏草はチベット医学上の
薬草名としては ོ་ད་ིད།。

ུམ་བུ། ldum bu /ʳdəmpə/
名 (1)雑草, 非有用植物; 野草; ハーブ (2)冬虫
夏草の隠語
解説 薬草にもならず、家畜にも食べさせない野生草
本植物の総称。冬虫夏草を指すようになったのは近
年になってから。冬虫夏草はもともとは虫 འབུ།と呼
ばれていたが、殺生を想起させるため罪深いとして、
雑草を表すこの語が用いられるようになった。

3.8.3 その他のキノコ
རྟ་ིང་ུ་ལུ། rta rdzing rtu lu
/ᶳtaʳdzaŋ ᶳtələ/
名 キノコの一種
解説 馬が用を足した後に生えると言われるキノコ。
食用にしない。文字通りには「馬尿馬糞」。
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རྒན་མོའི་ཇ་ཐོ། rgan mo’i ja tho
/ʳɡanmu tɕato/
名 キノコの一種
解説 白く丸い形のキノコで薬用。食用にはしない。

3.9 動物
སེམས་ཅན། sems can /sʰemtɕan/
名 生き物

མི། mi /ᵐȵə/
名 人, 人間

དུད་འགྲོ། dud ’gro /təlⁿɖo/
名 動物; 畜生

3.10 野生の草食動物
རི་དྭགས། ri dwags /rətaɡ/
名 野生の草食動物

3.10.1 野生ヤク
འོང་ོད། ’brong rgod /ⁿɖoŋʳɡol/
名 野生ヤク

འོང་། ’brong /ⁿɖoŋ/
名 野生ヤクの雄

འོང་མོ། ’brong mo /ⁿɖoŋmo/
名 野生ヤクの雌

འོང་ུ། ’brong khyu /ⁿɖoŋcʰə/
名 野生ヤクの群れ

འོང་ཆུང་། ’brong chung
/ⁿɖoŋtɕʰoŋ/
名 小さい野生ヤク

འོང་རུ་དམར། ’brong ru dmar
/ⁿɖoŋ rəmar/
名 立派な野生ヤク
解説 野生ヤクの雄に対する美称。

3.10.2 ヒマラヤマーモット
འི་བ། ’phyi ba /ᶲɕe/
名 ヒマラヤマーモットの総称, マーモット

ཅ་ལུ། ca lu /tɕalə/
名 0–1歳のマーモット
解説 雌雄の区別なし。

བྱ་ེ། bya ske /ᶲɕaᶳke/
名 1–2歳のマーモット
解説 雌雄の区別なし。

དར་འི་རྔ་ནག dar ’phyi rnga nag
/tarᶲɕə ʳŋanaɡ/
名 2–3歳のマーモットの雄

3



植物と動物 48 3.10野生の草食動物

ནུ་སྐྱ་མ། nu skya ma /nəᶳcama/
名 2–3歳のマーモットの雌

གཉན་པོ། gnyan po /ᵞȵanpo/
名 3–4歳のマーモットの雄

ནུ་ནག་མ། nu nag ma /nənaɡma/
名 3–4歳のマーモットの雌

གཉན་ུ། gnyan ldu /ᵞȵanʳdə/
名 4歳以上のマーモットの雄

ནུ་རིལ་མ། nu ril ma /nərəlma/
名 0–1歳の仔マーモットの母

འི་ཁུང་། ’phyi khung /ᶲɕekʰoŋ/
名 マーモットの巣穴

3.10.3 その他の野生の草食動物
རྐྱང་། rkyang /ᶳcaŋ/
名 ノロバ

གླ།2 gla /ᵞla/
名 麝香鹿 (じゃこうじか)

དགོ་བ། dgo ba /ʳɡo/
名 レイヨウ

གཙོད། gtsod /ˣtsu/
名 チルー, チベットカモシカ

གནའ་བ། gna’ ba /ᵞna/
名 ブルーシープ

གཉན། gnyan /ᵞȵan/
名 アルガリ

ཕག་ོད། phag rgod /pʰaɡʳɡol/
名 猪

ཙི་གུ། rtsi gu /tsəkə/
名 ネズミ

རི་བོང་། ri bong /rəkoŋ/
名 ウサギ

ཨ་བྲ། a bra /ʔaᵝra/
名 ヒマラヤナキウサギ
解説 草地に巣穴を掘り、草の質を低下させる害獣と
される。

ཨབ་ཁུང་། ab khung /ʔabkʰoŋ/
名 ナキウサギの巣穴

ཤྭ་བ། shwa ba /xa/
名 鹿, シカ

བྱ་ཝང་། bya wang /ᶲɕaʁaŋ/
名 コウモリ
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3.11 野生の肉食動物
གཅན་གཟན། gcan gzan /ˣtɕanᵞzan/
名 野生の肉食動物

3.11.1 オオカミ
སྤྱང་ཀི། spyang ki /ᶲcaŋkə/
名 (1)オオカミ (2)(汚職をするような)悪人
解説 オオカミは夏の間は草原に多くいる野生動物を
食べて暮らしており、家畜に被害が及ぶことは少な
い。しかし野生動物が冬眠すると食糧を求めて家畜
を狙うことが増える。かつては家畜を守るためにオ
オカミを捕まえて舌を切って死に至らしめるなどし
ていたが、近年は殺生を忌避する傾向にあり、オオ
カミによる被害は増加傾向にある。

རྟ་སྤྱང་། rta spyang /ᶲtaᶳcaŋ/
名 オオカミの一種
解説 体格が大きく力が強くたてがみがある。

ཁ་འཆིང་། kha ’ching /kʰatɕʰaŋ/
名 [隠語] オオカミ
解説 文字通りには「口を縛る」。オオカミ སྤྱང་ཀི を
この隠語で表すことがある。

ཕོ་སྤྱང་། pho spyang /hoᶲcaŋ, hoᶲtɕaŋ/
名 雄オオカミ

མོ་སྤྱང་། mo spyang /moᶲcaŋ, moᶲtɕaŋ/
名 雌オオカミ

སྤྱང་ུག spyang phrug
/ᶲcaŋʈʰəɡ/

名 仔オオカミ
解説 仔オオカミを殺すと我が子に不吉なことが起こ
るとされるため避ける。

སྤྱང་ཚོགས། spyang tshogs
/ᶲcaŋtsʰoɡ, ᶲtɕaŋtsʰoɡ/
名 オオカミの群れ
解説 農暦 9–10月頃に群れで行動するようになる。

སྤྱང་ཚང་། spyang tshang
/ᶲcaŋtsʰaŋ/
名 オオカミの巣
解説 農暦 7–9月頃の出産シーズンに作られる。

སྤྱང་ལྕེ། spyang lce /ᶲcaŋˣtɕe/
名 オオカミの舌
解説 家畜の天敵であるオオカミを捕らえた場合、そ
の場で殺さずに舌を切り落として死に至らしめると
いう方法をとっていた。その舌を犬に食べさせると
གོག་པ།という病気に効くと言われる。

སྤྱང་མཆེ། spyang mche /ᶲcaŋtɕʰo/
名 オオカミの牙
解説 男性が飾りとして身につけることがある。これ
を身につけると、金持ちにはならないが、何か望む
ものを手に入れることができると信じられている。

ཕེ་འདེབས།
ipf. ཕེ་འདེབས། phe ’debs /he ⁿdeb/
pf. ཕེ་བཏབ། phe btab /he ᵖtab/
動 (オオカミが)集まって吠える

དགུ་ཙི་བཅའ།
ipf. དགུ་ཙི་བཅའ། dgu tsi bca’

/ʳɡətsə ᵖtɕa/
pf. དགུ་ཙི་བཅས། dgu tsi bcas

/ʳɡətsə ᵖtɕi/
動 (オオカミが) 体の全ての穴から音を立てる
ような吠え方で吠える

3.11.2 その他の野生の肉食動物
འཕར་བ། ’phar ba /pʰarwa/
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名 ドール, アカオオカミ

ི་ལོང་། byi long /ᶲɕəloŋ/
名 モグラ
解説 文字通りには「盲目のネズミ」。モグラが掘っ
た後の土の山で子供たちは土遊びをする。

དོམ། dom /tom/
名 熊

ེད་མོང་། dred mong /ʈemoŋ/
名 ヒグマ

ུམ་པ། grum pa /cəmpa/
名 アナグマ

ཝ། wa /ʁa/
名 キツネ

ེ།2 sbre /ᵝre/
名 キツネの一種

སྟག stag /ᶳtaɡ/
名 虎

གཟིག gzig /ᵞzəɡ/
名 豹

གསའ། gsa’ /ˣsa/
名 雪豹

གཡི། g.yi /ᵞjə/
名 オオヤマネコ

ལོའུ། lo’u /lu/
名 猫

རི་ལོའུ། ri lo’u /rəlu/
名 野良猫

མིས་ལོའུ། mis lo’u /milo/
名 猫, イエネコ

ེའུ་ལོ། rte’u lo /ᶳtilo/

名 スカンク

ེ་མོང་། sre mong /ʂemoŋ/
名 イタチ

སྲམ། sram /ʂam/
名 カワウソ

3.11.3 肉食動物の部位
མཆེ་བ། mche ba /ᵐtɕʰo/
名 犬歯
解説 人間と動物のどちらについても言う。

ེར་མོ། sder mo /ʳdermo/
名 (猛禽類や肉食動物の)爪

3.12 鳥類
3.12.1 小鳥類の総称
ེའུ། bye’u /ᶲɕiʔə/
名 小鳥

ནགས་ེའུ། nags bye’u /naɡᶲɕi/
名 森に生息する小鳥
解説 鷹などの大型の鳥以外の鳥の総称。

3.12.2 猛禽類
གླག glag /ᵞlaɡ/
名 ワシ
解説 タカ目タカ科の鳥。主に仔羊やウサギを狙って
食べる。雄は ཕོ་གླག、雌は མོ་གླག、仔は ནེའུ་གླག と言
う。家畜に被害があるため殺処分する。その場合、爪
と頭を取ってテントの入口内側のロープにつけて魔
除け ོ་ུང་། とする。

ཕོ་གླག pho glag /hoᵞlaɡ/
名 ワシの雄

མོ་གླག mo glag /moᵞlaɡ/
名 ワシの雌

ནེའུ་གླག ne’u glag /niᵞlaɡ/
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名 ワシの仔

གོ་བོ། go bo /ku/
名 ヒゲワシ
解説 最も大きい猛禽類。鳥葬の際に飛来する鳥で、
遺体の大きい塊も食べることができる。大きくて食
べにくい塊は咥えたまま飛び立ち、石の多い河原に落
として砕いてから食べるところが目撃されている。

གོ་དཀར་མགོ། go dkar mgo /ku karⁿɡo/
名 白頭ヒゲワシ

ོད། rgod /ʳɡol/
名 ハゲワシ, 禿鷲
解説 タカ目タカ科。肉類は何でも食べる。仔ヤクや
羊の死体を食べる他、鳥葬の際の遺体も食べる。死肉
にありつくため、狩りをするオオカミの上空を旋回
することが多い。この鳥が飛翔しているところの地
表には、たいていオオカミがいると考えられている。

ོད་དཀར། rgod dkar /ʳɡolkar/
名 白ハゲワシ

ོད་ནག rgod nag /ʳɡolnaɡ/
名 黒ハゲワシ

ོད་ཐང་དཀར། rgod thang dkar
/ʳɡol tʰaŋkar/
名 白頭ハゲワシ

ོད་ཐང་ནག rgod thang nag
/ʳɡol tʰaŋnaɡ/
名 黒頭ハゲワシ

ོད་ཐང་ུག rgod thang smug
/ʳɡol tʰaŋm̥əɡ/
名 茶頭ハゲワシ
解説 今はほとんど見られなくなったという。

ཁྲ། khra /cʰa/
名 ハイタカ
解説 タカ目タカ科の鳥。小鳥を狙って食べるとい
う。

འོལ་སེར། ’ol ser /ʔusʰer/
名 鳶

3.12.3 その他の鳥類
ཁུ་ུག khu byug /kʰəjəɡ/
名 カッコウ
解説 カッコウ目カッコウ科の鳥。བྱ་ཁུ་ལོ། に同じ。

བྱ་ཁུ་ལོ། bya khu lo /ᶲɕa kʰəlo/
名 カッコウ
解説 ཁུ་ུག に同じ。

མ་རྒན་ེ་ཁྲ། ma rgan ske khra
/maʳɡan ᶳkecʰa/
名 スズメ
解説 スズメ目スズメ科の鳥。

སྐྱ་ཀ skya ka /cəka/
名 カササギ
解説 この鳥がテントを吊るロープに舞い降りて鳴く
と、客人の到来または新しい知らせが届く合図と言
われている。「斑のカササギ」སྐྱ་ཀ་ཁྲ་མོ།とも言う。

ཁྭ་ཏ། khwa ta /kʰata/
名 ハシブトガラス
解説 スズメ目カラス科の鳥。ワタリガラス ཕོ་རོག に
比べて小型。羽は呪具の材料として用いる。魔物の
守護鳥 བླ་བྱ། であると言われる。
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ཕོ་རོག pho rog /horoɡ/
名 ワタリガラス, オオガラス
解説 スズメ目カラス科の鳥。ハシブトガラス ཁྭ་ཏ།
に比べて大型の渡り鳥。護法尊ゴンポの守護鳥 བླ་བྱ།
であると言われる。

ུང་ཀ lcung ka /ˣtɕoŋka/
名 ベニハシガラス
解説 嘴の赤いカラス。ུང་ཀ་མཆུ་དམར།とも言う。

ཁ་ལ་ཡུག kha la yug /kʰalajəɡ/
名 ツバメ
解説 スズメ目ツバメ科。岩がちなところに棲む鳥。
ཁུག་རྟ།とも言う。

འཇོལ་མོ།1 ’jol mo /ⁿdʑolmo/
名 ツグミ
解説 スズメ目ヒタキ科。草地ではなく森に棲むとさ
れている。

ཅོ་ཀ co ka /tɕoka/
名 ヒバリ
解説 スズメ目ヒバリ科の鳥。

གོང་མོ། gong mo /koŋmo/
名 セッケイ, 雪鶏
解説 高山に生息するキジ目キジ科の鳥。阿弥陀如来
の守護鳥 བླ་བྱ།とされる。

ེག་པ། sreg pa /ʂaɡpa/
名 イワシャコ
解説 キジ目キジ科。

དེ་ཕོ། de pho /tewo/
名 コウライキジ
解説 キジ目キジ科。

ཕུག་རོན། phug ron /pʰəɡtə/
名 鳩
解説 ハト目ハト科の鳥。ここに示した綴字は文語で
用いられるもので、口語音とはズレが生じている。

ུང་ུང་། khrung khrung
/ʈʰoŋʈʰoŋ/
名 鶴
解説 ツル目ツル科の鳥。

འུག་པ། ’ug pa /ʔəɡpa/
名 フクロウ
解説 羽は呪具の材料として用いる。

པུ་ཤུད། pu shud /pəɕʰəl/
名 ヤツガシラ
解説 サイチョウ目ヤツガシラ科の鳥。

ཐེ་རྒྱ། the rgya /tʰeʳɟa/
名 鳥の一種
解説 子供が高熱を出した時、この鳥を捕まえてスー
プを作って飲ませたり、生きたまま脇の下に抱えさ
せると熱が下がると言われる。
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ཨ་བྲ་ོ་ཕྱགས། a bra sgo phyags
/ʔaᵝra ʳɡoᶲɕaɡ/
名 鳥の一種
解説 ナキウサギ ཨ་བྲ། と共生しているとされる鳥。
文字通りには「ナキウサギの門前掃除」。ナキウサギ
は人間の引っ越しに合わせてテントの近くに移動す
るが、この鳥の背に乗って移動すると言われている。

ཆུ་བྱ། chu bya /tɕʰəᶲɕa/
名 水鳥
解説 アヒルやカモ、サギなどの水鳥を指す。

ངང་བ། ngang ba /ŋaŋwa/
名 コブハクチョウ
解説 春になるとチベットに飛来する渡り鳥。

ངུར་བ། ngur ba /ŋərwa/
名 アカツクシガモ

3.12.4 鳥類の部位
མཆུ་ཏོ། mchu to /ᵐtɕʰəto/
名 (鳥の)嘴

ོ། sgro /ʳɟo/
名 羽根

གཤོག་པ། gshog pa /ˣɕoɡpa/
名 翼

གཤོག་རུ། gshog ru /ˣɕoɡrə/
名 翼の幅

གཤོག་རུ་བརྒྱང་།

ipf. གཤོག་རུ་བརྒྱང་། gshog ru brgyang
/ˣɕoɡrə ᵝɟaŋ/

pf. གཤོག་རུ་བརྒྱངས། gshog ru brgyangs
/ˣɕoɡrə ᵝɟaŋ/

動 翼を広げる

གཤོག་རུ་བཅུམ།
ipf. གཤོག་རུ་བཅུམ། gshog ru bcum

/ˣɕoɡrə tɕəm/
pf. གཤོག་རུ་བཅུམས། gshog ru bcums

/ˣɕoɡrə tɕəm/
動 翼をすぼめる

3.13 虫類
འབུ། ’bu /ⁿbə/
名 (1)虫 (2)冬虫夏草の隠語
解説 文 語 で は 冬 虫 夏 草 を 表 す 語 と し て
དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ།（文字通りには「夏草冬虫」）が知
られているが、口語ではこの語を用いることが多い。
ただし、近年では雑草を意味する ུམ་བུ།が用いられ
るようになっている。冬虫夏草はチベット医学上の
薬草名としては ོ་ད་ིད།。

རྩྭ་དགྲ། rtswa dgra /ᶳtsaᵞɖa/
名 害虫の総称

3.13.1 様々な虫
གྲོག་མ། grog ma /coɡma/
名 蟻

གྲོག་ཚང་། grog tshang /coɡtsʰaŋ/
名 蟻の巣
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འབུ་ཐུལ་བ། ’bu thul ba /ⁿbə tʰəwa/
名 毛虫

ེ་མ་ལེབ། phye ma leb /ᶲɕema lebtse/
名 蝶, チョウ

མེ་ལྕེབ། me lceb /ᵐȵeˣtɕeb/
名 蛾

ཨབ་ཅག ab cag /ʔabtɕaɡ/
名 イナゴ

སྦྲང་མ། sbrang ma /boŋma/
名 蜂

སྦྲང་ངེ་། sbrang nge /ᵝraŋe/
名 蝿

ཨ་ང་ཙི། a nga tsi /ʔaŋatsə/
名 蚊

ཤིག shig /ɕʰəɡ/
名 虱 (シラミ)

ི་བ། lji ba /ʳdʑe/
名 蚤

ོམ།2 sdom /ʳdom/
名 蜘蛛

ི་འབུ། lci ’bu /ˣtɕəⁿbə/
名 虫の一種
解説 ヤク糞を食べる虫。

3.14 その他の生物
ཉ། nya /ȵa/
名 魚

ཆུ་འབུ་ོ་ཉལ། chu ’bu glo nyal
/tɕʰəⁿbə ᵞloȵa/
名 川エビ

ཉ་ཐོམ་བུ། nya thom bu /ȵa tʰompə/
名 おたまじゃくし

སྦལ་བ། sbal ba /zawa/
名 カエル

ལྕག་ིགས། lcag rmigs /ˣtɕaɡȵəɡ/
名 とかげ

ས་འབུ་ཐག་ནར། sa ’bu thag nar
/sʰaⁿbə tʰaɡnar/
名 ミミズ
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第 4章
家畜の名称

牧畜民が飼養する家畜は少なくとも数十頭、多い場合には数百頭に達する。それゆえに家畜管理
は群れ単位でおこなわれる。牧畜民は、自らが所有する家畜を性別や年齢、泌乳の有無などに応じて
いくつかの群れに分け、群れごとの特性に応じた管理をおこなっている。この章では、家畜ごとの特
性に応じて分けられる個体や群れを呼び表す語彙を紹介する。なお、毛色や角などの外貌による呼
び分けについては、6章「家畜の個体管理」を参照。
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4.11.1 種ロバ ×雌馬（F1） 79
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4.1 家畜の総称
ུགས་ཟོག phyugs zog /ᶲɕəɡsoɡ/
名 家畜の総称
解説 ウシ属、羊、山羊、馬の四種の家畜を指す。豚
や鶏は入らない。

ུགས། phyugs /ᶲɕəɡ/
名 家畜の総称
解説 ུགས་ཟོགに同じ。

ོ་ཟོག sgo zog /ʳɡosoɡ/
名 家畜の総称

གཡང་ར་ོ་བཞི། g.yang ra sgo bzhi
/ᵞjaŋra ʳɡoᵝʑə/
名 四種の家畜を総称する美称
解説 ウシ属、羊、山羊、馬の四種を指す。チベット
の伝統的な家畜という意味のある表現。

ུ།1 rgyu /ʳɟə/
名 (1)財産 (2)家畜

ཕོ།2 pho /ho/
名 雄; 男性

མོ།1 mo /mo/
名 雌; 女性

མཚེ་ཀ mtshe ka /tsʰeka/
名 双子, 双生児
解説 家畜、人間を問わず使える表現。

བཅོལ་མ། bcol ma /ᵖtɕuma/

名 他人から預かった家畜や荷物
解説 他人から預かった家畜は目印をつけておく。

4.1.1 家畜の年齢表現
ན་སོ། na so /nasʰo/
名 (人間や家畜の)年齢; (馬の)年齢
解説 人間の年齢の場合、「年が若い」「年老いた」な
どと言う場合にこの語を用いることがある。馬の年
齢は 4–5歳の馬からこの語に数詞をつけて数える。

རྔ་བུ། rnga bkru /ʳŋaᵖcə/
名 [ヤク] 1–2歳の仔畜の総称
解説 ཡ་རུ། に同じ。この年齢で尻尾の毛を切る。切る
日は農暦の 5月 9日と決まっている。

ཉིས་བུ། nyis bkru /ȵiᵖcə/
名 [ヤク] 2–3歳の仔畜

སོ་གཉིས། so gnyis /sʰoᵞȵi/
名 [ヤク] 3–4歳の仔畜; [羊][山羊] 2–3歳の仔畜

སོ་བཞི། so bzhi /sʰoᵝʑə/
名 [ヤク] 4–5歳の個体; [羊][山羊] 3–4歳の個体
解説 雌ヤクはこの年齢になるとたいてい出産する。

སོ་ུག so drug /sʰoʈəɡ/
名 [ヤク] 5–6歳の個体; [羊][山羊] 4–5歳の個体
解説 6本の歯が生えそろっているがまだ小さい。

ཁ་གང་། kha gang /kʰakaŋ/
名 [ヤク] 6–7歳の個体; [羊][山羊] 5–6歳の個体
解説 歯が大きくなり、長さが揃った状態であること
を示す。
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ེད་པ། snyed pa /ȵ̊elpa/
名 [羊] 2–3歳の個体

ོག་བླངས། rngog blangs
/ʳŋoɡᵝlaŋ/
名 [馬] 1–2歳の仔畜
解説 歯がまだ小さい。

ཉིས་བླངས། nyis blangs /ȵiᵝlaŋ/
名 [馬] 2–3歳の仔畜
解説 この段階で性成熟する。

ཕོ་གཞི། pho gzhi /hoᵞʑə/
名 [馬] 3–4歳の個体
解説 永久歯に生え変わる年齢。異綴りとして
ཕོག་བཞི།。

གཅིག་གསར། gcig gsar /ˣtɕəɡˣsar/
名 [馬] 4–5歳の個体

ན་སོ་གཅིག na so gcig /nasʰo ˣtɕəɡ/
名 [馬] 4–5歳の個体
解説 この年齢の馬は臼歯の高さが低い。

ན་སོ་གཉིས། na so gnyis /nasʰo ᵞȵi/
名 [馬] 5–6歳の個体

ན་སོ་གསུམ། na so gsum /nasʰo ˣsəm/
名 [馬] 6–7歳の個体

ན་སོ་བཞི། na so bzhi /nasʰo ᵝʑə/
名 [馬] 7–8歳の個体

4.2 ウシ属の家畜の総称
ནོར་གནག nor gnag /norᵞnaɡ/
名 (1)ウシ属の総称 (2)ヤク

解説 ཟོགに同じ。

ཟོག zog /soɡ/
名 (1)ウシ属の総称 (2)ヤク
解説 ヤク、ゾ、ウシを含めたウシ属の総称でもあり、
ヤクのみを指すこともある。

ནོར། nor /nor/
名 (1)ウシ属の総称 (2)ヤク
解説 ཟོགに同じ。

ོ་ུགས། sgo phyugs /ʳɡoᶲɕəɡ/
名 ウシ属の総称

ཕོ་ུགས། pho phyugs /hoᶲɕəɡ/
名 ウシ属の家畜の雄

མོ་ུགས། mo phyugs /moᶲɕəɡ/
名 ウシ属の家畜の雌

4.3 ヤク
4.3.1 総称
ཟོག zog /soɡ/
名 (1)ウシ属の総称 (2)ヤク
解説 ヤク、ゾ、ウシを含めたウシ属の総称でもあり、
ヤクのみを指すこともある。

ནོར། nor /nor/
名 (1)ウシ属の総称 (2)ヤク
解説 ཟོགに同じ。

ནོར་གནག nor gnag /norᵞnaɡ/
名 (1)ウシ属の総称 (2)ヤク
解説 ཟོགに同じ。

ཤ་ཤེད།1 sha shed /xaxel/
名 [ヤク] 授乳中の母仔を除くヤクの総称

4.3.2 成長段階別の名称
ヤクは成長の度合いによって異なる名称で呼ばれる。1–2歳までは年齢ごとに雌雄共通の総称が
あるが、2–3歳以降は、体の大きさや性成熟の度合いなどの成長具合に応じた雌雄別の名称で呼ば
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れる。
0–1歳および 1–2歳の仔畜は雌雄共通の総称としてそれぞれウィル བེའུ།、ヤル ཡ་རུ།と呼ばれる。
性別をはっきりさせたいときは、「性別＋総称」という表現で呼び分ける。雄はホ ཕོ།、雌はモ མོ།な
ので、例えば 0–1歳の雄はホウィ ཕོ་བེའུ།、雌はモウィ མོ་བེའུ།、1–2歳の雄はホヤル ཕོ་ཡར།、雌はモヤ
ル མོ་ཡར となる。
雄は 2–3 歳になると去勢済みの個体が増える。去勢されてあまり時間の経っていない雄はユグ

གཡིའུ།（幼い去勢ヤク）と呼ばれる。体が発達してきたがまだ鼻輪をつけていない「役畜未満」の雄
についてはヤクサル གཡག་གསར།（新人の去勢ヤク）と呼ばれる。肉体的に成熟して鼻輪をつけられ、
役利用が可能となった雄がヤク གཡག である。去勢されず、種畜（ワッハ བག་ཧ།）として育成される
雄の仔畜はワクトゥク བག་ུག と呼ばれ、別に扱われる。
一方、雌は 2–3歳以降、体の成長が進み、妊娠可能になった雌はトゥマ ཐུལ་མ། と呼ばれる。トゥ
マは妊娠能力はあるものの、まだ体が小さい。この段階で妊娠して出産する雌もおり、その仔はトゥ
ルナク ཐུལ་ནག と呼ばれる。4–5歳になって生殖能力が十分に高まった雌がディ འི། である。搾乳対
象となる経産雌の多くはディである。
1–2歳以降の個体で年齢をはっきりと述べる場合は、上記の呼称に年齢表現（表右端を参照）を付
け加える。例えば「4–5歳」を表す年齢表現はソブジュ སོ་བཞི། であるが、「4–5歳の役畜未満の去勢
雄」ならヤクサル・ソブジュ གཡག་གསར་སོ་བཞི།、「4–5歳の成熟した経産雌」であればディ・ソブジュ
འི་སོ་བཞི།となる。表で右肩に * を付した 2–3歳および 3–4歳の雄、雌はいずれも年齢表現を後続
させることが必須である。
なお、年齢表現は雌雄共通の年齢別の総称としても用いられる。

4.3.2.1 雄
年齢 総称 未去勢の 去勢雄 去勢雄 去勢雄 年齢表現

雄の仔畜 (未成熟) (役畜未満) (役畜)

生後 10日まで བེའུ་ིང་ོན་པ།

生後 10日–1ヶ月 བེའུ་ིང་།

生後 1ヶ月–1歳 བེའུ། ཕོ་བེའུ།

1–2歳 ཡ་རུ། ཕོ་ཡར། རྔ་བུ།

2–3歳 ཕོ་ཡར།* གཡིའུ། ཉིས་བུ།

3–4歳 ཕོ་ཡར།* གཡིའུ། གཡག་གསར། སོ་གཉིས།

4–5歳 གཡིའུ། གཡག་གསར། གཡག སོ་བཞི།

5–6歳 གཡིའུ། གཡག་གསར། གཡག སོ་ུག

6–7歳 གཡག ཁ་གང་།

7歳以上 གཡག

老畜 ནོར་ལོ་ལོན། གཡག་རྒན།

網掛け部分はそれに該当する名称がないことを示す（以下同様）。
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4.3.2.2 雌
年齢 総称 雌の仔畜 妊娠可能だが 成熟した 年齢表現

未成熟な雌 経産雌

生後 10日まで བེའུ་ིང་ོན་པ།

生後 10日–1ヶ月 བེའུ་ིང་།

生後 1ヶ月–1歳 བེའུ། མོ་བེའུ།

1–2歳 ཡ་རུ། མོ་ཡར། རྔ་བུ།

ཡར་མོ།

2–3歳 མོ་ཡར།* ཐུལ་མ། ཉིས་བུ།

3–4歳 མོ་ཡར།* ཐུལ་མ། སོ་གཉིས།

4–5歳 ཐུལ་མ། འི། སོ་བཞི།

5–6歳 ཐུལ་མ། འི། སོ་ུག

6–7歳 འི། ཁ་གང་།

7歳以上 འི།

老畜 ནོར་ལོ་ལོན། འི་རྒན།

4.3.2.3 仔畜の総称
བེའུ་ིང་ོན་པ། be’u rting rlon pa
/wiᶳtaŋ ᵞlonpa/
名 [ヤク] 生まれたての個体
解説 雌雄共通。生後 10日くらいまでの仔畜を指す。

བེའུ་ིང་། be’u rting /wiᶳtaŋ/
名 [ヤク] 生後 1ヶ月までの仔畜
解説 歯が生えていないためまだ草は食べない。

བེའུ། be’u /wilə/
名 [ヤク] 0–1歳の仔畜の総称
解説 生後 1ヶ月で草を食べ始める。下の乳歯が 6本
まで生える。交尾はさせない。

ཡ་རུ། ya ru /jarə/
名 [ヤク] 1–2歳の仔畜の総称
解説 生後 1年が経過した仔ヤク。尻尾を切り揃える
習慣がある。歯は下の歯が 6本生える。交尾はまだ

させない。

4.3.2.4 未去勢の雄の仔畜
ཕོ་བེའུ། pho be’u /howi/
名 [ヤク] 0–1歳の雄の仔畜

ཕོ་ཡར། pho yar /hojar/
名 [ヤク] 1–2歳の雄の仔畜

ཕོ་ཡར་རྔ་བུ། pho yar rnga bkru
/hojar ʳŋaᵖcə/
名 [ヤク] 1–2歳の雄の仔畜

ཕོ་ཡར་ཉིས་བུ། pho yar nyis bkru
/hojar ȵiᵖcə/
名 [ヤク] 2–3歳の雄の仔畜
解説 この時点で去勢を行う。去勢を行わなかったも
のは種ヤクとなる。
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ཕོ་ཡར་སོ་གཉིས། pho yar so gnyis
/hojar sʰoᵞȵi/
名 [ヤク] 3–4歳の未去勢雄

4.3.2.5 未成熟な去勢雄
གཡིའུ། g.yi’u /ᵞjəkə/
名 [ヤク] 2–3歳以上の未成熟な去勢雄

གཡིའུ་ཉིས་བུ། g.yi’u nyis bkru
/ᵞjəkə ȵiᵖcə/
名 [ヤク] 2–3歳の未成熟な去勢雄

གཡིའུ་སོ་གཉིས། g.yi’u so gnyis
/ᵞjəkə sʰoᵞȵi/
名 [ヤク] 3–4歳の未成熟な去勢雄

གཡིའུ་སོ་བཞི། g.yi’u so bzhi
/ᵞjəkə sʰoᵝʑə/
名 [ヤク] 4–5歳の未成熟な去勢雄

གཡིའུ་སོ་ུག g.yi’u so drug
/ᵞjəkə sʰoʈəɡ/
名 [ヤク] 5–6歳の未成熟な去勢雄

གཡིའུ་སྣ་ཕུག g.yi’u sna phug
/ᵞjəkə n̥ahəɡ/
名 [ヤク] 鼻輪をつける年齢になった未成熟な
去勢雄

4.3.2.6 役畜未満の去勢雄（鼻輪なし）
གཡག་གསར། g.yag gsar /ᵞjaɡˣsar/
名 [ヤク] 3–4 歳から 5–6 歳までの去勢雄のう
ちまだ役畜でないもの
解説 去勢はしているが、体が小さく、まだ鼻輪をつ
けていない。

གཡག་གསར་སོ་གཉིས། g.yag gsar so gnyis
/ᵞjaɡˣsar sʰoᵞȵi/
名 [ヤク] 3–4歳でまだ役畜でない去勢雄

གཡག་གསར་སོ་བཞི། g.yag gsar so bzhi

/ᵞjaɡˣsar  sʰoᵝʑə/
名 [ヤク] 4–5歳でまだ役畜でない去勢雄

གཡག་གསར་སོ་ུག g.yag gsar so drug
/ᵞjaɡˣsar sʰoʈəɡ/
名 [ヤク] 5–6歳でまだ役畜でない去勢雄

4.3.2.7 成熟した役畜の去勢雄（鼻輪あり）
གཡག g.yag /ᵞjaɡ/
名 [ヤク] (十分に成長して鼻輪をつけた)去勢雄
解説 雄ヤクの大半が 2–3 歳の時に去勢される。去
勢された個体のうち未成熟のものを གཡག་གུと言い、
まだ鼻輪をつけていないものを གཡག་གསར།、鼻輪を
つけて荷駄用として使用されている雄を གཡགと言
う。なお、種ヤクは བག་ཧ།と呼ぶ。

གཡག་སོ་བཞི། g.yag so bzhi
/ᵞjaɡ sʰoᵝʑə/
名 [ヤク] 4–5歳の成熟した去勢雄

གཡག་སོ་ུག g.yag so drug
/ᵞjaɡ sʰoʈəɡ/
名 [ヤク] 5–6歳の成熟した去勢雄

གཡག་ཁ་གང་། g.yag kha gang
/ᵞjaɡ kʰakaŋ/
名 [ヤク] 6–7歳の成熟した去勢雄

4.3.2.8 雌の仔畜
མོ་བེའུ། mo be’u /mowi/
名 [ヤク] 0–1歳の雌の仔畜

མོ་ཡར། mo yar /mojar/
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名 [ヤク] 1–2歳の雌の仔畜

ཡར་མོ། yar mo /jarmo/
名 [ヤク] 1–2歳の雌の仔畜

མོ་ཡར་རྔ་བུ། mo yar rnga bkru
/mojar ʳŋaᵖcə/
名 [ヤク] 1–2歳の雌の仔畜

མོ་ཡར་ཉིས་བུ། mo yar nyis bkru
/mojar ȵiᵖcə/
名 [ヤク] 2–3歳の雌の仔畜

མོ་ཡར་སོ་གཉིས། mo yar so gnyis
/mojar sʰoᵞȵi/
名 [ヤク] 3–4歳の雌の仔畜

4.3.2.9 妊娠可能だが未成熟な雌
ཐུལ་མ། thul ma /tʰuma/
名 [ヤク] 未成熟で体の小さい雌

ཐུལ་མ་ཉིས་བུ། thul ma nyis bkru
/tʰuma ȵiᵖcə/
名 [ヤク] 2–3歳の未成熟な雌

ཐུལ་མ་སོ་གཉིས། thul ma so gnyis
/tʰuma sʰoᵞȵi/
名 [ヤク] 3–4歳の未成熟な雌

ཐུལ་མ་སོ་བཞི། thul ma so bzhi
/tʰuma sʰoᵝʑə/
名 [ヤク] 4–5歳の未成熟な雌

ཐུལ་མ་སོ་ུག thul ma so drug
/tʰuma sʰoʈəɡ/
名 [ヤク] 5–6歳の未成熟な雌

4.3.2.10 成熟した経産雌
འི། ’bri /ⁿɖə/
名 [ヤク] 成熟した経産雌

འི་སོ་བཞི། ’bri so bzhi
/ⁿɖə sʰoᵝʑə/
名 [ヤク] 4–5歳の成熟した経産雌

མཁར་བེགས། mkhar brtsegs
/ᵐkʰarʳtsaɡ/
名 [ヤク] 4–5歳の雌

འི་སོ་ུག ’bri so drug
/ⁿɖə sʰoʈəɡ/
名 [ヤク] 5–6歳の成熟した経産雌

འི་ཁ་གང་། ’bri kha gang
/ⁿɖə kʰakaŋ/
名 [ヤク] 6–7歳の成熟した経産雌

4.3.2.11 老畜
ནོར་ལོ་ལོན། nor lo lon /nor lolon/
名 年老いたヤク
解説 歯が全て抜けた状態になるまで年を取った個体
を指す。

གཡག་རྒན། g.yag rgan /ᵞjaɡʳɡan/
名 [ヤク] 年老いた雄
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འི་རྒན། ’bri rgan /ⁿɖəʳɡan/
名 [ヤク] 年老いた雌

4.3.3 仔畜に対するその他の名称
དགུན་བེའུ། dgun be’u /ʳɡənwi/
名 [ヤク] 冬生まれの 0–1歳の仔畜
解説 ヤクの交尾は通常、夏に人工的に行われるため、
出産は多くは春である。冬の出産は珍しく、また寒
さのため死んでしまうことが多いので、飼育には細
心の注意を払う個体である。

ིང་བེའུ། rting be’u /ᶳtaŋwi/
名 [ヤク] 遅く生まれた 0–1歳の仔畜
解説 ヤクの交尾は夏に行われ、春に出産を迎えるこ
とが多いが、交尾の時期が遅く、夏に生まれる仔畜も
いる。このような生まれる時期が遅い仔畜を指す。

ཡར་མའི་ཡ་རུ། yar ma’i ya ru
/jarmə jarə/
名 [ヤク] 乳を出す母がいる 1–2歳の仔畜
解説 母が次の妊娠によって乳を出さなくなる場合、
その仔畜は卒乳する。

སུམ་ཡར། sum yar /sʰəmjar/
名 [ヤク] 3 歳になってもまだ乳を飲んでい
る個体

4.3.3.1 種ヤクにする雄の仔畜
བག་ུག bag phrug /waɡʈʰəɡ/
名 [ヤク] 種雄となる仔畜

4.3.3.2 未成熟な雌が産んだ仔畜
ཐུལ་ནག thul nag /tʰunaɡ/

名 [ヤク] 2–3歳の母から生まれた仔畜

4.3.3.3 母を亡くした仔畜
ཁ་དྭ། kha dwa /kʰata/
名 [ヤク][羊] 母のいない仔畜

བེའུ་དྭ། be’u dwa /wita/
名 [ヤク] 母が亡くなった 0–1歳の仔畜

ཡར་དྭ། yar dwa /jarta/
名 [ヤク] 母が亡くなった 1–2歳の仔畜

4.3.4 成畜に対するその他の名称
4.3.4.1 雄ヤク
བག་ཧ། bag ha /waɡha/
名 [ヤク] 種雄, 種ヤク
解説 2–3 歳時点で去勢対象とならなかった雄の個
体。種ヤクとして残される個体は体が大きく、母の
乳量が多いことが基準となる。

ཨ་བདུ། a bdu /ʔaᵝdə/
名 [ヤク] 元種雄, 元種ヤク
解説 種ヤクだった雄を 5–7 歳になってから去勢し
たものに対する呼称。現金収入に資するために売却
されることもある。
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4.3.4.2 雌ヤク
བེའུ་མ། be’u ma /wima/
名 [ヤク] 妊娠中の雌
解説 文字通りには「仔ヤクの母」。

ེབས་འི། rtsebs ’bri /ᶳtsemⁿɖə/
名 出産予定の雌ヤク

ིད་མ། khrid ma /cʰəlma/
名 [ヤク] 0–1歳の仔畜の母
解説 文字通りには「子連れの母」。妊娠中の雌ヤク
は བེའུ་མ།。

ཡར་མ། yar ma /jarma/
名 [ヤク] 1–2歳の仔畜の母

ཧར་རྡ། har rda /harʳda/
名 [ヤク] 2–3歳で出産した母畜
解説 この年齢で出産するのはまれで 5％程度であ
る。

ཐུལ་མ་ལག་ཡར། thul ma lag yar
/tʰuma laɡjar/
名 [ヤク] 自分の仔が死んだ後に乳を出す未成
熟な雌

འི་ལག་ཡར། ’bri lag yar
/ⁿɖə laɡjar/
名 [ヤク] 自分の仔が死んだが乳を出す雌

སྐམ་པ།1 skam pa /ᶳkampa/
名 [ヤク] その年に仔を産まなかった雌

འི་སྐམ། ’bri skam /ⁿɖəᶳkam/
名 [ヤク] 1–2年間妊娠していない雌
解説 産む時期になっても妊娠しないヤクのこと。不
妊の雌は སྤྱན་མོ།。

སྤྱན་མོ། spyan mo /ᶲtɕanmo/
名 [ヤク] 不妊の雌

ཁ་མཐོ། kha mtho /kʰaᵐtʰo/
名 高齢の家畜
解説 家畜種や雌雄を問わずに用いられる。

4.3.5 群れとして見たときの名称
ཟོག་ུ། zog khyu /soɡcʰə/
名 ヤクの群れ

ནོར་ུ། nor khyu /norcʰə/
名 ヤクの群れ

བེའུ་ུ། be’u khyu /wicʰə/
名 [ヤク] 0–1歳の仔畜の群れ

ཡར་ུ། yar khyu /jarcʰə/
名 [ヤク] 1–2歳の仔畜の群れ

4.3.6 利用目的による名称
སྣ་མ། sna ma /n̥ama/
名 荷駄用のヤク
解説 荷物を背負っていない時の名称。

སྣ་ལོ། sna lo /n̥alo/
名 乗用の雄ヤク
解説 去勢した雄ヤクを乗用とする。

བཞོན་མ། bzhon ma /ᵝʑonma/
名 [ヤク] 搾乳対象の雌

སྐམས། skams /ᶳkam/
名 [ヤク] 屠畜予定の個体
解説 屠畜を行う 2–3 ヶ月前にはどの個体を屠畜す
るかを決め、夜も放牧から連れ戻さずに草を食べさ
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せ、よく太らせる。屠畜はたいてい秋の終わりに行
う。

བཙོང་ཟོག btsong zog /ᵖtsoŋsoɡ/
名 売る予定のヤク

4.3.7 美称
གཡང་ཟོག g.yang zog /ᵞjaŋsoɡ/
名 幸運を呼ぶヤク

གཡང་ལ་མ། g.yang la ma
/ᵞjaŋlama/
名 雌ヤクの美称

ར་རུ་ཐུར། ra ru thur /ra rətʰər/
名 ヤク
解説 情歌の中でのみ使うヤクの呼称。雌雄の区別な
し。

4.4 牛
བ་གླང་། ba glang /waᵞlaŋ/
名 [牛] 牛の総称; 毛の短い牛の総称

བ། ba /wa/
名 [牛] 雌牛

བ་མོ། ba mo /wamo/
名 [牛] 雌牛

གླང་ངེ་། glang nge /ᵞləŋe/
名 [牛] 種雄, 種牛

4.5 羊
4.5.1 総称
ལུག1 lug /ləɡ/
名 (1)羊の総称 (2)6歳以上の羊の総称

4.5.2 成長段階別の名称
羊もヤクと同様に成長の度合いによって異なる名称で呼ばれる。ただしヤクとは異なり、薄く柔
らかい 0–1歳の仔羊の皮が盛装用に用いられるなど、珍重されることから、細かな呼び分けがある
のが特徴である。例えば、生後 10日から満 1ヶ月までの個体はルクフタン ལུག་ིང་།、生後 1ヶ月の
個体はテンルク ཕྲན་ལུག、生後 2ヶ月から 4ヶ月までの個体はバダン འབའ་རྡང་།、生後 5ヶ月から満 1
歳までの個体はルグ ལུ་གུ།、といった具合に呼び分けられる。
2–3歳までは年齢ごとに雌雄共通の総称があるが、3–4歳以降は、体の大きさや性成熟の度合い
などの成長段階に応じた雌雄別の名称で呼ばれる。
生後 5ヶ月–1歳および 1–2歳の仔畜は年齢別の総称としてそれぞれルグ ལུ་གུ།、ラガ ལག་གと呼
ばれる。性別をはっきりさせたいときは、「性別＋総称」という表現で呼び分ける。雄はホ ཕོ།、雌は
モ མོ།なので、生後 5ヶ月–1歳の雄はホルク ཕོ་ལུག、雌はモルク མོ་ལུག、1–2歳の雄はホラク ཕོ་ལག、
雌はモラク མོ་ལགとなる。2–3歳の仔畜の総称はニェッパ ེད་པ། というが、これについては性別を
表す語と組み合わせた表現はない。
雄の多くは 0–1歳 ཕོ་ལུག のうちに去勢される。2–3歳以上で未成熟な体の小さい雄はトガ ཐོང་བ།
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またはホトン ཕོ་ཐོང་། と呼ばれる。3–4歳以上の成熟した雄はヒャブゼン ཤ་བཟན། と呼ばれる。去勢さ
れず、種畜（トム ོམ།）として育成される仔畜はキュラク ུ་ལག（0–1歳から 1–2歳まで）、トムラ
ク ོམ་ལག（1–2歳）、トムトン ོམ་ཐུང་།（2–3歳）と呼ばれ、別に扱われる。
一方、雌は 1–2 歳のモラク མོ་ལག でも妊娠可能で、出産することがある（その仔をラクトゥク

ལག་ུག という）。妊娠可能だが未成熟でまだ体の小さい雌については、2–3 歳はツェルモ མཚེར་མོ།、
3–4歳はマルニェ མ་ེད། と呼ばれる。3–4歳以上となり、生殖能力も高まり、成熟した体の大きい
雌はマモ མ་མོ། と呼ばれるようになる。
2–3歳以降の個体で年齢をはっきりと述べる場合は、上記の呼称に年齢表現を付け加える。ヤク
は「3–4歳」を表す年齢表現がソグニ སོ་གཉིས། であるのに対し、羊の「3–4歳」はソブジュ སོ་བཞི། で
ある。「3–4歳の成熟した去勢雄」ならヒャブゼン・ソブジュ ཤ་བཟན་སོ་བཞི།、「3–4歳の成熟した経産
雌」であればマモ・ソブジュ མ་མོ་སོ་བཞི། といった具合である。表で右肩に *を付した名称はいずれ
も年齢表現を後続させることができない。
なお、年齢表現は雌雄共通の年齢別の総称として用いることもある。6歳以上の羊は雌雄ともにル
ク ལུག である。

4.5.2.1 雄
年齢 総称 未去勢の 未成熟な 成熟した 年齢表現

雄の仔畜 去勢雄 去勢雄

生後 10日まで ལུག་ིང་ོན་པ།

生後 10日–1ヶ月 ལུག་ིང་།

ིང་ལུག

生後 1–2ヶ月 ཕྲན་ལུག

生後 2–4ヶ月 འབའ་རྡང་།

生後 5ヶ月–1歳 ལུ་གུ། ཕོ་ལུག

1–2歳 ལག་ག ཕོ་ལག

2–3歳 ེད་པ།* ཐོང་བ། སོ་གཉིས།

ཕོ་ཐོང་།

3–4歳 ཐོང་བ། ཤ་བཟན། སོ་བཞི།

ཕོ་ཐོང་།

4–5歳 ཤ་བཟན། སོ་ུག

5–6歳 ཤ་བཟན། ཁ་གང་།

6歳以上 ལུག ཤ་བཟན།
老畜
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4.5.2.2 雌
年齢 総称 雌の仔畜 妊娠可能だが 成熟した 年齢表現

未成熟な雌 経産雌

生後 10日まで ལུག་ིང་ོན་པ།

生後 10日–1ヶ月 ལུག་ིང་།

ིང་ལུག

生後 1–2ヶ月 ཕྲན་ལུག

生後 2–4ヶ月 འབའ་རྡང་།

生後 5ヶ月–1歳 ལུ་གུ། མོ་ལུག

1–2歳 ལག་ག མོ་ལག

ལག་མོ།

2–3歳 ེད་པ།* མཚེར་མོ། སོ་གཉིས།

3–4歳 མ་ེད།* མ་མོ། སོ་བཞི།

4–5歳 མ་མོ། སོ་ུག

5–6歳 མ་མོ། ཁ་གང་།

6歳以上 ལུག མ་མོ།

老畜 མ་རྒན།

4.5.2.3 仔畜の総称
ལུག་ིང་ོན་པ། lug rting rlon pa
/ləɡᶳtaŋ ᵞlonpa/
名 [羊] 生まれたばかりの個体
解説 雌雄共通。生後 10日くらいまでの仔畜を指す。

ལུག་ིང་། lug rting /ləɡᶳtaŋ/
名 [羊] 生まれて間もない個体
解説 雌雄共通。生後 10日から 1ヶ月くらいまでの
個体を指す。

ཕྲན་ལུག ’phran lug /ʈʰanləɡ/
名 [羊] 生後 1–2ヶ月の仔畜

འབའ་རྡང་། ’ba’ rdang /ⁿbaʳdaŋ/
名 (1)[羊] 生後 2–4ヶ月の仔畜 (2)生後 2–4ヶ

月の仔羊の皮; またその皮で作った衣

ལུ་གུ། lu gu /ləkə/
名 [羊] 0–1歳の仔畜

ལག་ག lag ga /ləka/
名 [羊] 1–2歳の仔畜
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ེད་པ། snyed pa /ȵ̊elpa/
名 [羊] 2–3歳の個体

4.5.2.4 未去勢の雄の仔畜
ཕོ་ལུག pho lug /holəɡ/
名 [羊] 0–1歳の雄の仔畜

4.5.2.5 未成熟な去勢雄
ཕོ་ལག pho lag /holaɡ/
名 [羊] 1–2歳の雄の仔畜

ཐོང་བ། thong ba /tʰoŋwa/
名 [羊] 2–4歳の未成熟な去勢雄

ཕོ་ཐོང་། pho thong /hotʰoŋ/
名 [羊] 2–4歳の未成熟な去勢雄
解説 ཐོང་བ།に同じ。

ཐོང་བ་སོ་གཉིས། thong ba so gnyis
/tʰoŋa sʰoᵞȵi/
名 [羊] 2–3歳の未成熟な去勢雄

ཐོང་བ་སོ་བཞི། thong ba so bzhi
/tʰoŋa sʰoᵝʑə/
名 [羊] 3–4歳の未成熟な去勢雄

4.5.2.6 成熟した去勢雄
ཤ་བཟན། sha bzan /xaᵝzan/
名 [羊] 成熟した去勢雄
解説 去勢された雄のうち、成熟し、体が十分に大き
くなった個体を指す。去勢は 0–1歳の時に行う。

ཤ་བཟན་སོ་བཞི། sha bzan so bzhi
/xaᵝzan sʰoᵝʑə/
名 [羊] 3–4歳の成熟した去勢雄

ཤ་བཟན་སོ་ུག sha bzan so drug
/xaᵝzan sʰoʈəɡ/
名 [羊] 4–5歳の成熟した去勢雄

ཤ་བཟན་ཁ་གང་། sha bzan kha gang
/xaᵝzan kʰakaŋ/
名 [羊] 5–6歳の成熟した去勢雄

4.5.2.7 雌の仔畜
མོ་ལུག mo lug /moləɡ/
名 [羊] 0–1歳の雌の仔畜

མོ་ལག mo lag /molaɡ/
名 [羊] 1–2歳の雌の仔畜

ལག་མོ། lag mo /laɡmo/
名 [羊] 1–2歳の雌の仔畜

4.5.2.8 妊娠可能だが未成熟な雌
མཚེར་མོ། mtsher mo /tsʰermo/
名 [羊] 2–3歳の未成熟な雌
解説 この年齢の雌が出産した場合、出産時には草が
少なく、体が未熟なため、体力を温存させるため、仔
畜から引き離して哺乳させないようにする。

མཚེར་མོ་སོ་གཉིས། mtsher mo so gnyis
/tsʰermo sʰoᵞȵi/
名 [羊] 2–3歳の未成熟な雌

མ་ེད། ma snyed /maȵ̊el/
名 [羊] 3–4歳の雌

4.5.2.9 成熟した経産雌
མ་མོ། ma mo /mamo/
名 [羊] 成熟した経産雌

མ་མོ་སོ་བཞི། ma mo so bzhi
/mamo sʰoᵝʑə/
名 [羊] 3–4歳の成熟した経産雌

མ་མོ་སོ་ུག ma mo so drug
/mamo sʰoʈəɡ/
名 [羊] 4–5歳の成熟した経産雌
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མ་མོ་ཁ་གང་། ma mo kha gang
/mamo kʰakaŋ/
名 [羊] 5–6歳の成熟した経産雌

4.5.2.10 老畜
མ་རྒན། ma rgan /maʳɡan/
名 [羊] 年老いた雌
解説 年老いた雄の個体を表す特定の語はない。

4.5.3 仔畜に対するその他の名称
ིང་ལུག rting lug /ᶳtaŋləɡ/
名 [羊] 遅く生まれた仔畜
解説 雌雄共通。

4.5.3.1 種羊にする雄の仔畜
ུ་ལག khyu lag /cʰəlaɡ/
名 [羊] 去勢しないことを決めた 1–2 歳まで
の仔畜
解説 生殖能力はまだない。

ོམ་ལག khrom lag /ʈʰomlaɡ/
名 [羊] 1–2歳の種雄
解説 去勢を施さず、種雄として育てることにした仔
羊を指す。

ོམ་ཐོང་། khrom thong /ʈʰomtʰoŋ/
名 [羊] 去勢しないことを決めた 2–3歳の仔畜
解説 生殖能力はすでに具えている。

4.5.3.2 未成熟な雌が産んだ仔畜
ལག་ུག lag phrug /laɡʈʰəɡ/
名 [羊] 1–2歳の雌が産んだ仔畜

4.5.3.3 体力の落ちた仔畜
རེ་དུ། re du /retə/
名 [羊] 体力の落ちた 0–1歳の仔畜
解説 母乳の出が悪くて草ばかり食べていると体力が
落ちる。

རེ་རྡང་། re rdang /reʳdaŋ/

名 [羊] 体力の落ちた 0–1歳の仔畜
解説 རེ་དུ། に同じ。

4.5.3.4 母を亡くした仔畜
ཁ་དྭ། kha dwa /kʰata/
名 [ヤク][羊] 母のいない仔畜

4.5.4 成畜に対するその他の名称
4.5.4.1 雄羊
ོམ། khrom /ʈʰom/
名 [羊] 種雄, 種羊

ཨ་རྨེན། a rmen /ʔaʳmen/
名 [羊][馬] 元種雄
解説 繁殖能力が低下したために去勢を施された元種
雄に対する呼称。

4.5.4.2 雌羊
མ་མོ་ལུ་གུ་མ། ma mo lu gu ma
/mamo ləkəma/
名 [羊] 妊娠中の雌

ལུག་མགོ་མཐོ། lug mgo mtho
/ləɡⁿɡo ᵐtʰo/
動 [羊] 出産間近である
解説 腹や乳房の大きさ、子宮口の様子から判断す
る。

ལུག་མགོ་དམའ། lug mgo dma’
/ləɡⁿɡo ᵞma/
動 [羊] 出産までまだ間がある

མ་སྐམ། ma skam /maᶳkam/
名 [羊] 1–2年妊娠していない雌
解説 産む時期なのに妊娠しない個体を指す。

ཁ་མཐོ། kha mtho /kʰaᵐtʰo/
名 高齢の家畜
解説 家畜種や雌雄を問わずに用いられる。

ཉིས་མ། nyis ma /ȵima/
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名 [羊] 1年に 2回出産する雌

4.5.5 利用目的による名称
བཤའ་ལུག bsha’ lug /ᶲɕaləɡ/
名 [羊] 屠畜予定の個体

བཙོང་ལུག btsong lug /ᵖtsoŋləɡ/
名 売る予定の羊

བལ་ལུག bal lug /waləɡ/
名 綿羊
解説 毛足の長いチベット羊から羊毛をとる。

4.5.6 群れとして見たときの名称
ལུག་ུ། lug khyu /ləɡcʰə/
名 羊の群れ

4.5.7 美称
གཡང་དཀར་ལུག g.yang dkar lug
/ᵞjaŋˣkar ləɡ/
名 羊の美称

གཡང་ལུག g.yang lug /ᵞjaŋləɡ/
名 福運を持った羊

གཡང་དཀར། g.yang dkar /ᵞjaŋkar/
名 羊の美称

4.5.8 品種による名称
བོད་ལུག bod lug /wolləɡ/
名 チベット在来種の羊
解説 毛と肉の両方で活用される。

སོག་ལུག sog lug /sʰoɡləɡ/

名 [羊] 河南モンゴル経由で持ち込まれたチベッ
ト在来種
解説 甘粛省のマチュ (瑪曲) のングラという地域に
残っていたチベット在来種。1984年以降、この在来
種を持ち込み、外来羊の割合を減らしていった。河
南モンゴル སོག་ོང་། 経由で持ち込まれたことから、
སོག་ལུག(文字通りには「モンゴル羊」) と呼ばれる。

དངུལ་རྭ་ལུག dngul rwa lug
/ʳŋura ləɡ/
名 ングラ羊
解説 甘粛省マチュのングラという土地に残っていた
チベット在来種の羊。

ལ་ཧ། la ha /laha/
名 [羊] 外来種の羊
解説 人民公社の時代、政府の羊毛増産計画に基づき、
新疆経由で羊毛種の羊が大量に持ち込まれ、在来の
チベット羊と掛け合わされた。これにより地域によ
っては 80％から 100％まで羊毛種になったが、羊毛
種は肉の味が劣るとして、1984年以降、在来種を復
活させる流れとなった。

4.5.9 季節による名称
དིད་ལུག dpyid lug /ˣɕəlləɡ/
名 春の羊
解説 草が少なく体が痩せており、脂肪も少なく肉は
美味しくないので屠畜しない。かつては春は保存肉
がなくなったらツァンパを食べてしのいでいた。

ོན་ལུག ston lug /ᶳtonləɡ/
名 秋の太った羊
解説 一年で最も美味しくなった状態の羊で、屠畜対
象となる。

4.6 山羊
4.6.1 総称
ར་མ། ra ma /rama/
名 [山羊] 6–7歳以上の個体の総称; 山羊の総称
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4.6.2 成長段階別の名称
山羊もヤクや羊と同様に成長の度合いによって異なる名称で呼ばれる。ただしヤクや羊と比べて
種類が少ない。生後間もない個体はリフタン རེའུ་ིང་། またはリトゥク རེའུ་ུག、そこから少し大きくな
って 1歳までの個体の総称はリグ རེའུ། である。
0–1歳および 2–3歳の仔畜は雌雄共通の総称としてそれぞれリグ རེའུ། 、ラントン ར་ཐོང་། があるが、

1–2歳の仔畜の雌雄共通の総称はない。3–4歳以降は、体の大きさや性成熟の度合いなどの成長段
階に応じた雌雄別の名称で呼ばれる。
0–1歳の雄の仔畜はホリ ཕོ་རེའུ།、1–3歳の体の小さく未成熟な去勢雄はジュトゥ འཇོལ་ཏུ།、3–4歳以
上の成長した去勢雄はラウォ ར་ཕོ། と呼ばれる。
一方、雌は 0–1歳はモリ མོ་རེའུ།、1–2歳の未成熟な雌はジュモ འཇོལ་མོ།、2–3歳以降、妊娠可能だ
がまだ体が小さく、未成熟な雌はジュトゥマ འཇོལ་ཏུ་མ། と呼ばれる。3–4歳以上になり、生殖能力が
十分に高まり、体も大きく成熟した段階で、モラ མོ་ར། と呼ばれるようになる。
2–3歳以降の個体で年齢に言及する場合は、上記の呼称に年齢表現を付け加える。年齢表現は羊
と同じで、「3–4歳」は སོ་བཞི། ソブジュである。「3–4歳の成熟した去勢雄」ならラウォ・ソブジュ
ར་ཕོ་སོ་བཞི།、「3–4歳の成熟した経産雌」であればモラ・ソブジュ མོ་ར་སོ་བཞི། となる。
なお、年齢表現は雌雄共通の年齢別の総称として用いることもある。6歳以上の山羊は雌雄ともに
ラマ ར་མ། である。

4.6.2.1 雄
年齢 総称 未去勢の 未成熟な 成熟した 年齢表現

雄の仔畜 去勢雄 去勢雄

生後すぐ རེའུ་ིང་།

རེའུ་ུག

0–1歳 རེའུ། ཕོ་རེའུ།

1–2歳 འཇོལ་ཏུ།

2–3歳 ར་ཐོང་། འཇོལ་ཏུ། སོ་གཉིས།

3–4歳 ར་ཕོ། སོ་བཞི།

4–5歳 ར་ཕོ། སོ་ུག

5–6歳 ར་ཕོ། ཁ་གང་།

6–7歳以上 ར་མ། ར་ཕོ།
老畜

4.6.2.2 雌
年齢 総称 雌の仔畜 妊娠可能だが 成熟した 年齢表現

未成熟な雌 経産雌

生後すぐ རེའུ་ིང་།

རེའུ་ུག
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年齢 総称 雌の仔畜 妊娠可能だが 成熟した 年齢表現
未成熟な雌 経産雌

0–1歳 རེའུ། མོ་རེའུ།

1–2歳 འཇོལ་མོ།2

2–3歳 ར་ཐོང་། འཇོལ་ཏུ་མ། སོ་གཉིས།

3–4歳 མོ་ར། སོ་བཞི།

4–5歳 མོ་ར། སོ་ུག

5–6歳 མོ་ར། ཁ་གང་།

6–7歳以上 ར་མ། མོ་ར།
老畜

4.6.2.3 仔畜の総称
རེའུ་ིང་། re’u rting /riᶳtaŋ/
名 [山羊] 生まれたばかりの個体
解説 雌雄共通。

རེའུ་ུག re’u phrug /riʈʰəɡ/
名 [山羊] 生まれたばかりの個体
解説 雌雄共通。

རེའུ། re’u /rikə/
名 [山羊] 0–1歳の仔畜の総称
解説 雌雄共通。

ར་ཐོང་། ra thong /raⁿtʰoŋ/
名 [山羊] 2–3歳の仔畜

4.6.2.4 未去勢の雄の仔畜
ཕོ་རེའུ། pho re’u /hori/
名 [山羊] 0–1歳の雄の仔畜

4.6.2.5 未成熟な去勢雄
འཇོལ་ཏུ། ’jol tu /ⁿdʑutə/
名 [山羊] 1–3歳の雄の仔畜

4.6.2.6 成熟した去勢雄
ར་ཕོ། ra pho /rawo/
名 [山羊] 3–4歳以上の年齢の去勢雄

ར་ཕོ་སོ་བཞི། ra pho so bzhi
/rawo sʰoᵝʑə /
名 [山羊] 3–4歳の年齢の去勢雄

ར་ཕོ་སོ་ུག ra pho so drug
/rawo sʰoʈəɡ/
名 [山羊] 4–5歳の年齢の去勢雄

ར་ཕོ་ཁ་གང་། ra pho kha gang
/rawo kʰakaŋ/
名 [山羊] 5–6歳以上の去勢雄

4.6.2.7 雌の仔畜
མོ་རེའུ། mo re’u /mori/
名 [山羊] 0–1歳の雌の仔畜

འཇོལ་མོ།2 ’jol mo /ⁿdʑumo/
名 [山羊] 1–2歳の雌の仔畜

4.6.2.8 妊娠可能だが未成熟な雌
འཇོལ་ཏུ་མ། ’jol tu ma /ⁿdʑutəma/
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名 [山羊] 2–3歳の雌の仔畜

4.6.2.9 成熟した経産雌
མོ་ར། mo ra /mora/
名 [山羊] 3–4歳以上の年齢の雌

མོ་ར་སོ་བཞི། mo ra so bzhi
/mora sʰoᵝʑə/
名 [山羊] 3–4歳の雌

མོ་ར་སོ་ུག mo ra so drug
/mora sʰoʈəɡ/
名 [山羊] 4–5歳の雌

མོ་ར་ཁ་གང་། mo ra kha gang
/mora kʰakaŋ/
名 [山羊] 5–6歳以上の雌

4.6.3 成畜の名称
4.6.3.1 雄山羊
ར་ཕོ། ra pho /rawo/

名 [山羊] 3–4歳以上の年齢の去勢雄

ུ་ར། khyu ra /cʰəra/
名 [山羊] 種雄, 種山羊

4.6.3.2 雌山羊
མོ་ར། mo ra /mora/
名 [山羊] 3–4歳以上の年齢の雌

ར་སྐམ་མ། ra skam ma /raᶳkamma/
名 [山羊] 乳の出にくくなった経産雌; 不妊の雌

ཁ་མཐོ། kha mtho /kʰaᵐtʰo/
名 高齢の家畜
解説 家畜種や雌雄を問わずに用いられる。

4.6.4 美称
ཚེ་ཚེ་ར། tshe tshe ra
/tsetsera/
名 山羊の美称

4.7 馬
4.7.1 総称
ལ་ལོ། la lo /lalo/
名 [馬] 馬の総称

4.7.2 成長段階別の名称
馬もヤクなど他の家畜と同様に成長の度合いによって異なる名称で呼ばれる。ただしヤクや羊と
比べて種類が少ない。生後間もない個体はティフタン ེའུ་ིང་། またはトルフタン ཐོར་ིང་། 、そこから
少し大きくなって 1歳までの個体の総称はティウ ེའུ། である。
0–1歳までは雌雄共通の総称があるが、1–2歳以降は、体の大きさや性成熟の度合いなどの成長
段階に応じた雌雄別の名称で呼ばれる。
生後 3ヶ月–1歳の仔畜は年齢別の総称としてティウ ེའུ། と呼ばれるが、性別をはっきりさせたい
ときは、「性別＋総称」という表現で呼び分ける。雄はホ ཕོ།、雌はモ མོ།なので、生後 3ヶ月–1歳の
雄はホフティ ཕོ་ེའུ།、雌はモフティ མོ་ེའུ། という。
0–1歳の雄の仔畜はホフティ ཕོ་ེའུ།、1–2歳の体の小さく未去勢の雄はトル ཐོ་རུ།、2–3歳以上で未
去勢の雄はホトル ཕོ་ཐོར།、2–3歳以上で去勢しているが未成熟な雄はギ ེའུ།、4–5歳以上で成熟した
去勢雄はタ རྟ།と呼ばれる。去勢を施さず種付けに使われる雄はセブ གསེབという。
雌は 0–1歳はモフティ མོ་ེའུ།、1–2歳の未成熟な雌はトルモ ཐོར་མོ།、2–3歳の未成熟な雌はモトル
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མོ་ཐོར།、2–3歳以降、妊娠が可能になった段階でギャモ རྒྱ་མོ། と呼ばれる。ギャモは妊娠能力はあるも
のの、まだ体が小さい個体である。体が大きくなり、生殖能力が十分に高まったところで、ゴンマ
ོད་མ། と呼ばれるようになる。4–5歳以上の雌はゴンマである。
なお、1–2歳以降の個体で年齢をはっきりと述べる場合は、上記の呼称に年齢表現を付け加える。
馬の年齢表現は他の家畜と異なる上、2種類の系統があることも特徴的である。「4–5歳の成熟した
去勢雄」ならタ・チクサル རྟ་གཅིག་གསར།、またはタ・ナソチク རྟ་ན་སོ་གཅིགという。「4–5歳の成熟した
経産雌」であればゴンマ・チクサル ོད་མ་གཅིག་གསར།、ゴンマ・ナソチク ོད་མ་ན་སོ་གཅིག といった具合
である。表で右肩に * を付した名称はいずれも年齢表現を後続させることができない。
なお、年齢表現は雌雄共通の年齢別の総称として用いることもある。4–5歳以上の馬に対しては

ལ་ལོ། という雌雄共通の総称がある。

4.7.2.1 雄
年齢 総称 未去勢の 未成熟な 成熟した 年齢表現 1 年齢表現 2

雄の仔畜 去勢雄 去勢雄

生後 3ヶ月まで ེའུ་ིང་།

ཐོར་ིང་།

0–1歳 ེའུ། ཕོ་ེའུ།

1–2歳 ཐོ་རུ། ོག་བླངས།

2–3歳 ཕོ་ཐོར། ེའུ། ཉིས་བླངས།

3–4歳 ེའུ།* ཕོ་གཞི།

4–5歳 ལ་ལོ། རྟ། གཅིག་གསར། ན་སོ་གཅིག

5–6歳 ལ་ལོ། རྟ། ན་སོ་གཉིས།

6–7歳 ལ་ལོ། རྟ། ན་སོ་གསུམ།

老畜 རྟ་རྒན།

4.7.2.2 雌
年齢 総称 雌の仔畜 妊娠可能だが 成熟した 年齢表現 1 年齢表現 2

未成熟な雌 経産雌

生後 3ヶ月まで ེའུ་ིང་།

ཐོར་ིང་།

0–1歳 ེའུ། མོ་ེའུ།

1–2歳 ཐོར་མོ། ོག་བླངས།

2–3歳 མོ་ཐོར། རྒྱ་མོ།1 ཉིས་བླངས།

3–4歳 རྒྱ་མོ།1* ཕོ་གཞི།
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年齢 総称 雌の仔畜 妊娠可能だが 成熟した 年齢表現 1 年齢表現 2
未成熟な雌 経産雌

4–5歳 ལ་ལོ། ོད་མ། གཅིག་གསར། ན་སོ་གཅིག

5–6歳 ལ་ལོ། ོད་མ། ན་སོ་གཉིས།

6–7歳 ལ་ལོ། ོད་མ། ན་སོ་གསུམ།

老畜 ོད་རྒན།

4.7.2.3 仔畜の総称
ེའུ་ིང་། rte’u rting /ᶳtiᶳtaŋ/
名 [馬] 生後 3ヶ月までの仔畜
解説 雌雄共通の表現。

ཐོར་ིང་། thor rting /tʰorᶳtaŋ/
名 [馬] 生後 3ヶ月までの仔畜
解説 雌雄共通の表現。

ེའུ། rte’u /ᶳtiʔə/
名 [馬] 0–1歳の仔畜

4.7.2.4 未去勢の雄の仔畜
ཕོ་ེའུ། pho rte’u /hoᶳti/
名 [馬] 0–1歳の雄の仔畜

ཐོ་རུ། tho ru /tʰorə/
名 [馬] 1–2歳の雄の仔畜

ཐོ་རུ་ོག་བླངས། tho ru rngog blangs
/tʰorə ʳŋoɡᵝlaŋ/
名 [馬] 1–2歳の雄の仔畜

ཕོ་ཐོར། pho thor /hotʰor/
名 [馬] 2–3歳の雄の仔畜

4.7.2.5 未成熟な去勢雄
ེའུ། rgye’u /ʳɟi/
名 [馬] 2–3歳の去勢雄; 体が未成熟な去勢雄

ེའུ་ཉིས་བླངས། rgye’u nyis blangs

/ʳɡi ȵiᵝlaŋ/
名 [馬] 2–3歳の去勢雄

ེའུ་ཕོ་གཞི། rgye’u pho gzhi
/ʳɡi hoᵞʑə/
名 [馬] 3–4歳の去勢雄

4.7.2.6 成熟した去勢雄
རྟ། rta /ᶳta/
名 [馬] 4–5歳以上の成熟した去勢雄

རྟ་གཅིག་གསར། rta gcig gsar
/ᶳta ˣtɕəɡˣsar/
名 [馬] 4–5歳の去勢雄

རྟ་ན་སོ་གཅིག་ཅན། rta na so gcig can
/ᶳta nasʰo ˣtɕəɡtɕan/
名 [馬] 4–5歳の成熟した去勢雄

4.7.2.7 雌の仔畜
མོ་ེའུ། mo rte’u /moᶳti/
名 [馬] 0–1歳の雌の仔畜

ཐོར་མོ། thor mo /tʰormo/
名 [馬] 1–2歳の雌の仔畜

ཐོར་མོ་ོག་བླངས།
thor mo rngog blangs
/tʰormo ʳŋoɡᵝlaŋ/
名 [馬] 1–2歳の雌

མོ་ཐོར། mo thor /motʰor/
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名 [馬] 2–3歳の雌

4.7.2.8 妊娠可能だが未成熟な雌
རྒྱ་མོ།1 rgya mo /ʳɟamo/
名 [馬] 2–3歳の雌馬; 未成熟な雌

རྒྱ་མོ་ཉིས་བླངས། rgya mo nyis blangs
/ʳɟamo ȵiᵝlaŋ/
名 [馬] 2–3歳の雌

རྒྱ་མོ་ཕོ་གཞི། rgya mo pho gzhi
/ʳɟamo hoᵞʑə/
名 [馬] 3–4歳の雌

4.7.2.9 成熟した経産雌
ོད་མ། rgod ma /ʳɡonma/
名 [馬] 4–5歳以上の成熟した雌

ོད་མ་གཅིག་གསར། rgod ma gcig gsar
/ʳɡonma ˣtɕəɡˣsar/
名 [馬] 4–5歳の成熟した雌

ོད་མ་ན་སོ་གཅིག་ཅན།
rgod ma na so gcig can
/ʳɡonma nasʰo ˣtɕəɡtɕan/
名 [馬] 4–5歳の成熟した雌

4.7.2.10 老畜
རྟ་རྒན། rta rgan /ᶳtaʳɡan/
名 [馬] 年老いた雄

ོད་རྒན། rgod rgan /ʳɡoʳɡan/
名 [馬] 年老いた雌

4.7.3 成畜に対するその他の名称
4.7.3.1 雄馬
གསེབ། gseb /ˣseb/
名 [馬] 種雄, 種馬

ཨ་རྨེན། a rmen /ʔaʳmen/

名 [羊][馬] 元種雄
解説 繁殖能力が低下したために去勢を施された元種
雄に対する呼称。

4.7.3.2 雌馬
ེའུ་མ། rte’u ma /ᶳtima/
名 [馬] 妊娠中の雌
解説 文字通りには「0–1歳馬の母」。

ོད་མ་ེའུ་ིད། rgod ma rte’u khrid
/ʳɡonma ᶳticʰəl/
名 [馬] 0–1歳の仔畜の母

ོད་སྐམ་མ། rgod skam ma
/ʳɡoᶳkamma/
名 [馬] しばらく出産していない雌; 不妊の雌

ོད་སྐམ། rgod skam /ʳɡolᶳkam/
名 [馬] しばらく出産していない雌; 不妊の雌

ཁ་མཐོ། kha mtho /kʰaᵐtʰo/
名 高齢の家畜
解説 家畜種や雌雄を問わずに用いられる。

4.7.4 利用目的による名称
ཁལ་རྟ། khal rta /kʰaᶳta/
名 荷駄用の馬

ཞོན་རྟ། zhon rta /ɕonᶳta/
名 乗用の馬
解説 競馬用ではなく普段使いの乗用馬を指す。乗用
にするのは雄馬である。

ུག་རྟ། rgyug rta /ʳɟəɡᶳta/
名 競馬用の馬, 競走馬
解説 競技の 1 ヶ月前から食事制限をして減量させ
る。

དམག་རྟ། dmag rta /ᵞmaɡᶳta/
名 軍馬

ཞོར་རྟ། zhor rta /ɕorᶳta/

4



家畜の名称 76 4.7馬

名 儀式用の馬
解説 土地神の社を祀る際などに連れて行く良い馬。
この馬は儀式用で、荷駄を運ばせるには補佐の馬
རྟ་གཡོག をつける。

རྟ་གཡོག rta g.yog /ᶳtaᵞjoɡ/
名 補佐の馬
解説 儀式用の馬 ཞོར་རྟ། を飼っている場合、その馬に
はできない役利用をさせる馬。

སྣ་རྟ། sna rta /n̥aᶳta/
名 競走馬と乗用馬の総称
解説 雌雄を問わない。

ཆིབས་པ། chibs pa /tɕʰəbpa/
名 [敬語]高貴な人の乗る馬

ཆིབས་རྟ། chibs rta /tɕʰəbᶳta/
名 [敬語]高貴な人の乗る馬

ཆིབས་རྟ་བཅིབ།
ipf. ཆིབས་རྟ་བཅིབ། chibs rta bcib

/tɕʰəᶲta ᵖtɕəb/
pf. ཆིབས་རྟ་བཅིབས། chibs rta bcibs

/tɕʰəᶲta ᵖtɕəb/
動 [敬語](高貴な人が)馬に乗る

4.7.5 群れとして見たときの名称
ལ་ུ། la khyu /lacʰə/
名 馬の群れ
解説 群れに雌雄、仔畜のいずれが含まれていても良
い。རྟ་ུ། であれば雄馬の群れのみを指す。

རྟ་ུ། rta khyu /ᶳtacʰə/
名 雄馬の群れ

4.7.6 美称
འདོ་བ། ’do ba /ⁿdowa/
名 馬の美称
解説 情歌などで用いる表現で、良い馬を指す。

རྟ་འདོ་བ། rta ’do ba /ᶳta ⁿdowa/

名 馬の美称
解説 情歌などで用いる表現で、良い馬を指す。

འདོ་རིག་རྟ། ’do rig rta /ⁿdorəɡ ᶳta/
名 馬の美称

ཅང་ཤེས། cang shes /tɕaŋxi/
名 聡明な馬
解説 戦いの際などに活躍し、馬主が死んだ時に馬主
を家に連れて帰ってくるような特別な馬を指す。

གྱི་ལིང་།1 gyi ling /cəlaŋ/
名 駿馬

གྱི་ལིང་གྲོ་རྒྱ། gyi ling gro rgya
/cəlaŋ coʳɟa/
名 馬の美称

ལྷ་རྟ། lha rta /lḁᶳta/
名 最良の馬
解説 文字通りには「神の馬」。

རྟ་མཆོག rta mchog /ᶳtaᵐtɕʰoɡ/
名 馬の美称
解説 文字通りには「最高の馬」。

རྟ་མཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
rta mchog yid bzhin nor bu
/ᶳtaᵐtɕʰoɡ jəlᵝʑən norwə/
名 馬の美称
解説 文字通りには「如意宝珠なる最高の馬」。

གཡང་ལ། g.yang la /ᵞjaŋla/
名 幸運を招く運気を持っている馬

གཡང་རྟ། g.yang rta /ᵞjaŋᶳta/
名 福運を招く雄馬

4.7.7 品質による名称
རྟ་རབ། rta rab /ᶳtarab/
名 最高の馬

རྟ་འིང་། rta ’bring /ᶳtaᵐɖaŋ/
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名 中程度の馬

རྟ་མཐའ་མ། rta mtha’ ma
/ᶳta ᵐtʰama/
名 最も悪い馬
解説 色や形、走りなどの様々な点で良くないと判断
される馬。

རྟ་ོག rta rtsog /ᶳtaᶳtsoɡ/
名 痩せていて見た目の良くない馬
解説 草や水を十分に与えられず状態の悪い馬を指し
て言う。

རྟ་ུད་ཅན། rta rgyud can
/ᶳtaʳɟəltɕan/
名 血筋の良い馬

4.7.8 歩き方による名称
རྟ་བང་ཅན། rta bang can
/ᶳta waŋtɕan/
名 襲歩する馬

རྟ་གོམ་པ་ཅན། rta gom pa can
/ᶳta kompatɕan/
名 足取りの軽い馬

གོམ། gom /kom/
名 速歩
解説 馬の歩き方の一種。

ཡུན་མ། yun ma /jənma/
名 一定のペースで走る馬, 持久力のある馬

འདུར། ’dur /ⁿdər/
名 やや遅い馬の歩き方
解説 上下に足を大きく動かす歩き方。

4.7.9 品種による名称
བོད་རྟ། bod rta /wolᶳta/
名 チベット在来種の馬

འོག་རྟ། ’brog rta /ⁿɖoɡᶳta/
名 チベット在来種の馬

རྒྱ་རྟ། rgya rta /ʳɟaᶳta/
名 非在来種の馬

4.7.10 馬に対するその他の名称
མག་རྟ། mag rta /maɡᶳta/
名 花婿の乗る馬
解説 花嫁の乗る馬は白馬が良いとされるが、花婿の
馬は白馬でなくて良い。

བག་རྟ། bag rta /waɡᶳta/
名 花嫁の乗る馬
解説 白馬が良いとされる。

ཇག་རྟ། jag rta /tɕaɡᶳta/
名 追い剥ぎが乗る馬

ོ་རྟ། blo rta /ᵝloᶳta/
名 最も大切にしている馬
解説 馬主が最も気に入っている馬。他人には売らな
い。

ཚེ་རྟ། tshe rta /tsʰeᶳta/
名 一生大事にする馬
解説 他人には売らない。

བླ་རྟ། bla rta /ᵝlaᶳta/
名 魂の馬
解説 幸運を招く馬とされ、結婚式や仏事、競馬など
の際に乗ると良いとされる。

ོག་རྟ། srog rta /ʂoɡᶳta/
名 命の馬
解説 戦いの時に乗ると良いとされる馬。

དབང་རྟ། dbang rta /ʁaŋᶳta/
名 力の馬
解説 何をするのにも乗って良いとされる馬。

གྲོགས་རྟ། grogs rta /ʈoɡᶳta/
名 友なる馬
解説 仕事や商売などの際に乗ると良いとされる馬。

དགྲ་རྟ། dgra rta /ᵞɖaᶳta/
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名 敵なる馬
解説 不幸を招く馬とされ、何をしても良い結果を生
まないので避けるべきであるとされる。

4.8 ロバ
བོང་བུ། bong bu /ʔoŋlə/
名 ロバ

4.9 ヤク・牛の交配種
牧畜民は農村に行って種牛を買ってきてヤクと交配させる。または種牛を持っている家に頼んで
交配させてもらう。ヤクと牛の交配種（雑種第一代、F1）は、乳の出の良い母をもつ種牛と雌ヤク
を交配させてできたもので、総称はンガブルンと呼ばれる。雄はゾまたはゴル、雌はゾモまたはゴル
モという。本書ではこの雑種第一代を「ゾ」と呼ぶ。種牛または種ヤクと雌ゾを交配させた雑種代二
代（F2）はそれぞれランフトゥ、フトゥという。ゾ同士の交配による F2はめったに生まれないも
ので、生まれた場合はキョンカルと呼ばれて珍重される。一方、種牛と雌のフトゥの間に仔が生まれ
ることがあるが、そうした雑種第三代（F3）は質の良くないものとされる。

種別 総称 雄 雌 仔

F1 種牛 ×雌ヤク རྔ་བྲན། མཛོ། མཛོ་མོ།

ོལ་ལུ། ོལ་མོ། ོལ་ུག

種牛 ×雌ゾ གླང་ོལ། ཕོ་ོལ། མོ་ོལ།

F2 種ヤク ×雌ゾ ོལ། ོལ་ལུ། ོལ་མོ།

雄ゾ ×雌ゾ ུང་དཀར།

F3 種牛 ×雌フトゥ རྟ་ོལ། ོལ་ུག

4.9.1 種牛×雌ヤク（F1）
རྔ་བྲན། rnga bran /ʳŋaᵝrən/
名 [ゾ] 種牛と雌ヤクの交配種の総称

མཛོ། mdzo /ᵐdzo/
名 [ゾ] 種牛と雌ヤクの交配種の雄, 雄ゾ
解説 種牛と雌ヤクの交配種の雄。

མཛོ་མོ། mdzo mo /ᵐdzomo/
名 [ゾ] 種牛と雌ヤクの交配種の雌, 雌ゾ, ゾモ
解説 種牛と雌ヤクの交配種の雌。雌ゾのミルクは雌
ヤクのそれに比べて脂肪分が少なく、バターはあま
りとれないが、ミルクの量が多いためにミルク茶を
作るのに適している。

ོལ་ལུ། rgol lu /ʳɡulə/

名 種牛と雌ヤクの交配種の雄

ོལ་མོ། rgol mo /ʳɡumo/
名 種牛と雌ヤクの交配種の雌

ོལ་ུག rgol phrug /ʳɡuʈʰəɡ/
名 種牛と雌ヤクの交配種の仔

4.9.2 種ヤク×雌ゾ（F2）
ོལ། rtol /ᶳtu/
名 種ヤクと雌ゾの交配種（フトゥ）

ོལ་ལུ། rtol lu /ᶳtulə/
名 種ヤクと雌ゾの交配種の雄

ོལ་མོ། rtol mo /ᶳtumo/
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名 種ヤクと雌ゾの交配種の雌

4.9.3 種牛×雌ゾ（F2）
གླང་ོལ། glang rtol /ᵞlaŋᶳtu/
名 種牛と雌ゾの交配種

ཕོ་ོལ། pho rtol /hoᶳtu/
名 種牛と雌ゾの交配種の雄

མོ་ོལ། mo rtol /moᶳtu/
名 種牛と雌ゾの交配種の雌

4.9.4 雄ゾ×雌ゾ（F2）
ུང་དཀར། khyung dkar /cʰoŋkar/
名 雄ゾと雌ゾの交配種, キョンカル
解説 めったに生まれない良いものとされる。

4.9.5 種ヤク×雌フトゥ（F3）
རྟ་ོལ། rta rtol /ᶳtaᶳtu/
名 種ヤクと雌フトゥの交配種
解説 フトゥは種ヤクと雌ゾの交配種。

ོལ་ུག rtol phrug /ᶳtuʈʰəɡ/
名 種ヤクと雌ゾの仔, 種牛と雌ゾの交配種の仔

4.9.6 美称
མཛོ་ུང་དཀར། mdzo khyung dkar
/ᵐdzo cʰoŋkar/
名 雄ゾの美称

ུང་དཀར་མཛོ། khyung dkar mdzo
/cʰoŋkar ᵐdzo/
名 雄ゾの美称

4.10 山羊と羊の交配種
ར་ཚ་ལུག ra tsha lug /ratsaləɡ/
名 種山羊と雌羊の交配種
解説 雌雄どちらも指す。勝手に交配してしまうもの
で、非常に良くないものとされる。

ར་མ་ལུག ra ma lug /ramaləɡ/
名 種山羊と雌羊の交配種
解説 ར་ཚ་ལུག に同じ。

4.11 ロバと馬の交配種（ラバ）
4.11.1 種ロバ×雌馬（F1）
ེལ། drel /ᵖʈi/
名 種ロバと雌馬の交配種, ラバ
解説 疲れにくく長時間歩くことができるため、移動
の際の役畜としては馬より良いとされる。ロバは牧
畜民の地域にはいないので、農民の地域まで雌馬を
連れて行って交配させるか、農民からロバを借りた
り買ったりして交配させる。

ཕོ་ེལ། pho drel /hoᵖʈi/
名 雄ラバ
解説 種ロバと雌馬の交配種の雄。

མོ་ེལ། mo drel /moᵖʈi/
名 雌ラバ
解説 種ロバと雌馬の交配種の雌。

4.11.2 雄ラバ×雌ラバ（F2）
གྱི་ལིང་།2 gyi ling /cəlaŋ/
名 雄ラバと雌ラバの交配種
解説 めったに生まれない良いものとされる。

4.11.3 美称
ུག་པོ་ེལ། smug po drel
/m̥əɡpo ᵖʈi/
名 ラバの美称

4.12 野生種と家畜種の交配種
འོང་ཚ། ’brong tsha /ⁿɖoŋtsʰa/
名 [ヤク] 野生ヤクの血を引いた個体

རྐྱང་ཚ། rkyang tsha /ᶳcaŋtsʰa/
名 ノロバと雌馬の自然交配; ノロバと雌馬が自
然交配して生まれた個体
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4.13 犬
4.13.1 総称
ི། khyi /cʰə/
名 犬の総称; 3歳以上の中型犬

4.13.2 成長段階別の名称
ཅག་ུག cag phrug /tɕaɡʈʰəɡ/
名 0–1歳の犬

ི་ལག khyi lag /cʰəlaɡ/
名 1–2歳の犬
解説 ལགは 1–2歳の仔羊 ལག་གの意味。

4.13.3 成畜に対する名称
ཕོ་ི། pho khyi /hocʰə/
名 雄犬

མོ་ི། mo khyi /mocʰə/
名 雌犬
解説 ི་མོ། に同じ。

ི་མོ། khyi mo /cʰəmo/
名 雌犬

ི་རྒན། khyi rgan /cʰəʳɡan/
名 (1)老犬 (2)人間に対する罵り言葉

4.13.4 利用目的による名称
ོ་ི། sgo khyi /ʳɡocʰə/
名 番犬

ཤ་ི། sha khyi /xacʰə/
名 猟犬

ོན་ི། rngon khyi /ʳŋoncʰə/
名 猟犬

ཝ་ི། wa khyi /ʁacʰə/
名 猟犬

4.13.5 品種による名称
བོད་ི། bod khyi /wolcʰə/
名 チベット在来種の犬

རྒྱ་ི། rgya khyi /ʳɟacʰə/
名 非在来種の犬
解説 猟犬は非在来種である。

འོག་ི། ’brog khyi /ⁿɖoɡcʰə/
名 チベタンマスティフ
解説 文字通りには「牧畜民の犬」。番犬 ོ་ི།として
用いる。

ཧཱ་པ། h’a pa /hapa/
名 小型犬

4.13.6 犬に対するその他の名称
ི་ོམ། khyi ldom /cʰəʳdom/
名 野良犬
解説 牧畜をやめる人が増えるにつれ、野良犬も増え
ている。

ི་བཙན་པོ། khyi btsan po
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/cʰə ᵖtsanpo/
名 凶暴な犬
解説 凶暴なのは良い犬の特徴とされる。凶暴でも餌
を与える人は噛まない。

གདོན་ི། gdon khyi /ᵞdoncʰə/
名 魔の憑いた犬
解説 所有者の家に不幸をもたらす犬。犬への罵り言
葉としても用いる。

བཏགས་ི། btags khyi /ᵖtaɡcʰə/
名 繋いである犬

བཏང་ི། btang khyi /taŋcʰə/
名 繋いでいない犬
解説 人を噛むことがない犬で、繋がず放してある。

ི་བཏགས་ཤོར་མ། khyi btags shor ma
/cʰə ᵖtaɡxorma/
名 いつも繋いでいるのに逃げてしまった犬
解説 家庭で厳しくしつけられた人が糸が切れた凧の
ように家を離れる喩えとしても使う。

ཟུག་འཐེན། zug ’then /səɡⁿtʰen/
名 (繋がれた犬が)飛びかかってくること

ཟུག་འཐེན་ེད།
ipf. ཟུག་འཐེན་ེད། zug ’then byed

/səɡⁿtʰen jel/
pf. ཟུག་འཐེན་བྱས། zug ’then byas

/səɡⁿtʰen ji/

動 (繋がれた犬が)飛びかかってくる

ིས་འཛིན།
ipf. ིས་འཛིན། khyis ’dzin /cʰi ⁿdzən/
pf. ིས་བཟུང་། khyis bzung /cʰi ᵝzoŋ/
動 犬が噛む
解説 傷ができない噛み方を指す。

ིས་ུག
ipf. ིས་ུག khyis h+phug

/cʰi ɸu/
pf. ིས་ུག khyis h+phug

/cʰi ɸu/
動 犬が噛む
解説 傷のできる噛み方を指す。

ུག
ipf. ུག h+phug /ɸu/
pf. ུག h+phug /ɸu/
動 (犬が)噛む

འཆའ།1
ipf. འཆའ། ’cha’ /tɕʰa/
pf. འཆོས། ’chos /tɕʰi/
動 (犬などが)噛みつく

ིས་འཆའ།
ipf. ིས་འཆའ། khyis ’cha’ /kʰi tɕʰa/
pf. ིས་འཆོས། khyis ’chos /kʰi tɕʰi/
動 犬が噛みつく, 犬が肉を骨ごと食べる
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第 5章
放牧作業

草地の植物は、人間にはそのままでは利用できない。牧畜は、その植物を家畜に食ませ、ミルクや
燃料などの生活資源を手に入れる生業である。それゆえ、家畜の放牧が、牧畜の最も基本的な作業と
なる。伝統的な牧畜は囲いのない草地でおこなわれるため、家畜の移動を制御するために様々な道
具や技術が用いられていた。この章では、放牧作業や道具、ならびに放牧中の家畜の行動など、放牧
全体に関わる語彙を紹介する。
���

5.1 放牧 . . . . . . . . . . . . . 82
5.1.1 短期放牧 . . . . . . 82

5.2 放牧する人 . . . . . . . . . 83
5.2.1 放牧時の作業 . . . . 83
5.2.2 家畜を連れ戻す . . . 84

5.3 放牧の道具 . . . . . . . . . 84
5.3.1 投石紐 . . . . . . . 84

5.4 放牧中に起こる問題 . . . . . 85
5.4.1 獣害・虫害 . . . . . 85
5.4.2 霜害・雪害 . . . . . 86

5.5 母子分離の技術 . . . . . . . 87
5.6 家畜の群れ . . . . . . . . . 87
5.7 家畜の行動 . . . . . . . . . 88

5.7.1 家畜の鳴き声 . . . . 89

5.1 放牧
འཚོ།

ipf. འཚོ། ’tsho /ⁿtsʰo/
pf. འཚོས། ’tshos /ⁿtsʰi/
動 放牧する

ུ་འཚོ་གི་འགྲོ།
ipf. ུ་འཚོ་གི་འགྲོ། rgyu ’tsho gi ’gro

/ʳɟə ⁿtsʰo kə ⁿɟo/
pf. ུ་འཚོ་གི་སོང་། rgyu ’tsho gi song

/ʳɟə ⁿtsʰo kə sʰoŋ/
動 家畜の放牧に行く

ནོར་འཚོ།
ipf. ནོར་འཚོ། nor ’tsho /nor ⁿtsʰo/
pf. ནོར་འཚོས། nor ’tshos /nor ⁿtsʰi/
動 ヤクを放牧する

ཟོག་འཚོ།
ipf. ཟོག་འཚོ། zog ’tsho /soɡ ⁿtsʰo/
pf. ཟོག་འཚོས། zog ’tshos /soɡ ⁿtsʰi/
動 ヤクを放牧する

ཟོག་གཏང་།
ipf. ཟོག་གཏང་། zog gtang /soɡ ˣtaŋ/
pf. ཟོག་བཏང་། zog btang /soɡ ᵖtaŋ/
動 多頭係留索からヤクを放つ

རི་རྒྱག ri rgyag /rəʳɟaɡ/
名 家畜追いなしで放牧すること

5.1.1 短期放牧
བ་ཁ། ba kha /wakʰa/
名 (1)短期放牧のため簡易なかまどを設置して
一時的に滞在すること (2)かまどを同じくする
仲間 (3)かまどを設置した場所
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解説 短期放牧を指すだけでなく、年に一度土地神の
社（ラプツェ）に新しい柱を立てに行く際に、かまど
を共有する仲間やかまどを設置する場所も指す。短
期放牧の際の食料は朝はツァンパで、昼と夜はその
場で屠畜した羊の肉を食べて過ごす。その際は、2–3
ヶ月前から決まっている仲間と共同で準備する。

ཟོག་བ། zog ba /soɡwa/
名 ヤクの短期放牧
解説 秋冬の草の足りない時期に 1–2 ヶ月程度、草
が豊富なところで放牧する。世帯成員の一部が小さ
めのテントと簡易なかまどを設置して放牧に従事す
る。短期放牧のための簡易なかまど བ་ཁ།参照。

ཟོག་བ་འགྲོ།
ipf. ཟོག་བ་འགྲོ། zog ba ’gro /soɡwa ⁿɟo/
pf. ཟོག་བ་སོང་། zog ba song /soɡwa sʰoŋ/
動 ヤクの短期放牧に行く

ལུག་བ། lug ba /ləɡwa/
名 羊の短期放牧
解説 秋冬の草の足りない時期に 1–2 ヶ月程度、草
が豊富なところで放牧する。世帯成員の一部が小さ
いテントを持っていき、簡易なかまどを設置して一
時的に放牧に従事する。བ་ཁ།参照。

ལུག་བ་འགྲོ།
ipf. ལུག་བ་འགྲོ། lug ba ’gro /ləɡwa ⁿɟo/
pf. ལུག་བ་སོང་། lug ba song /ləɡwa sʰoŋ/
動 羊の短期放牧に行く

5.2 放牧する人
ི་བོ། rdzi bo /ʳdzəwo/
名 家畜追い, 牧夫, 牧童

馬で家畜追いをする牧夫

ཟོག་ི། zog rdzi /soɡʳdzə/
名 ヤク追い

ནོར་ི། nor rdzi /norʳdzə/
名 ヤク追い

བེའུ་ི། be’u rdzi /wiʳdzə/
名 仔ヤク追い

ལུག་ི། lug rdzi /ləɡʳdzə/
名 羊追い, 羊飼い

རྟ་ི། rta rdzi /ᶳtaʳdzə/
名 馬追い

ུ་བདག་ཅན། rgyu bdag can
/ʳɟəᵝdaɡtɕan/
名 家畜の世話をよくする人

ི་རྟ། rdzi rta /ʳdzəᶳta/
名 (放牧の際に)家畜追いが乗る馬

5.2.1 放牧時の作業
འདེད།

ipf. འདེད། ’ded /ⁿdel/
pf. དེད། ded /tel/
動 追う, 誘導する

ལུག་འདེད།
ipf. ལུག་འདེད། lug ’ded /ləɡ ⁿdel/
pf. ལུག་དེད། lug ded /ləɡ tel/
動 羊を追う
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ཟོག་འདེད།
ipf. ཟོག་འདེད། zog ’ded /soɡ ⁿdel/
pf. ཟོག་དེད། zog ded /soɡ tel/
動 ヤクを追う

ཤུགས་ོ། shugs khyo /xəɡcʰo/
名 ヤクを追う際の掛け声

5.2.2 家畜を連れ戻す
ཟོག་འདབས་ལ་རྒྱག

ipf. ཟོག་འདབས་ལ་རྒྱག zog ’dabs la rgyag
/soɡ ⁿdaba ʳɟaɡ/

pf. ཟོག་འདབས་ལ་བརྒྱབ། zog ’dabs la brgyab
/soɡ ⁿdaba ʳɟab/

動 ヤクをテントの近くまで戻す

ཟོག་ལྷས་ལ་ོར།
ipf. ཟོག་ལྷས་ལ་ོར། zog lhas la skor

/soɡ li̥ʔa ᶳkor/
pf. ཟོག་ལྷས་ལ་བོར། zog lhas la bskor

/soɡ li̥ʔa ᶳkor/
動 ヤクを係留場に集める

ར་ནང་ལ་རྒྱག
ipf. ར་ནང་ལ་རྒྱག ra nang la rgyag

/ra naŋa ʳɟaɡ/
pf. ར་ནང་ལ་བརྒྱབ། ra nang la brgyab

/ra naŋa ʳɟab/
動 囲いに入れる

ར་ནང་ལ་འཇུག
ipf. ར་ནང་ལ་འཇུག ra nang la ’jug

/ra naŋa ⁿdʑəɡ/
pf. ར་ནང་ལ་བཅུག ra nang la bcug

/ra naŋa ᵖtɕəɡ/
動 囲いに入れる

ེས་ལྟ། rjes lta /ʳdʑiᶳta/
名 足跡の追跡
解説 狩猟の際に野生動物の足跡を見て獲物を追うこ
とや、行方不明になった家畜の足跡を見て行方を推
測すること、家畜泥棒を足跡で追うことなどを指す。

འདོགས།
ipf. འདོགས། ’dogs /ⁿdoɡ/
pf. བཏགས། btags /ᵖtaɡ/
動 つける; 繋ぐ

5.3 放牧の道具
ལྕག lcag /ˣtɕaɡ/
名 鞭

གཡག་ལྕག g.yag lcag /ᵞjaɡˣtɕaɡ/
名 ヤク用の鞭
解説 通常は柄の部分を持ってヤクを追う鞭として使
うが、紐の方を持って柄の部分を振り回すことで犬
を追い払うのにも用いる。

ཆུ་ིང་། chu phying /tɕʰəᶲɕaŋ/
名 フェルトの雨合羽
解説 袖のある雨合羽。主に男性が用いる。

5.3.1 投石紐
འུར་ཆ། ’ur cha /ʔərtɕʰa/
名 投石紐, 投石器, 石投げ紐
解説 放牧の時に家畜の向かう方向を投石によって制
御するのに用いる。中央部に石を置き、紐の両端を
持って頭上でブンブン回し、片方の紐を放すと石が
飛んでいく。
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འུར་ོ། ’ur rdo /ʔərʳdo/
名 投石紐に入れて使う石

འུར་ོ། ’ur sko /ʔərᶳko/
名 投石紐中央の石置き
解説 フェルトを二枚重ねにして用いる。

འུར་མཐིལ། ’ur mthil /ʔərᵐtʰi/
名 投石紐中央の石置き
解説 འུར་ོ། に同じ。

ཝར་ལུང་། war lung /ʁarloŋ/
名 投石紐の持ち手

ཡར་མཆོག yar mchog /jarⁿtɕʰoɡ/
名 投石紐の持ち手側の紐

མར་མཆོག mar mchog /marⁿtɕʰoɡ/
名 投石紐の持ち手と反対側の紐

འུར་ལྕེ། ’ur lce /ʔərˣtɕe/
名 投石紐の先端

5.4 放牧中に起こる問題
བོར།

ipf. བོར། bor /wor/
pf. བོར། bor /wor/
動 いなくなる

མགོ་ནུས། mgo nus /ⁿɡoȵi/
名 母畜が仔畜に勝手に母乳を飲ませること

མ་འེ།
ipf. མ་འེ། ma ’dre /ma ⁿɖe/
pf. མ་འེས། ma ’dres /ma ⁿɖi/
動 仔ヤクが母ヤクの乳を飲んでしまう
解説 放牧は仔畜と母畜を分離して行うが、何かの事
情で仔畜が母畜のもとに行き、ミルクを飲んでしま
うこと。これを許すと搾乳できなくなる。

5.4.1 獣害・虫害
5.4.1.1 オオカミ
སྤྱང་ཀི། spyang ki /ᶲcaŋkə/
名 (1)オオカミ (2)(汚職をするような)悪人
解説 オオカミは夏の間は草原に多くいる野生動物を
食べて暮らしており、家畜に被害が及ぶことは少な
い。しかし野生動物が冬眠すると食糧を求めて家畜
を狙うことが増える。かつては家畜を守るためにオ
オカミを捕まえて舌を切って死に至らしめるなどし
ていたが、近年は殺生を忌避する傾向にあり、オオ
カミによる被害は増加傾向にある。

སྤྱང་ཀིས་འཛིན།
ipf. སྤྱང་ཀིས་འཛིན། spyang kis ’dzin

/ᶲcaŋki ⁿdzən/
pf. སྤྱང་ཀིས་བཟུང་། spyang kis bzung

/ᶲcaŋki ᵝzoŋ/
動 オオカミに襲われる

སྤྱང་ཐོ། spyang tho /ᶲcaŋto, ᶲtɕaŋto/
名 オオカミ除けの案山子
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སྤྱང་དོང་། spyang dong /ᶲcaŋtoŋ/
名 オオカミの落とし穴
解説 二重構造の穴の中に山羊を仕込み、山羊を食べ
ようとしたオオカミが穴に落ちる仕組み。

སྤྱང་དོང་ོ།
ipf. སྤྱང་དོང་ོ། spyang dong rko

/ᶲcaŋtoŋ ᶳko/
pf. སྤྱང་དོང་བོས། spyang dong brkos

/ᶲcaŋtoŋ ᶲki/
動 オオカミの落とし穴を掘る

སྤྱང་ཀི་གསད།
ipf. སྤྱང་ཀི་གསད། spyang ki gsad

/ᶲcaŋkə ˣsal/
pf. སྤྱང་ཀི་བསད། spyang ki bsad

/ᶲcaŋkə ᶲsal/
動 オオカミを殺す

5.4.1.2 猛禽類
གླག glag /ᵞlaɡ/
名 ワシ
解説 タカ目タカ科の鳥。主に仔羊やウサギを狙って
食べる。雄は ཕོ་གླག、雌は མོ་གླག、仔は ནེའུ་གླག と言
う。家畜に被害があるため殺処分する。その場合、爪
と頭を取ってテントの入口内側のロープにつけて魔
除け ོ་ུང་། とする。

ོད། rgod /ʳɡol/

名 ハゲワシ, 禿鷲
解説 タカ目タカ科。肉類は何でも食べる。仔ヤクや
羊の死体を食べる他、鳥葬の際の遺体も食べる。死肉
にありつくため、狩りをするオオカミの上空を旋回
することが多い。この鳥が飛翔しているところの地
表には、たいていオオカミがいると考えられている。

ོད་ིས་འཛིན།
ipf. ོད་ིས་འཛིན། rgod kyis ’dzin

/ʳɡol kə ⁿdzən/
pf. ོད་ིས་བཟུང་། rgod kyis bzung

/ʳɡol kə ᵝzoŋ/
動 ハゲワシに襲われる

5.4.1.3 虫
ཨབ་ཅག ab cag /ʔabtɕaɡ/
名 イナゴ

འབུ་ཐུལ་བ། ’bu thul ba /ⁿbə tʰəwa/
名 毛虫

འབུ་འདེབས།
ipf. འབུ་འདེབས། ’bu ’debs /ⁿbə ⁿdeb/
pf. འབུ་བཏབ། ’bu btab /ⁿbə ᵖtab/
動 虫がわく

ཚ་གསུར། tsha gsur /tsʰaˣsər/
名 (1)施餓鬼 (せがき)の焚き上げ; その壇 (2)
害虫対策のための焚き上げ
解説 (1)土地神を供養する焚き上げの壇に比べて簡
略化された小さいものである。金属以外の材料で作
らねばならない。設置する位置はテントの入り口前
方である。(2) 虫害が発生した時の対処法としての
焚き上げとしては、煙で害虫を追い払うという意味
と、仏教法要の施餓鬼によって害が除かれることを
祈願するという二つの意味がある。なお、仏教的視点
では、草原に害をなす虫やナキウサギなども「餓鬼」
のカテゴリーに入り、ラマによる対処が望まれる。

5.4.2 霜害・雪害
བད་ནག bad nag /walnaɡ/
名 家畜や草に害を及ぼす霜
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ཁངས་ཆག khangs chag /kʰaŋtɕʰaɡ/
名 大雪; 雪害
解説 大雪が降ると、家畜が草を食べられずに餓死す
るなどの被害が起こることがある。

5.5 母子分離の技術
སྣ་ཐུར། sna thur /n̥atʰər/
名 授乳防止の口枷 (くちかせ)
解説 先端に尖った棒をくくりつけた口枷。

ངོ་རུ། ngo ru /ŋorə/
名 授乳防止の口枷
解説 仔ヤクが勝手に乳を飲まないようにする方法の
一つ。木の棒を曲げて作った口枷を羊毛やヤク毛の
紐で顔にくくりつけ、首の後ろで縛ったもの。

ཁ་དིགས། kha dkyigs /kʰaˣcəɡ/
名 授乳防止の口枷

ནུ་ཁེབས། nu khebs /nəkʰab/
名 授乳防止用の乳カバー
解説 仔ヤクの卒乳を促すため、また母畜が乳房炎に
なった時などに乳を飲ませないようにするための処
置。メシュルでは仔ヤクに口枷をはめることが多い。

བེའུ་ེལ།
ipf. བེའུ་ེལ། be’u sbrel /wi ᵝri/
pf. བེའུ་ེལ། be’u sbrel /wi ᵝri/
動 [ヤク] 0–1歳の仔畜同士の足を紐で繋ぐ

ེ་ེལ།
ipf. ེ་ེལ། ske sbrel /ᶳke ᵝri/
pf. ེ་ེལ། ske sbrel /ᶳke ᵝri/
動 [ヤク] 0–1歳の仔畜同士の首を紐で繋ぐ

ལག་ེལ།
ipf. ལག་ེལ། lag sbrel /laɡ ᵝri/
pf. ལག་ེལ། lag sbrel /laɡ ᵝri/
動 [ヤク] 0–1歳の仔畜同士の前肢を紐で繋ぐ

ལག་ེ། lag lde /laɡʳde/
名 足枷

5.6 家畜の群れ
ུ། khyu /cʰə/
名 群れ

ནོར་ུ། nor khyu /norcʰə/
名 ヤクの群れ

ཟོག་ུ། zog khyu /soɡcʰə/
名 ヤクの群れ

བེའུ་ུ། be’u khyu /wicʰə/
名 [ヤク] 0–1歳の仔畜の群れ

ཡར་ུ། yar khyu /jarcʰə/
名 [ヤク] 1–2歳の仔畜の群れ

ལུག་ུ། lug khyu /ləɡcʰə/
名 羊の群れ
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ར་ུ། ra khyu /racʰə/
名 山羊の群れ

ལ་ུ། la khyu /lacʰə/
名 馬の群れ
解説 群れに雌雄、仔畜のいずれが含まれていても良
い。རྟ་ུ། であれば雄馬の群れのみを指す。

རྟ་ུ། rta khyu /ᶳtacʰə/
名 雄馬の群れ

5.7 家畜の行動
རྩྭ་ཟ།

ipf. རྩྭ་ཟ། rtswa za /ᶳtsa sa/
pf. རྩྭ་ཟོས། rtswa zos /ᶳtsa si/
動 草を食む

འགྲོ་རྩྭ། ’gro rtswa /ⁿɟoᶳtsa/
名 家畜が歩きながら食べる草; 家畜が歩きなが
ら草を食べる様子

འགྲོ་རྩྭ་ཟ།
ipf. འགྲོ་རྩྭ་ཟ། ’gro rtswa za

/ⁿɟoᶳtsa sa/
pf. འགྲོ་རྩྭ་ཟོས། ’gro rtswa zos

/ⁿɟoᶳtsa si/
動 (家畜が)歩きながら草を食べる

ལྡད།
ipf. ལྡད། ldad /ʳdal/
pf. བལྡད། bldad /ʳdal/
動 (反芻食塊を)咀嚼する
解説 ヤクが草を噛んでいるかはよく見て確認する。

体調を崩すと反芻できなくなり、噛まなくなる。病
気を察知するための手段として重要である。

ུག་ལྡད། skyug ldad /ᶳcəɡʳdal/
名 反芻

ུག་ལྡད་ེད།
ipf. ུག་ལྡད་ེད། skyug ldad byed

/ᶳcəɡʳdal jel/
pf. ུག་ལྡད་བྱས། skyug ldad byas

/ᶳcəɡʳdal ji/
動 反芻する

ལྡད་རིལ། ldad ril /ʳdalri/
名 反芻食塊, 食い戻し
解説 反芻動物が再度咀嚼するために吐き戻した食
物。

ཟོག་འོག zog ’drog /soɡ ⁿɖoɡ/
名 ヤクが驚いて暴れる

ལུག་འོག lug ’drog /ləɡ ⁿɖoɡ/
名 羊が驚いて暴れる

རྟ་འོག rta ’drog /ᶳta ⁿɖoɡ/
名 馬が驚いて暴れる

སྨག་ལང་།
ipf. སྨག་ལང་། smag lang /m̥aɡ laŋ/
pf. སྨག་ལངས། smag langs /m̥aɡ laŋ/
動 (羊が)夜などに急に騒ぎ出す
解説 急に雨が降り出すなどして驚いた羊が騒ぎ、逃
げ出そうとすること。

ལུག་ལ་སྨག་ལང་།
ipf. ལུག་ལ་སྨག་ལང་། lug la smag lang

/ləka m̥aɡ laŋ/
pf. ལུག་ལ་སྨག་ལངས། lug la smag langs

/ləka m̥aɡ laŋ/
動 羊が驚いて騒ぎ出す

ས་རྭ། sa rwa /sʰara/
名 ヤクが角を崖面などに擦りつけること
解説 ヤク同士が喧嘩をする前に角を崖に擦りつける
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ことがある。最近はヤクの喧嘩も減っており、この
行為も減っている。

ས་རྭ་ེད།
ipf. ས་རྭ་ེད། sa rwa byed /sʰara jel/
pf. ས་རྭ་བྱས། sa rwa byas /sʰara ji/
動 ヤクが角を崖面などに擦りつける

འེད།
ipf. འེད། ’gyed /ⁿɟel/
pf. འེད། ’gyed /ⁿɟel/
動 (ヤクが角を突き合わせて)喧嘩をする, 角競
り合いをする

རྭ་ཁ་འེད།
ipf. རྭ་ཁ་འེད། rwa kha ’gyed

/rakʰa ⁿɟel/
pf. རྭ་ཁ་འེད། rwa kha ’gyed

/rakʰa ⁿɟel/
動 [ヤク] 角競り合いをする
解説 喧嘩の場合も遊びの場合もある。

ཐུག་རྒྱག
ipf. ཐུག་རྒྱག thug rgyag /tʰəɡ ʳɟaɡ/
pf. ཐུག་བརྒྱབ། thug brgyab /tʰəɡ ʳɟab/
動 [ヤク][羊] 角突きをして喧嘩する

山のヤクの喧嘩

5.7.1 家畜の鳴き声
ངུར།

ipf. ངུར། ngur /ŋər/
pf. ངུར། ngur /ŋər/

動 (ヤクが)鳴く

ངུར་སྐད། ngur skad /ŋərᶳkal/
名 (ヤクの)鳴き声

འབའ།1
ipf. འབའ། ’ba’ /ⁿba/
pf. འབའ། ’ba’ /ⁿba/
動 (羊や山羊が)鳴く

འབའ་སྐད། ’ba’ skad /ⁿbaᶳkal/
名 (羊や山羊の)鳴き声

འབའ་ིར། ’ba’ ldir /ⁿbaʳdər/
名 (羊や山羊の)鳴き声
解説 たくさんの羊や山羊が鳴き声を上げること。

འབའ་ིར་ེད།
ipf. འབའ་ིར་ེད། ’ba’ ldir byed

/ⁿbaʳdər jel/
pf. འབའ་ིར་བྱས། ’ba’ ldir byas

/ⁿbaʳdər ji/
動 (たくさんの羊や山羊が)鳴き声を上げる

འཚེར།
ipf. འཚེར། ’tsher /tsʰer/
pf. འཚེར། ’tsher /tsʰer/
動 (馬が)いななく

འཚེར་སྐད། ’tsher skad /tsʰerᶳkal/
名 馬のいななき

ཟུག
ipf. ཟུག zug /səɡ/
pf. ཟུག zug /səɡ/
動 (犬が)吠える

ི་ཟུག
ipf. ི་ཟུག khyi zug /cʰə səɡ/
pf. ི་ཟུག khyi zug /cʰə səɡ/
動 犬が吠える
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第 6章
家畜の個体管理

牧畜における家畜管理は基本的に群れ単位でおこなわれているが、放牧中にいなくなった個体を
探す場合や屠畜する個体を選ぶような場合には、家畜の個体を的確に把握しなければならない。そ
れゆえに牧畜民は、家畜の角や毛の色、体の大きさなど外貌の特徴に応じて家畜個体を呼び表す語
彙を発達させている。この章では、家畜の身体部位や健康状態、ならびに個体管理のための道具や技
術といった基本的な語彙に加えて、家畜の外貌に関する豊富な表現を併せて紹介する。
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6.1 家畜の身体
ཁོག་ོད། khog stod /kʰoɡᶳtol/
名 (人間や動物の)上半身; 枝肉の上半身部分

ཁོག་སྨད། khog smad /kʰoɡm̥al/
名 (人間や動物の)下半身; 枝肉の下半身部分

མགོ། mgo /ⁿɡo/
名 (1)頭, 頭部 (2)植物の花や穂の部分

མིག mig /ᵞȵəɡ/
名 (1) 目 (2) (針などの)穴

གདོང་བ། gdong ba /ᵞdoŋwa/
名 鼻筋, 鼻柱

རྣ་ཅོག rna cog /ʳnamtɕoɡ/
名 耳
解説 人間の耳も家畜の耳も指す。屠畜した家畜の耳
は切って赤い糸を通し棟木に吊るす習慣がある。数
が増えたらマニ堂や僧院、巡礼先に持っていき、家畜
が良い来世に向かうよう祈る。贖罪の意味もある。

རྣ་ེ། rna rtse /ʳnaᶳtse/
名 耳の先端部分

མཆུ་ལུ། mchu lu /ᵐtɕʰələ/
名 (人間の)口; (家畜の)口

ལྕེ། lce /ˣtɕe/
名 舌, タン
解説 家畜の舌は子供に食べさせることが多い。ただ
し先端は切り落とす。

མ་ནེ། ma ne /mane/
名 顎先, 頤 (おとがい)

ེ། ske /ᶳke/
名 首

ཨོལ་འོག ol ’og /ʔuʔoɡ/
名 喉仏の下

解説 ここを触って病気かどうか確かめる。

ཕོ།1 pho /ho/
名 (1)腹 (2)ストーブの釜
解説 腹を横から見た時の表現で、ふくらんでいる部
分。解体した後の家畜の腹に対しては用いない。

ཕོ་གཞུང་། pho gzhung /hoᵞʑoŋ/
名 腹の下側

ོ། sbo /ʁob/
名 家畜の腹部
解説 お腹のぽこんと出たところで、家畜の乳房や生
殖器のある部分を指す。

སྒལ་བ། sgal ba /ʳɡawa/
名 背中
解説 背骨の部分。家畜なら出っ張っている箇所。

འཕོངས། ’phongs /pʰoŋ/
名 (馬の)腰; (バイクの)後部座席

ཨོང་ཤ ong sha /ʔoŋxa/
名 尻, 臀部
解説 尻の中央部分。

དི་མགོ། dpyi mgo /ˣɕəⁿɡo/
名 左右の尻
解説 尻の左右に出っ張った部分を指す。

རྔ་མ། rnga ma /ʳŋama/
名 尻尾
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ヤクの尻尾

6.1.1 角
རྭ། rwa /ra/
名 角

རྭ་ཅོ། rwa co /ratɕo/
名 角

རྭ་ེ། rwa rtse /raᶳtse/
名 角の先端

རྭ་ིང་། rwa rting /raᶳtaŋ/
名 角の根本の部分

རྭ་རྩ། rwa rtsa /raᶳtsa/
名 角の生え際の部分

གཡག་རྭ། g.yag rwa /ᵞjaɡra/
名 雄ヤクの角

6.1.2 前肢・後肢・蹄
ལག་པ། lag pa /laɡpa/
名 (1)手 (2)家畜の前肢

རྐང་བ། rkang ba /ᶳkaŋwa/
名 (1)足 (2)家畜の後肢

སུག་བཞི། sug bzhi /sʰəɡᵝʑə/
名 四本脚

སུག་ལག sug lag /sʰəɡlaɡ/
名 手足

སུག་རིང་། sug ring /sʰəɡraŋ/
名 [ヤク][羊][山羊][馬] 足の長い個体
解説 人間の足が長いことも言う。

སུག་ཐུང་། sug thung /sʰəɡtʰoŋ/
名 [ヤク][羊][山羊][馬] 足の短い個体
解説 人畜共通。人間の足が短いことも言う。足が短
いことを表すのに རྐང་ཐུང་།という語は用いない。

ིག་པ། rmig pa /ᵞȵəɡpa/
名 蹄

ヤクの蹄

馬の蹄

ིག་ཆུང་། rmig chung /ᵞȵəɡtɕʰoŋ/
名 蹄後方のでっぱり
解説 鉤の形状をした部分。

6.1.3 体毛・ひげ・たてがみ
ུ། spu /ᶲsə/
名 体毛
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ཁ་ུ། kha spu /kʰaᶲsə/
名 口ひげ

མན་ཚུར། man tshur /mantsʰər/
名 顎ひげ
解説 山羊の顎ひげの他、人間の男の顎ひげも指す。

ུ་མདོག spu mdog /ᶲsəᵐdoɡ/
名 (家畜の)毛色

རྟ་ུ། rta spu /ᶳtaᶲsə/
名 馬の毛

ོག་མ། rngog ma /ʳŋoɡma/
名 [馬] たてがみ; [ヤク] うなじから背にかけ
ての毛

ོག་ཆུང་། rngog chung /ʳŋoɡtɕʰoŋ/
名 [馬] 鬐甲 (きこう)
解説 文字通りには「小さいたてがみ」。たてがみよ
り短い毛が生えることから。

ཧུམ། hum /həm/
名 馬の前髪

ུ་ཁ། spu kha /ᶲsəka/
名 馬の毛の色

6.1.4 歯
སོ། so /sʰo/
名 歯

ིལ། rnyil /ᵞȵi/
名 歯茎

ཡ་སོ། ya so /jasʰo/
名 上の歯

མ་སོ། ma so /masʰo/
名 下の歯

མདུན་སོ། mdun so /ᵐdənsʰo/
名 前歯

དིལ་སོ། dkyil so /ˣcisʰo/
名 前歯中央の二本の歯

མཆེ་བ། mche ba /ᵐtɕʰo/
名 犬歯
解説 人間と動物のどちらについても言う。

འགྲམ་སོ། ’gram so /ⁿɟamsʰo/
名 (人間の)奥歯; (家畜の)臼歯

6.2 家畜の血統
ུད་ལ་ལྟ།

ipf. ུད་ལ་ལྟ། rgyud la lta
/ʳɟəla ᶳta/

pf. ུད་ལ་བལྟས། rgyud la bltas
/ʳɟəla ᶳti/

動 血統を調べる
解説 家畜を購入する際に良い家畜を増やすことを前
提に血統を念入りに調べる。ヤク、羊であればその個
体の母を、馬であればその個体の父をよく確認する。

ཟོག་ུད། zog rgyud /soɡʳɟəl/
名 ヤクの血統
解説 ヤクを新しく購入する際にはその個体の母がミ
ルクをよく出すかどうかをよく調べる。

འི་ུད། ’bri rgyud /ⁿɖəʳɟəl/
名 雌ヤクの血統

ལུག་ུད། lug rgyud /ləɡʳɟel/
名 羊の血統

མ་ུད། ma rgyud /maʳɟəl/
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名 雌羊の血統

རྟ་ུད། rta rgyud /ᶳtaʳɟəl/
名 馬の血統

ོད་ུད། rgod rgyud /ʳɡolʳɟəl/
名 雌馬の血統

ི་ུད། khyi rgyud /cʰəʳɟəl/
名 犬の血統

6.3 家畜の健康
6.3.1 家畜の健康状態
ཤ་ཤེད།2 sha shed /xaxel/
名 体力

རྩྭ་ཆུ་འོད།
ipf. རྩྭ་ཆུ་འོད། rtswa chu ’phrod

/ᶳtsatɕʰə ʈʰol/
pf. རྩྭ་ཆུ་འོད། rtswa chu ’phrod

/ᶳtsatɕʰə ʈʰol/
動 (家畜について)気候が合う
解説 草と水の両方が良質で家畜の体調が良くなるこ
とを指す。

ཚོ་ུད། tsho ljud /tsʰoʳdʑəl/
名 (家畜の)肥え具合

ལུག་ོག lug rtsog /ləɡ ᶳtsoɡ/
動 羊が痩せ衰える, 羊の体力が落ちる

ཟོག་ོག zog rtsog /soɡ ᶳtsoɡ/
動 ヤクが痩せ衰える, ヤクの体力が落ちる

མུག་ོག mug sgog /məɡʳɡoɡ/
名 [ヤク] 体力の落ちた 0–1歳の仔畜

རེ་དུ། re du /retə/
名 [羊] 体力の落ちた 0–1歳の仔畜
解説 母乳の出が悪くて草ばかり食べていると体力が
落ちる。

ལོ་འཕུད།
ipf. ལོ་འཕུད། lo ’phud /lo həl/
pf. ལོ་ཕུད། lo phud /lo həl/
動 (体力の落ちた家畜が死なずに)年を越す

གོད་ཁ། god kha /kolkʰa/
名 災い; 家畜が何らかの災いで死ぬこと
解説 何らかの災いで家畜が失われること。災いの原
因を探るために僧院に相談に行く。

གོད་ཁ་རྒྱག
ipf. གོད་ཁ་རྒྱག god kha rgyag

/kolkʰa ʳɟaɡ/
pf. གོད་ཁ་བརྒྱབ། god kha brgyab

/kolkʰa ʳɟab/
動 家畜が何らかの理由で死ぬ

གོད་ཁ་ུང་།
ipf. གོད་ཁ་ུང་། god kha byung

/kolkʰa ᶲɕoŋ/
pf. གོད་ཁ་ུང་། god kha byung

/kolkʰa ᶲɕoŋ/
動 家畜が何らかの理由で死ぬ

6.3.2 家畜の歯の状態
སོ་ཟུག

ipf. སོ་ཟུག so zug /sʰo səɡ/
pf. སོ་ཟུག so zug /sʰo səɡ/
動 (家畜の)歯が生える

སོ་ེ།
ipf. སོ་ེ། so skye /sʰo ᶳce/
pf. སོ་ེས། so skyes /sʰo ᶳci/
動 歯が生える

སོ་ེ།
ipf. སོ་ེ། so rje /sʰo ʳdʑe/
pf. སོ་བེས། so brjes /sʰo ʳdʑi/
動 歯が生え変わる

སོ་ལོག
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ipf. སོ་ལོག so log /sʰo loɡ/
pf. སོ་ལོག so log /sʰo loɡ/
動 歯が抜ける
解説 乳歯から永久歯に生え変わること。

སོ་ུང་།
ipf. སོ་ུང་། so lhung /sʰo lo̥ŋ/
pf. སོ་ུང་། so lhung /sʰo lo̥ŋ/
動 歯が抜ける
解説 年を取って歯が抜けること。

སོ་སངས་བརྡ་རྒྱས།
ipf. སོ་སངས་བརྡ་རྒྱས། so sangs brda rgyas

/sʰo sʰaŋʳda ʳɟi/
pf. སོ་སངས་བརྡ་རྒྱས། so sangs brda rgyas

/sʰo sʰaŋʳda ʳɟi/
動 [ヤク] (年を取って)歯が抜ける

དིལ་སོ་འབབ།
ipf. དིལ་སོ་འབབ། dkyil so ’bab

/ˣcisʰo ⁿbab/
pf. དིལ་སོ་བབ། dkyil so bab

/ˣcisʰo wab/
動 [ヤク] (年を取って) 前歯中央の二本の歯が
抜ける

ཁ་ལྟ།
ipf. ཁ་ལྟ། kha lta /kʰa ᶳta/
pf. ཁ་བལྟས། kha bltas /kʰa ᶳti/
動 口を確認する
解説 家畜の年齢を確かめるために歯の様子を見るこ
と。

6.3.3 家畜の症状
ནུ་མ་སྐྲང་།

ipf. ནུ་མ་སྐྲང་། nu ma skrang
/nəma ᶳcaŋ/

pf. ནུ་མ་སྐྲངས། nu ma skrangs
/nəma ᶳcaŋ/

動 乳が腫れる
解説 乳房炎や傷などで腫れることを指す。

ནུ་མ་གནག
ipf. ནུ་མ་གནག nu ma gnag /nəma ᵞnaɡ/
pf. ནུ་མ་གནག nu ma gnag /nəma ᵞnaɡ/
動 (乳房炎による出血などで)乳房が黒ずむ
解説 乳房に血液やリンパ液などが溜まり、乳房が黒
ずんだ状態になり、搾乳するとミルクの中に血液が
混じる状態。人間はそのミルクを飲まない。テントの
杭の穴 ཕུར་ཁུང་།の中に注ぐと治ると言われている。

ཁྲག་བཞུར།
ipf. ཁྲག་བཞུར། khrag bzhur /cʰaɡ ᵝʑər/
pf. ཁྲག་བཞུར། khrag bzhur /cʰaɡ ᵝʑər/
動 血を流す, 出血する

རྨ་ ཁ། rma kha /ʳmakʰa/
名 傷

མིག་སྐྱག mig skyag /ᵞȵəɡᶳcaɡ/
名 目やに

6.3.4 家畜の病気
ནད། nad /nal/
名 病気

ཐོམ་འབུ། thom ’bu /tʰomⁿbə/
名 家畜の病気の一種
解説 鼻に虫のわく病気。

ས།2 sa /sʰa/
名 感染症
解説 人畜共通の感染症。家畜が罹患すると尾が曲が
り、咽頭が腫れ、食欲がなくなり、死に至る。伝染す
るため、死体は人間の手に触れないように運び、穴
に捨てる。
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ས་འཐེན།
ipf. ས་འཐེན། sa ’then /sʰa ⁿtʰen/
pf. ས་འཐེན། sa ’then /sʰa ⁿtʰen/
動 (家畜が) 新しい環境に適応できずに元の土
地に戻ってしまう
解説 家畜が引っ越し先や売られた先の家の環境に適
応できずに、元の土地に逃げて行ってしまう。特に
馬に多い。

ས་ུང་།
ipf. ས་ུང་། sa byung /sʰa ᶲɕoŋ/
pf. ས་ུང་། sa byung /sʰa ᶲɕoŋ/
動 家畜が感染症にかかる

པགས་ནད། pags nad /paɡnal/
名 皮膚病

ོ་ནད། rngo nad /ʳŋonal/
名 ヤクの皮膚病の一種
解説 痒み、抜け毛、皮膚の硬化などの症状がある。
最近は薬を服用させているため、かからなくなった。

རྭ་འབུ། rwa ’bu /raⁿbə/
名 角の中に虫がわく家畜の病気
解説 夏の温かい湿地にいるとかかることがある。

ཁ་འཚེ། kha ’tshe /kʰatsʰe/
名 口蹄疫

ནད་འཐོན།
ipf. ནད་འཐོན། nad ’thon /nal tʰon/
pf. ནད་ཐོན། nad thon /nal tʰon/
動 伝染病が発生する
解説 伝染病に感染するという意味。

ཟོག་ལ་ནད་འཐོན།
ipf. ཟོག་ལ་ནད་འཐོན། zog la nad ’thon

/soka nal tʰon/
pf. ཟོག་ལ་ནད་ཐོན། zog la nad thon

/soka nal tʰon/
動 ヤクに伝染病が発生する

ལུག་ལ་ནད་འཐོན།

ipf. ལུག་ལ་ནད་འཐོན། lug la nad ’thon
/ləka nal tʰon/

pf. ལུག་ལ་ནད་ཐོན། lug la nad thon
/ləka nal tʰon/

動 羊に伝染病が発生する

ོམ་ུང་།
ipf. ོམ་ུང་། phrom byung /ʈʰom ᶲɕoŋ/
pf. ོམ་ུང་། phrom byung /ʈʰom ᶲɕoŋ/
動 (羊が悪い草を食べて)正気を失う

ི་དུག khyi dug /cʰətəɡ/
名 [植物] 酔馬草
解説 文字通りには「犬の毒」。馬が食べると正気を
失う。薬や治療法がある。

རྨེན། rmen /ʳmen/
名 ポリープ, 腫瘤
解説 黒くなっているので調理の際にこそげ落とす。

གོག་པ། gog pa /koɡpa/
名 犬の病気
解説 犬の喉と舌が腫れ上がる病気。オオカミの舌
སྤྱང་ལྕེ། が効くとされている。

6.3.5 疾患のあるヤク
སྒལ་འཛིང་། sgal ’dzing /ʳɡaⁿdzaŋ/
名 [ヤク] 結合双生児として生まれてきた個体
解説 妊娠中に状況を把握できた場合は出産時に専門
家を呼んできてナイフで切り離し、母畜を生かすよ
うにする。死んだ仔畜の肉は妊娠中の女性には与え
ないようにする。

ོན་པ། smyon pa /ȵ̊onpa/
名 特定の病状になった家畜; 正気を失った人
解説 家畜の場合は群れについていけず、同じところ
をぐるぐる回ったり、草を食べなくなったりするよ
うな病状になった個体。開頭手術で患部を取り出す
ことで治療する。

མགར་མོ། mgar mo /ᵐɡarmo/
名 開頭手術を受けて治ったヤク
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解説 群れについていけず、同じところをぐるぐる回
ったり、草を食べなくなったりするような病状にな
ったヤク ོན་པ། に対し、開頭手術を施し、人間の目
玉のようになった患部を取り出し、傷口を縫合した
後、赤い布をかぶせて縫いつける。この手術を施し
て元気になったヤクを雌雄ともに表す。

6.3.6 家畜の治療
ུགས་སྨན། phyugs sman /ᶲɕəɡm̥an/
名 獣医
解説 文字通りには「家畜の医者」。牧畜民はたいて
いの家畜の病気は伝統的な治療法で治す。薬が必要
な場合にのみ獣医のところを訪れるため、通常は治
療に通わない。最近の獣医は、牧畜民が加入してい
る「牛羊保険」のため、ヤクと羊の死亡確認を行うの
が主な仕事である。

ུགས་སྨན་ལ་ོན།
ipf. ུགས་སྨན་ལ་ོན།

phyugs sman la ston
/ᶲɕəɡm̥ana ᶳton/

pf. ུགས་སྨན་ལ་བསྟན།
phyugs sman la bstan
/ᶲɕəɡm̥ana ᶲtan/

動 獣医に見せる

ཨོལ་འོག་ལ་རེག
ipf. ཨོལ་འོག་ལ་རེག ol ’og la reg

/ʔuʔoka raɡ/
pf. ཨོལ་འོག་ལ་རེག ol ’og la reg

/ʔuʔoka raɡ/
動 喉仏の下を触る
解説 家畜の体調に異常があるかどうかを確認するた
めの行為。

མར་ིང་བུ།
ipf. མར་ིང་བུ། mar rnying bsku

/marȵaŋ ᶳkə/
pf. མར་ིང་བུས། mar rnying bskus

/marȵaŋ ᶲki/
動 (乳房炎の対策として乳房に) 古いバター
を塗る

འགོག་སྨན། ’gog sman /ⁿɡoɡm̥an/
名 予防薬

སྨན་ཏོག sman tog /m̥antoɡ/
名 薬草の実

སྨན་པ། sman pa /m̥anpa/
名 医師, 医者

སྨན། sman /m̥an/
名 薬

ོ་ི། smyo gri /ȵ̊ocə/
名 ヤクに開頭手術を施すのに用いるナイフ
解説 特定の病状になったヤク ོན་པ། の手術に用い
る。

6.3.7 家畜に塩を与える
ཚྭ། tshwa /tsʰa/
名 塩, 天然塩
解説 夏から秋にかけて、塩を舐めたがっているかど
うか ཚྭ་ོམ། を見計らって 1–2 回舐めさせる（冬と
春は舐めさせない）。これをしないと家畜の生死に関
わる。かつては塩のあるところにヤクを連れて行っ
て舐めさせたが今は購入している。

བ་ཚྭ། ba tshwa /watsʰa/
名 (1)カビ (2)土中に含まれる塩分

ཚྭ་ཁ། tshwa kha /tsʰakʰa/
名 塩の採れる場所
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ཚྭ་ོ། tshwa sgo /tsʰaʳɡo/
名 塩を採る穴

ཚྭ་ལེན།
ipf. ཚྭ་ལེན། tshwa len

/tsʰa len/
pf. ཚྭ་བླངས། tshwa blangs

/tsʰa ᵝlaŋ/
動 塩を採る

ཚྭ་ལེན་གྱི་འགྲོ།
ipf. ཚྭ་ལེན་གྱི་འགྲོ། tshwa len gyi ’gro

/tsʰa len kə ⁿɟo/
pf. ཚྭ་ལེན་གྱི་སོང་། tshwa len gyi song

/tsʰa len kə sʰoŋ/
動 塩を採りに行く
解説 大きな袋 ཨབ་ེ། や革袋 ོ་བ། を持って家畜に
与えるための塩を採りに行く。

ཚྭ་ོམ། tshwa skom /tsʰaᶳkom/
名 (家畜が)塩を欲すること

ཚྭ་ོམ་ལང་།
ipf. ཚྭ་ོམ་ལང་། tshwa skom lang

/tsʰaᶳkom laŋ/
pf. ཚྭ་ོམ་ལངས། tshwa skom langs

/tsʰaᶳkom laŋ/
動 (家畜が)塩を舐めたがっている

ཚྭ་ལྡག

ipf. ཚྭ་ལྡག tshwa ldag
/tsʰa ʳdaɡ/

pf. ཚྭ་བལྡགས། tshwa bldags
/tsʰa ʳdaɡ/

動 (家畜が)塩を舐める

ཚྭ་ེར།
ipf. ཚྭ་ེར། tshwa ster /tsʰa ᶳter/
pf. ཚྭ་ིན། tshwa byin /tsʰa ᶲɕən/
動 塩を舐めさせる
解説 日当たりの良い草地など石ころのない場所に塩
を撒いて舐めさせる。草を食べながら舐めるので終
わったころには黒土 ས་ནག が見えるほどである。

ཧོ་ོར། ho rjor /hoʳdʑor/
名 (家畜に与える)天然塩
解説 健康維持のため家畜に舐めさせる他、皮なめし
の漬け込み液にも用いられる。人間の食用ではない。

6.4 家畜のグループ分け
6.4.1 家畜の歯の模様
སོའི་རི་མོ། so’i ri mo /sʰu rəmo/
名 歯の上部の模様
解説 家畜の年齢を確かめる判断材料とする。

མས་མཐའ། mas mtha’ /miᵐtʰa/
名 前歯中央から数えて両脇 3本目の上部の模様
解説 ここの模様が薄れると年寄りと判断される。

མས་བཞི། mas bzhi /miᵝʑə/
名 前歯中央脇の 2本の上部の模様
解説 ここの模様が薄れると年寄りと判断される。

རྒྱ་ཁ། rgya kha /ʳɟakʰa/
名 前歯中央の 2本の上部の模様
解説 年齢が若い時はこの模様がはっきりと見える。

6.4.2 家畜の角の状態
བེའུ་རྭ། be’u rwa /wira/
名 [ヤク] 0–1歳のときに生えた角
解説 成長しても後で生えた角の先端に残っているこ
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とが多い。

བེའུ་རྭ་འཕུད།
ipf. བེའུ་རྭ་འཕུད། be’u rwa ’phud

/wira həl/
pf. བེའུ་རྭ་ཕུད། be’u rwa phud

/wira həl/
動 [ヤク] 0–1歳のときに生えた角が抜け落ちる

རྭ་སོའུ། rwa so’u /rasʰu/
名 角年輪

རྭ་སོའུ་ི།

ipf. རྭ་སོའུ་ི། rwa so’u rtsi
/rasʰu ᶳtsə/

pf. རྭ་སོའུ་བིས། rwa so’u brtsis
/rasʰu ᶳtsi/

動 角年輪を数える

རྭ་གཏུབ།
ipf. རྭ་གཏུབ། rwa gtub /ra ˣtəb/
pf. རྭ་གཏུབས། rwa gtubs /ra ˣtəb/
動 角を切る

རྭ་ིང་། rwa snying /raȵ̊aŋ/
名 (角内部の)角芯; 角芯を覆う皮膚
解説 外を覆う角鞘 (かくしょう) が剥がれてむき出
しになったら、虫がつかないように消毒をしなけれ
ばならない。

6.5 家畜の個性（ヤク）
6.5.1 ヤクの外貌表現（毛色）
ヤクの毛色をめぐる外貌表現には、(1)基底色を表す音節を繰り返す、(2)基底色を表す音節に色
調を表す別の音節を結合、(3)体の特定の箇所を表す音節に色を表す音節を結合、という 3つのパタ
ーンがある。

(1) 基底色には黒 རོག または ནག、焦茶 རྒྱ།、亜麻（明るい茶）སེར།、薄亜麻 ངང་།、灰 ོ།、白 དཀར།、
白黒まだら ཁྲ།、白・亜麻・灰・黒の混じった多色 ེ། がある。各色の典型的な毛色を持つ個体
の場合は、その音節を繰り返す。ちなみに、ヤクは焦茶の毛色を持つ個体が圧倒的に多く、焦
茶の音節を繰り返した རྒྱ་རྒྱ། は単に全身が焦茶色であるというだけでなく、口の部分が灰色ま
たは白で角があるという特徴も表す。この特徴は野生ヤクから受け継いだ性質であると考え
られている。

(2) 一方、色調を表す別の音節を結合させる場合、黒味を帯びていることを表す ནག、赤茶がかっ
ていることを表す དམར།、亜麻色を帯びていることを表す སེར།、白味を帯びていることを表す
དཀར།、白黒まだらの部分が目立っていることを表す ཁྲ། がある。例えば、基底色が焦茶色で、
亜麻色を帯びた個体であれば རྒྱ་སེར། となる。また、多色で白黒まだらの部分が目立つ個体で
あれば ེ་ཁྲ། と呼ばれる。

(3) 体の特定の箇所が目立った色をしている場合は身体部位と色を表す音節を結合させる。焦茶
色の毛をもつ個体が多いこともあり、特定の場所が白いと目立つので、「身体部位＋白 དཀར།」
という表現が多い。「身体部位＋灰白 སྐྱ།」という表現もある。例えば、尻尾 རྔ་མ། だけが白く
て目立つ場合は རྔ་དཀར། と呼ばれる。また、顔だけが白い個体については、顔白という意味の
གྭ という音節が用いられる。顔白で体にまだらの箇所が目立つ個体は གྭ་ཁྲ། となる。
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6.5.1.1 黒の毛色
རོག་རོག rog rog /roɡroɡ/
名 [ヤク] 全身が黒く角ありの個体
解説 口の部分も黒い。

ནག་ནག nag nag /naɡnaɡ/
名 [馬][ヤク][羊] 全身が黒い個体
解説 全身が黒い馬を指すことが多いが、ヤクについ
ても、遠くから角の有無が判別しにくい場合、この
呼称で呼ぶことがある。

6.5.1.2 焦茶の毛色とその複合
རྒྱ་རྒྱ། rgya rgya /ʳɟaʳɟa/
名 [ヤク] 全身が焦茶色で口の部分が灰色または
白で角ありの個体; [羊] 頭部が茶色と白のまだ
らの個体

རྒྱ་དམར། rgya dmar /ʳɟamar/
名 [ヤク] 口白で体が赤茶がかった焦茶色の個
体; [羊] 頭部が赤茶色と白のまだらの個体

རྒྱ་སེར། rgya ser /ʳɟasʰer/
名 [ヤク] 口白で体が亜麻色がかった焦茶色の個
体; [羊] 頭部が白と亜麻色のまだらの個体

རྒྱ་ཁྲ། rgya khra /ʳɟacʰa/
名 [ヤク] 焦茶色の口白で体に白いまだらの部分
がある個体; [羊] 頭部が白く茶色いまだらの目
立つ個体

6.5.1.3 亜麻色の毛色とその複合
སེར་སེར། ser ser /sʰersʰer/
名 [ヤク] 亜麻色の個体, 明るい茶色の個体

སེར་ནག ser nag /sʰernaɡ/
名 [ヤク] 黒味がかった亜麻色の個体
解説 羊の毛色についてもこの表現を用いることが分
かっているが現在のところ詳細は不明。
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སེར་དམར། ser dmar /sʰerᵞmar/
名 [ヤク] 赤茶がかった亜麻色の個体
解説 羊の毛色についてもこの表現を用いることが分
かっているが現在のところ詳細は不明。

སེར་དཀར། ser dkar /sʰerkar/
名 [ヤク] 白っぽい亜麻色の個体

སེར་ཁྲ། ser khra /sʰercʰa/
名 [ヤク] 明るい茶色ないし亜麻色で白いまだら
の部分のある個体; [羊] 頭部が黄色味がかった
明るい茶色で体にまだらのある個体

སེར་གོར། ser gor /sʰerkor/
名 [ヤク] 亜麻色で角が内向きに曲がった個体

6.5.1.4 白茶の毛色
ངང་ངང་། ngang ngang
/ŋaŋŋaŋ/
名 [ヤク] 薄い亜麻色の個体; [馬] キャメル色
の個体

ངང་དཀར། ngang dkar /ŋaŋkar/
名 [ヤク] 白味の強い亜麻色の個体

6.5.1.5 灰の毛色とその複合
ོ་ོ། sngo sngo /ŋ̊orŋ̊o/
名 [ヤク][馬] 濃い灰色の個体

ོ་ནག sngo nag /ŋ̊onaɡ/
名 [ヤク][馬] 黒味がかった灰色の個体

ོ་དམར། sngo dmar /ŋ̊omar/
名 [ヤク][羊] 赤茶がかった灰色の個体

ོ་སེར། sngo ser /ŋ̊osʰer/
名 [ヤク] 亜麻色がかった灰色の個体

ོ་དཀར། sngo dkar /ŋ̊okar/
名 [ヤク] 白味がかった灰色の個体

ོ་ཡར་ལོག sngo yar log
/ŋ̊o jarloɡ/
名 [ヤク] 成長して灰色の毛に生え変わった個体
解説 生まれた時は焦茶色で 3歳頃までに灰色になっ
た個体。

6.5.1.6 白の毛色とその複合
དཀར་དཀར། dkar dkar /karkar/
名 [ヤク][羊] 全身が白い個体
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དཀར་སེར། dkar ser /karsʰer/
名 [ヤク] 亜麻色がかった白の個体

དཀར་ཁྲ། dkar khra /karcʰa/
名 [ヤク] 全体が白っぽいが黒いまだらの部分の
ある個体

6.5.1.7 まだら
ཁྲ་ཁྲ། khra khra /cʰacʰa/
名 [ヤク][羊] 白と黒のまだらの箇所がある個体

གཞུ་ཁྲ། gzhu khra /ᵝʑəcʰa/
名 [ヤク] 背中に白い筋のあるまだらの個体

6.5.1.8 多色
ེ་ེ། sre sre /ʂeʂe/
名 [ヤク] 白・亜麻色・灰色・黒のまだらの個体

ེ་ཁྲ། sre khra /ʂecʰa/
名 [ヤク][羊] 白・亜麻色・灰色・黒が混じって
いてまだらの部分のある個体

6.5.1.9 部分白
ཐོད་དཀར། thod dkar /tʰolkar/
名 [ヤク][馬] 額の白い個体

ི་དཀར། rdzi dkar /ʳdzəkar/
名 [ヤク][馬] 眉間に白が入っている個体

གདོང་དཀར། gdong dkar /ᵞdoŋkar/
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名 [ヤク][馬] 鼻筋の白い個体

གྭ་ལིང་། gwa ling /kalaŋ/
名 [ヤク] 顔白で角ありの個体

གྭ་ཁྲ། gwa khra /kacʰa/
名 [ヤク] 顔白で体にまだらの部分のある個体

ཁ་སྐྱ། kha skya /kʰaᶳca/

名 [ヤク] 口の周りが灰白の個体
解説 この表現を使うのはヤクに対してのみ。

ཁ་དཀར། kha dkar /kʰakar/
名 [ヤク] 口の周りが白い個体
解説 家畜でこの語を使うのはヤクのみ。野生動物で
は野生ヤク、チベットノロバについて言う。

ོད་དཀར། stod dkar /ᶳtolkar/
名 [ヤク] 上半身が白い個体

སོག་དཀར། sog dkar /sʰoɡkar/
名 [ヤク] 肩甲骨の部分の白い個体

ལོང་དཀར། long dkar /loŋkar/
名 [ヤク] 腹部の白い個体

རྔ་དཀར། rnga dkar /ʳŋakar/
名 [ヤク][馬] 尻尾が白い個体, 尻尾に白い部分
のある個体
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ལག་དཀར། lag dkar /laɡkar/
名 [ヤク][馬] 前肢の白い個体

རྐང་དཀར། rkang dkar /ᶳkaŋkar/
名 [ヤク][馬]後肢の白い個体

སུག་དཀར། sug dkar /sʰəɡˣkar/
名 [ヤク][馬] 足の白い個体

6.5.1.10 部分黒
མིག་ནག mig nag /ᵞȵəɡnaɡ/
名 (1)(家畜の) 目の周りだけ黒い個体 (2)(人
が)黒目がちの個体
解説 ヤク、羊などいろいろな家畜に用いる。黒目が
ちな人へのあだ名としてもこの語が用いられる。

དི་ནག dpyi nag /ˣɕənaɡ/
名 [ヤク] 下半身または背中が黒い個体

6.5.2 ヤクの外貌表現（角）
ヤクの角は年齢とともに成長し、個体によって特徴的な形を形成する。その形に対してそれぞれ
呼称があり、形が特徴的であればあるほど、その呼称で呼ばれやすくなる。成長しても角の生えない
個体もおり、そうした状態を表す呼称もある。

མགོ་ོ། mgo rdo /ⁿɡorʳdo/
名 (1)角なしの個体 (2)禿頭の個体

རྭ་ཐོ་ལུ། rwa tho lu /ra tʰolə/
名 (1)[ヤク] 短い角 (2)[羊] 目を傷つけそうな
曲がり方をした角

ཐོ་ལུ། tho lu /tʰolə/
名 (1)[ヤク] 短い角の個体 (2)[羊] 目を傷つけ
そうな曲がり方をした角の個体
解説 毛色の基底色を表す音節に ཐོ།を後続させると、
ヤクでも羊でもその毛色で「角のない」という意味
になる。例えば ོ་ཐོ།なら、毛色が灰色で角のない個
体を表すことになる。
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ཐོ་ལེ། tho le /tʰole/
名 [ヤク] 短い角の個体
解説 ཐོ་ལུ།に同じ。

རྭ་འབུག rwa ’bug /raᵐbəɡ/
名 [ヤク] 垂直に伸びた短い角

རྭ་མཛུག rwa mdzug /raᵐdzəɡ/
名 [ヤク][羊][山羊] まっすぐで中位の長さの角

རྭ་གོར། rwa gor /rakor/
名 [ヤク][羊][山羊] 内側に丸まった角

རྭ་ུར། rwa snur /ranər/
名 [ヤク][羊] 長くて左右に水平または下がり気
味に伸びている角
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རྭ་འདལ། rwa ’dal /raᵐda/
名 [ヤク][羊][山羊] 左右に広がっているまっす
ぐな角

རྭ་བརྒྱང་། rwa brgyang /raᵝɟaŋ/
名 [ヤク][羊] 横に大きく広がって伸びている角

རྭ་ཉལ། rwa nyal /raȵa/
名 [ヤク][羊][山羊] 後ろに寝ている角

རྭ་ཡོན། rwa yon /raᵞjon/
名 [ヤク][羊][山羊] 左右の角が同じ方向に曲が
った状態

རྭ་འཐེང་རྐང་། rwa ’theng rkang
/ra tʰaŋᶳkaŋ/
名 [ヤク] 左右の角の長さが異なる角
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རྭ་ཆག rwa chag /ratɕʰaɡ/
名 [ヤク][羊][山羊] 角の片方が折れた状態 རྭ་གཅིག rwa gcig /raˣtɕəɡ/

名 [ヤク][羊][山羊] 角の片方が折れている個体

རྭ་ལོ། rwa lo /ralo/
名 [ヤク][羊][山羊] 角が両方折れた状態

6.5.3 ヤクの外貌表現（複合）
毛色の特徴と角の特徴を組み合わせて表現することも多い。「色の特徴 +角の特徴」という形を
とる。一般的な特徴の角をもった個体には、色の特徴の後に ལིང་། という音節を結合させる。例えば、
毛が亜麻色 སེར་སེར། で角があるなら སེར་ལིང་། となる。一方、角がない個体については ཐོ། という音節
を結合させる。毛が亜麻色で角がなければ སེར་ཐོ། となる。顔白で角があり གྭ་ལིང་།、さらに目の周りが
黒い མིག་ནག という特徴をもつ個体は གྭ་ལིང་མིག་ནག といった組み合わせで呼ばれる。

6.5.3.1 毛色＋角の形状
རོག་རོག་གྭ་ལིང་། rog rog gwa ling
/roɡroɡ kalaŋ/
名 [ヤク] 黒くて顔白で角ありの個体

རོག་རོག་ཐོད་དཀར། rog rog thod dkar
/roɡroɡ tʰolkar/

名 [ヤク] 黒くて角ありの額の白い個体

རོག་ོ། rog sko /roɡᶳko/
名 [ヤク] 黒くて角が前に曲がっている個体
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རོག་ཉལ། rog nyal /roɡȵa/
名 [ヤク] 全身が黒く角が後ろに寝ている個体

ནག་ཐོ། nag tho /naɡto/
名 [ヤク][羊] 毛色が黒で角なしの個体

རྒྱ་རྒྱ་གྭ་ལིང་། rgya rgya gwa ling
/ʳɟaʳɟa kalaŋ/
名 [ヤク] 全身が焦茶色で顔が白く角ありの個体

རྒྱ་རྒྱ་གྭ་ཐོ། rgya rgya gwa tho
/ʳɟaʳɟa kato/
名 [ヤク] 全身が焦茶色で顔が白く角なしの個体

རྒྱ་ལིང་། rgya ling /ʳɟalaŋ/
名 [ヤク] 焦げ茶色で口白で角ありの個体; [羊]
頭部が白地に茶色のまだらで角ありの個体

རྒྱ་གོར། rgya gor /ʳɟakor/
名 [ヤク] 焦げ茶色で口白で角が内向きに曲がっ
た個体; [羊] 頭部が白地に茶色のまだらで角が
内向きに曲がった個体

རྒྱ་ུར། rgya snur /ʳɟanər/
名 [ヤク] 焦げ茶色で口白で角が平たく伸び
た個体

རྒྱ་ཐོ། rgya tho /ʳɟato/
名 [ヤク] 焦げ茶色で口白で角なしの個体; [羊]
頭部がまだらで角なしの個体
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རྒྱ་སེར་གྭ་ལིང་། rgya ser gwa ling
/ʳɟasʰer kalaŋ/
名 [ヤク] 亜麻色がかった焦茶色で顔白の角あり
の個体

སེར་ལིང་། ser ling /sʰerlaŋ/
名 [ヤク] 亜麻色で角ありの個体

སེར་ཐོ།1 ser tho /sʰerto/
名 [ヤク] 亜麻色で角なしの個体

ོ་ལིང་། sngo ling /ŋ̊olaŋ/
名 [ヤク] 灰色で角ありの個体; [羊] 灰色で角が
まっすぐに伸びた個体

ོ་ཐོ། sngo tho /ŋ̊oto/
名 [ヤク][羊] 灰色で角なしの個体

གྭ་ལིང་མིག་ནག gwa ling mig nag
/kalaŋ ᵞȵəɡnaɡ/
名 [ヤク] 顔白の角ありで目の周りが黒い個体
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གྭ་གཡོན། gwa g.yon /kaᵞjon/
名 [ヤク] 顔が白く角が同じ方向に曲がった個体

གྭ་མཛུག gwa mdzug /kaᵐdzəɡ/
名 [ヤク] 顔が白く角が中位でまっすぐの個体

གྭ་ོ། gwa sko /kaᶳko/
名 [ヤク][羊] 顔が白く巻角の個体

གྭ་ཐོ། gwa tho /kato/
名 [ヤク][羊] 顔が白く角なしの個体

ཁྲ་ལིང་། khra ling /cʰalaŋ/
名 [ヤク][羊] 白黒のまだらで角ありの個体

ཁྲ་ཐོ། khra tho /cʰato/

名 [ヤク][羊] 白黒のまだらで角なしの個体

ེ་ལིང་། sre ling /ʂelaŋ/
名 [ヤク] 白・亜麻色・灰色・黒の混じった角あ
りの個体

ེ་ཐོ། sre tho /ʂeto/
名 [ヤク] 白・亜麻色・灰色・黒の混じった角な
しの個体

6.5.3.2 毛色＋体格
ོ་ལྡང་། sngo ldang /ŋ̊oʳdaŋ/
名 [ヤク][馬] 灰色で大きい個体

ེ་ལྡང་། sre ldang /ʂeʳdaŋ/
名 [ヤク] 白・亜麻色・灰色・黒の混じった色で
大きい個体
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6.5.4 ヤクの体格
ཕོ་ཐིས་བོ། pho this bo /hoˣtiwo/
名 [ヤク] 太って腹が大きい個体

6.5.5 ヤクの性格
གེམ་ཅན། gem can /kemtɕan/
名 頑固で言うことを聞かない人や家畜

ཁ་ོ་ཅན། kha lto can /kʰaᶳtotɕan/
名 [ヤク] 食いしん坊の個体

犬の餌をくすねようとテントに近づいてきた食いしん坊
のヤク

ུན་མོ། srun mo /ʂənmo/
名 [ヤク][羊][馬]従順な個体
解説 従順で扱いやすい個体について言う。雌雄と
も。

ོད་པོ། rgod po /ʳɡolpo/
名 [ヤク][羊][馬]反抗的な個体
解説 扱いにくい個体を指す。雌雄とも。

ུང་ཡེ། rdung ye /ʳdoŋje/
名 [ヤク] 角突きをよくする

ི་ོད་མ། rdzi rgod ma
/ʳdzəʳɡolma/
名 [ヤク] 足で蹴ったりして搾乳の邪魔をする
雌; [羊] 言うことを聞かない雌
解説 2–3歳の雌羊 མཚེར་མོ།が出産した場合、体力が

十分でないため仔畜から引き離して哺乳させないよ
うにするが、そのときに言うことを聞かない雌に対
して ི་ོད་མ།と言う。

གཡོ་སྐྱ། g.yo skya /ᵞjoᶳca/
名 [ヤク] のろまな個体
解説 文字通りには「ずるい」。

ལྕེ་ནུ། lce nu /ˣtɕenə/
名 [ヤク] 母乳を飲む仕草が癖になっている仔畜
解説 文字通りには「舌吸い」。

ཝུ་ནུ། wu nu /ʁonə/
名 [ヤク] 母乳を飲む仕草が癖になっている個体
解説 文字通りには「泡吸い」。

ནུ་ུན། nu rkun /nəᶳkən/
名 [ヤク] 乳泥棒の仔畜
解説 乳を過剰に欲しがり他の母のミルクも吸う仔畜
を指す。

བེའུ་ུན། be’u rkun /wiᶳkən/
名 [ヤク] 0–1歳の乳泥棒の仔畜

ཁེར་འདུག kher ’dug /kʰerⁿdəɡ/
名 単独行動の個体
解説 文字通りには「一人で居る」。人間にも使える
表現。

རི་ཤོར། ri shor /rəxor/
名 [ヤク][羊] いなくなりやすい個体, いなくな
った個体; 放浪しがちな人, 出奔した人
解説 放牧中にいなくなってしまった個体、または放
牧中にいなくなりがちな個体を指す。
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རི་ཤོར་ལ་འབུད། ipf. རི་ཤོར་ལ་འབུད། ri shora ’bud
/rəxor ⁿbəl/

pf. རི་ཤོར་ལ་བུད། ri shora bud
/rəxor wəl/

動 (家畜が)いなくなる; (人が)出奔する

6.6 家畜の個性（羊・山羊）
6.6.1 羊・山羊の外貌表現（毛色）
羊の毛色をめぐる外貌表現には、ヤクの毛色と同様、(1)基本色を表す音節を繰り返す、(2)基本
色を表す音節に色調を表す別の音節を結合の二つが多い。羊の場合、ヤクとは異なり、頭部の毛色に
関心が集中するという特徴がある。この他に、(3)頭の一部が白いことを表す音節や、若い個体であ
ることを表す音節をつけるものがある。

(1) 基本色には黒 ནག、墨色 ུག、焦茶 ཁམ།、赤茶 དམར།、亜麻色（明るい茶）སེར།、灰茶 མོག、灰
ོ།、白 དཀར།、白茶まだら རྒྱ།、白黒まだら ཁྲ།、多色 སེ། がある。各色の典型的な毛色を持つ個
体の場合はその音節を繰り返す。例えば རྒྱ་རྒྱ། は頭部が白と茶のまだらであることを表す。

(2) 一方、色調を表す別の音節を結合させる場合、黒味を帯びていることを表す ནག、赤茶がかっ
ていることを表す དམར།、亜麻色を帯びていることを表す སེར།、白味を帯びていることを表す
དཀར། または སྐྱ།、白黒まだらの部分が目立っていることを表す ཁྲ། がある。例えば頭部が濃い
めの焦茶である場合は ཁམ་ནག、少し亜麻色を帯びた焦茶の場合は ཁམ་སེར། と呼ばれる。

(3) 体の特定の箇所が目立った色をしている場合は身体部位と色を表す音節を結合させるが、ヤ
クと違って頭部のいずれかの部分が白いという言及にとどまり、数も多くない。これに対し、
若い個体であることを表す གཞིས། は基本色と組み合わせてよく用いられる。例えば、焦茶部
分の目立つ若い個体は ཁམ་གཞིས། となる。

6.6.1.1 黒の毛色とその複合
ནག་ནག nag nag /naɡnaɡ/
名 [馬][ヤク][羊] 全身が黒い個体
解説 全身が黒い馬を指すことが多いが、ヤクについ
ても、遠くから角の有無が判別しにくい場合、この
呼称で呼ぶことがある。

ནག་ཁྲ། nag khra /naɡcʰa/
名 [羊] 頭部が黒く体に白のまだらのある個体

མགོ་ནག mgo nag /ⁿɡonaɡ/
名 [羊] 頭部が黒い個体

ོད་ནག stod nag /ᶳtolnaɡ/
名 [羊] 上半身が黒い個体

6.6.1.2 墨色の毛色とその複合
ུག་ུག smug smug /m̥əɡm̥əɡ/
名 [羊] 墨色の個体

ུག་ནག smug nag /m̥əɡnaɡ/
名 [羊] 濃い墨色の個体

ུག་ཁྲ། smug khra /m̥əɡcʰa/
名 [羊] 墨色で体にまだらの部分のある個体

ུག་གཞིས། smug gzhis /m̥əɡᵞʑi/
名 [羊] 墨色で若い個体

6.6.1.3 頭が茶色と白のまだらの毛色とそ
の複合

རྒྱ་རྒྱ། rgya rgya /ʳɟaʳɟa/

6



家畜の個体管理 113 6.6家畜の個性（羊・山羊）

名 [ヤク] 全身が焦茶色で口の部分が灰色または
白で角ありの個体; [羊] 頭部が茶色と白のまだ
らの個体

རྒྱ་ནག rgya nag /ʳɟanaɡ/
名 [羊] 頭部が黒と白のまだらの個体

རྒྱ་སེར། rgya ser /ʳɟasʰer/
名 [ヤク] 口白で体が亜麻色がかった焦茶色の個
体; [羊] 頭部が白と亜麻色のまだらの個体

རྒྱ་དམར། rgya dmar /ʳɟamar/
名 [ヤク] 口白で体が赤茶がかった焦茶色の個
体; [羊] 頭部が赤茶色と白のまだらの個体

རྒྱ་དཀར། rgya dkar /ʳɟakar/
名 [羊] 頭部がまだらで白く目立つ部分のあ
る個体

རྒྱ་སྐྱ། rgya skya /ʳɟaᶳca/
名 [羊] 頭部が薄茶色と白のまだらの個体

རྒྱ་ཁྲ། rgya khra /ʳɟacʰa/
名 [ヤク] 焦茶色の口白で体に白いまだらの部分
がある個体; [羊] 頭部が白く茶色いまだらの目
立つ個体

རྒྱ་ུག rgya rgug /ʳɟaʳɡəɡ/
名 [羊] 頭部が白地に茶色のまだらで背中にこぶ
のある個体

རྒྱ་གཞིས། rgya gzhis /ʳɟaᵞʑi/
名 [羊] 頭部が茶色と白のまだらで若い個体

6.6.1.4 茶色の毛色とその複合
ཁམ་ནག kham nag /kʰamnaɡ/
名 [羊] 頭部が焦茶色の個体

ཁམ་སེར། kham ser /kʰamsʰer/
名 [羊] 頭部が亜麻色の個体

ཁམ་སྐྱ། kham skya /kʰamᶳca/
名 [馬] 赤茶色の個体; [羊] 頭部が茶色で体に白
っぽいところが目立つ個体

ཁམ་ཁྲ། kham khra /kʰamcʰa/
名 [馬] 赤茶色と白のまだらの個体; [羊] 頭部が
茶色で体にまだらの部分のある個体

ཁམ་གཞིས། kham gzhis /kʰamᵞʑi/
名 [羊] 茶色の部分の目立つ若い個体

ཁམ་ུག kham rgug /kʰamʳɡəɡ/
名 [羊] 頭部が明るい茶色で背中にこぶのあ
る個体

6.6.1.5 赤茶色の毛色とその複合
དམར་དམར། dmar dmar /ᵞmarmar/
名 [羊] 赤茶色の個体
解説 この毛色を持つ羊は多くない。

དམར་ནག dmar nag /ᵞmarnaɡ/
名 [羊] 濃い赤茶色の個体
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དམར་སེར། dmar ser /ᵞmarsʰer/
名 [羊] 亜麻色がかった赤茶色の個体

དམར་ཁྲ། dmar khra /ᵞmarcʰa/
名 [羊] 赤茶色でまだらの部分のある個体

6.6.1.6 明るい茶色とその複合
སེར་ཁྲ། ser khra /sʰercʰa/
名 [ヤク] 明るい茶色ないし亜麻色で白いまだら
の部分のある個体; [羊] 頭部が黄色味がかった
明るい茶色で体にまだらのある個体

མགོ་སེར། mgo ser /ⁿɡosʰer/
名 [羊] 頭部が亜麻色の個体

6.6.1.7 灰茶の毛色とその複合
མོག་མོག mog mog /moɡmoɡ/
名 [馬][羊] 灰褐色の個体

6.6.1.8 灰色の毛色とその複合
ོ་དམར། sngo dmar /ŋ̊omar/
名 [ヤク][羊] 赤茶がかった灰色の個体

ོ་ཁྲ། sngo khra /ŋ̊ocʰa/
名 [羊] 灰色でまだらの部分のある個体

ོ་གཞིས། sngo gzhis /ŋ̊oᵞʑi/
名 [羊] 灰色で若い個体

6.6.1.9 白い毛色
དཀར་དཀར། dkar dkar /karkar/

名 [ヤク][羊] 全身が白い個体

6.6.1.10 まだら白黒とその複合
ཁྲ་ཁྲ། khra khra /cʰacʰa/
名 [ヤク][羊] 白と黒のまだらの箇所がある個体

ཁྲ་ནག khra nag /cʰanaɡ/
名 [羊] 頭部が黒く体に白のまだらのある個体

ཁྲ་གཞིས། khra gzhis /cʰaᵞʑi/
名 [羊] 上半身がまだらで若い個体

6.6.1.11 多色
སེ་སེ། se se /sʰesʰe/
名 [羊] 様々な色が混じった個体

ེ་ཁྲ། sre khra /ʂecʰa/
名 [ヤク][羊] 白・亜麻色・灰色・黒が混じって
いてまだらの部分のある個体

6.6.1.12 部分白
ཀླད་དཀར། klad dkar /ᵞlalkar/
名 [羊] 額が白い個体

དཀར་གཞིས། dkar gzhis /karᵞʑi/
名 [羊] 頭部が白く若い個体

གྭ་གཞིས། gwa gzhis /kaᵞʑi/
名 [羊] 顔が白く若い個体

6.6.1.13 その他
ོང་ལུག་འདབས་དཀར།
stong lug ’dabs dkar
/ᶳtoŋləɡ ⁿdabkar/
名 [羊] 黒地に U字型の白い模様の入った個体
解説 千頭に一頭ほどしかいない珍しい模様。

ེ་རག dre rag /ʈiraɡ/
名 [羊] 頭部が白地で目の周りと口が亜麻色で鼻
筋が黒く茶色混じりの個体
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ེ་ནུ། ske nu /ᶳkenə/
名 [羊] 首の部分に乳首のような出っ張りのあ
る個体

ུག་འབུར། rgug ’bur /ʳɡəɡⁿbər/
名 [羊] 背骨が上方に湾曲した
解説 人間の背骨が後方に湾曲している状態も指す。

6.6.2 羊・山羊の外貌表現（角）
羊の角は年齢とともに成長し、個体によって特徴的な形を形成する。ヤクと同様、その形に対して
それぞれ呼称があり、形が特徴的であればあるほど、その呼称で呼ばれやすくなる。成長しても角の
生えない個体もおり、そうした状態を表す呼称もある。

ཐོ་ལུ། tho lu /tʰolə/
名 (1)[ヤク] 短い角の個体 (2)[羊] 目を傷つけ
そうな曲がり方をした角の個体
解説 毛色の基底色を表す音節に ཐོ།を後続させると、
ヤクでも羊でもその毛色で「角のない」という意味
になる。例えば ོ་ཐོ།なら、毛色が灰色で角のない個
体を表すことになる。

རྭ་ཐོ་ལུ། rwa tho lu /ra tʰolə/
名 (1)[ヤク] 短い角 (2)[羊] 目を傷つけそうな
曲がり方をした角

རྭ་གོར། rwa gor /rakor/
名 [ヤク][羊][山羊] 内側に丸まった角

རྭ་ཡོན། rwa yon /raᵞjon/
名 [ヤク][羊][山羊] 左右の角が同じ方向に曲が
った状態

རྭ་མཛུག rwa mdzug /raᵐdzəɡ/
名 [ヤク][羊][山羊] まっすぐで中位の長さの角

རྭ་ུར། rwa snur /ranər/
名 [ヤク][羊] 長くて左右に水平または下がり気
味に伸びている角

རྭ་གུག rwa gug /rakəɡ/
名 [羊][山羊] 内側に曲がった角

རྭ་འདལ། rwa ’dal /raᵐda/

名 [ヤク][羊][山羊] 左右に広がっているまっす
ぐな角

རྭ་བརྒྱང་། rwa brgyang /raᵝɟaŋ/
名 [ヤク][羊] 横に大きく広がって伸びている角

རྭ་ཉལ། rwa nyal /raȵa/
名 [ヤク][羊][山羊] 後ろに寝ている角

རྭ་ལེབ། rwa leb /raleb/
名 [羊] 横に平たく伸びた角

རྭ་འིལ། rwa ’khyil /raⁿcʰi/
名 [羊][山羊] 巻き角の個体

རྭ་འོག rwa ’khyog /racʰoɡ/
名 [羊] 角がくねくねと曲がった

རྭ་མདུད། rwa mdud /raᵐdəl/
名 角が内側に伸びてクロスした状態

ུང་རྭ། khyung rwa /cʰoŋra/
名 [羊] まっすぐに伸びたねじれ角

རྭ་ཆག rwa chag /ratɕʰaɡ/
名 [ヤク][羊][山羊] 角の片方が折れた状態

རྭ་གཅིག rwa gcig /raˣtɕəɡ/
名 [ヤク][羊][山羊] 角の片方が折れている個体

རྭ་ལོ། rwa lo /ralo/
名 [ヤク][羊][山羊] 角が両方折れた状態
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6.6.3 羊・山羊の外貌表現（毛色＋角の複合）
毛色の特徴と角の特徴を組み合わせて表現することも多い。ヤクと同様、「色の特徴 +角の特徴」
という形をとる。一般的な特徴の角をもった個体には、色の特徴の後に ལིང་། を結合させる。例えば、
焦茶部分の目立つ角のある個体は ཁམ་ལིང་། となる。一方、角がない個体については ཐོ། を結合させる。
焦茶部分の目立つ角のない個体は ཁམ་ཐོ། となる。

6.6.3.1 黒の毛色と角の複合
ནག་ཐོ། nag tho /naɡto/
名 [ヤク][羊] 毛色が黒で角なしの個体

ནག་འིལ། nag ’khyil /naɡⁿcʰi/
名 [羊] 黒くて巻き角の個体

6.6.3.2 墨色の毛色と角の複合
ུག་ཐོ། smug tho /m̥əɡto/
名 [羊] 墨色で角なしの個体

ུག་ལིང་། smug ling /m̥əɡlaŋ/
名 [羊] 墨色で角がまっすぐに伸びた個体

ུག་གོར། smug gor /m̥əɡkor/
名 [羊] 墨色で角が内向きに曲がった個体

ུག་འདལ། smug ’dal /m̥əɡⁿda/
名 [羊] 墨色で角が外側に広がり先端が上を向い
ている個体

ུག་འིལ། smug ’khyil /m̥əɡⁿcʰi/
名 [羊] 墨色で巻き角の個体

6.6.3.3 頭が茶色と白のまだらの毛色と角
の複合

རྒྱ་ཐོ། rgya tho /ʳɟato/
名 [ヤク] 焦げ茶色で口白で角なしの個体; [羊]
頭部がまだらで角なしの個体

རྒྱ་ལིང་། rgya ling /ʳɟalaŋ/
名 [ヤク] 焦げ茶色で口白で角ありの個体; [羊]
頭部が白地に茶色のまだらで角ありの個体

རྒྱ་གོར། rgya gor /ʳɟakor/
名 [ヤク] 焦げ茶色で口白で角が内向きに曲がっ
た個体; [羊] 頭部が白地に茶色のまだらで角が
内向きに曲がった個体

རྒྱ་འདལ། rgya ’dal /ʳɟamⁿda/
名 [羊] 頭部が白地に茶色のまだらで角が横に広
がり先端が上を向いている個体

རྒྱ་འིལ། rgya ’khyil /ʳɟaⁿcʰi/
名 [羊] 頭部が白地に茶色のまだらで巻き角
の個体

6.6.3.4 茶色の毛色と角の複合
ཁམ་ཐོ། kham tho /kʰamto/
名 [羊] 頭部が茶色で角がない個体

ཁམ་ལིང་། kham lling /kʰamlaŋ/
名 [羊] 頭部が茶色で角がまっすぐに伸びた個体

ཁམ་གོར། kham gor /kʰamkor/
名 [羊] 頭部が茶色で角が内向きに曲がった個体

ཁམ་འདལ། kham ’dal /kʰamⁿda/
名 [羊] 頭部が茶色で角が横に広がり先端が上を
向いている個体
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ཁམ་འིལ། kham ’khyil /kʰamⁿcʰi/
名 [羊] 頭部が茶色で巻き角の個体

6.6.3.5 赤茶色の毛色と角の複合
དམར་ཐོ། dmar tho /ᵞmarto/
名 [羊] 赤茶色で角なしの個体

དམར་ལིང་། dmar ling /ᵞmarlaŋ/
名 [羊] 赤茶色で角がまっすぐに伸びた個体

དམར་འིལ། dmar ’khyil /ᵞmarⁿcʰi/
名 [羊] 赤茶色で巻き角の個体

6.6.3.6 灰茶の毛色と角の複合
མོག་ཐོ། mog tho /moɡto/
名 [羊] 灰色がかった茶色で角なしの個体

མོག་ལིང་། mog ling /moɡlaŋ/
名 [羊] 灰色がかった茶色で角がまっすぐに伸び
た個体

མོག་གོར། mog gor /moɡkor/
名 [羊] 灰色がかった茶色で角が内向きに曲がっ
た個体

མོག་འདལ། mog ’dal /moɡⁿda/
名 [羊] 灰色がかった茶色で角が横に広がり先端
が上を向いている個体

མོག་འིལ། mog ’khyil /moɡⁿcʰi/
名 [羊] 灰色がかった茶色で巻き角の個体

6.6.3.7 灰色の毛色と角の複合
ོ་ལིང་། sngo ling /ŋ̊olaŋ/
名 [ヤク] 灰色で角ありの個体; [羊] 灰色で角が
まっすぐに伸びた個体

ོ་འདལ། sngo ’dal /ŋ̊oⁿda/
名 [羊] 毛が灰色で角が横に広がり先端が上を向
いている個体

ོ་གོར། sngo gor /ŋ̊okor/
名 [羊] 灰色で角が内向きに曲がった個体

ོ་འིལ། sngo ’khyil /ŋ̊oⁿcʰi/
名 [羊] 灰色で巻き角の個体

6.6.3.8 まだら白黒と角の複合
ཁྲ་ཐོ། khra tho /cʰato/
名 [ヤク][羊] 白黒のまだらで角なしの個体

ཁྲ་ལིང་། khra ling /cʰalaŋ/
名 [ヤク][羊] 白黒のまだらで角ありの個体

ཁྲ་གོར། khra gor /cʰakor/
名 [羊] 白黒のまだらで角が内向きに曲がっ
た個体

6.6.3.9 部分白と角の複合
གྭ་ཐོ། gwa tho /kato/
名 [ヤク][羊] 顔が白く角なしの個体

གྭ་ོ། gwa sko /kaᶳko/
名 [ヤク][羊] 顔が白く巻角の個体

གྭ་མདུང་། gwa mdung /kaᵐdoŋ/
名 [羊] 顔が白く角が上に伸びた個体

གྭ་གོར། gwa gor /kakor/
名 [羊] 顔が白く角が内向きに曲がった個体
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6.6.3.10 頭部が白地で目の周りと口が亜麻色
で鼻筋が黒い毛色と角の複合

ེ་ཐོ། dre tho /ʈito/
名 [羊] 頭部が白地で目の周りと口が亜麻色で鼻
筋が黒く角なしの個体

ེ་ལིང་། dre ling /ʈilaŋ/
名 [羊] 頭部が白地で目の周りと口が亜麻色で鼻
筋が黒く角ありの個体

6.6.4 羊・山羊の外貌表現（その他）
ཙུ་ལུ། tsu lu /tsələ/
名 [羊] 耳の小さい個体

6.6.5 羊・山羊の性格
ུན་མོ། srun mo /ʂənmo/
名 [ヤク][羊][馬]従順な個体
解説 従順で扱いやすい個体について言う。雌雄と

も。

ོད་པོ། rgod po /ʳɡolpo/
名 [ヤク][羊][馬]反抗的な個体
解説 扱いにくい個体を指す。雌雄とも。

ི་ོད་མ། rdzi rgod ma
/ʳdzəʳɡolma/
名 [ヤク] 足で蹴ったりして搾乳の邪魔をする
雌; [羊] 言うことを聞かない雌
解説 2–3歳の雌羊 མཚེར་མོ།が出産した場合、体力が
十分でないため仔畜から引き離して哺乳させないよ
うにするが、そのときに言うことを聞かない雌に対
して ི་ོད་མ།と言う。

རི་ཤོར། ri shor /rəxor/
名 [ヤク][羊] いなくなりやすい個体, いなくな
った個体; 放浪しがちな人, 出奔した人
解説 放牧中にいなくなってしまった個体、または放
牧中にいなくなりがちな個体を指す。

6.7 家畜の個性（馬）
6.7.1 馬の外貌表現（毛色）
馬の毛色をめぐる外貌表現には、ヤクの毛色と同様、(1)基底色を表す音節を繰り返す、(2)基底
色を表す音節に色味を表す音節を結合、(3)体の特定の箇所を表す音節に色味を表す音節を結合、と
いう 3つのパターンがある。この他に毛色に体の大きさや年齢を付け加えた表現や、たてがみや尻
尾、つむじなどに注目した表現もある。

(1) 基底色には黒 ནག、濃茶 རྐྱང་།、明るい茶 ཁམ།、キャメル ངང་།、薄いキャメル རག、灰 ོ།または
མོག、白 ར།、白地に斑点 གྲོ།、多色 སེ།がある。སེ།を除き、各色の典型的な毛色を持つ個体の場
合はその音節を繰り返す。典型的な明るい茶色の毛色の個体は ཁམ་ཁམ།と呼ばれる。

(2) 一方、色調を表す別の音節を結合させる場合は、黒味を帯びていることを表す ནག、赤茶がか
っていることを表す དམར།、茶色味を帯びていることを表す རྐྱང་།、薄茶がかっていることを表
す རག、亜麻色味を帯びていることを表す གསེར།、灰色がかっていることを表す ོན།、白味が
かっていることを表す དཀར།または སྐྱ།、まだらの部分が目立っていることを表す ཁྲ།がある。
例えば、濃いめの茶色でまだらの部分がある個体は རྐྱང་ཁྲ།となる。

(3) 体の特定の箇所が白で目立つ場合は身体部位と色を表す音節を結合させる。鼻の白い個体で
あれば、「鼻＋白」སྣ་དཀར།となる。

6.7.1.1 黒の毛色とその複合
ནག་ནག nag nag /naɡnaɡ/

名 [馬][ヤク][羊] 全身が黒い個体
解説 全身が黒い馬を指すことが多いが、ヤクについ
ても、遠くから角の有無が判別しにくい場合、この
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呼称で呼ぶことがある。

ནག་སེར། nag ser /naɡsʰer/
名 [馬] 黒くて少し亜麻色味を帯びた個体

6.7.1.2 濃茶の毛色とその複合
རྐྱང་རྐྱང་། rkyang rkyang
/ᶳcaŋᶳcaŋ/
名 [馬] 濃い茶色の個体

རྐྱང་ནག rkyang nag /ᶳcaŋnaɡ/
名 [馬] 黒味がかった濃い茶色の個体

རྐྱང་དམར། rkyang dmar /ᶳcaŋᵞmar/
名 [馬] 薄い茶色の個体, 赤茶色の個体

རྐྱང་རག rkyang rag /ᶳcaŋraɡ/
名 [馬] 薄い赤茶色の個体

རྐྱང་སེར། rkyang ser /ᶳcaŋsʰer/
名 [馬] 亜麻色がかった茶色の個体
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རྐྱང་དཀར། rkyang dkar /ᶳcaŋkar/
名 [馬] 白味がかった濃い茶色の個体

རྐྱང་སྐྱ། rkyang skya /ᶳcaŋᶳca/
名 [馬] 灰白がかった茶色の個体

རྐྱང་ཁྲ། rkyang khra /ᶳcaŋcʰa/
名 [馬] 濃い茶色で白いまだらの部分のある個体

6.7.1.3 赤茶の毛色とその複合
ཁམ་ཁམ། kham kham /kʰamkʰam/
名 [馬] 明るい茶色の個体, 赤茶色の個体

ཁམ་པ། kham pa /kʰampa/
名 [馬] 赤毛の個体

ཁམ་ཁྲ། kham khra /kʰamcʰa/
名 [馬] 赤茶色と白のまだらの個体; [羊] 頭部が
茶色で体にまだらの部分のある個体

ཁམ་སྐྱ། kham skya /kʰamᶳca/
名 [馬] 赤茶色の個体; [羊] 頭部が茶色で体に白
っぽいところが目立つ個体

6.7.1.4 キャメル色の毛色とその複合
ངང་ངང་། ngang ngang
/ŋaŋŋaŋ/
名 [ヤク] 薄い亜麻色の個体; [馬] キャメル色
の個体

ངང་ལུ། ngang lu /ŋaŋlə/
名 [馬] キャメル色の個体

ངང་རྐྱང་། ngang rkyang
/ŋaŋᶳcaŋ/
名 [馬] キャメル色の個体

6.7.1.5 薄いキャメル色の毛色
རག་རག rag rag /raɡraɡ/
名 [馬] 薄いキャメル色の個体

རག་ལུ། rag lu /raɡlə/
名 [馬] 薄いキャメル色の個体

6.7.1.6 灰色の毛色とその複合
ོ་ོ། sngo sngo /ŋ̊orŋ̊o/
名 [ヤク][馬] 濃い灰色の個体
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ོ་ནག sngo nag /ŋ̊onaɡ/
名 [ヤク][馬] 黒味がかった灰色の個体

6.7.1.7 灰褐色の毛色
མོག་མོག mog mog /moɡmoɡ/
名 [馬][羊] 灰褐色の個体

6.7.1.8 白い毛色とその複合
ར་ར། ra ra /rara/
名 [馬] 全身が白い個体
解説 毛、尻尾、たてがみのいずれも白い馬。

ར་ཁྲ། ra khra /racʰa/
名 [馬] 白の入ったまだらの個体

6.7.1.9 白地に斑点の毛色とその複合
གྲོ་གྲོ། gro gro /coco/
名 [馬] 全体が白く灰色の斑点が入っている個体
解説 もともと濃い灰色 ོ་ོ། だったのが、年を取っ
て白い毛が増えた状態を指す。

གྲོ་དམར། gro dmar /coᵞmar/
名 [馬] 全体が茶色っぽく斑点のある個体

གྲོ་སེར། gro ser /cosʰer/
名 [馬] 亜麻色ががった茶色で斑点のある個体
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གྲོ་ོན། gro sngon /coŋ̊on/
名 [馬] 灰色ががった白地に斑点のある個体

གྲོ་རྒྱ། gro rgya /coʳɟa/
名 [馬] 白地に斑点のある灰色混じりの個体

6.7.1.10 多色とその複合
སེ་ལུ། se lu /sʰelə/
名 [馬] 白・黄・黒などの複数の色が混じってい
る個体

སེ་ལེ། se le /sʰele/
名 [馬] 白・黄・黒などの複数の色が混じってい
る個体
解説 སེ་ལུ།に同じ。

སེ་ལུ་ུག་དཀར། se lu grug dkar
/sʰelə ʈəɡkar/
名 [馬] 体が白・黄・黒の混じった色で尻が白
い個体

6.7.1.11 部分白
ི་དཀར། rdzi dkar /ʳdzəkar/
名 [ヤク][馬] 眉間に白が入っている個体

སྣ་དཀར། sna dkar /n̥əkar/
名 [馬] 鼻の白い個体

གདོང་དཀར། gdong dkar /ᵞdoŋkar/
名 [ヤク][馬] 鼻筋の白い個体

གྭ་ལ། gwa la /kala/
名 [馬] 顔が鼻の上まで白い個体

ལག་དཀར། lag dkar /laɡkar/
名 [ヤク][馬] 前肢の白い個体

རྐང་དཀར། rkang dkar /ᶳkaŋkar/
名 [ヤク][馬]後肢の白い個体

སུག་དཀར། sug dkar /sʰəɡˣkar/
名 [ヤク][馬] 足の白い個体

རྔ་དཀར། rnga dkar /ʳŋakar/
名 [ヤク][馬] 尻尾が白い個体, 尻尾に白い部分
のある個体

ཤེའུ་ཐིག she’u thig /xitʰəɡ/
名 [馬] 小鹿のような白斑点

6.7.1.12 部分まだら
སྣ་ཁྲ། sna khra /n̥acʰa/
名 [馬] 鼻がまだらの個体

6.7.2 馬の外貌表現（毛色＋その他の特徴）
རྐྱང་ོད། rkyang rgod /ᶳcaŋʳɡol/
名 [馬] 濃い茶色で荒っぽい性格の個体

རྐྱང་ཆེ། rkyang che /ᶳcaŋtɕʰe/
名 [馬] 濃い茶色で大きい個体

རྐྱང་ཆུང་། rkyang chung
/ᶳcaŋtɕʰoŋ/
名 [馬] 濃い茶色で小さい個体

ོ་ལྡང་། sngo ldang /ŋ̊oʳdaŋ/
名 [ヤク][馬] 灰色で大きい個体

ོ་ཆུང་། sngo chung /ŋ̊otɕʰoŋ/
名 [馬] 灰色の小さい個体

6.7.3 馬の外貌表現（年齢＋毛色）
ེའུ་ོན། rte’u sngon /ᶳtiŋ̊on/
名 [馬] 灰色の 0–1歳馬
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ཐོར་ནག thor nag /tʰornaɡ/
名 [馬] 黒い 2歳馬

རྟ་ནག rta nag /ᶳtanaɡ/
名 [馬] 黒い個体

6.7.4 馬の外貌表現（たてがみ・尻尾・つ
むじ）

ོག་རིང་། rngog ring /ʳŋoɡraŋ/
名 [馬] たてがみの長い個体

ོག་ཐུང་། rngog thung /ʳŋoɡtʰoŋ/
名 [馬] たてがみの短い個体

རྔ་རིང་། rnga ring /ʳŋaraŋ/
名 [馬] 尻尾の長い個体

རྔ་ཕྲ། rnga phra /ʳŋaᵐʈʰa/
名 [馬] 尻尾の細い個体

རྔ་ལོ། rnga lo /ʳŋalo/
名 [馬] 尻尾の短い個体

རྔ་ཡང་། rnga yang /ʳŋajaŋ/
名 [馬] 尻尾の毛の薄い

རྔ་དཀར། rnga dkar /ʳŋakar/
名 [ヤク][馬] 尻尾が白い個体, 尻尾に白い部分
のある個体

རྔ་སྐྱ། rnga skya /ʳŋaᶳca/
名 [馬] 尻尾が灰白の個体

གཙུག gtsug /ˣtsəɡ/
名 つむじ
解説 馬はつむじがある方が高値。二つ、三つあると
もっと良いとされる。

6.7.5 馬の性格
ུན་མོ། srun mo /ʂənmo/
名 [ヤク][羊][馬]従順な個体
解説 従順で扱いやすい個体について言う。雌雄と

も。

གཡང་མ། g.yang ma /ᵞjaŋma/
名 [馬]従順な個体
解説 乗用にしたり荷駄にしたりするときに従順な
馬。雌雄とも。

ོད་པོ། rgod po /ʳɡolpo/
名 [ヤク][羊][馬]反抗的な個体
解説 扱いにくい個体を指す。雌雄とも。

6.8 家畜の管理
6.8.1 家畜の点呼
ཟོག་ི།

ipf. ཟོག་ི། zog rtsi /soɡ ᶳtsə/
pf. ཟོག་བིས། zog brtsis /soɡ ᶳtsi/
動 ヤクの頭数を確認する

ལུག་ི།
ipf. ལུག་ི། lug rtsi /ləɡ ᶳtsə/
pf. ལུག་བིས། lug brtsis /ləɡ ᶳtsi/
動 羊の頭数確認をする

ཚང་ིས། tshang rtsis
/tsʰaŋᶳtsə/
名 家畜の頭数確認; 点呼
解説 ヤクや羊が揃っているかどうかを確認する作
業。人間を数える場合にも用いられる。

ཚང་ིས་ེད།
ipf. ཚང་ིས་ེད། tshang rtsis byed

/tsʰaŋᶳtsə jel/
pf. ཚང་ིས་བྱས། tshang rtsis byas

/tsʰaŋᶳtsə ji/
動 家畜の頭数確認をする; 点呼する

6.8.2 家畜の目印
མཚལ་རྒྱག
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ipf. མཚལ་རྒྱག mtshal rgyag
/ᵐtsʰa ʳɟaɡ/

pf. མཚལ་བརྒྱབ། mtshal brgyab
/ᵐtsʰa ʳɟab/

動 (角などに目印の)赤い色をつける

རྭ་རྟགས། rwa rtags /raᶳtaɡ/
名 角につけた印
解説 自分の家の羊を識別するために角につける印。
རྭ་ཚ།参照。

རྭ་མཚལ། rwa mtshal /raᵐtsʰa/
名 角につけた赤インク
解説 自分の家の羊を識別するために角に色をつけ
る。文字通りには「角につけた朱」。

ལྕགས་ཚ། lcags tsha /ˣtɕaɡtsʰa/
名 インク
解説 かつては去勢を終えた羊の肩、背中、腹などに
インクで印をつけていた。近年は羊の数自体が少な
く、あまり行わない。

6.8.3 羊の耳標
མདའ་ོང་། mda’ ltong /ᵐdaᶳtoŋ/
名 [羊] 耳標の一種で耳の先を矢筈のように切っ
た状態

ི་ཁེས། phyi khes /ᶲɕəkʰi/
名 [羊] 耳標の一種で背中側の耳を切った状態

སྔན་ཁེས། sngan khes /ŋ̊ankʰi/
名 [羊] 耳標の一種で顔側の耳を切った状態

དཀར་ཁུང་། dkar khung /karkʰoŋ/

名 [羊] 耳標の一種で耳の中央に穴を開けたもの

རྣ་ུད། rna skud /ʳnaᶳkəl/
名 [羊] 紐タイプの耳標
解説 羊毛製の紐で作る。

རྣ་ུད་འེན།
ipf. རྣ་ུད་འེན། rna skud ’dren

/ʳnaᶳkəl ⁿɖen/
pf. རྣ་ུད་དྲངས། rna skud drangs

/ʳnaᶳkəl ʈaŋ/
動 [羊] 紐タイプの耳標をつける

རྣ་ོད། rna rgod /ʳnaʳɡol/
名 [羊] 耳を切っていない状態

རྣ་རྟགས། rna rtags /ʳnaᶳtaɡ/
名 [羊] 耳標 (じひょう)
解説 ハサミで切れ目を入れて目印とする。かつては
耳の一部を切り取った上で、色付きの布の切れ端を
耳標（所有者の目印）として縫い付けて区別してい
た。耳の切れ込みの形状に応じて呼び名がある。

རྣ་རྟགས་རྒྱག
ipf. རྣ་རྟགས་རྒྱག rna rtags rgyag

/ʳnaᶳtaɡ ʳɟaɡ/
pf. རྣ་རྟགས་བརྒྱབ། rna rtags brgyab

/ʳnaᶳtaɡ ʳɟab/
動 [羊] 耳標をつける; 耳に印をつける

6.8.4 家畜の係留場所
6.8.4.1 家畜を休息させる場所
ལྷས། lhas /li̥/
名 (宿営地周辺の)家畜を休息させる場所
解説 放牧から戻ってきた家畜が多頭係留索に繋がれ
たり、囲いに入れられたりする場所の総称。

ཟོག་ལྷས། zog lhas /soɡli̥/
名 ヤクを休息させる場
解説 テントの入口側に設置されることが多い。宿営
地の移動の多かった時代は放牧から戻ってくると全
てのヤクが繋がれていた。現在は移動が少なく居住
地も固定されているので、乳搾り用以外のヤクを収
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容するために囲い ཟོག་ར།を設置する世帯が多い。

ལུག་ལྷས། lug lhas /ləɡli̥/
名 羊の係留場
解説 羊囲い ལུག་ར། を設置していない場合、ヤクを
円形に係留し、その円の中に羊を入れて休ませる。

6.8.4.2 多頭係留索
རྡང་། rdang /ʳdaŋ/
名 家畜の多頭係留索
解説 複数の家畜を一列に繋ぐ長いロープ。多くはヤ
クだが、馬や羊も大量に一列で繋ぐ場合はこの方式
を取ることがある。現代は乳搾り用の母仔ヤクのみ
を繋ぐことが多い。གདང་།とも。

左側が母畜の係留索、右側が仔畜の係留索

གདང་།2 gdang /ʳdaŋ/
名 家畜の多頭係留索
解説 རྡང་།の異綴り。

ནོར་རྡང་། nor rdang /norʳdaŋ/
名 ヤクの多頭係留索

ཟོག་རྡང་། zog rdang /soɡʳdaŋ/
名 ヤクの多頭係留索

བེའུ་རྡང་། be’u rdang /wiʳdaŋ/
名 0–1歳ヤク専用の多頭係留索

ཡར་རྡང་། yar rdang /jarʳdaŋ/
名 1–2歳ヤク専用の多頭係留索

འི་རྡང་། ’bri rdang /ⁿɖəʳdaŋ/
名 雌ヤクの多頭係留索

གཡག་རྡང་། g.yag rdang
/ᵞjaɡʳdaŋ/
名 去勢ヤク用の多頭係留索
解説 རྡང་།参照。鼻輪につけた紐をロープにくくりつ
ける。かつて季節移動をして宿営地が固定していな
かった時代には全てのヤクは宿営地に戻ってきたら
ロープに繋いでいた。移動が減り、宿営地も固定し
た現在は乳搾り用のヤク以外は繋がず家畜囲いに入
れて管理している。

རྟ་རྡང་། rta rdang /ᶳtaʳdaŋ/
名 馬の多頭係留索
解説 རྡང་།参照。馬は通常は一頭ずつ繋ぐため、長い
ロープの係留索は用いないが、多くの頭数の馬を繋
ぐ場合は使うことがある。
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6.8.4.3 家畜囲い
ར། ra /ra/
名 囲い; 家畜囲い

ཟོག་ར། zog ra /soɡra/
名 ヤク囲い

བེའུ་ར། be’u ra /wira/
名 0–1歳ヤク専用の囲い

ལུག་ར། lug ra /ləɡra/
名 羊囲い

囲いは木の枝を立てて作られている

རྟ་ར། rta ra /ᶳtara/
名 馬囲い

ལྕང་ར། lcang ra /ˣtɕaŋra/
名 柳の木で作った家畜囲い

ི་ར། lci ra /ˣtɕəra/
名 ヤク糞で作った家畜囲い

གྱང་ར། gyang ra /caŋra/
名 土で固めた家畜囲い

ོ་ར། rdo ra /ʳdora/
名 石積みの家畜囲い

ར་ཤིང་། ra shing /raxaŋ/
名 家畜囲い用の細い木の枝; 家畜囲いの柵

6.8.5 ヤクの係留
ཟོག་འདོགས།

ipf. ཟོག་འདོགས། zog ’dogs /soɡ ⁿdoɡ/
pf. ཟོག་བཏགས། zog btags /soɡ ᵖtaɡ/
動 ヤクを多頭係留索に繋ぐ

རྩད་ལོ། rtsad lo /ᶳtsallo/
名 多頭係留索にヤクを繋ぐ紐

ེ་ཐིག ske thig /ᶳketəɡ/
名 (1)家畜につける首紐 (2)犬などを繋ぐ首輪
解説 搾乳時に仔ヤクを繋いでおくための首紐や、注
意の必要な羊に目印としてつける首紐などがある。

6.8.6 馬の係留
ོད།

ipf. ོད། rtod /ᶳtol/
pf. བརྟད། brtad /ᶳtal/
動 (馬に草を食べさせるために)繋ぐ
解説 馬が自分で動き回って草を食べられるように長
めのロープで繋ぐこと。
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རྟ་ཕུར། rta phur /ᶳtahər/
名 馬用の杭
解説 馬を繋ぐ場合は長い杭を用い、地面深くまで突
き刺し、地上に出ている部分も長くする。このよう
にするのは馬が驚いて跳ねたりした場合に抜けてし
まうことが多いためである。

ོད་ཕུར། rtod phur /ᶳtolhər/
名 馬を係留するための杭

ོད་ཐག rtod thag /ᶳtotaɡ/
名 馬を係留する時に用いるロープ
解説 端綱を用いる。

ོད་ཐག་ཐུང་། rtod thag thung
/ᶳtotʰaɡ tʰoŋ/
動 馬を繋ぐロープが短い
解説 周囲に草が十分に生えている場合にはロープを
短くして狭い範囲で草を食ませる。

ཚ་ོག tsha sgrog /tsʰaʳɟoɡ/
名 馬の前肢と後肢を 1本ずつ繋ぐこと
解説 文字通りには「半分繋ぎ」。自由な動きは拘束
されるが、歩いて草を食べに行ける自由度を確保し
た繋ぎ方。

སུམ་ོག sum sgrog /sʰəmʳɟoɡ/
名 馬の 3肢を繋ぐこと, 馬の 3肢を繋ぐ道具
解説 馬の動きを制限するために肢を繋ぐやり方の一
つ。前肢 2本と後肢 1本を繋いで馬の自由な動きを
拘束し、遠くに行けないようにする。革製のものは
ཀོ་ོག、ヤクの剛毛製のものは ཐིག་ོག と言う。

ཀོ་ོག ko sgrog /koʳɟoɡ/
名 馬の 3肢を繋ぐ道具で革製のもの

ཐིག་ོག thig sgrog /tʰəɡʳɟoɡ/
名 馬の 3肢を繋ぐ道具でヤクの剛毛製のもの

ཉིས་ོག nyis sgrog /ȵiʳɟoɡ/
名 馬 2頭を繋ぐこと, 馬 2頭を繋ぐ道具

སུམ་རྩ། sum rtsa /sʰəmᶳtsa/
名 馬 3頭を繋ぐこと, 馬 3頭を繋ぐ道具

6.8.7 哺乳・給餌
ུན།

ipf. ུན། snun /n̥ən/
pf. བུན། bsnun /n̥ən/
動 (人の手で乳などを)飲ませる

གསོ་ཆས། gso chas /ˣsotɕʰi/
名 餌, 飼料

ཆས་ཁུག chas khug /tɕʰikʰəɡ/
名 餌袋
解説 馬の口にくくりつけて餌を食べさせるもの。

ཤོག shog /xoɡ/
名 束にした草

ཐག་རྩྭ། thag rtswa /tʰaɡᶳtsa/
名 干し草
解説 冬に備えて草を刈り、縄状に編んで保存する。

རྩྭ་འེག
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ipf. རྩྭ་འེག rtswa ’breg /ᶳtsa ⁿɖaɡ/
pf. རྩྭ་ེགས། rtswa bregs /ᶳtsa ᵖʈaɡ/
動 草を刈り取る
解説 冬の草のない時期に家畜に与えるため、夏の間
に草刈りをしておく。

6.8.8 犬の管理
ི་ཁང་། khyi khang /cʰəkʰaŋ/
名 犬小屋

ེ་ཐིག ske thig /ᶳketəɡ/
名 (1)家畜につける首紐 (2)犬などを繋ぐ首輪
解説 搾乳時に仔ヤクを繋いでおくための首紐や、注
意の必要な羊に目印としてつける首紐などがある。

ི་ལྕགས། khyi lcags /cʰəˣtɕaɡ/
名 犬の鎖

ཇ་ཤིང་། ja shing /tɕaxaŋ/
名 犬を追い払うのに用いる棒
解説 文字通りには「茶の木」。もともとお茶が入っ
ていた木の箱に使用されていた木の棒を使用したこ
とからこの名が付けられたという。

ི་ོ། khyi lto /cʰəᶳto/
名 犬の餌

ི་ོ། khyi rko /cʰəᶳko/
名 犬の餌入れ

གོག་པ། gog pa /koɡpa/
名 犬の病気
解説 犬の喉と舌が腫れ上がる病気。オオカミの舌
སྤྱང་ལྕེ། が効くとされている。

ི་ོན། khyi smyon /cʰəᵐȵ̊on/
名 狂犬病にかかった犬

6.9 家畜の死骸
རོ། ro /ro/
名 遺体, 死体

ཤི་རོ། shi ro /xəro/
名 死体; 死産した仔畜

ཟོག་རོ། zog ro /soɡro/
名 ヤクの死骸

ལུག་རོ། lug ro /ləɡro/
名 羊の死骸

རྟ་རོ། rta ro /ᶳtaro/
名 馬の死骸
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第 7章
交尾・出産・去勢

交尾や出産に関わる繁殖技術は、家畜群を円滑に管理するうえで重要な意味を持つ。気性の荒い
雄の性質を制御し、優良な種を遺していくためには去勢が欠かせない。そして、種畜を隔離すること
で交尾をコントロールし、出産の時期を操作している。この章では、そういった交尾・出産・去勢に
関連する語彙を紹介する。
���
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7.1 繁殖
ུད་སྤེལ།1

ipf. ུད་སྤེལ། rgyud spel /ʳɟəl ᶲpel/
pf. ུད་སྤེལ། rgyud spel /ʳɟəl ᶲpel/
動 (家畜を)繁殖させる

ུད་སྤེལ།2 rgyud spel /ʳɟəlᶲpel/
名 (家畜の)繁殖, (家畜を)繁殖させること

ུད་སྤེལ་ེད།
ipf. ུད་སྤེལ་ེད། rgyud spel byed

/ʳɟəlᶲpel jel/
pf. ུད་སྤེལ་བྱས། rgyud spel byas

/ʳɟəlᶲpel ji/
動 (家畜を)繁殖させる

འཕེལ།

ipf. འཕེལ། ’phel /pʰi/
pf. འཕེལ། ’phel /pʰi/
動 大きくなる; 増える; 繁殖する

འཕེལ་ཐོག ’phel thog /pʰitʰoɡ/
名 家畜の繁殖率
解説 毎年の出産による仔畜の増加率を指す。

བུ་ཐོགས། bu thogs /wətʰoɡ/
名 (雄の)生殖能力がある状態

ུ་མགོ་འབུད།
ipf. ུ་མགོ་འབུད། rgyu mgo ’bud

/ʳɟəᵐɡo ⁿbul/
pf. ུ་མགོ་བུད། rgyu mgo bud

/ʳɟəᵐɡo wul/
動 (家畜の繁殖に成功して)裕福になる
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7.2 発情と交尾
7.2.1 発情
འི་ུག

ipf. འི་ུག ’bri rgyug /ⁿɖə ʳɟəɡ/
pf. འི་ུགས། ’bri rgyugs /ⁿɖə ʳɟəɡ/
動 (ヤクが)発情する

ལུ་གུ་ལ་འགྲོ།
ipf. ལུ་གུ་ལ་འགྲོ། lu gu la ’gro

/ləke ⁿɟo/
pf. ལུ་གུ་ལ་བུད་སོང་། lu gu la bud song

/ləke wəl sʰoŋ/
動 (羊が)発情する; (羊が)交尾する

ོད་མ་ོར།
ipf. ོད་མ་ོར། rgod ma skor

/ʳɡonma ᶳkor/
pf. ོད་མ་བོར། rgod ma bskor

/ʳɡonma ᶳkor/
動 (馬が)発情する, (馬が)交尾する

ཚང་ལ་འགྲོ།
ipf. ཚང་ལ་འགྲོ། tshang la ’gro

/tsʰaŋa ⁿɟo/
pf. ཚང་ལ་སོང་། tshang la song

/tsʰaŋa sʰoŋ/
動 (犬や猫が)発情する

7.2.2 交尾
རང་འཁོར། rang ’khor /raŋⁿkʰor/
名 自然交配
解説 羊は全て自然交配。ヤクの自然交配は極めて少
なく、多くの場合人間が介入して交配させる。

རང་འཁོར་ེད།
ipf. རང་འཁོར་ེད། rang ’khor byed

/raŋⁿkʰor jel/
pf. རང་འཁོར་བྱས། rang ’khor byas

/raŋⁿkʰor ji/
動 自然交配する

ལག་བཅིང་།
ipf. ལག་བཅིང་། lag bcing /laɡ ᵖtɕaŋ/
pf. ལག་བཅིངས། lag bcings /laɡ ᵖtɕaŋ/
動 [ヤク] 前肢を縛って人為的に交尾させる

མགོ་ལག་འགུགས།
ipf. མགོ་ལག་འགུགས། mgo lag ’gugs

/ⁿɡolaɡ ⁿɡəɡ/
pf. མགོ་ལག་བཀུག mgo lag bkug

/ⁿɡolaɡ ᵖkəɡ/
動 [ヤク] 交尾させる

一人が雌の前肢をロープで縛って引っ張り、一人が雌の尻
尾を持ち上げて交尾しやすくする

ེའུ་ལ་སྤྲད།
ipf. ེའུ་ལ་སྤྲད། rte’u la sprad

/ᶳtiʔa ᶲʂal/
pf. ེའུ་ལ་སྤྲད། rte’u la sprad

/ᶳtiʔa ᶲʂal/
動 [馬] 交尾させる

ུག1

ipf. ུག rgyug /ʳɟəɡ/
pf. ུགས། rgyugs /ʳɟəɡ/
動 (1)走る (2)(憑き物が)憑く (3)(ヤクが)交
尾する

གླང་མ།2 glang ma /ᵞlaŋma/
名 種牛と雌ヤクの交尾; 種ヤクと雌牛の交尾

གླང་མ་ེད།
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ipf. གླང་མ་ེད། glang ma byed
/ᵞlaŋma jel/

pf. གླང་མ་བྱས། glang ma byas
/ᵞlaŋma ji/

動 種牛と雌ヤクを交尾させる; 種ヤクと雌牛を
交尾させる

7.2.3 交尾を抑制する手段
ི་བ་བུ།

ipf. ི་བ་བུ། lci ba bsku
/ˣtɕe ᶳkə/

pf. ི་བ་བུས། lci ba bskus
/ˣtɕe ᶲki/

動 ヤク糞を塗る
解説 交尾を抑制させるために雌ヤクの背中にヤク糞
を塗ることがある。

ོ་ཁེབས། sbo khebs /ʁokʰab/
名 (交尾を阻害する)ふんどし状の布
解説 種羊の腹部に紐でくくりつけることが多い。ヤ
クや馬などにもつける。

7.3 出産
7.3.1 妊娠・出産
ཁོག་ལ་འཁུར།

ipf. ཁོག་ལ་འཁུར། khog la ’khur
/kʰoka kʰər/

pf. ཁོག་ལ་ཁུར། khog la khur
/kʰoka kʰər/

動 (家畜が)妊娠している

ེབས།
ipf. ེབས། rtsebs /ᶳtseb/
pf. ེབས། rtsebs /ᶳtseb/
動 出産する
解説 家畜が出産すること。

ལུག་མགོ་མཐོ། lug mgo mtho
/ləɡⁿɡo ᵐtʰo/
動 [羊] 出産間近である
解説 腹や乳房の大きさ、子宮口の様子から判断す

る。

ལུག་མགོ་དམའ། lug mgo dma’
/ləɡⁿɡo ᵞma/
動 [羊] 出産までまだ間がある

ལོ་རྐྱང་། lo rkyang /loᶳcaŋ/
名 2年続けて出産すること
解説 ヤクの出産は 1年おきであることが多いが、個
体や草地の状態が良好であるなどの好条件のもとで
2年連続で出産することがある。

རྐྱང་ེབས། rkyang rtsebs
/ᶳcaŋᶳtseb/
名 (ヤクが)2 年連続で出産すること; 2 年連続
で出産した家畜
解説 ལོ་རྐྱང་།に同じ。

ར་ལྔ་ལུག་ུག ra lnga lug drug
/raʳŋa ləɡʈəɡ/
名 山羊 5ヶ月羊 6ヶ月
解説 山羊は妊娠して 5ヶ月で、羊は 6ヶ月で生まれ
てくることを表した言葉。

7.3.2 流産・死産
འཆི་ེབས། ’chi rtsebs /tɕʰəᶳtseb/
名 死産; 流産

འཆི་ེབས་ེད།
ipf. འཆི་ེབས་ེད། ’chi rtsebs byed

/tɕʰəᶳtseb jel/
pf. འཆི་ེབས་བྱས། ’chi rtsebs byas

/tɕʰəᶳtseb ji/
動 死産する; 流産する

ུ་ཐུམ། phru thum /cʰətəm/
名 窒息による死産
解説 文字通りには「羊膜にくるまれること」。ヤク
が生まれるのは通常農暦 2–3月頃だが、少し遅れて
4–5月に出産することになった場合、羊膜が丈夫に
なりすぎて破れず、窒息死することがある。

ཤུད།
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ipf. ཤུད། shud /xəl/
pf. ཤུད། shud /xəl/
動 (1)岩から滑り落ちる (2)(人の出産で)流産
になる; 死産になる

ཤི་རོ། shi ro /xəro/
名 死体; 死産した仔畜

7.3.3 出産に関わる身体部位とプロセス
བེའུ་ཁ། be’u kha /wikʰa/
名 [ヤク] 子宮口

ལུག་ཁ། lug kha /ləɡkʰa/
名 [羊] 子宮口

ེའུ་ཁ། rte’u kha /ᶳtikʰa/
名 [馬] 子宮口

ནང་ལུག
ipf. ནང་ལུག nang lug /naŋ ləɡ/
pf. ནང་ལུག nang lug /naŋ ləɡ/
動 (出産時に子宮口から)内臓が出てしまう

བུ་གཟེར། bu gzer /wəᵞzer/
名 陣痛

བུ་གཟེར་རྒྱག
ipf. བུ་གཟེར་རྒྱག bu gzer rgyag

/wəᵞzer ʳɟaɡ/
pf. བུ་གཟེར་བརྒྱབ། bu gzer brgyab

/wəᵞzer ʳɟab/
動 陣痛がくる

གཞུག་གཟེར། gzhug gzer /ᵝʑəɡᵞzer/
名 後産

རྩ།1 rtsa /ᶳtsa/
名 (家畜の)胎盤

རྩ་རོ། rtsa ro /ᶳtsaro/
名 (家畜の)胎盤

རྩ་དཀར། rtsa dkar /ᶳtsakar/

名 (家畜の)胎盤の白い部分

རྩ་དམར། rtsa dmar /ᶳtsaᵞmar/
名 (家畜の)胎盤の赤い部分

རྩ་འཕེན།
ipf. རྩ་འཕེན། rtsa ’phen

/ᶳtsa hen/
pf. རྩ་འཕངས། rtsa ’phangs

/ᶳtsa haŋ/
動 (家畜の)胎盤が出る

རྩ་རོ་འཕེན།
ipf. རྩ་རོ་འཕེན། rtsa ro ’phen

/ᶳtsaro hen/
pf. རྩ་རོ་འཕངས། rtsa ro ’phangs

/ᶳtsaro haŋ/
動 (家畜の)胎盤が出る

ཤ་མ། sha ma /xama/
名 胎盤
解説 人畜共通の名称。家畜の胎盤は རྩ།1 または རྩ་རོ།
と言う。

ེ་ཐག lte thag /ᶳtetaɡ/
名 へその緒

ུ་མ། phru ma /cʰəma/
名 (1)羊膜 (2)ビニール袋
解説 羊膜は子供のおもちゃでもあった。風船のよう
に膨らませて遊ぶ。

འགོ་ཆུ། ’go chu /ⁿɡotɕʰə/
名 破水して出てくる水

འགོ་ཆུ་ཕྲལ།
ipf. འགོ་ཆུ་ཕྲལ། ’go chu phral

/ⁿɡotɕʰə ʈʰa/
pf. འགོ་ཆུ་ཕྲལ། ’go chu phral

/ⁿɡotɕʰə ʈʰa/
動 破水する

ཁ་ནུ་འཛིན།
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ipf. ཁ་ནུ་འཛིན། kha nu ’dzin
/kʰanə ⁿdzən/

pf. ཁ་ནུ་བཟུང་། kha nu bzung
/kʰanə ᵝzoŋ/

動 (生まれたばかりの仔畜が)初乳を吸う

ཁེབས། khebs /kʰeb/
名 くるむこと

ཁེབས་རྒྱག
ipf. ཁེབས་རྒྱག khebs rgyag

/kʰeb ʳɟaɡ/
pf. ཁེབས་བརྒྱབ khebs brgyab

/kʰeb ʳɟab/
動 (皮衣や毛織物などで)くるむ

7.3.4 妊娠・出産に関わる個体
བེའུ་མ། be’u ma /wima/
名 [ヤク] 妊娠中の雌
解説 文字通りには「仔ヤクの母」。

མ་མོ་ལུ་གུ་ཅན། ma mo lu gu can
/mamo ləkətɕan/
名 [羊] 妊娠中の雌

མ་མོ་ལུ་གུ་མ། ma mo lu gu ma
/mamo ləkəma/
名 [羊] 妊娠中の雌

ེའུ་མ། rte’u ma /ᶳtima/
名 [馬] 妊娠中の雌
解説 文字通りには「0–1歳馬の母」。

ཁོག་བེའུ། khog be’u /kʰoɡwi/
名 ヤクの胎児
解説 文字通りには「腹中の仔ヤク」。

ཁོག་ེའུ། khog rte’u /kʰoɡᶳti/
名 [馬] 胎児
解説 文字通りには「腹中の仔馬」。

བེའུ་ིང་ོན་པ། be’u rting rlon pa

/wiᶳtaŋ ᵞlonpa/
名 [ヤク] 生まれたての個体
解説 雌雄共通。生後 10日くらいまでの仔畜を指す。

ལུག་ིང་ོན་པ། lug rting rlon pa
/ləɡᶳtaŋ ᵞlonpa/
名 [羊] 生まれたばかりの個体
解説 雌雄共通。生後 10日くらいまでの仔畜を指す。

རེའུ་ིང་། re’u rting /riᶳtaŋ/
名 [山羊] 生まれたばかりの個体
解説 雌雄共通。

ེའུ་ིང་། rte’u rting /ᶳtiᶳtaŋ/
名 [馬] 生後 3ヶ月までの仔畜
解説 雌雄共通の表現。

བདུན་ཁ་མ་གང་།
ipf. བདུན་ཁ་མ་གང་། bdun kha ma gang

/ᵝdənkʰa makaŋ/
pf. བདུན་ཁ་མ་གང་། bdun kha ma gang

/ᵝdənkʰa makaŋ/
動 (生後)一週間に満たない
解説 生後間もない家畜は母から離れると死んでしま
うことが多いため、気をつけて世話をする必要があ
る。

བདུན་ཁ་གང་།
ipf. བདུན་ཁ་གང་། bdun kha gang

/ᵝdənkʰa kaŋ/
pf. བདུན་ཁ་གང་། bdun kha gang

/ᵝdənkʰa kaŋ/
動 (生後)満一週間になる

ཟླ་ཁ་གང་།1
ipf. ཟླ་ཁ་གང་། zla kha gang

/ʳdzakʰa kaŋ/
pf. ཟླ་ཁ་གང་། zla kha gang

/ʳdzakʰa kaŋ/
動 (生後)満一ヶ月になる
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7.4 去勢
7.4.1 去勢の種類
ཕྱ། phya /ᶲɕa/
名 去勢

ཕྱ་རྒྱག
ipf. ཕྱ་རྒྱག phya rgyag /ᶲɕa ʳɟaɡ/
pf. ཕྱ་བརྒྱབ། phya brgyab /ᶲɕa ʳɟab/
動 (仔ヤクを)去勢する
解説 ཕྱ་ེད།に同じ。

ཕྱ་ེད།
ipf. ཕྱ་ེད། phya byed /ᶲɕa jel/
pf. ཕྱ་བྱས། phya byas /ᶲɕa ji/
動 (仔ヤクを)去勢する
解説 1–2歳のヤクの仔畜の陰嚢を縛って割き、睾丸
を取り出す。その後黒テントの反物を焼いた灰をふ
りかけ、羊毛でくるんで縛っておき、先端から 3回
引っぱり、文句を唱えて完了。

ན་གསོ།
ipf. ན་གསོ། na gso /ʳna ˣso/
pf. ན་གསོས། na gsos /ʳna ˣsi/
動 去勢する
解説 主にヤクと羊の仔畜を去勢する時の表現。

ヤクの去勢を行っているところ

ཕབ།
ipf. ཕབ། phab /hab/
pf. ཕབ། phab /hab/
動 去勢する
解説 主に馬の去勢を指す隠語。

ན་ཕབ།1

ipf. ན་ཕབ། na phab /ʳna hab/
pf. ན་ཕབ། na phab /ʳna hab/
動 去勢する
解説 主に馬の仔畜を去勢する時の表現。

ན་ཕབ།2 na phab /ʳnahab/
名 去勢
解説 主に馬の去勢を指す。仔畜を去勢する時の表
現。

ན་ཕབ་རྒྱག
ipf. ན་ཕབ་རྒྱག na phab rgyag

/ʳnahab ʳɟaɡ/
pf. ན་ཕབ་བརྒྱབ། na phab brgyab

/ʳnahab ʳɟab/
動 去勢する

ཚིའུ་ེད།
ipf. ཚིའུ་ེད། tshi’u byed /tsʰu jel/
pf. ཚིའུ་བྱས། tshi’u byas /tsʰu ji/
動 (1)(花嫁が結婚式で)恥ずかしがるそぶりを
する (2)去勢をする

དམར་འབལ། dmar ’bal /ᵞmarⁿba/
名 種雄を引退させるときに行う去勢
解説 種雄の陰嚢を、家畜を解体した時に出る肢の腱
ཤོ などで縛り、自然に落下するのを待つか、3日目
くらいに切り落とす。この処置を施すと、通常初日
から食欲を失い、草を食べなくなる。この方法を取
ると流血をしたり虫がわいたりすることがなく、問
題が起きにくい。

7.4.2 去勢雄
གཡག g.yag /ᵞjaɡ/
名 [ヤク] (十分に成長して鼻輪をつけた)去勢雄
解説 雄ヤクの大半が 2–3 歳の時に去勢される。去
勢された個体のうち未成熟のものを གཡག་གུと言い、
まだ鼻輪をつけていないものを གཡག་གསར།、鼻輪を
つけて荷駄用として使用されている雄を གཡགと言
う。なお、種ヤクは བག་ཧ།と呼ぶ。
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ཤ་བཟན། sha bzan /xaᵝzan/
名 [羊] 成熟した去勢雄
解説 去勢された雄のうち、成熟し、体が十分に大き
くなった個体を指す。去勢は 0–1歳の時に行う。

ར་ཕོ། ra pho /rawo/
名 [山羊] 3–4歳以上の年齢の去勢雄

རྟ། rta /ᶳta/
名 [馬] 4–5歳以上の成熟した去勢雄

ཨ་བདུ། a bdu /ʔaᵝdə/
名 [ヤク] 元種雄, 元種ヤク
解説 種ヤクだった雄を 5–7 歳になってから去勢し
たものに対する呼称。現金収入に資するために売却
されることもある。

ཨ་རྨེན། a rmen /ʔaʳmen/
名 [羊][馬] 元種雄
解説 繁殖能力が低下したために去勢を施された元種

雄に対する呼称。

7.4.3 施術部位
ིག་པ། rlig pa /ᵞləɡpa/
名 陰嚢

ིག་ོ། rlig rdo /ᵞləɡʳdo/
名 陰嚢

ིག་འབྲས། rlig ’bras /ᵞləɡⁿɖi/
名 睾丸

ལུ་གུའི་མེ་ཏོག lu gu’i me tog
/ləki metoɡ/
名 [隠語][羊] 去勢によって取り出した仔羊
の睾丸
解説 隠語で、文字通りには「仔羊の花」。集まった
睾丸は、その年にまとめて去勢した頭数を数えた後、
テントの屋根の上に投げ上げる。その後は鳥の餌な
どになる。犬などに食べられるのを避けるための目
的がある。

7.4.4 施術道具
ཕྱ་ི། phya gri /ᶲɕacə/
名 去勢に用いるナイフ
解説 去勢に使用したナイフは羊毛を巻いて一週間は
使用しない。
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第 8章
搾乳と乳加工

家畜に依存する生業形態である牧畜の成立には、家畜からミルクを得る搾乳と、そのミルクを保
存して利用するための乳加工の 2つの技術が揃うことが重要な意味を持った。1980年代からは、ク
リームセパレーターが広く用いられるようになり、使用する道具に応じて乳加工の体系が大きく変
化している。この章では、セパレーター導入前後の変化を含めて、搾乳の手法や手順に関わる語彙、
ならびに多様な乳製品の名称と加工に関する語彙を紹介する。なお、乳製品を用いた料理について
は、14章「食文化」を参照。
���

8.1 搾乳 . . . . . . . . . . . . . 136
8.1.1 搾乳対象の雌ヤク . . 136
8.1.2 乳房 . . . . . . . . 137
8.1.3 催乳 . . . . . . . . 137
8.1.4 搾乳のプロセス . . . 138
8.1.5 搾乳道具 . . . . . . 139
8.1.6 搾乳のための乳母付け 140

8.2 ミルク・生乳 . . . . . . . . 141
8.2.1 家畜別のミルクの名称 141
8.2.2 生乳・初乳 . . . . . 141
8.2.3 ミルクの加熱 . . . . 141
8.2.4 ミルクの腐敗 . . . . 142
8.2.5 ミルク用漉し器 . . . 142

8.3 クリーム . . . . . . . . . . 142
8.4 ヨーグルト . . . . . . . . . 143

8.4.1 ヨーグルトの種類 . . 143
8.4.2 ヨーグルト作り . . . 143

8.5 バター . . . . . . . . . . . . 144
8.5.1 バターの種類 . . . . 144
8.5.2 バター作り . . . . . 145
8.5.3 バターオイル . . . . 148

8.6 バターミルク . . . . . . . . 149
8.6.1 バターミルクの名称 . 149

8.7 脱脂乳 . . . . . . . . . . . . 149
8.8 チーズ . . . . . . . . . . . . 149

8.8.1 フレッシュチーズ . . 149
8.8.2 乾燥チーズ . . . . . 150
8.8.3 圧縮チーズ . . . . . 150
8.8.4 その他のチーズの名称 150
8.8.5 チーズ作り . . . . . 150
8.8.6 チーズの保存 . . . . 152

8.9 ホエー . . . . . . . . . . . . 152
8.9.1 ホエーから作ったチ

ーズ . . . . . . . . 152

8.1 搾乳
8.1.1 搾乳対象の雌ヤク
འི། ’bri /ⁿɖə/
名 [ヤク] 成熟した経産雌
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བཞོན་མ། bzhon ma /ᵝʑonma/
名 [ヤク] 搾乳対象の雌

འོ་ཡོད། ’o yod /ʔojol/
名 [ヤク] 搾乳量の多い個体

འོ་མེད། ’o med /ʔomel/
名 [ヤク] 搾乳量の少ない個体

ནུ་ལག་བཏུལ།
ipf. ནུ་ལག་བཏུལ། nu lag btul /nəlaɡ tu/
pf. ནུ་ལག་བཏུལ། nu lag btul /nəlaɡ tu/
動 (初経産の雌ヤクに)搾乳に慣れさせる
解説 文字通りには「乳房を手で慣らす」。(初経産の
雌ヤクを初めて搾乳する時に) 乳房に少しずつ触れ
ながら慣らしていく。

8.1.2 乳房
ནུ་མ། nu ma /nəma/
名 乳房

ལག་ནུ། lag nu /laɡnə/
名 前肢側の乳房

རྐང་ནུ། rkang nu /ᶳkaŋnə/
名 後肢側の乳房

གཡས་ནུ། g.yas nu /ᵞjinə/
名 右の乳房

གཡོན་ནུ། g.yon nu /ᵞjonnə/
名 左の乳房

ནུ་མགོ། nu mgo /nəⁿɡo/
名 乳頭, 乳首

ནུ་ོ། nu rdo /nəʳdo/
名 乳頭の付け根

ནུ་ུག་རོམ་པོ། nu sbug rom po
/nəᵝzəɡ rompo/
名 (ヤクの)乳頭の太い
解説 乳の出が良く、形の良い乳頭の形容。

ནུ་མ་ཙི་ཏུ། nu ma tsi tu
/nəma tsətə/
名 (ヤクの) 小さい乳房; (ヤクの) 乳房が小さ
いこと
解説 ミルクの出の良くない小さい乳房を指す。

ོས།
ipf. ོས། dros /ᵖʈi/
pf. ོས། dros /ᵖʈi/
動 (1)(温度が)温かくなる, 温まる (2)(乳房な
どが)成熟する

ནུ་ཁ་ོས།
ipf. ནུ་ཁ་ོས། nu kha dros /nəkʰa ᵖʈi/
pf. ནུ་ཁ་ོས། nu kha dros /nəkʰa ᵖʈi/
動 乳房が搾乳可能になる

ནུ་ཁ་གང་།
ipf. ནུ་ཁ་གང་། nu kha gang /nəkʰa kaŋ/
pf. ནུ་ཁ་གང་། nu kha gang /nəkʰa kaŋ/
動 乳房が搾乳可能である
解説 出産後に乳房が搾乳可能な状態になっている。

ཤམ། sham /xam/
動 (乳の)出が良い

ནུ་མ་ཤམ། nu ma sham /nəma xam/
動 (ヤクの)乳の出が良い

ནུ་ཤམ། nu sham /nəxam/
名 (ヤクの)乳の出が良い状態

8.1.3 催乳
ེད།

ipf. ེད། skyed /ᶳcel/
pf. བེད། bskyed /ᶳcel/
動 (1)生じさせる; 増大する (2)催乳する
解説 (2)の催乳とは搾乳の前に仔畜に乳を吸わせる
こと。

སྔན་ེད། sngan skyed /ŋ̊anᶳcel/
名 一回目の催乳
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解説 乳量の多い夏には同じ個体から立て続けに二回
搾乳することがあり、その場合の一回目の催乳を指
す。

སྔན་ེད་ེད།
ipf. སྔན་ེད་ེད། sngan skyed byed

/ŋ̊anᶳcel jel/
pf. སྔན་ེད་བྱས། sngan skyed byas

/ŋ̊anᶳcel ji/
動 一回目の催乳を行う

གཞུག་ེད། gzhug skyed /ᵝʑəɡᶳcel/
名 二回目の催乳
解説 乳量の多い夏には同じ個体から立て続けに二回
搾乳することがあり、その場合の二回目の催乳を指
す。

གཞུག་ེད་ེད།
ipf. གཞུག་ེད་ེད། gzhug skyed byed

/ᵝʑəɡᶳcel jel/
pf. གཞུག་ེད་བྱས། gzhug skyed byas

/ᵝʑəɡᶳcel ji/
動 二回目の催乳を行う

ནུ།
ipf. ནུ། nu /nə/
pf. ནུས། nus /ni/
動 (乳を)飲む

ནུ་མ་ནུ།
ipf. ནུ་མ་ནུ། nu ma nu /nəma nə/
pf. ནུ་མ་ནུས། nu ma nus /nəma ni/
動 (仔畜が)乳を飲む; (人の乳児が)乳を吸う

ヤクの母仔

ོལ་ཁུག rtol khug /ᶳtukʰəɡ/
名 (1)(雌ゾの)催乳に使う仔畜の遺骸 (2)気持
ちが落ち込んでいること
解説 雌ゾの産んだ仔畜 ོལ། が雄の場合、直ちに絶
命させ、遺骸に特別な処理を施し、その匂いを母畜
にかがせることで乳を出させることがある。その処
理とは、あらかじめ袋状になるように腹を割かずに
内臓や肉を取り出し、中に皮を詰めて形を元通りに
整えるというものである。

8.1.4 搾乳のプロセス
འོ་མ་འཐེན།

ipf. འོ་མ་འཐེན། ’o ma ’then /ʔoma ⁿtʰen/
pf. འོ་མ་འཐེན། ’o ma ’then /ʔoma ⁿtʰen/
動 搾乳する

ཟོག་འཐེན།
ipf. ཟོག་འཐེན། zog ’then /soɡ ⁿtʰen/
pf. ཟོག་འཐེན། zog ’then /soɡ ⁿtʰen/
動 搾乳する
解説 文字通りには「ウシ属の家畜を引っ張る」。

ནངས་འཐེན། nangs ’then /naŋⁿtʰen/
名 (1日に 2回搾乳する場合の)朝の搾乳

བཞོན་འཐེན། bzhon ’then /ᵝʑonⁿtʰen/
名 (夏期 1 日に 3–4 回搾乳する場合の)1 回目
の搾乳
解説 夏は乳量が豊富なので、3回搾乳を行う。朝 4
時から 5時頃にかけて 1回目の搾乳を行い、昼間に
2回目、夜に 3回目の搾乳を行う。かつて乳搾り用
の雌ヤクには、夏や秋には夜も草地に行かせ、草を
食べさせていた。
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གུང་འཐེན། gung ’then /koŋⁿtʰen/
名 昼の搾乳

གུང་བཞོས། gung bzhos /koŋᵝʑi/
名 昼の搾乳
解説 通常、朝と夕しか搾乳を行わない。しかし、夏
などミルクの出の良い時期には昼間の搾乳を行う場
合がある。

དགོང་འཐེན། dgong ’then /ʳɡoŋⁿtʰen/
名 夕刻の搾乳

ཁེར་བཞོ། kher bzho /kʰerᵝʑo/
名 1日に 1回しか搾乳しないこと

ཉིས་བཞོ། nyis bzho /ȵiᵝʑo/
名 1日に 2回搾乳すること

སུམ་བཞོ། sum bzho /sʰəmᵝʑo/
名 1日に 3回搾乳すること

འོ་མ་གསོག
ipf. འོ་མ་གསོག ’o ma gsog /ʔoma ˣsoɡ/
pf. འོ་མ་བསོགས། ’o ma bsogs /ʔoma ᶲsoɡ/
動 ミルクを溜める
解説 搾った後、桶に溜めて何日か置いておくことも
あれば、その日のうちにバターを作ったり、一日だ
け置いてバターを作ることもある。

འོ་མའི་ིགས་ལེན།
ipf. འོ་མའི་ིགས་ལེན།

’o ma’i snyigs len
/ʔomə ȵ̊əɡ len/

pf. འོ་མའི་ིགས་བླངས།
’o ma’i snyigs blangs
/ʔomə ȵ̊əɡ ᵝlaŋ/

動 ミルクに混入したゴミを取る

ིག་ག rtsig ga /ᶳtsəka/
名 ミルクの上に浮いている毛

གཞུག་ནུ། gzhug nu /ᵝʑəɡnə/
名 仔畜の哺乳用に残した乳

解説 文字通りには「後乳」。搾乳をしていると、少し
ずつ乳が出にくくなるのが分かる。そこで、なくな
る少し前に搾乳をやめて仔畜のために残す。

གཞུག་ནུ་ེད།
ipf. གཞུག་ནུ་ེད། gzhug nu byed

/ᵝʑəɡnə jel/
pf. གཞུག་ནུ་བྱས། gzhug nu byas

/ᵝʑəɡnə ji/
動 (仔畜が)残乳を飲む
解説 搾乳後、仔畜に乳を吸わせることを指す。

8.1.5 搾乳道具
བཞོ་ཟེའུ། bzho ze’u /ᵝʑosi/
名 搾乳桶

ཟེའུ་ཏོ། ze’u to /sito/
名 小さい桶

ཟེའུ་གོར། ze’u gor /sikor/
名 小さい桶

ཟེའུ་ལུང་། ze’u lung /siloŋ/
名 搾乳桶の持ち手

དིས་མ། dkris ma /ᶳcima/
名 搾乳桶のたが
解説 ビャクシンの枝を用いる。

འོ་ེག ’o dreg /ʔoraɡ/
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名 桶の外についたミルク
解説 文字通りには「生乳の垢」。昔は取って洗った
りしてはいけないものとされていた。

པང་ཁེབས། pang khebs /woŋkʰab/
名 エプロン
解説 乳しぼりの時や糞拾いの時に用いる。

རྭ་འཆར། rwa ’char /raᵐtɕʰar/
名 搾乳桶の持ち手を引っ掛けて固定するための
フック

ེད་ཕུར། skyed phur /ᶳcelpər/
名 搾乳中に仔ヤクを繋いでおく杭
解説 文字通りには「催乳用の杭」。

ིད་ཐག sgyid thag /ʳɟətaɡ/
名 後肢を縛る紐
解説 搾乳の際に足癖の悪い雌ヤクの後ろ足を縛るこ
とがある。

8.1.6 搾乳のための乳母付け
འདྲ།1

ipf. འདྲ། ’dra /ⁿɖa/
pf. འདྲ། ’dra /ⁿɖa/
動 母に死なれた仔に別の雌をあてがう; 仔に死
なれた雌を別の仔畜にあてがう
解説 文字通りには「似ている」。

འདྲ།2 ’dra /ⁿɖa/
名 母に死なれた仔に別の雌をあてがうこと; 仔
に死なれた雌を別の仔畜にあてがうこと

འདྲ་ེད།
ipf. འདྲ་ེད། ’dra byed /ⁿɖa jel/
pf. འདྲ་བྱས། ’dra byas /ⁿɖa ji/
動 母に死なれた仔に別の雌をあてがう; 仔に死
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なれた雌を別の仔畜にあてがう

འདྲ་བེའུ། ’dra be’u /ⁿɖawi/
名 [ヤク] 母に死なれた仔畜

འདྲ་ཆ། ’dra cha /ⁿɖatɕʰa/
名 一頭の雌ヤクが自分の仔以外に母に死なれた
仔にも乳を与えている状態
解説 あてがわれた雌は二頭の仔畜に乳を与えること
になる。འདྲ།1 参照。

འདྲ་ཡས། ’dra yas /ⁿɖaji/
名 一頭の仔畜が自分の母以外に仔に死なれた雌
からも乳をもらっている状態
解説 自分の母の乳と仔を失った別の母の乳を両方飲
むことになる。羊の場合、仔を失った母の催乳時に
は乳を飲ませる仔畜に死んだ仔の皮をかぶせて行う
ことが多い。羊は冬に生まれ、死ぬ仔が多いので、仔
をあてがう仕事が多い。

8.2 ミルク・生乳
འོ་མ། ’o ma /ʔoma/
名 ミルク, 乳; 生乳
解説 一般的には生乳を指す。ただし、攪乳器でバタ
ーを作るために乳酸発酵させた自然発酵乳や、生乳
を加熱殺菌したものにもこの語を用いる。

8.2.1 家畜別のミルクの名称
འིའི་འོ་མ། ’bri’i ’o ma
/ⁿɖi ʔoma/
名 ヤクのミルク

མཛོ་མོའི་འོ་མ། mdzo mo’i ’o ma

/ᵐdzomu ʔoma/
名 ゾのミルク

ར་མའི་འོ་མ། ra ma’i ’o ma
/ramə ʔoma/
名 山羊のミルク

ོད་མའི་འོ་མ། rgod ma’i ’o ma
/ʳɡonmə ʔoma/
名 馬のミルク

མ་མོའི་འོ་མ། ma mo’i ’o ma
/mamu ʔoma/
名 羊のミルク

8.2.2 生乳・初乳
འོ་ོན། ’o rlon /ʔoᵞlon/
名 生乳, 未加熱のミルク

ནངས་འོ། nangs ’o /naŋjo/
名 朝搾乳したミルク

གུང་འོ། gung ’o /koŋjo/
名 昼に搾乳したミルク

དགོང་འོ། dgong ’o /ʳɡoŋjo/
名 夕方搾乳したミルク

ཡར་འོ། yar ’o /jarjo/
名 1–2歳の仔を持つ母ヤクのミルク
解説 量は少ないが乳脂肪分が極めて高く、ミルクの
中でも最も良質なものとされる。

ི། spri /ᶲʈə/
名 初乳
解説 出産後初めての乳。タンパク質の含有量が多く、
黄色い色をしている。

8.2.3 ミルクの加熱
འོ་མ་ོལ་མ། ’o ma skol ma
/ʔoma ᶳkuma/
名 沸騰させたミルク
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ོ།
ipf. ོ། sro /ʂo/
pf. བོས། bsros /ᶲʂi/
動 温める

འོ་མ་ོ།
ipf. འོ་མ་ོ། ’o ma sro /ʔoma ʂo/
pf. འོ་མ་བོས། ’o ma bsros /ʔoma ᶲʂi/
動 ミルクを温める

འོ་མ་འུར།
ipf. འོ་མ་འུར། ’o ma ’phyur

/ʔoma ᵐtɕʰər/
pf. འོ་མ་འུར། ’o ma ’phyur

/ʔoma ᵐtɕʰər/
動 ミルクがふきこぼれる

འོ་མ་འཁྱག
ipf. འོ་མ་འཁྱག ’o ma ’khyag

/ʔoma cʰaɡ/
pf. འོ་མ་འཁྱགས། ’o ma ’khyags

/ʔoma cʰaɡ/
動 ミルクが冷める

ོ་འཇམ། dro ’jam /ʈoⁿdʑam/
名 人肌程度の温かさ

8.2.4 ミルクの腐敗
འོ་མ་ུར།

ipf. འོ་མ་ུར། ’o ma skyur /ʔoma ᶳcər/
pf. འོ་མ་ུར། ’o ma skyur /ʔoma ᶳcər/
動 ミルクが酸っぱくなって悪くなる

འོ་མ་རུལ།
ipf. འོ་མ་རུལ། ’o ma rul /ʔoma ru/
pf. འོ་མ་རུལ། ’o ma rul /ʔoma ru/
動 ミルクが腐る

8.2.5 ミルク用漉し器
འོ་བཙག ’o btsag /ʔoᵖtsaɡ/
名 ミルク用漉し器

འོ་ཚགས། ’o tshags /ʔotsʰaɡ/
名 ミルク用漉し器
解説 འོ་བཙགに同じ。

8.3 クリーム
འོ་ཁ། ’o kha /ʔokʰa/
名 (1)(静置した生乳の上に浮いてきた)クリー
ム (2)温めたミルクの皮膜
解説 静置して浮いてくるクリームと、沸かすと浮い
てくるミルクの皮膜のいずれもこの語で表す。文字
通りには「ミルクの表面」。

沸かしたミルクに浮いた皮膜

འོ་ཁ་ལེན།
ipf. འོ་ཁ་ལེན། ’o kha len

/ʔokʰa len/
pf. འོ་ཁ་བླངས། ’o kha blangs

/ʔokʰa ᵝlaŋ/
動 (1)(静置した生乳の上に浮いてきた)クリー
ムを取る (2)温めたミルクの皮膜を取る
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8.4 ヨーグルト
ཞོ། zho /ɕo/
名 ヨーグルト, 酸乳
解説 食用として利用する他、バターを作るための乳
酸発酵にも用いる。【作り方】(1) ミルクを加熱し、
冷ます (中に指を入れたらまだ温かい程度、人肌より
少し温かい程度に) (2) 大きな鍋に茶碗一杯分のヨ
ーグルト (乳酸発酵スターター རུ་མ།) を入れる (3)
棒を使ってよく混ぜる (4) (鍋に入れ) 蓋をして、服
などで覆って保温する。悪いものを追い出して清浄
にするため、鍋のまわりにビャクシンの枝を燻した
煙をあてる。2 時間程度でヨーグルトが完成。【活
用】クリームセパレーター導入以前はバター作りの
準備として生乳の酸性度を高めるためにヨーグルト
を添加していた。皮の色付けと加脂のためにも用い
る。【食用】そのまま食べたり、砂糖を入れたり、煎
った大麦を入れて食べることもある。ツァンパに入
れることもある (最近はあまりしない)。煮たトマ芋
をかけて食べることもある。ヨーグルトは主に午後、
夜に食べる。朝はあまり食べない。

できあがったヨーグルト

8.4.1 ヨーグルトの種類
འཐུང་ཞོ། ’thung zho /tʰoŋɕo/
名 自家消費用のヨーグルト

ཞོ་འཇམ་པོ། zho ’jam po /ɕo ⁿdʑampo/
名 酸味の少ないヨーグルト

ཞོ་ུར་བོ། zho skyur bo
/ɕo ᶳcəro/
名 酸味の強いヨーグルト

འུལ་ཞོ། ’phrul zho /ⁿʈʰəlɕo/
名 脱脂乳から作ったヨーグルト
解説 クリームセパレーターで分離してできた脱脂乳
འུལ་འོ། から作ったヨーグルトのこと。

ོན་ཞོ། rlon zho /ᵞlonɕo/
名 過発酵乳
解説 気温が高くて発酵が進みすぎた乳を指す。この
ようになった場合、攪拌してバターを作る。皮なめ
しの加工 ཞོ་ཟ། に用いることもある。

8.4.2 ヨーグルト作り
ཞོ་རྒྱག

ipf. ཞོ་རྒྱག zho rgyag /ɕo ʳɟaɡ/
pf. ཞོ་བརྒྱབ། zho brgyab /ɕo ʳɟab/
動 ヨーグルトを作る

ཞོ་ུག
ipf. ཞོ་ུག zho ldug /ɕo ʳdəɡ/
pf. ཞོ་ུག zho blug /ɕo ᵝləɡ/
動 ヨーグルトの種菌を加える; (バターやチー
ズ作りのため)ヨーグルトを加える

ཞོ་སྙལ།
ipf. ཞོ་སྙལ། zho snyal /ɕo ȵ̊a/
pf. ཞོ་བསྙལ། zho bsnyal /ɕo ᶲȵ̊a/
動 発酵させてヨーグルトを作る

ཞོ་སྡད།
ipf. ཞོ་སྡད། zho sdad /ɕo ʳdal/
pf. ཞོ་བསྡད། zho bsdad /ɕo ᵝdal/
動 ヨーグルトができあがる

ཞོ་ཆགས།
ipf. ཞོ་ཆགས། zho chags /ɕo tɕʰaɡ/
pf. ཞོ་ཆགས། zho chags /ɕo tɕʰaɡ/
動 ヨーグルトができあがる

ཞོ་དབོས།
ipf. ཞོ་དབོས། zho dbos /ɕo ʁi/
pf. ཞོ་དབོས། zho dbos /ɕo ʁi/
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動 ヨーグルトが酸っぱくなる

ཞོ་ི། zho rtsi /ɕoᶳtsə/
名 ヨーグルトの種

རུ་མ། ru ma /rəma/
名 ヨーグルトの種, 乳酸発酵スターター
解説 冬にはヨーグルトは作らないので、乾燥させて
保存する。暖かい季節になってヨーグルト作りが再
開したら、加熱したミルクに混ぜて再度利用する。

རུ་མ་ོང་།
ipf. རུ་མ་ོང་། ru ma slong

/rəma ᶳtsoŋ/
pf. རུ་མ་བསླངས། ru ma bslangs

/rəma ᶲtsaŋ/
動 ヨーグルトの種をもらい受ける

ུར་ལང་།
ipf. ུར་ལང་། skyur lang /ᶳcər laŋ/
pf. ུར་ལངས། skyur langs /ᶳcər laŋ/
動 発酵する
解説 文字通りには「酸っぱくなる」。

8.5 バター
མར། mar /mar/
名 バター; 乳脂肪分, クリーム
解説 乳脂肪分を指す。攪乳器で攪拌して浮いてくる
乳脂肪分や、クリームセパレーターで分離した乳脂
肪分も表す。

できたてのバター。中央は土地神に捧げるためのバター

バターに加工する前のクリーム (手前)

8.5.1 バターの種類
8.5.1.1 家畜別のバターの名称
འི་མར། ’bri mar /ⁿɖəmar/
名 ヤクのバター
解説 文字通りには「雌ヤクバター」。

མཛོ་མར། mdzo mar /ᵐdzomar/
名 ゾのバター

བ་མར། ba mar /wamar/
名 牛のバター
解説 文字通りには「雌牛バター」。

ར་མར། ra mar /ramar/
名 山羊のバター

8.5.1.2 バターに対するその他の名称
ོན་མར། ston mar /ᶳtonmar/
名 秋にとれるバター
解説 バターは夏、秋、冬に作る。夏は最も生産量が
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多いが特に名前はない。文字通りには「秋のバター」。
とりわけ美味であるとしてこの表現がある。

སྐྱ་ི། skya rdzi /ᶳcaʳdzə/
名 良質で新鮮なバター; (生乳を静置しておい
て浮いてきた)クリームを攪拌して作るバター
解説 特に農暦 9–10月や春といった寒くて搾乳量が
少ない時期に作る黄色い色をしたバターを指すこと
が多い。

ཟོ་མར། zo mar /somar/
名 伝統的な攪乳器で作ったバター
解説 伝統的な製法による発酵バターを指す。文字通
りには「桶バター」。

འུལ་འཁོར་མར། ’phrul ’khor mar
/ⁿʈʰəlⁿkʰor mar/
名 クリームセパレーターを使って作ったバター
解説 文字通りには「機械バター」。

མར་ིང་། mar rnying /marᵞȵaŋ/
名 古いバター
解説 作ってから 1年以上が経過したバター。

ི་མར། spri mar /ᶲʈəmar/
名 初乳で作るバター
解説 黄色味の強いバターになる。小さい桶 ཟེའུ་གོར།
の中で作る。

8.5.2 バター作り
8.5.2.1 攪乳器による攪拌
ུག

ipf. ུག byug /ᶲɕəɡ/
pf. ུགས། byugs /ᶲɕəɡ/
動 攪拌する, チャーニングを行う

ཉིན་ུག nyin byug /ȵənᶲɕəɡ/
名 搾乳した日に攪拌すること
解説 木製の攪乳器を使っていた時代、ミルクの出
が多い時は一日で十分に溜まるので、その日のうち
にバターに加工する。ミルクの出が悪い時は二日か
ら数日間ミルクを溜めてからバターにする。現在は

クリームセパレーターを使用するので毎日機械にか
けてその日のうちにクリームにする工程まで済ませ
る。

ཅག་ུག cag byug /tɕaɡᶲɕəɡ/
名 数日間溜めておいたミルクを攪拌すること
解説 ミルクの出があまり良くない時期は溜めておい
たミルクをまとめて攪拌する。木製攪乳器を使用し
ていた時代の言葉。ཉིན་ུག参照。

ཞོ་ུག
ipf. ཞོ་ུག zho ldug /ɕo ʳdəɡ/
pf. ཞོ་ུག zho blug /ɕo ᵝləɡ/
動 ヨーグルトの種菌を加える; (バターやチー
ズ作りのため)ヨーグルトを加える

འོ་མ་ུག
ipf. འོ་མ་ུག ’o ma byug /ʔoma ᶲɕəɡ/
pf. འོ་མ་ུགས། ’o ma byugs /ʔoma ᶲɕəɡ/
動 (バターを作るため)ミルクを攪拌する

འོ་མ་ཐོན།
ipf. འོ་མ་ཐོན། ’o ma thon /ʔoma tʰon/
pf. འོ་མ་ཐོན། ’o ma thon /ʔoma tʰon/
動 (攪拌により)バターが浮いてくる

མར་ལེན།
ipf. མར་ལེན། mar len /mar len/
pf. མར་བླངས། mar blangs /mar ᵝlaŋ/
動 バターを手ですくって取り出す
解説 攪乳器で攪拌していた時代に、浮いてきたバタ
ーを手で取り出すこと。クリームセパレーターを使
うようになってからは使わなくなった言葉。

8.5.2.2 クリームセパレーターによる分離
འོ་མ་ོ།

ipf. འོ་མ་ོ། ’o ma sro /ʔoma ʂo/
pf. འོ་མ་བོས། ’o ma bsros /ʔoma ᶲʂi/
動 ミルクを温める

ོར།
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ipf. ོར། skor /ᶳkor/
pf. བོར། bskor /ᶳkor/
動 回す, 回転させる; (クリームセパレーター
を)使う

8.5.2.3 水洗・水切り
མར་ོ།

ipf. མར་ོ། mar sno /mar n̥o/
pf. མར་བོས། mar bsnos /mar ᶲn̥i/
動 バターを揉む

ཆུ་བཅག2 chu bcag /tɕʰəᵖtɕaɡ/
名 (加工の最終段階で、バターの塊を)手で叩い
て水分を飛ばすこと

ཆུ་བཅག་ེད།
ipf. ཆུ་བཅག་ེད། chu bcag byed

/tɕʰəᵖtɕaɡ jel/
pf. ཆུ་བཅག་བྱས། chu bcag byas

/tɕʰəᵖtɕaɡ ji/
動 (加工の最終段階で、バターの塊を)手で叩い
て水分を飛ばす

8.5.2.4 成形
མར་དོག་ག mar dkrog ga
/mar coka/
名 成形したバター

མར་དོག་ག་བཅའ།
ipf. མར་དོག་ག་བཅའ། mar dkro ga bca’

/mar coɡwa ᵖtɕa/
pf. མར་དོག་ག་བཅས། mar dkro ga bcas

/mar coɡwa ᵖtɕi/
動 バターを成形する

8.5.2.5 攪乳器
འོ་ཟོ། ’o zo /ʔoso/
名 攪乳器
解説 バター製造用ミルク攪拌桶。バター作りのため
のミルクを入れる桶と攪拌棒とそれを通す穴のつい
た蓋からなる。蓋と桶の間にツァンパを水で練った
ものを詰めて密封し、攪拌棒を上下させて攪拌する。
ツァンパがない時は紐などを使って穴埋めをする。

འོ་ཟོའི་ཁ་ལེབ། ’o zo’i kha leb
/ʔosu kʰaleb/
名 攪乳器の蓋の部分
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ཁ་ལེབ་ི་མཆུ། kha leb kyi mchu
/kʰaleb kə ᵐtɕʰə/
名 攪乳器の蓋の出っ張り部分

འོ་ཟོའི་ཁ་གཅོད། ’o zo’i kha gcod
/ʔosu kʰaˣtɕol/
名 攪乳器の蓋と桶の間に入れる詰め物

འོ་རྟ། ’o rta /ʔoᶳta/
名 攪乳棒
解説 バター作り用の攪乳器の棒の部分。

མིག་རྭ། mig rwa /ᵞȵəɡra/
名 攪乳棒の入る穴
解説 攪乳器の蓋に開けられた攪乳棒を通すための
穴。

བ་ལག ba lag /walaɡ/
名 攪乳棒の十字の板の部分

འོ་མགོ། ’o mgo /ʔoⁿɡo/
名 攪乳棒の十字の板の中心部

ཟོ་ཞབས། zo zhabs /soɕab/

名 桶・攪乳器の底

ཟོ་དིས། zo dkris /soˣci/
名 桶・攪乳器のたが

མར་རིལ། mar ril /marri/
名 攪乳棒についたバター

8.5.2.6 クリームセパレーター
འོ་ུག་འུལ་འཁོར།
’o byug ’phrul ’khor
/ʔoᶲɕəɡ ⁿʈʰəlⁿkʰor/
名 クリームセパレーター

འུལ་འཁོར། ’phrul ’khor
/ⁿʈʰəlⁿkʰor/
名 (1)機械の総称 (2)クリームセパレーター

8.5.2.7 保存
མར་ོ། mar sgro /marʳɟo/
名 バター保存用革袋
解説 完成したバターは専用の革袋 ོ་བ། に直接詰め、
テントの隅の冷暗所に保存していた。

མར་ཆེན། mar chen /martɕʰen/
名 大袋に入れたバター
解説 百斤 (50kg)以上の大きなものを指す。
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ོག་པ། gyog pa /coɡwa/
名 保存用に大きめにまとめたバター
解説 バターの量が多い場合の成形方法。

མར་ོག mar rdog /marʳdoɡ/
名 バターの塊

མར་བཅག
ipf. མར་བཅག mar bcag /mar ᵖtɕaɡ/
pf. མར་བཅག mar bcag /mar ᵖtɕaɡ/
動 バターを (保存袋に)ぎっしりと詰め込む
解説 ポリタンクや貯蔵袋などに溜めるため、空気の
隙間ができないように押し付ける。

མར་བཅའ།
ipf. མར་བཅའ། mar bca’ /mar ᵖtɕa/
pf. མར་བཅས། mar bcas /mar ᵖtɕi/
動 バターを袋詰めする

མར་མཉེན་མོ། mar mnyen mo
/mar ᵐȵanmo/
名 (水切りの不十分な)柔らかいバター

མར་སྲ་མོ། mar sra mo /mar ʂamo/
名 (水切りの十分な)固いバター

རྐྱལ་མར། rkyal mar /ᶳcamar/
名 革袋に保存したバター

མར་ཟོ། mar zo /marso/
名 バター保存桶
解説 ビャクシンで作ると防腐効果があると言われて
いる。

8.5.3 バターオイル
མར་ཁུ། mar khu /markʰə/
名 溶かしバター, バターオイル
解説 文字通りには「バター汁」。使用するたびにバ
ターを加熱して作る。バターオイルの作りおきはし
ない。食用としてはゆでたトマ芋にからめて食べた
り、揚げパンを作る時やキノコ炒めをする時などに
用いる。灯明用のバターとしても用いる。夏は虫が
寄ってきて火に入って死んでしまうとして灯明をあ
げない人もいる。

མར་བཞུ།
ipf. མར་བཞུ། mar bzhu /mar ᵝʑə/
pf. མར་བཞུས། mar bzhus /mar ᵝʑi/
動 バターを溶かす

མར་ཁུའི་དར་བ། mar khu’i dar ba
/markʰi tara/
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名 溶かしバターを作ったときに出る不溶物

8.6 バターミルク
8.6.1 バターミルクの名称
དར་བ། dar ba /tara/
名 バターミルク
解説 ミルクを攪拌してバターを取った後に残った液
体部分のこと。チーズを作るのに用いる他、酸味の
ある清涼飲料水としても好まれる。

ད་ར། da ra /tara/
名 バターミルク
解説 དར་བ།に同じ。

མར་ཆུ། mar chu /martɕʰə/
名 (クリームから攪拌を行ってバターを取り出
す際に出る)バターミルク
解説 クリームセパレーターを用いてバター作りを行
う場合、まずクリームを分離し、そのクリームに水
を加えて手で攪拌を行う。その際にバターが取り出
され、残った液体を指す。攪拌の際に加える水も指
す。文字通りには「バターの水」。

8.7 脱脂乳
འུལ་འཁོར་འོ་མ། ’phrul ’khor ’o ma
/ʈʰəlⁿkʰor ʔoma/
名 (クリームセパレーターで分離してできた)
脱脂乳, スキムミルク
解説 文字通りには「機械ミルク」。1980年代に手動
式のクリームセパレーターが普及した際に、機械で
できた脱脂乳を指す語として འོ་ོའུ།（文字通りには
「薄のろのミルク」「バカなミルク」）という語が普及
したが、最近ではこの語は良くないとされ、「機械ミ
ルク」という客観的な表現が用いられている。

འུལ་འོ། ’phrul ’o /ⁿʈʰəljo/
名 (クリームセパレーターでできた)脱脂乳
解説 འུལ་འཁོར་འོ་མ། に同じ。

འུལ་ཞོ། ’phrul zho /ⁿʈʰəlɕo/
名 脱脂乳から作ったヨーグルト

解説 クリームセパレーターで分離してできた脱脂乳
འུལ་འོ། から作ったヨーグルトのこと。

8.8 チーズ
ཆུར་བ། chur ba /tɕʰəra/
名 乾燥チーズ; チーズの総称; 凝乳, カード
解説 主として当地で作られる非熟成乾燥チーズを
指すが、チーズ一般を指す名称でもある。また、脱
水前、脱水中の凝乳もこの語で表す。ཆུ་ར།、ུར་བ།と
も。【作り方】バターミルクないし脱脂乳（スキムミ
ルク）に酸乳を加えて加熱し、凝固してできた凝乳
をよく脱水する。敷物の上に山にして 1–2日置いて
おき、その後、崩して 6日ほど置いて乾燥させて出
来上がり。【保存】冷暗所に置けば二年程度は保存が
可能。【活用】ツァンパに入れて毎日食べる。トゥク
パに入れることもある。

乾燥チーズ

ཆུ་ར། chu ra /tɕʰəra/
名 チーズの総称
解説 ཆུར་བ།に同じ。

8.8.1 フレッシュチーズ
ཆུར་ེ་མགོ་ཐུ། chur sgye mgo thu
/tɕʰərʳɟe ⁿɡotə/
名 できたての新鮮なチーズ
解説 脱水を終えて袋から最初に取り出したチーズ。
生のまま食べたり、ツァンパに混ぜて食べたり、ま
たミルクに入れて沸かしてミルクスープとして飲む
こともある。高血圧に効果があるとされている。

ཆུར་བ་ོན་པ། chur ba rlon pa
/tɕʰəra ᵞlonpa/
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名 乾燥前の湿ったチーズ; できたての新鮮な
チーズ

8.8.2 乾燥チーズ
སྲ་ཆུར། sra chur /ʂatɕʰər/
名 (1)固くなったチーズ (2)ハードタイプの乾
燥チーズ

8.8.3 圧縮チーズ
མཉེན་ཆུར། mnyen chur /ᵐȵentɕʰər/
名 (乳酸発酵と加温凝固による)圧縮チーズ
解説 非熟成乾燥チーズの一種。伝統的な製法では、
生乳に少量の酸乳（生乳の 1/3より少ない分量）を
加えて攪拌してバターを取り出した後に残ったバタ
ーミルクに数日間溜め置きしたホエーを添加し、天
日に当てて温かくしながら日中静置して乳酸発酵を
進めた後に加温して凝固させ、布に入れて脱水し、そ
のまま置いて固める。1.5cm角に成形し、天日乾燥
させる。肉の代わりとして料理に用いる。年に 2、3
回作るという。もう一つの製法としては、生乳に酸
乳またはバターミルク、またはホエーを添加して作
るものがあり、これは འོ་ཆུར། とも言う。

འོ་ཆུར། ’o chur /ʔotɕʰər/
名 (乳酸発酵と加温凝固による)圧縮チーズ
解説 生乳に酸乳またはバターミルク、または数日間
溜め置きしたホエーを添加し、朝から日中にかけて
天日に当て、温かい状態で静置、乳酸発酵を進め、加
温凝固させ、脱水して固めたチーズ。མཉེན་ཆུར། の一
種。

8.8.4 その他のチーズの名称
ཟ་ཆུར། za chur /satɕʰər/
名 自家消費用のチーズ

བཙོང་ཆུར། btsong chur /ᵖtsoŋtɕʰər/
名 販売用のチーズ
解説 新しくできた単語。かつては自家消費が当たり
前だったが、近年は販売するようになった。

ཆུར་ིང་། chur rnying /tɕʰərʳȵaŋ/
名 古いチーズ
解説 作ってから 1年以上が経過したチーズ。

ཆུར་རུལ། chur rul /tɕʰərru/
名 腐ったチーズ

8.8.5 チーズ作り
ཆུར་ཁུ་བཙག

ipf. ཆུར་ཁུ་བཙག chur khu btsag
/tɕʰərkə ᵖtsaɡ/

pf. ཆུར་ཁུ་བཙགས། chur khu btsags
/tɕʰərkə ᵖtsaɡ/

動 凝乳を脱水する

ཆུ་བཙག chu btsag /tɕʰəᵖtsaɡ/
名 水切り
解説 道具を使って脱水すること。主にチーズの水切
りを指す。

ཆུ་བཙག་རྒྱག
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ipf. ཆུ་བཙག་རྒྱག chu btsag rgyag
/tɕʰəᵖtsaɡ ʳɟaɡ/

pf. ཆུ་བཙག་བརྒྱབ། chu btsag brgyab
/tɕʰəᵖtsaɡ ʳɟab/

動 水切りをする

ཆུ་འབུད།
ipf. ཆུ་འབུད། chu ’bud /tɕʰə ⁿbəl/
pf. ཆུ་བུད། chu bud /tɕʰə wəl/
動 水が出てくる
解説 脱水して水が出ることや土から水が染み出てく
ることを指す。

ཆུར་བ་ེམ།
ipf. ཆུར་བ་ེམ། chur ba skem

/tɕʰəra ᶳkem/
pf. ཆུར་བ་བསྐམས། chur ba bskams

/tɕʰəra ᶲkam/
動 チーズを乾かす

ཉི་མར་ེམ།
ipf. ཉི་མར་ེམ། nyi mar skem

/ȵəma ᶳkem/
pf. ཉི་མར་བསྐམས། nyi mar bskams

/ȵəma ᶳkam/
動 天日干しする

ཆུར་བ་གཏང་།
ipf. ཆུར་བ་གཏང་། chur ba gtang

/tɕʰəra ˣtaŋ/
pf. ཆུར་བ་བཏང་། chur ba btang

/tɕʰəra ᵖtaŋ/
動 (乾燥させるために)チーズを広げる

ཆུར་བ་བརྡལ།

ipf. ཆུར་བ་བརྡལ། chur ba brdal
/tɕʰəra ᵝda/

pf. ཆུར་བ་བརྡལ། chur ba brdal
/tɕʰəra ᵝda/

動 (乾燥させるために)チーズを広げる

ུ་ཤོག་འགེབས།
ipf. ུ་ཤོག་འགེབས། phru shog ’gebs

/cʰəxoɡ ⁿɡeb/
pf. ུ་ཤོག་བཀབ། phru shog bkab

/cʰəxoɡ ᵖkab/
動 ビニールシートを掛ける, ビニールシート
で覆う

8.8.5.1 チーズ作りの道具
ཆུར་ེ། chur sgye /tɕʰərʳɟe/
名 凝乳脱水袋
解説 凝乳の水分を切るための袋。

ཆུར་ཁུག chur khug /tɕʰərkʰəɡ/
名 チーズ作り用の革製のバケツ
解説 かつて凝乳の脱水の際にホエーを受けるために
用いられていた容器。保存用の革袋の上部に取り付
けられる毛織物製の蓋の部分がなく、バケツとして
使えるようにしたもの。

ཆུར་ཕྱར། chur phyar /tɕʰəᶲɕar/
名 チーズ乾燥用の敷物
解説 かつては羊毛の織物を使っていたが、今はビニ
ールシートを利用している。朝、シートの上に広げ
て乾かす。日がよく出れば 1日でも干し上がる。
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8.8.6 チーズの保存
ཆུར་ོ། chur sgro /tɕʰərʳɟo/
名 チーズ保存用の革袋

8.9 ホエー
ཆུར་ཁུ། chur khu /tɕʰərkə/
名 ホエー, 乳清, 乳漿 (にゅうしょう)
解説 【利用法】(1) パンを作るのに使う、(2) 女性
が髪の毛を洗うのに用いる (顔を洗うのには用いな
い)、(3) 仔羊の皮をなめす前に柔らかくしたり、皮
を白くするのに用いる。飲用にはしない。家畜に与
えることもある。余ったものは捨てる。

8.9.1 ホエーから作ったチーズ
ུར་ཆུར། skyur chur /ᶳcərtɕər/
名 ホエーから作る乾燥チーズ
解説 食感は固め。

ཆུར་ཁུའི་ཆུར་བ། chur khu’i chur ba
/tɕʰərki tɕʰəra/
名 ホエーから作る乾燥チーズ
解説 かつては作っていなかったが近年作られるよう
になった。
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第 9章
屠畜・解体

牧畜民にとって、家畜の肉は主要な食料として重要な位置を占めている。それゆえ、一般的に、家
畜の屠畜は、家畜が最も肥え太った晩秋におこなわれる。屠畜後にはすぐに解体し、肉と内臓を部位
ごとにまとめて外気で凍らせ、ヤク糞で作った貯蔵庫に入れて保存する。一部の肉は干し肉に加工
する。この章では、屠畜や解体の手順とそれに用いられる道具に関わる語彙を紹介する。
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9.2.1 解体のプロセス . . . 155
9.2.2 食用にしない部位 . . 156

9.3 貯蔵 . . . . . . . . . . . . . 157

9.1 屠畜
བཤའ།

ipf. བཤའ། bsha’ /ᶲɕa/
pf. བཤས། bshas /ᶲɕi/
動 屠畜・解体する, 屠る (ほふる)

དགུན་བཤས། dgun bshas /ʳɡənᶲɕi/
名 冬に備えて保存肉を作るために行う屠畜
解説 晩秋の家畜は肉付きや肉の状態が最もよく、冬
は肉の保存に適した気候であるのでこの時期に最も
多く屠畜を行う。ちなみに春から初夏にかけては肉
付きも肉の状態も悪く屠畜は行わない。

དགུན་བཤས་ེད།
ipf. དགུན་བཤས་ེད། dgun bshas byed

/ʳɡənᶲɕi jel/
pf. དགུན་བཤས་བྱས། dgun bshas byas

/ʳɡənᶲɕi ji/
動 冬に備えて保存肉を作るために屠畜を行う

9.1.1 屠畜予定の個体
སྐམས། skams /ᶳkam/

名 [ヤク] 屠畜予定の個体
解説 屠畜を行う 2–3 ヶ月前にはどの個体を屠畜す
るかを決め、夜も放牧から連れ戻さずに草を食べさ
せ、よく太らせる。屠畜はたいてい秋の終わりに行
う。

བཤའ་ཟོག bsha’ zog /ᶲɕasoɡ/
名 [ヤク] 屠畜予定の個体

བཤའ་ལུག bsha’ lug /ᶲɕaləɡ/
名 [羊] 屠畜予定の個体

9.1.2 屠畜道具
ཐག་པ། thag pa /tʰaɡpa/
名 ロープ, 縄
解説 ヤクの剛毛を編んで作ることが多い。

བཤའ་ི། bsha’ gri /ᶲɕacə/
名 屠畜に用いるナイフ

9.1.3 屠畜のプロセス
མཆུ་ོམ།
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ipf. མཆུ་ོམ། mchu sdom /tɕʰə ʳdom/
pf. མཆུ་བསྡམས། mchu bsdams /tɕʰə ʳdam/
動 (屠畜のために)窒息させる; 屠畜する
解説 文字通りには「口を縛る」。

羊の口を縛って窒息させる

ヤクの脚四本を縛り、口を縛って窒息させる

མཆུ་ལུ་ོམ།
ipf. མཆུ་ལུ་ོམ། mchu lu sdom

/ᵐtɕʰələ ʳdom/
pf. མཆུ་ལུ་བསྡམས། mchu lu bsdams

/tᵐɕʰələ ʳdam/
動 口を縛って窒息させる

དབུགས་འཆད།
ipf. དབུགས་འཆད། dbugs ’chad /ʔəɡ tɕʰal/
pf. དབུགས་ཆད། dbugs chad /ʔəɡ tɕʰal/
動 息絶える, 死ぬ

ཁྲག་ཁུང་། khrag khung /cʰaɡkʰoŋ/
名 屠畜時に胸に開ける穴

ཁྲག་ོག
ipf. ཁྲག་ོག khrag srog /cʰaɡ ʂoɡ/
pf. ཁྲག་ོག khrag srog /cʰaɡ ʂoɡ/
動 大動脈をちぎる
解説 体内放血法をとるチベットの屠畜方法。家畜を
窒息死させた後に、体内に手を入れ、大動脈を指で
ちぎること。

རྩ་ེད།
ipf. རྩ་ེད། rtsa byed /ᶳtsa jel/
pf. རྩ་བྱས། rtsa byas /ᶳtsa ji/
動 (家畜の解体の際にナイフで皮に) 切れ目を
入れる, 開腹する
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བཤུ།
ipf. བཤུ། bshu /ᶲɕə/
pf. བཤུས། bshus /ᶲɕi/
動 (皮を)剥ぐ, むく

པགས་པ་བཤུ།
ipf. པགས་པ་བཤུ། pags pa bshu

/waɡpa ᶲɕə/
pf. པགས་པ་བཤུས། pags pa bshus

/waɡpa ᶲɕi/
動 (羊の)皮を剥ぐ

ཀོ་བ་བཤུ།
ipf. ཀོ་བ་བཤུ། ko ba bshu /ko ᶲɕə/
pf. ཀོ་བ་བཤུས། ko ba bshus /ko ᶲɕi/
動 (羊以外の家畜の)皮を剥ぐ

ヤクの皮を剥がしている

རྐྱལ་བཤས། rkyal bshas /ᶳcaᶲɕi/
名 (羊を) そのまま袋が作れるように腹部を割
かないように屠畜すること
解説 頭を落とし、足から皮を剥ぎ、内臓や肉は首の
部分から取り出す。

རྐྱལ་བཤས་ེད།

ipf. རྐྱལ་བཤས་ེད། rkyal bshas byed
/ᶳcaᶲɕi jel/

pf. རྐྱལ་བཤས་བྱས། rkyal bshas byas
/ᶳcaᶲɕi ji/

動 (羊を) そのまま袋が作れるように腹部を割
かないように屠畜する

ེ་ལེན།
ipf. ེ་ལེན། ske len /ᶳke len/
pf. ེ་བླངས། ske blangs /ᶳke ᵝlaŋ/
動 首の動脈を切って屠畜する
解説 体外放血法をとる回族や漢族が行う屠畜方法。
チベット人の場合、生贄（赤い供犠）として特定の土
地神に対してのみ行う。

9.1.4 各種の肉
སྐམས་ཤ skams sha /ᶳkamxa/
名 ヤク肉
解説 文字通りには「予定通りに屠畜されたヤクの
肉」。

ལུག་ཤ lug sha /ləɡxa/
名 羊肉

བོད་ཤ bod sha /wolxa/
名 チベット式の窒息法で屠畜した肉

རྒྱ་ཤ rgya sha /ʳɟaxa/
名 体外放血法で屠畜した肉
解説 窒息法でなく、首を切って放血して死に至らし
める屠畜方法で得た肉。回族や漢族が行う屠畜方法。

9.2 解体
9.2.1 解体のプロセス
ུ་མ་བུ།

ipf. ུ་མ་བུ། rgyu ma bkru
/ʳɟəma ᵖcə/

pf. ུ་མ་བུས། rgyu ma bkrus
/ʳɟəma ᵖci/

動 腸を洗う
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ུ་མ་གཤལ།
ipf. ུ་མ་གཤལ། rgyu ma gshal

/ʳɟəma ᶲɕa/
pf. ུ་མ་བཤལ། rgyu ma bshal

/ʳɟəma ᶲɕa/
動 腸をすすぐ

ཤ་གསེས།
ipf. ཤ་གསེས། sha gses /xa ˣsi/
pf. ཤ་གསེས། sha gses /xa ˣsi/
動 肉を解体する

གཡེང་།
ipf. གཡེང་། g.yeng /ᵞjaŋ/
pf. གཡེངས། g.yengs /ᵞjaŋ/
動 日光と風にさらす

ཚོ་རྟགས། tsho rtags /tsʰoᶳtaɡ/
名 枝肉につける印
解説 脂肪がよくついて太っているかどうかを見せる
ための印。市場で売られている枝肉にはたいていこ
の印がついている。

ཤ་སྐལ། sha skal /xaᶳka/
名 肉の分け前
解説 屠畜した肉を家族に分け与える際の分け前。

9.2.2 食用にしない部位
ཀླད་ཞོ། klad zho /ᵞlalɕo/
名 脳, 脳みそ
解説 人畜共通の単語。

དམུ་ཤུབས། dmu shubs /ᵞməxob/
名 心臓右心房側の肺静脈の突端部分
解説 食用にせず捨てる部分。

གཅིན་ལྒང་། gcin lgang /ˣtɕənʳɡaŋ/
名 膀胱
解説 食用にせずに捨てる。

ི་ཁ། lci kha /ˣtɕəkʰa/
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名 [ヤク] 肛門
解説 解体した後の肛門を指す。食用にはせずに捨て
る。文字通りには「ヤク糞の出口」。

རྙང་བ། rnyang ba /ᵞȵaŋwa/
名 解体した家畜の大腸・小腸・盲腸・第四胃に
残っている内容物

ོ། rtso /ᶳtso/
名 第一胃にある内容物

取り出した胃から内容物を捨てているところ

9.3 貯蔵
ི་སྒམ། lci sgam /ˣtɕəʳɡam/
名 ヤク糞で作った肉の貯蔵庫
解説 湿った状態の糞で作る貯蔵庫。冬営地に到着し
たらすぐに作り始める。ヤク糞を成形し、箱型にし
て凍らせて作る。肉は解体したら細かく切って、日
陰に置いて凍らせる。凍ったらそのまま貯蔵庫に入
れて保管する。内臓はきれいにしてから第一胃の中

に詰めて凍らせ、貯蔵する。腸詰めを作って生のま
ま冷凍することもある。春になり、肉がなくなる時
期に取り出して食べる。

ི་ལེབ། lci leb /ˣtɕəleb/
名 ヤク糞で作った貯蔵庫の蓋

ཨུའུ་ཆུ། u’u chu /ʔutɕʰə/
名 (テントの中で常温保存する)肉
解説 解体した肉は二つに分け、一方は糞で作った貯
蔵庫 ི་སྒམ།に冷凍保存して冬の間食べる。一方は皮
に包んでテントの保存袋の列に並べておき、春にな
ったら開けて夏までに食べ切る。腐りそうになった
ら干し肉 ཤ་སྐམ།にする。

ཤ་ཁང་། sha khang /xakʰaŋ/
名 肉の貯蔵庫
解説 1990年代に草原で普及しつつあった固定家屋
において、冷蔵庫代わりに肉専用の貯蔵室が設けら
れた。現在はあまり見られなくなった。
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第 10章
食肉加工と部位名称

屠畜と解体を通して肉や内臓は細かく分けられるが、牧畜民はそれらの部位を異なる名称で呼び
分けている。食べることのない骨や腱に関しても細やかな呼び分けがおこなわれており、牧畜民の
家畜に対する深い知識がうかがえる。この章では、食肉の性質や肉・内臓・骨等の部位に関わる語彙
を紹介する。
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10.1 肉
ཤ sha /xa/
名 肉
解説 この語で生肉とゆで肉を指す。

ナイフとともに供されたゆで肉
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ཤ་ཁོག sha khog /xakʰoɡ/
名 枝肉

家庭で屠畜したばかりの肉を軒下に吊るす

ི་ཤ phyi sha /ᶲɕəxa/
名 内臓を取り除いた枝肉全体
解説 内臓を取り出した後の枝肉はその日のうちに食
べずに吊るしておく。ཤ་ཁོག が主に枝肉の数を数え
るのに用いるのに対し、ི་ཤ は枝肉そのものを指す
のに用いられる。

ནང་ཤ nang sha /naŋxa/
名 (解体の際に) 内臓を取り出した箇所に残
った肉
解説 ནང་བཞགとも。

ནང་བཞག nang bzhag /naŋᵝʑaɡ/
名 (解体の際に) 内臓を取り出した箇所に残
った肉
解説 内臓を取り出した後に残っている肉は掻き出し
て調理に用いる。ནང་ཤ に同じ。

ཉིན་ཤ nyin sha /ȵənxa/
名 屠畜解体した当日の肉や内臓
解説 仏教的な観点から当日の肉は食べない方が良い
とされている。

ཆུ་ཤ། chu sha /tɕʰəxa/
名 雨が降った翌日に屠畜した肉
解説 雨が降り続くと家畜にストレスがかかって肉が
まずくなるとされる。雨の翌日の屠畜自体を避ける
ことも多い。文字通りには「水の肉」。

དགུན་ཤ dgun sha /ʳɡənxa/
名 冬が到来する前に屠畜する保存肉

解説 冬から春にかけて食べるために冷凍保存してお
く肉。屠畜・解体後に外気にさらして凍らせた肉と
内臓はヤク糞で作った貯蔵庫 ི་སྒམ།に入れて保存し
ておく。内臓は処理して生のまま冷凍保存する。

ཨུའུ་ཆུ། u’u chu /ʔutɕʰə/
名 (テントの中で常温保存する)肉
解説 解体した肉は二つに分け、一方は糞で作った貯
蔵庫 ི་སྒམ།に冷凍保存して冬の間食べる。一方は皮
に包んでテントの保存袋の列に並べておき、春にな
ったら開けて夏までに食べ切る。腐りそうになった
ら干し肉 ཤ་སྐམ།にする。

ཤ་ཝ་ཏུ། sha wa tu /xa ʁatə/
名 凍った肉

10.1.1 干し肉
ཤ་སྐམ། sha skam /xaᶳkam/
名 干し肉

ཤ་ོངས། sha skyongs /xacoŋ/
名 干し肉

ཤ་རུག sha rug /xarəɡ/
名 細かく切って干した肉

10.2 内臓
10.2.1 内臓の総称
ནང་ོལ། nang khrol /naŋʈʰol/
名 内臓, 臓物, はらわた
解説 全ての内臓を指す一般的な語。人間の内臓も表
せるが、主には食用の内臓を指す。

ནང་།1 nang /naŋ/
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名 (1)中, 内側 (2)内臓

10.2.2 頭部
ཀླད་པ། klad pa /ᵞlalpa/
名 頭部; 額部分

ལྕེ། lce /ˣtɕe/
名 舌, タン
解説 家畜の舌は子供に食べさせることが多い。ただ
し先端は切り落とす。

10.2.3 心臓付近
ཡ་ཆུང་། ya chung /jatɕʰoŋ/
名 胸腔

མིད་ཐག mid thag /ᵐȵəltaɡ/
名 食道

羊の食道と肺

མིད་ེ། mid sne /ᵐȵəln̥e/
名 食道の喉側の先端部分

ཨོལ་གྲོག ol grog /ʔucoɡ/
名 気管

ོ་ུག glo sbug /ᵞloᵝzəɡ/
名 気管

ོ།1 glo /ᵞlo/
名 肺

ོ་ུག glo phrug /ᵞloᵝrəɡ/
名 肺の表面にできる出来物

སྣག་རིལ། snag ril /n̥aɡri/
名 心臓
解説 食用としての心臓。そのままゆでて食べる。栄
養価が高く美味なので、目上の人や老人などに食べ
させることが多い。ラマなどに供するのは避ける。

སེམས་བུ། sems bu /sʰempə/
名 家畜の心臓

ེ་ཏོ། sne to /n̥eto/
名 心嚢 (しんのう)
解説 心臓を覆っている袋状のもの。かつてはこれに
麦こがしやバターミルクを入れて持ち運んだ。

10.2.4 胃付近
མ་ཆུང་། ma chung /matɕʰoŋ/
名 腹腔

མཆིན་པ། mchin pa /ᵐtɕʰəmpa/
名 肝臓

མཆིན་ུག mchin phrug /ᵐtɕʰənʈʰəɡ/
名 肝臓の表面にできる出来物

མཆིན་རྩ། mchin rtsa /ᵐtɕʰənᶳtsa/
名 レバーの筋
解説 調理の際に筋っぽいところを取り除く。

མིས་པ།1 mkhris pa /ᵐcʰəbsʰa/
名 (動物の)胆嚢
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གྲོད་པུ། grod pu /colpə/
名 (1)第一胃 (2)第一胃で作った袋
解説 かつてはバター作りやバター保存用の袋として
用いられた。

ཕོ་ག pho ga /hoka/
名 (1)人間の胃 (2)家畜の第二胃, ハチノス (3)
ハチノスに詰め物をした料理

ཕོ་བསེས། pho bses /hosʰi/
名 第三胃

ི་ཤ rji sha /ʳdʑəxa/
名 第四胃
解説 刻んで腸詰めの具材として使う。

མཚེར་བ། mtsher ba /tsʰerwa/
名 膵臓

མཁལ་མ། mkhal ma /ᵐkʰama/
名 腎臓
解説 家畜の腎臓は脂肪のついたまま煮る。柔らかく
て美味しいものとして子供に分け与える。

མཆིན་ཤ mchin sha /ᵐtɕʰənxa/
名 横隔膜

10.2.5 小腸
ུ་མ། rgyu ma /ʳɟəma/
名 (1)腸の総称 (2)腸詰め

ུ་མདའ། rgyu mda’ /ʳɟəᵐda/
名 十二指腸
解説 小腸の入り口で、第四胃から接続する部分。

ུ་ནག rgyu nag /ʳɟənaɡ/
名 空腸
解説 小腸の一部で、十二指腸と回腸の間の部分。文
字通りには「黒い腸」。脂肪がついていない部分なの
でこのように言う。

ུ་ོང་། rgyu stong /ʳɟəᶳtoŋ/
名 空腸の最下部
解説 空腸の最後の部分で回腸の手前。

ལོང་མདའ། long mda’ /loŋᵐda/
名 回腸
解説 小腸の末端部分で盲腸につながる部分。

10.2.6 大腸
ལོང་ག long ga /loŋka/
名 (1)盲腸 (2)盲腸の腸詰め
解説 後方は大腸に接続する。

མགོ་ལོང་། mgo long /ⁿɡoloŋ/
名 盲腸の冠部
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ཁྲ་ུ། khra rgyu /cʰaʳɟə/
名 結腸
解説 大腸の主要部分。小腸から続く部分。文字通り
には「まだらの腸」。

ུ་དཀར། rgyu dkar /ʳɟəˣkar/
名 結腸
解説 脂肪が多くついている部分。文字通りには「白
い腸」。

གཡོས་ུ། g.yos rgyu /ᵞjiʳɟə/
名 (1)直腸 (2)直腸の腸詰め
解説 大腸の後半部分で、先端は肛門に接続する。腸
詰めは、肺、頸部の肉、脂肪、第一胃を刻んだものに
塩、山椒、ネギで味付けしたものを直腸に詰めてゆ
でて作る。人によっては香り付けにアニスや心臓の
肉を刻んで入れることもある。

10.2.7 生殖器・泌尿器など
ནུ་མ། nu ma /nəma/
名 乳房

བེའུ་ོད། be’u snod /win̥ol/
名 [ヤク] 子宮

ལུག་ོད། lug snod /ləɡn̥ol/
名 [羊] 子宮

ལྒང་བ། lgang ba /ʳɡaŋwa/
名 (1)陰嚢 (2)精巣

བསམ་བསེའུ། bsam bse’u /samsi/
名 卵巣

གཅིན་ལྒང་། gcin lgang /ˣtɕənʳɡaŋ/
名 膀胱
解説 食用にせずに捨てる。

ཨོང་དོང་། ong dong /ʔoŋtoŋ/
名 肛門
解説 生き物の器官としての肛門。

ི་ཁ། lci kha /ˣtɕəkʰa/
名 [ヤク] 肛門
解説 解体した後の肛門を指す。食用にはせずに捨て
る。文字通りには「ヤク糞の出口」。

ཁྲ་ཁུག khra khug /cʰakʰəɡ/
名 (人や家畜の)肛門

10.2.8 腱・靭帯
ཤོ། sho /xo/
名 腱
解説 食用にする。

ེ་ཤོ། ske sho /ᶳkexo/
名 首の腱

ུས་རྐ། rgyus rka /ʳɟəᶳka/
名 靭帯

10.2.9 血管・血液
ཁྲག་རྩ། khrag rtsa /cʰaɡᶳtsa/
名 血管

རྩ་དཀར། rtsa dkar /ᶳtsəkar/
名 心臓と脳をつなぐ血管

ོག་རྩ། srog rtsa /ʂoɡᶳtsa/
名 大動脈
解説 屠畜の際に手で千切って体内に放血する。

ཁྲག khrag /cʰaɡ/
名 (1)血, 血液 (2)血入りの腸詰め
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ཁྲག་ཤ khrag sha /cʰaɡxa/
名 血の塊
解説 屠畜して血を取り分けると固まってくるので、
血の腸詰めなどを料理する際には塊を潰す必要があ
る。

ཆུ་སེར། chu ser /tɕʰəsʰer/
名 リンパ液

10.2.10 脂肪
ཚིལ། tshil /tsʰi/
名 (肉や内臓についた)脂肪; 脂身

ོ་ཚིལ། lto tshil /ᶳtotsʰi/
名 胃の周りの脂肪, 網脂

ヤクの網脂

ིང་ཚིལ། snying tshil
/ȵ̊aŋtsʰi/
名 心臓についた脂肪

མཆིན་ཚིལ། mchin tshil /ᵐtɕʰəntsʰi/
名 肝臓についた脂肪

མཁལ་ཚིལ། mkhal tshil /ᵐkʰatsʰi/
名 腎臓の周りの脂肪
解説 刻んで料理に入れる。特に腸詰めや、蒸し饅頭、
水餃子などを作る時によく用いる。

ུ་ཚིལ། rgyu tshil /ʳɟətsʰi/

名 腸についた脂肪
解説 空腸 ུ་ནག についた脂肪。調理用としてはあま
り使わないが、小さい個体を屠畜した場合などで腹
腔内脂肪が足りなければ腸についた脂肪も用いるこ
とがある。

མིག་ཚིལ། mig tshil /ᵞȵəɡtsʰi/
名 目の周りの脂肪
解説 美味しいので子供に与えることも多い。

10.3 骨・髄
རུས་པ། rus pa /rəpa/
名 骨の総称

སྒལ་གནག sgal gnag /ʳɡalᵞnaɡ/
名 脊髄
解説 背骨の中の白く柔らかい管状の部分。食用にす
る。

ཧ། ha /ha/
名 骨髄

10.4 肉と骨の部位
10.4.1 上半身・下半身
ཁོག་ོད། khog stod /kʰoɡᶳtol/
名 (人間や動物の)上半身; 枝肉の上半身部分

ཁོག་སྨད། khog smad /kʰoɡm̥al/
名 (人間や動物の)下半身; 枝肉の下半身部分

10.4.2 頭部
མགོ་རུས། mgo rus /ⁿɡori/
名 頭蓋骨
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གདོང་གྲམ། gdong gram /ᵞdoŋcam/
名 鼻筋の部分, 鼻骨

མ་འཁེལ། ma ’khel /maⁿkʰi/
名 下顎骨 (あごの骨)

ཡ་མགོ། ya mgo /jaⁿɡo/
名 頭の上部 (上顎より上の部分)

མ་མགོ། ma mgo /maⁿɡo/
名 頭の下部 (下顎より下の部分)
解説 調理の際には口の中をよく洗い、反芻した内容
物の残りを取り除く。

ཡ་ཁ། ya kha /jakʰa/
名 上顎, 鼻の下から上唇

མ་ཁ། ma kha /makʰa/
名 下顎, 下唇から顎

འགྲམ་ིང་། ’gram rting
/ⁿɟamᶳtaŋ/
名 下顎の両端

མིག་ཤ mig sha /ᵞȵəɡxa/
名 目の周りの肉
解説 目の周りの肉を食べたら、「乳や肉を与えてく
れてありがとう」といった意味の祈りの言葉を唱え
ながら、眼球をテントの上に放り投げる。眼球は「智
恵の目」と考えられており、食用にしない。食べたら
目が悪くなるとされる。

འགྲམ་དིལ། ’gram dkyil /ⁿɟamˣci/
名 目の下から頬にかけての膨らんだところ

མགོ་སུག mgo sug /ⁿɡosʰəɡ/
名 (解体後の)頭部と脚部
解説 冬はしばらく凍らせておく。

10.4.3 頚椎部分
ེ་ཚིགས། ske tshigs /ᶳketsʰəɡ/
名 (1)首の骨; 骨付きの首肉; 頚椎の椎骨 (2)(テ

ントの骨組みのジョイント部分としての)環椎
解説 脂肪はあまりなく比較的固い。煮込んで食べ
る。

གཉའ་ེ་ནག gnya’ ske nag
/ᵞȵa ᶳkenaɡ/
名 環椎
解説 第一頚椎のこと。テントの支柱のジョイント部
分に用いる。

ེ་ཤ ske sha /ᶳkexa/
名 首の肉, ネック
解説 骨のない部分の肉。直腸詰めに用いる。

ེ་ཏིའི་ཚིགས་རྒན།
ske ti’i tshigs rgan
/ᶳketi tsʰəɡʳɡan/
名 首の付け根の骨

10.4.4 胸椎から肩甲骨にかけて
རྩར། rtsar /ᶳtsar/
名 (1)胸椎 (2)胸椎部分の肉

རྩར་གྲངས། rtsar grangs
/ᶳtsaʈaŋ/
名 (1)胸椎前部 (2)胸椎前部の肉

རྩར་རིང་། rtsar ring /ᶳtsarraŋ/
名 胸椎前部とその肉

རྩར་ཐུང་། rtsar thung
/ᶳtsartʰoŋ/
名 胸椎後部とその肉

སོག་པ། sog pa /sʰoɡpa/
名 肩甲骨
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マニ堂に供えられた肩甲骨

སོག་པའི་མཛོ་གདོང་། sog pa’i mdzo gdong
/sʰoɡpə ᵐdzoᵞdoŋ/
名 肩甲骨中央部の盛り上がった部分

སོག་པའི་ེ་ིང་། sog pa’i ske rting
/sʰoɡpə ᶳkeᶳtaŋ/
名 肩甲骨の肩峰

སོག་པའི་ཁ་གྲམ། sog pa’i kha gram
/sʰoɡpə kʰacam/
名 肩甲骨の内側縁

སོག་མགོ། sog mgo /sʰoɡⁿɡo/
名 肩甲骨の上角
解説 背中に突き出している部分を指す。

10.4.5 肋骨部分
ིབ། rtsib /ᶳtsəb/
名 (1)脇腹, あばら (2)脇, 側

ིབ་གུ། rtsib gu /ᶳtsəkə/
名 肋骨, あばら
解説 肋骨全体を指す総称。

ིབ་གུའི་དཀར་མགོ། rtsib gu’i dkar mgo
/ᶳtsəki karⁿɡo/
名 肋軟骨

ིག་ིང་། rtsig rting /ᶳtsəɡᶳtaŋ/
名 肋骨の背骨に接続する部分
解説 文字通りには「肋骨の根本」。

ིག་ནག rtsig nag /ᶳtsəɡnaɡ/
名 肋骨とその部分の肉
解説 前から 3本目までを指す。

གནམ་ོངས་ཁྲ་མོ་ཙོག
gnam rdzongs khra mo tsog
/ᵞnamʳdzoŋ cʰamotsoɡ/
名 第 1肋骨から第 5肋骨までのあばら肉

ཁྲ་མོ་ཙོག khra mo tsog
/cʰamotsoɡ/
名 第 1肋骨から第 2肋骨までのあばら肉
解説 肋骨を 4つに切り分けたうち先頭の部分。脂肪
が多く含まれる。

གནམ་ོངས། gnam rdzongs
/ᵞnamʳdzoŋ/
名 第 3肋骨から第 5肋骨までのあばら肉
解説 肋骨を四つに切り分けたうち前から二つ目の部
分。

ུག rgug /ʳɡəɡ/
名 第 6肋骨から第 11肋骨までのあばら肉
解説 肋骨を三つに切り分けたうち中央部分。

ུག་ིག rgug rtsig /ʳɡəɡᶳtsəɡ/
名 第 6肋骨から第 11肋骨までのあばら肉

ུག་གི་ཚོ་ིག་ུག
rgug gi tsho rtsig drug
/ʳɡəɡ kə tsʰoᶳtsəɡ ʈəɡ/
名 肋骨の中 6本分のあばら肉
解説 ུག་ིགに同じ。

ེད་མོང་ལུང་ཏིས། dred mong lung tis
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/ʈemoŋ loŋti/
名 肋骨の後ろ 2本分のあばら肉

ད་ིག da rtsig /taᶳtsəɡ/
名 第 12肋骨から第 13肋骨までのあばら肉
解説 肋骨を三つに分けたうち一番後ろの部分。

10.4.6 胸骨部分
བྲང་། brang /ʈaŋ/
名 胸骨; 胸骨の部分の肉
解説 胸骨部分の前半分は བྲང་མགོ、後ろ半分は
བྲང་ཞབས།と言う。

བྲང་ཤ brang sha /ʈaŋxa/
名 胸肉, 胸骨の部分の肉

བྲང་མགོ། brang mgo /ʈaŋⁿɡo/
名 胸骨の前半分; 胸肉の前半分
解説 美味しい脂肪や肉があるため、子供に優先的に
分けたり、友人や高僧への贈り物として利用するこ
とがある。

བྲང་ཞབས། brang zhabs /ʈaŋɕab/
名 胸骨の後ろ半分; 胸肉の後ろ半分

བྲང་དིལ། brang dkyil /ʈaŋᶳci/
名 胸骨の後ろ半分; 胸肉の後ろ半分
解説 བྲང་ཞབས། に同じ。

10.4.7 腰椎部分
སྒལ་ཚིགས། sgal tshigs /ʳɡatsʰəɡ/
名 背骨; 背骨部分の肉

སྒལ་གཞུང་། sgal gzhung
/ʳɡaᵞʑoŋ/
名 背骨とその周り

སྒལ་ཤ sgal sha /ʳɡaxa/
名 背中の肉, ショートロイン

འཕོངས་མགོ། ’phongs mgo /pʰoŋⁿɡo/
名 腰

解説 家畜種は問わない。

10.4.8 肋骨最後部から下腹部にかけて
ད་མོ། da mo /tamo/
名 下腹; 下腹部の肉
解説 ད་མོ།は横から下腹を見た時の名称。བྲང་།は解体
の時に足側から見た腹に対する表現。

ད་ཤ da sha /taxa/
名 下腹部の肉
解説 肋骨の一番後ろの部分と尻にかけての部分の
肉。バラの肋骨のない部分。

10.4.9 仙椎から尾にかけて
དི། dpyi /ˣɕə/
名 骨盤周辺の部位

ནག་པོ་དགུ་འདུས། nag po dgu ’dus
/naɡpo ʳɡəⁿdi/
名 腸骨

དི་མགོ། dpyi mgo /ˣɕəⁿɡo/
名 左右の尻
解説 尻の左右に出っ張った部分を指す。

དི་ཤ dpyi sha /ˣɕəxa/
名 骨盤周辺の肉, ランプ

མཚང་ར། mtshang ra /tsʰaŋra/
名 仙椎部分とその肉
解説 尻尾の付け根の部分 (三角形の骨、肉) で、脂
肪もなく肉も少ない。煮て食べる。

མཚང་རའི་རྔ་མཛུག
mtshang ra’i rnga mdzug
/tsʰaŋrə ʳŋaᵐdzəɡ/
名 尾椎部分とその肉
解説 脂肪が多く、美味。大事な客・親友に食べても
らったり、行事などで出される。普段も食べる。

མཚང་སྒམ། mtshang sgam
/tsʰaŋʳɡam/
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名 骨盤

མཚང་འཕོངས། mtshang ’phongs
/tsʰaŋpoŋ/
名 尻; 坐骨とその周囲の部位
解説 尻尾の下の肛門周辺部分の尻の部位を指す。

རྔ་ཚིགས། rnga tshigs /ʳŋatsʰəɡ/
名 (1)尾骨 (2)尻尾の肉

རྔ་ིང་། rnga rting /ʳŋaᶳtaŋ/
名 尻尾の付け根

རྔ་མཛུག rnga mdzug /ʳŋaᵐdzəɡ/
名 (1)尾椎の骨とその周りの肉 (2)毛などが落
ちて細くなった尻尾
解説 脂肪が多く美味しい肉。

རྔ་ེ། rnga sne /ʳŋan̥e/
名 尻尾の先端

10.4.10 前肢部分
10.4.10.1 前肢
ལག་པ། lag pa /laɡpa/
名 (1)手 (2)家畜の前肢

ལག་ཡས། lag yas /laɡji/
名 前肢の片方; 前肢の肉

ལག་ཤ lag sha /laɡxa/
名 前肢の肉

ལག་ཚིགས། lag tshigs /laɡtsʰəɡ/
名 前肢の関節, 膝に相当する部分

ལག་པ་གཡས་ས། lag pa g.yas sa
/laɡpa ᵞjisʰa/
名 右前肢

ལག་པ་གཡོན་ས། lag pa g.yon sa
/laɡpa ᵞjonsʰa/
名 左前肢

ལག་བཞག lag bzhag /laɡᵝʑaɡ/
名 前肢の付け根と肋骨の間の肉
解説 やや固い肉である。

10.4.10.2 上腕骨部分
དཔུང་བ། dpung ba /χoŋwa/
名 上腕骨とその部分の肉; 肩
解説 དཔུང་དུ།と同義。

དཔུང་དུ། dpung du /χoŋtə/
名 上腕骨とその部分の肉; 肩
解説 དཔུང་བ།に同じ。

10.4.10.3 前腕骨部分
ལག་ངར། lag ngar /laɡŋar/
名 前脛 (まえずね), 前腕骨とその部分の肉

ལག་ངར་ཇོ་ལུ། lag ngar jo lu
/laɡŋar tɕolə/
名 尺骨

དཔུང་དུ་ི་ཁེས། dpung du khyi khes
/χoŋtə cʰəkʰi/
名 手根骨

ལག་མགོ། lag mgo /laɡⁿɡo/
名 (1)中手骨 (2)手首より先の部分

སུག་ཏུ། sug tu /sʰəɡtə/
名 指骨・趾骨の上部
解説 屠畜したその日のうちに皮を剥ぎ、かまどの灰
かき出し口に置いて灰まみれにして加熱する。
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10.4.11 後肢部分
10.4.11.1 後肢
རྐང་བ། rkang ba /ᶳkaŋwa/
名 (1)足 (2)家畜の後肢

རྐང་ཡས། rkang yas /ᶳkaŋji/
名 後肢の片方; 後肢の肉

རྐང་ཤ། rkang sha /ᶳkaŋxa/
名 後肢の肉

རྐང་བ་གཡས་ས། rkang ba g.yas sa
/ᶳkaŋwa ᵞjisʰa/
名 右後肢

རྐང་བ་གཡོན་ས། rkang ba g.yon sa
/ᶳkaŋwa ᵞjonsʰa/
名 左後肢

ིད་པ། sgyid pa /ʳɟəlpa/
名 ヤクの後肢

རྐང་ཚིགས། rkang tshigs
/ᶳkaŋtsʰəɡ/
名 後肢の関節
解説 家畜にも人間にも用いる。

ེའུ། gle’u /ᵞli/
名 膝蓋骨

ུ་མགོ། lhu mgo /lə̥ⁿɡo/
名 膝の関節の間の骨
解説 家畜について言う。

10.4.11.2 大腿骨部分
བརླ། brla /ᵝla/
名 (1)大腿部 (2)もも肉 (3)大腿骨

བརླ་ཤ brla sha /ᵝlaxa/
名 もも肉
解説 もも肉の内側の肉。血の腸詰めの中に入れる肉
はこの部位。

10.4.11.3 下腿骨部分
ེ་ངར། rje ngar /ʳdʑeŋar/
名 後脛 (うしろずね), 下腿骨とその周りの肉,
ともずね
解説 食肉としての名称。

ེ་ཤ rje sha /ʳdʑexa/
名 脛肉, ともずね

གཅང་ཤ། gcang sha /tɕaŋxa/
名 脛肉, ともずね

ེ་ངར་ཇོ་ལུ། rje ngar jo lu
/ʳdʑeŋar tɕolə/
名 (家畜の)足根骨 (そっこんこつ)
解説 踵付近の骨。

སུག་མགོ། sug mgo /sʰəɡⁿɡo/
名 中足骨 (ちゅうそっこつ)
解説 ほぼ骨だが少しだけついている肉を煮て食べ
る。前肢、後肢ともに同じ表現となる。

སུག་ཏུ། sug tu /sʰəɡtə/
名 指骨・趾骨の上部
解説 屠畜したその日のうちに皮を剥ぎ、かまどの灰
かき出し口に置いて灰まみれにして加熱する。
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10.5 羊の肉の部位名称

① ེ་ཚིགས། ske tshigs /ᶳketsʰəɡ/
名 (1)首の骨; 骨付きの首肉; 頚椎の椎骨 (2)(テ
ントの骨組みのジョイント部分としての)環椎

② ེ་ཤ ske sha /ᶳkexa/
名 首の肉, ネック

③ སོག་པ། sog pa /sʰoɡpa/
名 肩甲骨

④ རྩར་རིང་། rtsar ring /ᶳtsarraŋ/
名 胸椎前部とその肉

⑤ རྩར་ཐུང་། rtsar thung
/ᶳtsartʰoŋ/
名 胸椎後部とその肉

⑥ སྒལ་ཚིགས། sgal tshigs /ʳɡatsʰəɡ/
名 背骨; 背骨部分の肉

⑦ མཚང་ར། mtshang ra /tsʰaŋra/
名 仙椎部分とその肉

⑧ མཚང་རའི་རྔ་མཛུག
mtshang ra’i rnga mdzug
/tsʰaŋrə ʳŋaᵐdzəɡ/
名 尾椎部分とその肉

⑨ དི་ཤ dpyi sha /ˣɕəxa/
名 骨盤周辺の肉, ランプ

⑩ རྐང་ཡས། rkang yas /ᶳkaŋji/
名 後肢の片方; 後肢の肉

⑪ ེ་ངར། rje ngar /ʳdʑeŋar/
名 後脛 (うしろずね), 下腿骨とその周りの肉,
ともずね

⑫ ལག་ཡས། lag yas /laɡji/
名 前肢の片方; 前肢の肉

⑬ ཁྲ་མོ་ཙོག khra mo tsog
/cʰamotsoɡ/
名 第 1肋骨から第 2肋骨までのあばら肉

⑭ གནམ་ོངས། gnam rdzongs
/ᵞnamʳdzoŋ/
名 第 3肋骨から第 5肋骨までのあばら肉

⑮ ུག rgug /ʳɡəɡ/
名 第 6肋骨から第 11肋骨までのあばら肉

⑯ ད་ིག da rtsig /taᶳtsəɡ/
名 第 12肋骨から第 13肋骨までのあばら肉

⑰ ད་ཤ da sha /taxa/
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名 下腹部の肉

⑱ ལག་ངར། lag ngar /laɡŋar/
名 前脛 (まえずね), 前腕骨とその部分の肉

⑲ བྲང་མགོ། brang mgo /ʈaŋⁿɡo/
名 胸骨の前半分; 胸肉の前半分

⑳ བྲང་ཞབས། brang zhabs /ʈaŋɕab/
名 胸骨の後ろ半分; 胸肉の後ろ半分

10



糞 171

第 11章
糞

樹木が少ないチベットの多くの地域では、家畜の糞を乾燥させて燃料として利用する。糞を拾い
集め広げて乾燥させる作業は、一年を通して欠かせない労働であり、どの宿営地にも乾燥糞を積み
上げた山がある。この章では、多様に呼び分けられる家畜の糞の名称、その用途や加工に関わる語彙
を紹介する。
���

11.1 ヤクの糞 . . . . . . . . . . 171
11.1.1 湿糞の様々な名称 . . 171
11.1.2 乾燥糞の様々な名称 . 172
11.1.3 糞集め・糞加工 . . . 174
11.1.4 燃料糞の保管 . . . . 175

11.1.5 燃料用途以外の糞利用 176
11.2 羊・山羊の糞 . . . . . . . . 176
11.3 馬の糞 . . . . . . . . . . . . 177
11.4 犬の糞 . . . . . . . . . . . . 177
11.5 尿 . . . . . . . . . . . . . . 177

11.1 ヤクの糞
11.1.1 湿糞の様々な名称
ི་བ། lci ba /ˣtɕe/
名 ヤク糞
解説 湿った状態のものを指す。

ི་ོན། lci rlon /ˣtɕeᵞlon/
名 排泄したばかりのヤク糞
解説 冬の寒い時期は雪が降らない限り、排泄したば
かりのまだ温かく柔らかい状態の糞を加工する。一
年に使われる燃料の多くは冬に加工される。夏と比
べて冬は乾燥していることと、搾乳量が少ないため

乳製品加工の仕事も減り、糞の加工に時間がかけら
れるためである。

འགྲོ་ི། ’gro lci /ⁿɟoˣtɕe/
名 ヤクが出掛けに排泄した糞
解説 放牧に出かける前に糞を排泄することがある
が、それはまだ温かく、冬の寒い朝などに加工する
のに楽である。

ི་འོག lci ’gyog /ˣtɕəⁿɟoɡ/
名 水分の多いヤク糞

རྙང་འཆོལ། rnyang ’chol
/ᵞȵaŋtɕʰu/
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名 下痢状の糞

11.1.1.1 湿糞の季節による呼び分け
ོ་ི། sngo lci /ŋ̊orˣtɕe/
名 春夏の新芽を食べて排泄された湿ったヤク糞

ནག་རུག nag rug /naɡrəɡ/
名 冬の終わりや春の始めに土や枯れ草などを舐
めて排泄した糞

11.1.1.2 成長段階別の糞の名称
ཚད་འབུ། tshad ’bu /tsʰalⁿbə/
名 生まれたばかりの仔畜の糞
解説 ヤク、羊の糞の他、人間の子供の便も指す。

ི་ུག spri rtug /ᶲʈəᶳtəɡ/
名 初乳を飲んだヤクの仔畜が排泄した黄色い糞

འོ་ུག ’o rtug /ʔoᶳtəɡ/
名 初乳を終えて草を食べ始めるまでのヤクの仔
畜の糞

བེའུ་ི། be’u lci /wiˣtɕe/
名 0–1歳ヤクの排泄した糞
解説 湿った状態の糞を指す。

བེའུ་རུག be’u rug /wirəɡ/
名 0–1歳ヤクの排泄した糞
解説 乾燥したもの、乾燥していないものについて言
える。燃料としても用いる。

ི་རུག lci rug /ˣtɕərəɡ/
名 1–2歳の仔ヤクが冬にする糞
解説 冬の乾燥した草を食べて排泄する糞で、馬糞に
似た形状をしている。排泄したままの形で凍結乾燥
したものを集めて燃料にする。

11.1.2 乾燥糞の様々な名称
ཨོང་བ། ong ba /ʔoŋwa/
名 燃料用のヤク糞の総称

ཨོང་སྐམ། ong skam /ʔoŋᶳkam/
名 乾燥燃料糞

ཨོང་སུ། ong su /ʔoŋsʰə/
名 軽くて良質のヤクの糞
解説 秋冬に乾燥したもの。点火の際に用いられるこ
とが多い。

ཨོང་རུག ong rug /ʔoŋrəɡ/
名 角が取れて丸くなったヤクの乾燥糞

ཨོང་ོན། ong rlon /ʔoŋᵞlon/
名 雨などで濡れたヤクの乾燥糞

11.1.2.1 乾燥糞の季節による呼び分け
ོ་ཨོང་། sngo ong /ŋ̊oʔoŋ/
名 春夏の青草を食べて排泄された乾燥ヤク糞

ོན་ཨོང་། ston ong /ᶳtonʔoŋ/
名 秋の乾燥ヤク糞
解説 秋の枯れかけた草を食べて排泄された糞を乾燥
させて作った燃料。柔らかくて軽く、良質な燃料と
される。

དགུན་ཨོང་། dgun ong /ʳɡənʔoŋ/
名 冬の乾燥ヤク糞
解説 冬の枯れた草を食べて排泄された糞で作った燃
料。軽くて柔らかく、良質な燃料とされる。

དམར་སུ། dmar su /ᵞmarsʰə/
名 冬期に凍結して乾燥したヤク糞
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11.1.2.2 乾燥の仕方による糞の名称
དཀར་ཨོང་། dkar ong /ˣkarʔoŋ/
名 ヤク糞が自然に乾燥してできた燃料糞

སྐྱ་ཨོང་། skya ong /ᶳcaʔoŋ/
名 未加工のままよく乾燥したヤク糞
解説 文字通りには「白っぽい乾燥糞」。完全に乾燥
していてよく燃えるため、寒い時期には重宝される。
燃料が足りない時、放牧地に籠を背負って自然に乾
燥した糞を拾いに行く。

ལྷས་ཨོང་། lhas ong /li̥ʔoŋ/
名 係留場に放置されたまま乾燥したヤク糞

ི་སྐམ། lci skam /ˣtɕeᶳkam/
名 水分を若干残したまま乾燥したヤク糞
解説 湿っていても、燃料として使える程度には乾い
ているものを指す。

ི་བསོགས། lci bsogs /ˣtɕəsʰoɡ/
名 夏の忙しい時期に加工せずに放置したヤク糞

ི་ོང་། lci sgong /ˣtɕəʳɡoŋ/
名 凍結乾燥したヤク糞
解説 排泄した状態のまま凍結して乾燥したヤク糞を
指す。

11.1.2.3 加工法・形状による糞の名称
གཙབ་རུག gtsab rug /ˣtsabrəɡ/
名 細かくちぎったヤク糞
解説 手を横にぶらぶらさせて細かくする、最も一般
的な糞加工の仕方。夏なら 1週間ほど天日に干すと

完成する。

加工している様子

བཙུར་རུག btsur rug /ᵖtsərəɡ/
名 両手の間で絞り出して加工したヤク糞

ི་བཙུར། lci btsur /ˣtɕəᵖtsər/
名 握って整形した燃料用のヤク糞

ཐང་རུག thang rug /tʰaŋrəɡ/
名 小さめに丸めたヤク糞
解説 燃料糞の一種。

ཁོ་ཤོག2 kho shog /kʰoxoɡ/
名 薄く伸ばしたヤク糞
解説 薄く伸ばした糞は一日半から二日ほどで乾くた
め、引っ越し後すぐ燃料が必要な場合はこれを作る
ことが多い。

ཁོ་ལེབ། kho leb /kʰoleb/
名 円盤状に乾燥させたヤク糞
解説 厚めの丸い形にして、壁などに貼り付けて乾燥
させたもの。
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11.1.2.4 細かく砕けた糞
ལུད། lud /ləl/
名 砕けて細かくなった乾燥糞の総称

ཨོང་ལུད། ong lud /ʔoŋləl/
名 ヤクの乾燥糞が砕けて細かくなったもの

ཨོང་རུལ། ong rul /ʔoŋru/
名 土になってしまったヤクの乾燥糞

ལུད་རུལ། lud rul /ləlru/
名 砕けて腐った糞

11.1.3 糞集め・糞加工
ི་བ་འཕུད།

ipf. ི་བ་འཕུད། lci ba ’phud
/ˣtɕe həl/

pf. ི་བ་ཕུད། lci ba phud
/ˣtɕe həl/

動 (ヤクの係留場から)糞を取り除く

ི་བུས། lci bsdus /ˣtɕəʳdi/
名 燃料にしないヤク糞の山
解説 夏など忙しい時期には余剰な糞は燃料にせず、
片付けるため山にしてそのまま腐らせて土にする。

ཨོང་བ་བརྡལ།
ipf. ཨོང་བ་བརྡལ། ong ba brdal

/ʔoŋwa ᵝda/
pf. ཨོང་བ་བརྡལ། ong ba brdal

/ʔoŋwa ᵝda/
動 (乾燥させて燃料糞を作るために) ヤク糞を
広げる

ཨོང་བ་འཐུ།
ipf. ཨོང་བ་འཐུ། ong ba ’thu

/ʔoŋwa tʰə/
pf. ཨོང་བ་འཐུས། ong ba ’thus

/ʔoŋwa tʰi/
動 燃料用のヤク糞を拾う

11.1.3.1 糞加工の場所
ཐང་ས། thang sa /tʰaŋsʰa/
名 糞を乾燥させる場所
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11.1.3.2 糞集め・糞加工の道具
ཐབ་ཕྱགས། thab phyags /tʰabᶲɕaɡ/
名 畜糞などを集める板切れ

ེ་བོ། sle bo /sʰiwo/
名 背負い籠

11.1.4 燃料糞の保管
ཨོང་ུངས། ong spungs /ʔoŋᶲsoŋ/
名 燃料糞の山
解説 乾燥後の糞を一時的に山に積み上げたもの。

ཨོང་ར། ong ra /ʔoŋra/
名 燃料糞の貯蔵場所

解説 燃料糞を集めて貯蔵する場所。糞を積み上げた
後、雨に濡れないように糞で塗り固める。最近は小
屋などに保存することもある。

燃料糞を取り出しているところ

大きめの燃料糞貯蔵場所

ཨོང་ཁང་། ong khang /ʔoŋkʰaŋ/
名 燃料糞を入れる小屋

ཨོང་ེ། ong sgye /ʔoŋʳɟe/
名 燃料糞の保管袋

ལུད་ུངས། lud spungs /ləlᶲsoŋ/
名 砕けて乾燥した畜糞の山
解説 山にして溜めておいて冬の寒い時期に固定家屋
のオンドル用に用いる。
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ལུད་ེ། lud sgye /ləlʳɟe/
名 砕けて細かくなった乾燥糞を保管する袋

ཨོང་ཁ། ong kha /ʔoŋkʰa/
名 かまどの奥の燃料糞置き場

11.1.5 燃料用途以外の糞利用
ི་ར། lci ra /ˣtɕəra/
名 ヤク糞で作った家畜囲い

ི་ཁང་། lci khang /ˣtɕəkʰaŋ/
名 ヤク糞で壁を塗り固めた小屋
解説 土のブロックを積み上げてから内壁や外壁を湿
ったヤク糞で塗り固めて作った小屋。固定家屋を作
るようになった新しい時代の建造物。

འཁྱག་བུག ’khyag bug /cʰaɡwəɡ/
名 ヤク糞で作ったフック
解説 冬営地に移動したらまずテントを張る作業を行
うが、地面が凍っているため、木製の杭を地中に打
ち込むことができない。そのため糞で作って凍らせ
たフックを用いてテントを固定する。家畜を繋ぐ時
も用いる。ヤク糞と角で作ったものは རྭ་འཁྱག。

རྭ་འཁྱག rwa ’khyag /raⁿcʰaɡ/
名 家畜の角とヤク糞で作ったフック
解説 འཁྱག་བུགを参照。

ི་སྒམ། lci sgam /ˣtɕəʳɡam/
名 ヤク糞で作った肉の貯蔵庫
解説 湿った状態の糞で作る貯蔵庫。冬営地に到着し
たらすぐに作り始める。ヤク糞を成形し、箱型にし
て凍らせて作る。肉は解体したら細かく切って、日
陰に置いて凍らせる。凍ったらそのまま貯蔵庫に入
れて保管する。内臓はきれいにしてから第一胃の中
に詰めて凍らせ、貯蔵する。腸詰めを作って生のま
ま冷凍することもある。春になり、肉がなくなる時
期に取り出して食べる。

ི་ལེབ། lci leb /ˣtɕəleb/
名 ヤク糞で作った貯蔵庫の蓋

ི་སྒ། lci sga /ˣtɕəʳɡa/
名 ヤク糞で作った雪遊び用のそり

11.2 羊・山羊の糞
རིལ་མ། ril ma /rima/
名 (羊や山羊などの)丸くコロコロした糞
解説 羊、山羊、ラクダ、ウサギなどの丸い糞を指す。
羊や山羊の糞は燃料としても用いる。ヤク糞に比べ
て長持ちするため、冬は特に好んで用いられる。

རིལ་ལུད། ril lud /riləl/
名 羊や山羊の乾燥糞が粉々になったもの

རིལ་ུངས། ril spungs /riᶲsoŋ/
名 羊や山羊の乾燥糞の山

རིལ་ེ། ril sgye /riʳɟe/
名 羊や山羊の乾燥糞の入った袋
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11.3 馬の糞
ུ་ལུ། rtu lu /ᶳtələ/
名 馬糞の総称
解説 馬糞の総称。乾湿を問わない。燃料としては用
いられず、乾かして粉状にし，土に混ぜてかまどや
壁造りに使用する。

རྟ་ེ། rta bye /ᶳtaᶲɕe/
名 馬の乾燥糞を粉砕したもの

解説 乾かした馬の乾燥糞は粉状にして土と混ぜ、か
まどや壁造りに使用する。

ུ་འཆོལ། rtu ’chol /ᶳtətɕʰu/
名 下痢状の馬糞

11.4 犬の糞
ི་སྐྱག khyi skyag /cʰəᶳcaɡ/
名 犬の糞
解説 用途はない。悪口としても使う。

11.5 尿
གཅིན། gcin /ˣtɕən/
名 尿
解説 人間、ヤク、羊などの尿を表す語。

རྟ་ིང་། rta rdzing /ᶳtaʳdzaŋ/
名 馬の尿
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第 12章
毛と皮革

家畜の毛と皮は、牧畜民の服飾と住文化の基盤となる非常に重要な資源である。チベットの牧畜
民が伝統的に用いてきた黒テントは、ヤクの毛を撚り合わせた糸で織った布地を縫い合わせて作ら
れる。また、羊毛からはフェルト、なめしたヤク・羊の皮からは衣や袋・敷物等が作られてきた。こ
の章では、家畜の毛や皮の基本的な語彙とともに、それらの加工方法に関わる語彙を紹介する。な
お、皮革製品については、15章「服飾文化」と 17章「日常の行為と道具」を参照。
���

12.1 毛 . . . . . . . . . . . . . . 178
12.1.1 ヤク・山羊の剛毛 . . 178
12.1.2 ヤク・山羊の柔毛 . . 179
12.1.3 羊毛 . . . . . . . . 179
12.1.4 毛の保存袋 . . . . . 180

12.2 毛刈り . . . . . . . . . . . . 180
12.3 糸撚り . . . . . . . . . . . . 181

12.3.1 紡錘 . . . . . . . . 183
12.4 ロープ・縄 . . . . . . . . . 183
12.5 織物 . . . . . . . . . . . . . 183
12.6 織機・機織り . . . . . . . . 184

12.6.1 織機を固定する杭 . . 184
12.6.2 織機を支える棒 . . . 185
12.6.3 綜絖 . . . . . . . . 185
12.6.4 中筒・刀杼・貫 . . . 185
12.6.5 経糸・緯糸 . . . . . 185

12.7 フェルト加工 . . . . . . . . 185

12.8 皮 . . . . . . . . . . . . . . 187
12.8.1 皮の種類 . . . . . . 187
12.8.2 羊皮 . . . . . . . . 187
12.8.3 山羊皮 . . . . . . . 188
12.8.4 馬皮・ラバ皮 . . . . 188
12.8.5 ヤク皮・ゾの皮 . . . 188
12.8.6 野生動物の皮 . . . . 189

12.9 皮なめし . . . . . . . . . . 189
12.9.1 皮の構造 . . . . . . 189
12.9.2 皮なめし（非脱毛処

理系列、羊皮の場合） 190
12.9.3 皮なめし（脱毛処理

系列、ヤク皮の場合） 192
12.9.4 加脂 . . . . . . . . 192
12.9.5 皮なめし用品 . . . . 192
12.9.6 なめした皮 . . . . . 193
12.9.7 ヤク革から作った紐 . 193

12.1 毛
12.1.1 ヤク・山羊の剛毛
ིད་པ། rtsid pa /ᶳtsəlpa/
名 [ヤク][山羊] 剛毛
解説 一番外側に生える上毛で、硬くて長めの毛。脇
腹の長い毛や尻尾や顔の毛、睫毛なども剛毛。
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ནོར་ིད། nor rtsid /norᶳtsəl/
名 ヤクの剛毛

ར་ིད། ra rtsid /raᶳtsəl/
名 山羊の剛毛
解説 ヤクがいない地域では山羊毛をヤク毛と同様に
用いる。山羊毛でテントを作る地域もある。

ིང་ིད། snying rtsid
/ȵ̊aŋᶳtsəl/
名 (ヤクの)胸の剛毛

བརླ་ིད། brla rtsid /ᵝlaᶳtsəl/
名 (ヤクの)腿の剛毛

སུག་ིད། sug rtsid /sʰəɡᶳtsəl/
名 (ヤクの)足の剛毛

ིད་པ་ུང་།
ipf. ིད་པ་ུང་། rtsid pa lhung

/ᶳtsəlpa lo̥ŋ/
pf. ིད་པ་ུང་། rtsid pa lhung

/ᶳtsəlpa lo̥ŋ/
動 剛毛が抜ける

12.1.2 ヤク・山羊の柔毛
ཁུ་ལུ། khu lu /kʰulə/
名 [ヤク][山羊] 柔毛
解説 いわゆる下毛で、まばらに生えている硬くて長
い剛毛に対し、密生している柔らかい短毛。背中の
毛や尻から肩までの毛、喉のあたりの毛などの柔ら
かい毛を指す。

ནོར་ཁུལ། nor khul /norkʰu/
名 ヤクの柔毛

ར་ཁུལ། ra khul /rakʰu/
名 山羊の柔毛

ེ་ཁུལ། ske khul /ᶳkekʰu/
名 (ヤクや山羊の)首の柔毛
解説 ヤクの柔毛の中で最も質が良いとされる。

ད་ཁུལ། da khul /takʰu/
名 (ヤクや山羊の)下腹部の柔毛
解説 質が良いが特に区別せずに用いる。

རྒྱབ་ཁུལ། rgyab khul /ʳɟabkʰu/
名 (ヤクや山羊の)背の部分の柔毛
解説 腹の毛に比べて質はあまり良くないが、テント
用の毛織物を織る場合には特に区別せずに用いる。

ཁུ་ལུ་ུང་།
ipf. ཁུ་ལུ་ུང་། khu lu lhung

/kʰulə lo̥ŋ/
pf. ཁུ་ལུ་ུང༌། khu lu lhung

/kʰulə lo̥ŋ/
動 柔毛が抜ける

12.1.3 羊毛
བལ། bal /wa/
名 羊毛
解説 広義には羊毛の総称、狭義には羊の成畜の毛の
みを指す。

བལ་དཀར། bal dkar /wakar/
名 白い羊毛

བལ་ནག bal nag /wanaɡ/
名 黒や茶色の羊毛

ཡུ་ནུ། yu nu /jənə/
名 仔羊の毛
解説 0–1歳の仔羊の毛。短いためフェルトに用いら
れる。
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ཁྲ་ོ། khra rtso /cʰaᶳtso/
名 毛質の悪い羊毛
解説 毛が少なく、短い。質が良くないのであまり使
わない。

བལ་ཁྲ་ོང་། bal khra rdzong
/wa cʰaʳdzoŋ/
名 うねりがなく質の悪い羊毛

བལ་ཁ། bal kha /wakʰa/
名 羊毛の質

བལ་ཁ་འཇམ། bal kha ’jam
/wakʰa ⁿdʑam/
動 羊毛の質が柔らかい

བལ་ཁ་ུབ། bal kha rtsub
/wakʰa ᶳtsəb/
動 羊毛の毛質が粗い

བལ་ཁ་ཡོད། bal kha yod /wakʰa jol/
動 羊毛の質が良い

བལ་ཁ་མེད། bal kha med /wakʰa mel/
動 羊毛の質が悪い

ཁ་ཆུ། kha chu /kʰatɕʰə/
名 (羊毛について)ゆるやかなうねりのある
解説 長くてうねりがあり、良質な毛の状態。

ཁ་ཆུ་ཡོད། kha chu yod /kʰatɕʰə jol/
動 (羊毛について)ゆるやかなうねりのある

ཁ་ཆུ་མེད། kha chu med /kʰatɕʰə mel/
動 (羊毛について)うねりのない

བལ་ུང་།
ipf. བལ་ུང་། bal lhung /wa lo̥ŋ/
pf. བལ་ུང་། bal lhung /wa lo̥ŋ/
動 羊毛が抜ける

12.1.4 毛の保存袋
ིད་ེ། rtsid sgye /ᶳtsəlʳɟe/

名 ヤクの剛毛を保管する袋

བལ་ེ། bal sgye /waʳɟe/
名 羊毛を保管する袋

12.2 毛刈り
ིད་པ་འེག

ipf. ིད་པ་འེག rtsid pa ’breg
/ᶳtsəlpa ⁿɖaɡ/

pf. ིད་པ་ེགས། rtsid pa bregs
/ᶳtsəlpa ᵖʈaɡ/

動 ヤクや山羊の剛毛を刈る

བལ་འེག
ipf. བལ་འེག bal ’breg /wa ⁿɖaɡ/
pf. བལ་ེགས། bal bregs /wa ᵖʈaɡ/
動 羊毛を刈る, 羊の剪毛をする, 羊の毛刈り
をする
解説 毛刈りは農暦 7–8月に行う。その後、必要に応
じてフェルト ིང་བ། 作りを行う。使わない羊毛は専
用の袋 བལ་ེ། に保存する。

འབལ།
ipf. འབལ། ’bal /ⁿba/
pf. འབལ། ’bal /ⁿba/
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動 (毛を)手で剥がし取る

ཁུ་ལུ་འབལ།
ipf. ཁུ་ལུ་འབལ། khu lu ’bal /kʰulə ⁿba/
pf. ཁུ་ལུ་འབལ། khu lu ’bal /kʰulə ⁿba/
動 柔毛を手で剥がし取る

བལ་ཁེ། bal khe /wakʰe/
名 羊毛用の剪毛鋏

12.3 糸撚り
གསེད།

ipf. གསེད། gsed /sʰel/
pf. བསེད། bsed /sʰel/
動 (毛を)ちぎって伸ばす

ཁུ་ལུ་གསེད།
ipf. ཁུ་ལུ་གསེད། khu lu gsed /kʰələ sʰel/
pf. ཁུ་ལུ་བསེད། khu lu bsed /kʰələ sʰel/
動 柔毛をちぎって伸ばす

བལ་གསེད།
ipf. བལ་གསེད། bal gsed /wa sʰel/
pf. བལ་བསེད། bal bsed /wa sʰel/
動 羊毛をちぎって伸ばす

གདབ་བུས་རྒྱག

ipf. གདབ་བུས་རྒྱག gdab bus rgyag
/ᵞdawi ʳɟaɡ/

pf. གདབ་བུས་བརྒྱབ། gdab bus brgyab
/ᵞdawi ʳɟab/

動 棒で叩く
解説 毛をちぎって伸ばした後、毛についたゴミを棒
で叩いて取ることを指す。

བལ་ིགས། bal snyigs /waȵ̊əɡ/
名 羊毛についたごみ

ལག་དིས། lag dkris /laɡˣci/
名 糸撚りをするときの毛のまとまり
解説 毛すきを済ませた後の指ほどの太さにした短い
毛のまとまり。これを撚って糸にする。

འཁེལ།
ipf. འཁེལ། ’khel /kʰi/
pf. བཀལ། bkal /ᵖka/
動 (糸を)撚る, 紡ぐ

ཕང་འཁེལ།
ipf. ཕང་འཁེལ། phang ’khel /pʰaŋ kʰi/
pf. ཕང་བཀལ། phang bkal /pʰaŋ ᵖka/
動 (紡錘を使って)糸を撚る
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一方向に撚っていく

ིལ།
ipf. ིལ། sgrill /ʳɟə/
pf. བིལ། bsgril /ʳɟi/
動 (糸を)撚り合わせる
解説 紡錘を使って撚った糸を 2 本取りや 4 本取り
などに撚り合わせることを言う。

ིམ།
ipf. ིམ། grim /cəm/
pf. ིམ། grim /cəm/
動 力を入れて撚る

ོད།
ipf. ོད། lhod /lo̥l/
pf. ོད། lhod /lo̥l/
動 力を入れずに撚る

ིལ་ོགས། sgril phyogs
/ʳɟəᶲɕoɡ/
名 毛糸を撚る方向

གཡས་ིལ། g.yas sgril /ᵞjiʳɟə/
名 右撚り

གཡོན་ིལ། g.yon sgril /ᵞjonʳɟə/
名 左撚り

བལ་ུད། bal skud /waᶳkəl/
名 羊毛の毛糸

ིད་ུད། rtsid skud /ᶳtsəlᶳkəl/
名 ヤクや山羊の剛毛の毛糸

ཐི་གུ། thi gu /tʰəkə/
名 羊毛の毛糸; 紐

ཐི་གུ་ིལ།
ipf. ཐི་གུ་ིལ། thi gu sgril

/tʰəkə ʳɟə/
pf. ཐི་གུ་བིལ། thi gu bsgril

/tʰəkə ʳɟi/
動 羊毛の毛糸を撚る

ུ་གུ། gru gu /ʈəkə/
名 毛糸玉
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ུ་གུ་རྒྱག
ipf. ུ་གུ་རྒྱག gru gu rgyag

/ʈəkə ʳɟaɡ/
pf. ུ་གུ་བརྒྱབ། gru gu brgyab

/ʈəkə ʳɟab/
動 糸玉を作る

12.3.1 紡錘
ཕང་། phang /pʰaŋ/
名 紡錘, スピンドル

ཕང་ལོ། phang lo /pʰaŋlo/
名 紡錘の錘 (おもり)

ཕང་ཤིང་། phang shing /pʰaŋxaŋ/
名 紡錘の回転軸

ོ་བ་སྒ། rdo ba sga /ʳdo waʳɡa/
名 紡錘の錘に適した石

12.4 ロープ・縄
ིད་ཐག rtsid thag /ᶳtsətaɡ/
名 ヤクの剛毛製のロープ
解説 家畜の係留索などに用いる。

ཐིག་ལུ། thig lu /tʰəɡlə/
名 羊毛製の紐

བལ་ཐིག bal thig /watʰəɡ/
名 羊毛製の紐
解説 係留索にくくりつける紐などに用いる。

12.5 織物
ཐགས། thags /tʰaɡ/
名 織物の総称

ཕྱར་བ། phyar ba /ᶲɕara/
名 羊毛の毛織物

ེ།1 sbre /ᵝre/
名 黒テント用のヤク毛の毛織物

ེ་ེ། sbre lde /ᵝreʳde/
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名 黒テント用のヤク毛の反物

ཁ་ཚུར། kha tshur /kʰatsʰər/
名 織物の端のふさ

ེ་ཞེང་། sbre zheng /ᵝreɕaŋ/
名 (黒テント用の)反物の幅

ེ་ཁ། sbre kha /ᵝrekʰa/
名 (黒テント用の)反物の織り留め, 織り尻

ེ་ཁ་བཅའ།
ipf. ེ་ཁ་བཅའ། sbre kha bca’

/ᵝrekʰa ᵖtɕa/
pf. ེ་ཁ་བཅས། sbre kha bcas

/ᵝrekʰa ᵖtɕi/
動 (黒テント用の)反物の織り留めを作る
解説 織り終わりの部分をほつれ止めすること。

12.6 織機・機織り
ཐགས་ཆ། thags cha /tʰaɡtɕʰa/
名 [織機] 織機

ཐགས་ལས། thags las /tʰaɡli/

名 機織り

ཐགས་འཐག
ipf. ཐགས་འཐག thags ’thag /tʰaɡ ⁿtʰaɡ/
pf. ཐགས་འཐག thags ’thag /tʰaɡ ⁿtʰaɡ/
動 機織りをする

བལ་འཐག
ipf. བལ་འཐག bal ’thag /wa ⁿtʰaɡ/
pf. བལ་འཐག bal ’thag /wa ⁿtʰaɡ/
動 (羊毛の)毛織物を織る

གཏག་མས་གཏག
ipf. གཏག་མས་གཏག gtag mas gtag

/ˣtaɡmi ˣtaɡ/
pf. གཏག་མས་གཏགས། gtag mas gtags

/ˣtaɡmi ˣtaɡ/
動 [織機] 刀杼 (とうひ)で緯糸 (よこいと)を押
さえつける

བྲན།
ipf. བྲན། bran /ᵖʈan/
pf. བྲན། bran /ᵖʈan/
動 刀杼 (とうひ) で緯糸 (よこいと) を押さえ
つける

ཐགས་བྲན།
ipf. ཐགས་བྲན། thags bran /tʰaɡ ᵖʈan/
pf. ཐགས་བྲན། thags bran /tʰaɡ ᵖʈan/
動 刀杼で緯糸を押さえつける
解説 毛織物の緯糸を刀杼でトントンと押さえつけな
がら織っていくこと。

12.6.1 織機を固定する杭
མགོ་ཕུར། mgo phur /ⁿɡohər/
名 [織機] (織る人から見て)前方の杭
解説 杭の数は 1本。

རྐང་ཕུར།1 rkang phur /ᶳkaŋhər/
名 [織機] (織る人から見て)後方の杭
解説 杭の数は 4本。

ཞོལ་ཕུར། zhol phur /ɕuhər/
名 [織機] (織る人から見て)前方手前側の杭
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12.6.2 織機を支える棒
ཐགས་སུག thags sug /tʰaɡsʰəɡ/
名 [織機] 織機を支える足

12.6.3 綜絖
མགོ་སྒམ། mgo sgam /ⁿɡoʳɡam/
名 [織機] 綜絖 (そうこう)

སྣས། snas /n̥iʔə/
名 [織機] 綜絖の一部で下糸を吊り上げる革紐
解説 綜絖を上下させるために手機中央の棒に結び付
けている革紐。麝香鹿の皮 གླ་ལྤགས། 製が最高とされ
るが、山羊皮 ར་ལྤགས། が利用されることもあった。

12.6.4 中筒・刀杼・貫
གཏག་མ། gtag ma /ˣtaɡma/
名 [織機] 中筒 (なかづつ); 刀杼 (とうひ), 緯打
ち棒 (よこうちぼう)
解説 中筒 གོང་གཏག と刀杼 ཞོལ་གཏག の総称。

གོང་གཏག gong gtag /koŋˣtaɡ/
名 [織機] 中筒
解説 織機の経糸を上下に上げ下げする部分。

ཞོལ་གཏག zhol gtag /ɕuˣtaɡ/
名 [織機] 刀杼, 緯打ち棒
解説 機織りの際、緯糸 (よこいと) を通した後に打
って整えるための道具。

སོན་པ། son pa /sʰonpa/
名 [織機] 貫 (ぬき), 緯糸通し, 緯越し具 (よこ
こしぐ)
解説 緯糸を通す道具。

12.6.5 経糸・緯糸
ུ།3 rgyu /ʳɟə/
名 経糸 (たていと)
解説 ヤク毛の毛織物の場合は、経糸は柔毛、緯糸は
剛毛と決まっている。

ུན།1 spun /ᶲsən/
名 緯糸 (よこいと)
解説 ヤクの毛織物の場合は緯糸は剛毛と決まってい
る。

ུན་ུག spun grug /ᶲsənʈəɡ/
名 [織機] (緯糸の)糸玉

12.7 フェルト加工
ིང་བ། phying ba /ᶲɕoŋwa/
名 フェルト
解説 【工程】(1)羊毛またはヤクの柔毛を用意する
(洗っても洗わなくても良い)。(2) 伸ばしてきれい
にし、柔らかくする。(3)それを薄く並べて平らにし

て広げ、1.5cmくらいの幅にする (並べ方は、繊維
がクロスするように横と縦を交互に置く)。(4)そこ
に水を垂らしてくるくると巻き、転がしながらよく
揉む (転がせば転がすほど強いものになる。この作業
はかなり長時間行う)。【作業場】水で湿らせながら
作業を行うため、水辺で行うことが多い。【用途】服、
敷物、子供服の袖口など。また薄いフェルトで掛け
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布団を作る。

ིང་བ་འཇོག
ipf. ིང་བ་འཇོག phying ba ’jog

/ᶲɕoŋwa ⁿdʑoɡ/
pf. ིང་བ་བཞག phying ba bzhag

/ᶲɕoŋwa ᵝʑaɡ/
動 フェルトを作る
解説 フェルトを作る行為全体を指す。

བལ་གཅོད།
ipf. བལ་གཅོད། bal gcod /wa ˣtɕol/
pf. བལ་བཅད། bal bcad /wa ᵖtɕal/
動 (フェルト作りの工程で)羊毛をちぎる

བལ་འཇོག
ipf. བལ་འཇོག bal ’jog /wa ⁿdʑoɡ/
pf. བལ་བཞག bal bzhag /wa ᵝʑaɡ/
動 (フェルト作りの工程で)羊毛を並べる

ཆུ་འདེབས།
ipf. ཆུ་འདེབས། chu ’debs /tɕʰə ⁿdeb/
pf. ཆུ་བཏབ། chu btab /tɕʰə ᵖtab/
動 (フェルト作りの工程で)水をふりかける

ིང་ཆུ། phying chu /ᶲɕaŋtɕʰə/
名 (フェルト作りの工程で) フェルトにふりか
ける水

ིང་ཆུ་གཏོར།
ipf. ིང་ཆུ་གཏོར། phying chu gtor

/ᶲɕaŋtɕʰə ˣtor/
pf. ིང་ཆུ་གཏོར། phying chu gtor

/ᶲɕaŋtɕʰə ˣtor/
動 (フェルト作りの工程で) 箒の先につけた水
をふりかける

ཆུ་བཅག1

ipf. ཆུ་བཅག chu bcag /tɕʰə ᵖtɕaɡ/
pf. ཆུ་བཅགས། chu bcags /tɕʰə ᵖtɕaɡ/
動 (フェルト作りの工程で水をふりかけた後)
押し付ける
解説 小低木の枝に冷たい水をつけてふりかけて押し

付ける。

ིང་བ་ལེན།
ipf. ིང་བ་ལེན། phying ba len

/ᶲɕoŋwa len/
pf. ིང་བ་བླངས། phying ba blangs

/ᶲɕoŋwa ᵝlaŋ/
動 (フェルト作りの工程で)フェルトを転がす
解説 優しくゆっくりと転がす。固くなってきたら強
めに転がす。

སྲ་ཆགས།
ipf. སྲ་ཆགས། sra chags /ʂa tɕʰaɡ/
pf. སྲ་ཆགས། sra chags /ʂa tɕʰaɡ/
動 (フェルト生地などが)硬くなる

ཚི་ལེན།1
ipf. ཚི་ལེན། tshi len /tsʰə len/
pf. ཚི་བླངས། tshi blangs /tsʰʲə ᵝlaŋ/
動 脂や垢を取る

ིང་། gling /ᵞlaŋ/
名 (フェルト生地の)端の部分

ིང་ུག
ipf. ིང་ུག gling rgyug

/ᵞlaŋ ʳɟəɡ/
pf. ིང་ུགས། gling rgyugs

/ᵞlaŋ ʳɟəɡ/
動 (フェルトの)端がめくれ上がってくる
解説 フェルトを転がす工程を繰り返しているうち
に、端がめくれ上がってくる。これを水で洗うタイ
ミングと捉える。

བུ་ིང་། bkru gling /ᵖcəᵞlaŋ/
名 端のめくれ上がったフェルトを水洗いす
ること

བུ་ིང་ེད།
ipf. བུ་ིང་ེད། bkru gling byed

/ᵖcəᵞlaŋ jel/
pf. བུ་ིང་བྱས། bkru gling byas

/ᵖcəᵞlaŋ ji/
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動 端のめくれ上がったフェルトを洗う
解説 川の中でよく洗い、再び転がす工程を行う。

ཁ་ཆུ་འེག
ipf. ཁ་ཆུ་འེག kha chu ’breg

/kʰatɕʰə ⁿɖaɡ/
pf. ཁ་ཆུ་ེགས། kha chu bregs

/kʰatɕʰə ᵖʈaɡ/
動 (フェルト作りの工程で) 羊毛のうねりから
毛先までを切り落とす
解説 切り落とさないと裏起毛のフェルトが出来上が
る。

12.8 皮
12.8.1 皮の種類
པགས་པ། pags pa /waɡpa/
名 (1)羊や山羊の皮 (2)野生動物の皮
解説 生後 5 ヶ月以上の羊の皮を指す。生後 1–2 ヶ
月の仔羊の皮は ཚ་རུ།、生後 2–4 ヶ月の仔羊の皮は
འབའ་རྡང་།と言う。この他、雌の成畜の皮 མ་ལྤགས།、雄
の成畜の皮 ཤ་ལྤགས།など、様々な表現がある。

ཀོ་བ། ko ba /ko/
名 (1)ヤクや馬の皮 (2)そのなめした皮
解説 པགས་པ།と比べて厚みがある。

ཐོད་ཀོ། thod ko /tʰolko/
名 額の皮
解説 野生ヤクの額の皮は非常に固いとされる。

12.8.2 羊皮
12.8.2.1 生後 5ヶ月未満の仔畜の皮
འཆི་ཚར། ’chi tshar /tɕʰətsʰar/
名 死産した仔羊の皮

རྒྱ་ཚར། rgya tshar /ʳɟatsʰar/
名 生後 10日までの仔羊の毛が柔らかくたくさ
んのカールのある質の良い皮

ཚ་རུ། tsha ru /tsʰarə/
名 生後 1ヶ月未満の仔羊の皮, ツァル; またそ
の皮で作った皮衣, ツァル衣

ཚར་ནག tshar nag /tsʰarnaɡ/
名 生後 1–2ヶ月の黒い仔羊の皮

ཕྲན་ཚར། phran tshar /ʈʰantsʰar/
名 生後一ヶ月頃の仔羊の皮

ཚར་དཀར། tshar dkar /tsʰarkar/
名 生後 1–2ヶ月の白い仔羊の皮

ཚར་ཁྲ། tshar khra /tsʰarcʰa/
名 生後 1–2 ヶ月の仔羊の皮で白地に黒のまだ
らのもの

འབའ་རྡང་། ’ba’ rdang /ⁿbaʳdaŋ/
名 (1)[羊] 生後 2–4ヶ月の仔畜 (2)生後 2–4ヶ
月の仔羊の皮; またその皮で作った衣

འབའ་ལྤགས། ’ba’ lpags /ⁿbawaɡ/
名 生後 2–4ヶ月の仔羊の皮

ཐེར། ther /tʰer/
名 仔羊の皮の毛の少ない部分
解説 後肢の上から腹にかけての毛の少ない部分。

ཐེར་ཁུག ther khug /tʰerkʰəɡ/
名 仔羊の皮の無毛部分の少しへこんだところ

ཐེར་གསོ།
ipf. ཐེར་གསོ། ther gso /tʰer ˣso/
pf. ཐེར་གསོས། ther gsos /tʰer ˣsi/
動 仔羊の皮の無毛部分に継当てをする

12.8.2.2 生後 5ヶ月以上の羊の皮
པགས་པ། pags pa /waɡpa/
名 (1)羊や山羊の皮 (2)野生動物の皮
解説 生後 5 ヶ月以上の羊の皮を指す。生後 1–2 ヶ
月の仔羊の皮は ཚ་རུ།、生後 2–4 ヶ月の仔羊の皮は
འབའ་རྡང་།と言う。この他、雌の成畜の皮 མ་ལྤགས།、雄
の成畜の皮 ཤ་ལྤགས།など、様々な表現がある。
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ལག་ལྤགས། lag lpags /laɡwaɡ/
名 1–2歳の仔羊の皮
解説 質が良くないため、表地をつけた皮衣 པགས་ཆུང་།
を作る。

ལུག་ལྤགས། lug lpags /ləɡwaɡ/
名 羊の毛皮, 羊皮
解説 1–2歳の仔羊皮 ལག་ལྤགས།も含む。

ཤ་ལྤགས། sha lpags /xawaɡ/
名 雄羊の皮

མ་ལྤགས། ma lpags /mawaɡ/
名 雌羊の皮

དིད་ལྤགས། dpyid lpags /ˣɕəlwaɡ/
名 春剥ぎの羊皮
解説 春は栄養が少なく羊の体力が落ちているため、
羊皮も質が悪く破れやすく、皮衣には適さない。

དབྱར་ལྤགས། dbyar lpags /ᵞjarwaɡ/
名 夏剥ぎの羊皮
解説 毛を刈った後で毛量が少ないので夏用の皮衣を
作るのに用いる。

ོན་ལྤགས། ston lpags /ᶳtonwaɡ/
名 秋剥ぎの羊皮
解説 毛量が比較的多いので冬用の皮衣を作るのに適
している。

དགུན་ལྤགས། dgun lpags /ʳɡənwaɡ/
名 冬剥ぎの羊皮
解説 毛量が多いので冬用の皮衣を作るのに適してい
る。

མགོ་ལྤགས། mgo lpags /ⁿɡowaɡ/
名 (羊の)頭の皮
解説 屠畜したその日のうちに剥ぐ。食用にはせず、
犬の餌にする。

ནོལ་མ། nol ma /numa/
名 [羊] 体が痩せて死んだ羊の毛皮
解説 皮衣を作るのには適さない品質の悪い皮。

12.8.3 山羊皮
ར་ལྤགས། ra lpags /rawaɡ/
名 山羊皮

12.8.4 馬皮・ラバ皮
རྟ་ཀོ། rta ko /ᶳtako/
名 馬の皮

ེའུ་ཚར། rte’u tshar /ᶳtitsʰar/
名 仔馬の皮

ེའུ་ལྤགས། rte’u lpags /ᶳtiwaɡ/
名 仔馬の皮
解説 女性用の皮衣の裾に指の幅二つ分ほどの仔馬の
毛皮を張ることがある。

ེལ་ཀོ། drel ko /ᵖʈiko/
名 ラバの皮

12.8.5 ヤク皮・ゾの皮
ཟོག་ཀོ། zog ko /soɡko/
名 ヤクの皮
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གཡག་ཀོ། g.yag ko /ᵞjaɡko/
名 雄ヤクの皮

འི་ཀོ། ’bri ko /ⁿɖəko/
名 雌ヤクの皮

མཛོ་ཀོ། mdzo ko /ᵐdzoko/
名 ゾの皮

རྔ་བྲན་གྱི་ཀོ། rnga bran gyi ko
/ʳŋaᵝrən kə ko/
名 ゾの皮

12.8.6 野生動物の皮
ུམ་ལྤགས། grum lpags /cəmwaɡ/
名 アナグマの皮

སྤྱང་ལྤགས། spyang lpags
/ᶲcaŋwaɡ/
名 オオカミの皮
解説 腰当て ེད་དིས། や敷物 གདན། として用いると
腎臓病や生殖器の疾患に効くとされる。

འི་ལྤགས། ’phyi lpags /ᶲɕewaɡ/
名 マーモットの皮

གནའ་ལྤགས། gna’ lpags /ᵞnawaɡ/
名 ブルーシープの皮

དགོ་ལྤགས། dgo lpags /ʳɡowaɡ/
名 レイヨウの皮

སྲམ་ལྤགས། sram lpags /ʂamwaɡ/
名 カワウソの皮

ེ་ལྤགས། sre lpags /ʂewaɡ/
名 テンの皮

ཝ་ལྤགས། wa lpags /ʁawaɡ/
名 狐の皮

ཤྭ་ལྤགས། shwa lpags /xawaɡ/
名 鹿皮

ཤྭ་རྒྱ། shwa rgya /xaʳɟa/
名 鹿の肢皮
解説 尻繋の素材として用いられる。

གླ་ལྤགས། gla lpags /ᵞlawaɡ/
名 麝香鹿の皮

སྟག་ལྤགས། stag lpags /ᶳtaɡwaɡ/
名 虎皮

གཟིག་ལྤགས། gzig lpags /ᵞzəɡwaɡ/
名 豹の皮

12.9 皮なめし
12.9.1 皮の構造
ུ་ས། spu sa /ᶲsəsʰa/
名 (皮革の)銀面

ཤ་ས། sha sa /xasʰa/
名 (皮革の)肉面

ཤ་བཟེར། sha bzer /xaᵝzer/
名 皮にこびりついた肉片; 皮衣の表面の凹
凸部分

ུ་ིང་། spu rting /ᶲsəᶳtaŋ/
名 (毛皮の)毛の根元の部分
解説 皮なめしの過程でここが白くなっているかどう
かが完成の目安となる。ナイフで切れ目を入れて色
を確認する。

ཤེ། she /xe/
名 皮の丈夫さ

ཤེ་བཟང་། she bzang /xe ᵝzaŋ/
動 皮が丈夫である

ཤེ་མེད། she med /xe mel/
動 皮の質が良くない
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12.9.2 皮なめし（非脱毛処理系列、羊皮の
場合）

མཉེད།
ipf. མཉེད། mnyed /ᵐȵel/
pf. མཉེད། mnyed /ᵐȵel/
動 なめす

རྐྱལ་མཉེད། rkyal mnyed /ᶳcaᵐȵel/
名 (羊 1頭分を)革袋にするためのなめし方
解説 羊 1頭分を使った革袋 རྐྱལ་བ། を参照。

ཟ་མཉེད། za mnyed /saᵐȵel/
名 (皮なめしにおいて) 漬け込み液を使うな
めし方
解説 あまり丈夫ではないが柔らかい仕上がりにな
る。

ཟ་རྡར། za rdar /saʳdar/
名 (皮なめしにおける)漬け込み処理
解説 羊や山羊の皮など པགས་པ། の加工では漬け込
み液を用いるのが一般的である。

དམར་མཉེད། dmar mnyed /ᵞmarȵe/
名 (なめし方の一種で) 漬け込み液なしで水だ
けを使うなめし方
解説 水洗いしてから足で揉んで柔らかくするなめし
方を指す。

12.9.2.1 洗浄・脱脂
ཚི། tshi /tsʰə/
名 (体から出る分解物・脂肪などの)垢

ཚི་ལེན།1
ipf. ཚི་ལེན། tshi len /tsʰə len/
pf. ཚི་བླངས། tshi blangs /tsʰʲə ᵝlaŋ/
動 脂や垢を取る

བསིལ་ེམ། bsil skem /ᶲsiᶳkem/
名 陰干し

12.9.2.2 漬け込み
རྡར་ལ་འཕེན།

ipf. རྡར་ལ་འཕེན། rdar la ’phen
/ʳdala hen/

pf. རྡར་ལ་འཕངས། rdar la ’phangs
/ʳdala haŋ/

動 (剥いだ皮の)漬け込み処理をする
解説 皮なめしの前に行う作業。洗浄して乾かした家
畜の皮を柔らかくするために、バターミルクの中に
天然塩を混ぜた液体に 15 日から 20 日ほど漬け込
む。

ཟ།2 za /sa/
名 皮を柔らかくするための漬け込み液
解説 バターミルクに小麦粉、塩を混ぜたもの。これ
を皮に塗って折りたたみ、2 日間置いてからまた塗
ることを 7回ほど繰り返す。

ཟ་ཁུ། za khu /sakʰə/
名 皮を柔らかくするための漬け込み液

ཟ་བུ།
ipf. ཟ་བུ། za bsku /sa ᶳkə/
pf. ཟ་བུས། za bskus /sa ᶲki/
動 皮を柔らかくするための漬け込み液を塗
り込む

ཟ་ཟོས།
ipf. ཟ་ཟོས། za zos /sa si/
pf. ཟ་ཟོས། za zos /sa si/
動 皮を柔らかくするための漬け込み液がよく
馴染む

ཟ་ཁུ་བྲད།
ipf. ཟ་ཁུ་བྲད། za khu brad /sakʰə ᵖʈal/
pf. ཟ་ཁུ་བྲད། za khu brad /sakʰə ᵖʈal/
動 皮を柔らかくするための漬け込み液を取
り除く

12.9.2.3 裏漉き
པགས་ཤད་རྒྱག
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ipf. པགས་ཤད་རྒྱག pags shad rgyag
/woɡxal ʳɟaɡ/

pf. པགས་ཤད་བརྒྱབ། pags shad brgyab
/woɡxal ʳɟab/

動 (皮なめしにおいて肉面に)剪刀をかける

བྲད།
ipf. བྲད། brad /ᵖʈal/
pf. བྲད། brad /ᵖʈal/
動 こそげ取る; 取り除く

ོ་ཁ་བྲད།
ipf. ོ་ཁ་བྲད། rdo kha brad

/ʳdokʰa ᵖʈal/
pf. ོ་ཁ་བྲད། rdo kha brad

/ʳdokʰa ᵖʈal/
動 石の角で肉をこそげ取る
解説 皮加工の場面で、皮にこびりついた肉をこそげ
取ることを指す。

ཤ་བཟེར་ོ་ཁས་བྲད།
ipf. ཤ་བཟེར་ོ་ཁས་བྲད།

sha bzer rdo khas brad
/xaᵝzer ʳdokʰi ᵖʈal/

pf. ཤ་བཟེར་ོ་ཁས་བྲད།
sha bzer rdo khas brad
/xaᵝzer ʳdokʰi ᵖʈal/

動 皮にこびりついた肉片を石でこそげ取る

ལག་ཕུར། lag phur /laɡhər/
名 (皮なめしにおいて)手で揉むこと

རྐང་བཅུམ། rkang bcum /ᶳkaŋtɕəm/
名 (皮なめしにおいて)足で踏んで揉むこと

རྐང་བཅུམ་ེད།
ipf. རྐང་བཅུམ་ེད། rkang bcum byed

/ᶳkaŋtɕəm jel/
pf. རྐང་བཅུམ་བྱས། rkang bcum byas

/ᶳkaŋtɕəm ji/
動 (皮なめしにおいて)足で踏んで揉む

རྐང་ཕུར།2 rkang phur /ᶳkaŋhər/
名 (皮なめしにおいて)足で踏んで揉むこと
解説 རྐང་མཉེད། に同じ。

རྐང་མཉེད། rkang mnyed /ᶳkaŋᵐȵel/
名 (皮なめしにおいて)足で踏んで揉むこと
解説 རྐང་ཕུར།2 に同じ。

12.9.2.4 色付け
ཞོ་ཟ། zho za /ɕosa/
名 (皮の色付けと加脂のための)ヨーグルト添加
解説 剪刀をかけた後の皮に、脱水した酸乳を潰し
て茶汁と挽いた焦がし大麦を加えたものを薄く塗り、
肉面を内側にして折りたたみ、1–2日置く。その後
剪刀を使ってすべてを取り除くと白く美しい仕上が
りになる。

ཇ་ཟ། ja za /tɕasa/
名 (皮の色付けのための)茶汁添加
解説 剪刀をかけた後の皮に、煮出した茶汁と挽いた
焦がし大麦を混ぜたものを塗り、肉面を内側にして
折りたたみ、1–2日置き、それらを剪刀を使って取
り除くと、生成りの皮が出来上がる。

ས་བཞེད། sa bzhed /sʰaᵝʑel/
名 (皮の色付けのための)黄土添加
解説 剪刀をかけた後の皮に黄土 ས་དཀར། を塗りつけ
て肉面を内側にして折りたたみ、1日置き、剪刀を使
って取り除くと白い皮になる。

ཡོས་ཚིག yos tshig /jitsʰəɡ/
名 焦がし大麦
解説 皮加工の色付けに用いる。
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12.9.2.5 伸ばし
ཐད་ལ་འཐེན།

ipf. ཐད་ལ་འཐེན། thad la ’then
/tʰala ⁿtʰen/

pf. ཐད་ལ་འཐེན། thad la ’then
/tʰala ⁿtʰen/

動 (皮なめしにおいて男性用の皮衣を作るため
に皮を)横に伸ばす
解説 男性用の衣は身幅が大きくなくてはならないた
め、横に伸ばす加工をする。

ཐུར་དུ་འཐེན།
ipf. ཐུར་དུ་འཐེན། thur du ’then

/tʰəra ⁿtʰen/
pf. ཐུར་དུ་འཐེན། thur du ’then

/tʰəra ⁿtʰen/
動 (皮なめしにおいて女性用の皮衣を作るため
に)縦に伸ばす
解説 女性用の衣は縦に長くなくてはならないので、
縦に伸ばす加工をする。

12.9.3 皮なめし（脱毛処理系列、ヤク皮の
場合）

ཆུ་རྡར། chu rdar /tɕʰəʳdar/
名 (皮なめしにおける)水漬け加工
解説 馬やゾ、ヤクの皮など ཀོ་བ། の加工では土を掘
って水を注ぎ、そこに皮を漬け込む水漬け加工が一
般的である。

ི་ལེན།
ipf. ི་ལེན། skyi len /ᶳcə len/
pf. ི་བླངས། skyi blangs /ᶳcə ᵝlaŋ/
動 (皮なめしにおいて)脱毛処理をする

འེང་བ་དམར་འཛིར།
’breng ba dmar ’dzir
/ⁿɖoŋwa maⁿdzər/
名 ヤクの生皮を紐状に切ったもの
解説 紐状に切ったものをバターミルクと天然塩を混
ぜた液に漬け込み処理をして柔らかくする。

12.9.4 加脂
ུམ་བུ།

ipf. ུམ་བུ། snum bsku /n̥əm ᶳkə/
pf. ུམ་བུས། snum bskus /n̥əm ᶲki/
動 油を塗る
解説 皮加工において防水と美しさのために油を塗
る。ヤク脂 ཟོག་ཚིལ། や羊脂 ལུག་ཚིལ།、菜種油 གཡིས།
などが用いられる。

ཟོག་ཚིལ། zog tshil /soɡtsʰi/
名 ヤク脂

ལུག་ཚིལ། lug tshil /ləɡtsʰi/
名 羊脂

གཡིས། g.yis /ᵞji/
名 (1)菜種油, サラダ油 (2)ガソリン
解説 中国語の「油」yóu の音借用。

12.9.5 皮なめし用品
རྡར་ཟོ། rdar zo /ʳdarso/
名 (仔羊皮の加工において)漬け込み桶
解説 桶の中に仔羊皮を何枚か入れ、漬け込み処理を
する。

ཧོ་ོར། ho rjor /hoʳdʑor/
名 (家畜に与える)天然塩
解説 健康維持のため家畜に舐めさせる他、皮なめし
の漬け込み液にも用いられる。人間の食用ではない。

ས་ོན། sa rlon /sʰaᵞlon/
名 湿った土

པགས་ཤད། pags shad /woɡxal/
名 (皮なめし用の)剪刀 (せんとう), 垢出し
解説 皮なめしの作業において、肉片などを取り除い
たり、なめし終わった皮を伸ばしたりするのに用い
る道具。
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ོ་ཟུར། rdo zur /ʳdosər/
名 角ばった石
解説 皮加工の際に肉をこそげ取るのに適した石。

12.9.6 なめした皮
མཉེད་མ། mnyed ma /ᵐȵema/
名 なめした皮

པགས་པ་མཉེད་མ། pags pa mnyed ma
/waɡpa ᵐȵema/
名 なめした羊皮

ཚ་རུ་མཉེད་མ། tsha ru mnyed ma
/tsʰarə ᵐȵema/
名 なめした仔羊皮

ཀོ་བ་མཉེད་མ། ko ba mnyed ma
/kowa ᵐȵema/
名 (ヤクや馬など大型家畜の)なめした皮

དམར་ལྤགས། dmar lpags /ᵞmarwaɡ/
名 水洗いして足で揉んで柔らかくした羊皮
解説 これを用いて皮衣を作る。

ི། skyi /ᶳcə/
名 脱毛した皮
解説 毛を取り去った状態の皮のこと。

ི་མོ། skyi mo /ᶳcəmo/

名 脱毛した皮; (人間の)皮膚
解説 家畜の毛皮から毛を取り去ったものを指す。人
間の皮膚も指す。

12.9.7 ヤク革から作った紐
འེང་བ། ’breng ba /ⁿɖoŋwa/
名 ヤク革の紐
解説 家畜の係留索などに用いる。皮の中心から外側
に向かって同心円状に切っていく。生皮を漬け込み
処理し、なめしてから紐を作ることもあれば、生皮で
紐状にしてから漬け込み処理をすることもある。雄
ヤク皮からは 7尋の長さの紐が 8本、雌ヤク皮から
は 7尋の長さの紐が 6本取れる。

འེང་དིས། ’breng dkris
/ⁿɖoŋˣci/
名 ヤク革の紐の束

ུན་བུ། rgyun bu /ʳɟənnə/
名 ヤク革から作った細めの革紐
解説 牧畜民が革靴 འབོབ་རས། を作るのに用いる。異
綴として ུན་ནུ།。

འེང་བ་མཉེད་མ། ’breng ba mnyed ma
/ⁿɖoŋwa ᵐȵema/
名 なめしたヤク革で作った紐
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第 13章
役利用

現在のチベットではモータリゼーションが進んでおり、多くの世帯がバイクや車を所有している。
しかし、広大な草原を移動することで生存基盤を成立させてきた牧畜では、伝統的には乗用や荷駄
用としてヤクや馬が活躍してきた。この章では、そういった家畜の役利用に関する語彙を紹介する。
���
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13.3.4 胸繋・尻繋 . . . . . 199
13.3.5 鞭 . . . . . . . . . 200

13.1 役畜
13.1.1 乗用の役畜
སྣ་ལོ། sna lo /n̥alo/
名 乗用の雄ヤク
解説 去勢した雄ヤクを乗用とする。

གཡག་སྣ་ལོ། g.yag sna lo
/ᵞjaɡ n̥alo/
名 乗用の雄ヤク

གཡག་སྣ་ལོ་མ། g.yag sna lo ma
/ᵞjaɡ n̥aloma/
名 乗用の雄ヤク

ཞོན་རྟ། zhon rta /ɕonᶳta/
名 乗用の馬
解説 競馬用ではなく普段使いの乗用馬を指す。乗用
にするのは雄馬である。

གཡོག་རྟ། g.yog rta /ᵞjoɡᶳta/
名 役馬
解説 役利用される馬全般を指す。競走馬 ུག་རྟ། の
対立概念。

13.1.2 荷駄用の役畜
ཁལ་མ། khal ma /kʰama/
名 荷物を載せた荷駄ヤク

ཁལ་གཡག khal g.yag /kʰaᵞjaɡ/

13
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名 荷駄用のヤク

གཡག་ཁལ་མ། g.yag khal ma
/ᵞjaɡ kʰama/
名 荷物を載せた荷駄ヤク

སྣ་མ། sna ma /n̥ama/
名 荷駄用のヤク
解説 荷物を背負っていない時の名称。

སྒ་མ། sga ma /ʳɡama/
名 鞍をつけているが荷物は載せていない荷
駄ヤク

གཡག་སྒ་ོང་། g.yag sga stong
/ᵞjaɡ ʳɡaᶳtoŋ/
名 鞍をつけているが荷物は載せていない荷
駄ヤク
解説 སྒ་མ། に同じ。

ཁལ་རྟ། khal rta /kʰaᶳta/
名 荷駄用の馬

13.1.3 調教
བཏུལ།

ipf. བཏུལ། btul /tu/
pf. བཏུལ། btul /tu/
動 調教する, 訓練する

སྣ་ལོ་བཏུལ།
ipf. སྣ་ལོ་བཏུལ། sna lo btul /n̥alo tu/
pf. སྣ་ལོ་བཏུལ། sna lo btul /n̥alo tu/
動 (乗用になるように)ヤクを調教する

ཁ་ལོ་བཏུལ།
ipf. ཁ་ལོ་བཏུལ། kha lo btul /kʰalo tu/
pf. ཁ་ལོ་བཏུལ། kha lo btul /kʰalo tu/
動 馬を調教する
解説 1–2歳の時に調教を始める。2–3日で乗れるよ
うになる。その際、たてがみを切る。

རྒྱབ་བཅག

ipf. རྒྱབ་བཅག rgyab bcag /ʳɟab ᵖtɕaɡ/
pf. རྒྱབ་བཅག rgyab bcag /ʳɟab ᵖtɕaɡ/
動 [競馬] (馬を)馴らす
解説 長い間乗っていない馬に急に乗ると暴れるので
馴らすことをいう。文字通りには「背中を押し付け
る」。

13.1.4 乗る
ཞོན།

ipf. ཞོན། zhon /ɕon/
pf. ཞོན། zhon /ɕon/
動 (馬やバイクなどに)乗る
解説 またがる乗り物について用いる動詞。

རྟ་ཞོན།
ipf. རྟ་ཞོན། rta zhon /ᶳta ɕon/
pf. རྟ་ཞོན། rta zhon /ᶳta ɕon/
動 馬に乗る

རྟ་ོན།
ipf. རྟ་ོན། rta skyon /ᶳta ᶳcon/
pf. རྟ་བོན། rta bskyon /ᶳta ᶳcon/
動 馬に乗せる
解説 ラマや僧侶、子供などを介助して馬に乗せる場
合に用いる。

བཅིབ།
ipf. བཅིབ། bcib /ᵖtɕəb/
pf. བཅིབས། bcibs /ᵖtɕəb/
動 [敬語](馬に)乗る

ཆིབས་བསུ། chibs bsu /tɕʰəbsə/
名 (ラマなど)貴人を馬で迎えに行くこと

ཆིབས་བསུ་ལ་འགྲོ།
ipf. ཆིབས་བསུ་ལ་འགྲོ། chibs bsu la ’gro

/tɕʰəbse ⁿɟo/
pf. ཆིབས་བསུ་ལ་སོང་། chibs bsu la song

/tɕʰəbse sʰoŋ/
動 (ラマなどを)馬で迎えに行く

སྐྱ་མི། skya mi /ᶳcaᵐȵə/
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名 馬に乗っている人

13.1.5 荷物を載せる
འགེལ།

ipf. འགེལ། ’gel /ⁿɡi/
pf. བཀལ། bkal /ᵖka/
動 (荷を) 載せる; (荷を載せて宿営地を) 移
動する

སྣ་སྒ་ེད།
ipf. སྣ་སྒ་ེད། sna sga byed

/n̥aʳɡa jel/
pf. སྣ་སྒ་བྱས། sna sga byas

/n̥aʳɡa ji/
動 荷駄用の雄ヤクに鞍をつける

དོ་ཡས། do yas /toji/
名 家畜の両側に荷物を載せるときの片方

དོ་ཡས་བཅའ།
ipf. དོ་ཡས་བཅའ། do yas bca’ /toji ᵖtɕa/
pf. དོ་ཡས་བཅས། do yas bcas /toji ᵖtɕi/
動 (家畜の両側に)荷物を載せる

འེང་བ་འེན།
ipf. འེང་བ་འེན། ’breng ba ’dren

/ⁿɖoŋwa ⁿɖen/
pf. འེང་བ་དྲངས། ’breng ba drangs

/ⁿɖoŋwa ʈaŋ/
動 革紐でくくる
解説 ヤクに荷物を載せる時に紐で結ぶこと。

13.2 ヤクの役利用のための道具
13.2.1 鞍
སྣ་སྒ། sna sga /n̥aʳɡa/
名 荷駄用の雄ヤク用の鞍
解説 荷駄用のヤクにつけた状態の鞍を指す。

གླང་སྒ། glang sga /ᵞlaŋʳɡa/
名 (ヤクまたは牛用の)鞍
解説 何も装着していない状態の鞍のこと。木材加工
したものを半農半牧民から買ってきて、その他の部
分は牧畜民自らの手で作る。

སྔ་རུ། snga ru /ŋ̊arə/
名 鞍の前輪

ི་རུ། phyi ru /ᶲɕərə/
名 鞍の後輪

ཡོག་ཤིང་། yog shing /joɡxaŋ/
名 鞍の前輪と後輪を繋ぐ板; 鞍の両翼に取り付
けられた板

ཏེབ་ཙེ། teb tse /tebtse/
名 鞍の両翼に取り付けられた板と鞍を固定させ
る紐を通す穴

ཧོམ། hom /hom/
名 布団状の下鞍
解説 詰め物にはフェルトの他、草などが用いられ
る。
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ཧོམ་ཐིག hom thig /homtʰəɡ/
名 布団状の下鞍に通す紐
解説 一方を鞍とその下の敷物を固定するのに用い、
一方を荷物を固定するのに用いる。

ཧ་ཐིག ha thig /hatʰəɡ/
名 (ヤク用の鞍で)鞍と下鞍をくくる紐

13.2.2 鼻輪
སྣ་གཅུ། sna gcu /n̥aˣtɕə/
名 鼻輪
解説 雄ヤクや雄ゾの鼻につけて、引くのに用いる。

སྣ་ཐིག sna thig /n̥atəɡ/
名 鼻紐
解説 雄ヤクや雄ゾなどを引くのに用いる。使わない
時には角に巻いておくことが多い。

13.2.3 鞭
གཡག་ལྕག g.yag lcag /ᵞjaɡˣtɕaɡ/
名 ヤク用の鞭
解説 通常は柄の部分を持ってヤクを追う鞭として使
うが、紐の方を持って柄の部分を振り回すことで犬
を追い払うのにも用いる。

ནོར་ལྕག nor lcag /norˣtɕaɡ/
名 ヤク用の鞭

13.2.4 荷駄
ཁལ། khal /kʰa/
名 家畜に載せた荷物

ཁལ་འགེལ།
ipf. ཁལ་འགེལ། khal ’gel /kʰa ⁿɡi/
pf. ཁལ་བཀལ། khal bkal /kʰa ᵖka/
動 家畜に荷物を載せる
解説 家畜の種類は問わない。

ཁུག་མགོ། khug mgo /kʰəɡⁿɡo/
名 積荷の紐の掛け方

འེད་འགེལ། ’phred ’gel /ʈʰelⁿɡi/
名 荷物の斜め掛け

13.3 馬具
13.3.1 馬具一式
སྒ་རྟ་སྲབ་གསུམ། sga rta srab gsum
/ʳɡaᶳta ʂabˣsəm/
名 馬と馬具一式
解説 馬の持ち主が亡くなった場合、この一式を葬式
で枕経を頼むラマに託す。

13.3.2 鞍とその周辺
13.3.2.1 鞍の名称
སྒ། sga /ʳɡa/
名 鞍 (くら)の総称
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解説 必要なものを全て装着した状態の鞍を言う。

རྟ་སྒ། rta sga /ᶳtaʳɡa/
名 馬の鞍
解説 ヤク革で作る。

བོད་སྒ། bod sga /wolʳɡa/
名 チベット式の鞍

དམག་སྒ། dmag sga /ᵞmaɡʳɡa/
名 近代の軍用鞍

13.3.2.2 鞍まわりの部位名称
ོ།2 glo /ᵞlo/
名 腹帯 (はらおび)
解説 馬具の一種。

ཨ་འཇོག a ’jog /ʔaⁿdʑoɡ/
名 鞍敷 (くらじき)
解説 鞍の上に張る革。

སྒ་མཐུར། sga mthur /ʳɡatʰər/
名 鞍敷を固定するための紐

ཧོམ། hom /hom/
名 布団状の下鞍
解説 詰め物にはフェルトの他、草などが用いられ
る。

ཧོམ་ཐིག hom thig /homtʰəɡ/
名 布団状の下鞍に通す紐
解説 一方を鞍とその下の敷物を固定するのに用い、
一方を荷物を固定するのに用いる。

རྩྭ་ཧོམ། rtswa hom /ᶳtsahom/
名 鞍の直下に取りつける布団状の敷物で草を詰
め物としたもの

སྒ་གཡོགས། sga g.yogs /ʳɡaᵞjoɡ/
名 下鞍
解説 ヤクの剛毛の織物で作る。

སྒ་སྟན། sga stan /ʳɡaᶳtan/
名 下鞍
解説 鞍を装着する前に馬の背に直接掛ける敷物。

ཚི་ལེན།2 tshi len /tsʰəlen/
名 (1) シャツ; ブラウス (2)(馬の鞍の) 汗取り
パッド
解説 文字通りには「脂や垢を取るもの」。

འོབ་ཆེན། ’ob chen /ʔobtɕʰen/
名 鐙 (あぶみ)
解説 馬具の一種。

馬に乗る際に足を掛けるところ

13.3.3 頭絡
སྲབ། srab /ʂab/
名 頭絡の下部
解説 手綱と端綱、馬銜を含む、頭絡の下半分。
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མཐུར། mthur /tʰər/
名 頭絡の上部
解説 額革や鼻革、喉革など、頭絡の上半分。

གདོང་སྲབ། gdong srab /ᵞdoŋʂab/
名 鼻革
解説 頭絡の一部。

གདོང་མཐུར། gdong mthur /ᵞdoŋtʰər/
名 額革
解説 頭絡の一部。

ཨོལ་ོག ol sgrog /ʔuʳɟoɡ/
名 喉革
解説 頭絡の一部。

13.3.3.1 馬銜
ཁ་པུར། kha pur /kʰapər/
名 馬銜 (はみ), 轡 (くつわ)
解説 頭絡の一部。

འགྲམ་ལུང་། ’gram lung /ⁿɟamloŋ/
名 銜環 (はみかん), 鏡板

解説 轡の一部で、馬銜の両側につける輪の部分。

ལྕེ་མདུད། lce mdud /ˣtɕeᵐdəl/
名 銜身 (はみみ)
解説 馬銜の一部で、口の中に含ませる部分。

13.3.3.2 手綱・端綱
སྲབ་ོག srab sgrog /ʂabʳɟoɡ/
名 手綱 (たづな)

སྲབ་མདའ། srab mda’ /ʂabᵐda/
名 端綱 (はづな)
解説 馬具の一種。

མཐུར་མདའ། mthur mda’ /tʰərᵐda/
名 端綱 (はづな)
解説 馬具の一種。

སྲབ་མདའ་མིག་ལེན། srab mda’ mig len
/ʂabᵐda ᵐȵəɡlen/
名 鎖状に結った端綱

སྲབ་ེ། srab sne /ʂabn̥e/
名 端綱の先

13.3.3.3 頭絡の種類
ཀོ་སྲབ། ko srab /koʂab/
名 革製の頭絡

ཀོ་མཐུར། ko mthur /kotʰər/
名 革製の頭絡の上半分

བོད་སྲབ། bod srab /wolʂab/
名 チベット式の頭絡

དམག་སྲབ། dmag srab /ᵞmaɡʂab/
名 軍用馬に用いる頭絡

13.3.4 胸繋・尻繋
གོང་ཐག gong thag /koŋtaɡ/
名 胸繋 (むねがい)
解説 鞍を馬の胸の方に固定する紐。
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ི་ོ། phyi glo /ᶲɕəᵞlo/
名 (馬用の)下腹帯
解説 馬の背から尻にかけてを保護する理由などで尻
繋 (しりがい) を用いない場合には下腹部分をくく
る。

ེད། snyed /ȵ̊el/
名 尻繋 (しりがい)
解説 馬具の一種。素材は鹿の後肢の皮または前肢の
皮を用いる。རྨེད།とも書く。

རྨེད། rmed /ȵ̊el/
名 尻繋
解説 ེད།の異綴り。

ེད་མདོ། snyed mdo /ȵ̊elᵐdo/
名 尻繋のうち尻尾の下を通す部分
解説 馬に直接当たるので布などの柔らかい素材を用

いる。

རྐང་ེད། rkang snyed /ᶳkaŋȵ̊el/
名 鹿の後肢の皮を使った尻繋
解説 尻繋の素材としては鹿の後肢の皮 ཤྭ་རྒྱ། が最高
とされる。

ལག་ེད། lag snyed /laɡȵ̊el/
名 鹿の前肢の皮を使った尻繋

13.3.5 鞭
ལྕག lcag /ˣtɕaɡ/
名 鞭

འེང་ལྕག ’breng lcag /ⁿɖoŋˣtɕaɡ/
名 革紐製の鞭

རྟ་ལྕག rta lcag /ᶳtaˣtɕaɡ/
名 馬用の鞭
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第 14章
食文化

牧畜で得られる主な食材は肉や内臓、ならびに乳や乳製品である。チベットの牧畜民は、これらの
食材に加えて、農民との交易によって得られる穀類や放牧地に生える野草・キノコも活用して様々
な料理を作ってきた。この章では、食材、料理、飲料に加え、調理や飲食といった食文化全般に関連
する語彙を紹介する。なお、調理器具や食器については、17章「日常の行為と道具」を参照。
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14.6.1 飲食の単位 . . . . . 217
14.7 食べ物・料理 . . . . . . . . 217

14.7.1 ツァンパ・煎り麦 . . 217
14.7.2 麺料理 . . . . . . . 218
14.7.3 パン・揚げ菓子 . . . 219
14.7.4 乳製品料理 . . . . . 221
14.7.5 肉・内臓料理 . . . . 223
14.7.6 饅頭・餃子 . . . . . 224
14.7.7 スープ . . . . . . . 226
14.7.8 米料理 . . . . . . . 226
14.7.9 トマ芋料理 . . . . . 227
14.7.10 ニョク . . . . . . . 227
14.7.11 バター菓子シン . . . 228
14.7.12 バター菓子トゥル . . 229

14.8 飲み物 . . . . . . . . . . . . 229
14.8.1 茶 . . . . . . . . . 229
14.8.2 酒 . . . . . . . . . 231
14.8.3 水 . . . . . . . . . 231

14.9 味覚 . . . . . . . . . . . . . 231
14.10 におい . . . . . . . . . . . . 232
14.11 あたたかさ . . . . . . . . . 233
14.12 食べ物の腐敗・廃棄物 . . . . 233
14.13 新しい食品 . . . . . . . . . 233

14.1 食べ物・飲み物総称
ཟས། zas /si/
名 食べ物

ཟ་ུ། za rgyu /saʳɟə/
名 食べ物

ཟ་མ། za ma /sama/
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名 食べ物

ེར་ཁ། sder kha /ʳderkʰa/
名 祝宴の際に訪問客に振る舞うために並べられ
た様々な種類の食べ物
解説 果物、氷砂糖、揚げ菓子などを積み上げて並べ
る祝い用の食べ物のこと。飾りの意味もある。

左から揚げ菓子、リンゴ、トマ芋入りご飯、バター菓子シン

དམར་ཟས། dmar zas /ᵞmarsi/
名 肉を含む食事
解説 文字通りには「赤い食べ物」。その代表である
肉を用いた料理を指す。དམར།とも。

དཀར་ཟས། dkar zas /karsi/
名 菜食; 精進料理
解説 文字通りには「白い食べ物」で、肉を含まない
食事のこと。その代表である乳製品を用いた料理を
食べることが多い。

དཀར་གསུམ། dkar gsum /karsʰəm/
名 三種の白い食品, ヨーグルトとミルクとバタ
ーの三種

དམར་གསུམ། dmar gsum /ᵞmarsʰəm/
名 三種の赤い食品, 肉と血と脂肪の三種

ཤ་མར་ཐུད་གསུམ། sha mar thud gsum
/xamar tʰəlˣsəm/
名 肉とバターとバター菓子トゥル
解説 牧畜民の代表的な三種の食べ物。

འཐུང་ུ། ’thung rgyu /tʰoŋʳɟə/
名 飲み物

བཟའ་སྐལ། bza’ skal /ᵝzaᶳka/
名 家族にものを分配する際の分け前, 家族の
分け前

14.2 一日の食事
ནངས་ཇ། nangs ja /naŋtɕa/
名 朝食; 朝のお茶

ོས་ཇ། dros ja /ᵖʈitɕa/
名 昼食

ི་ཇ། phyi ja /ᶲɕərtɕa/
名 午後のお茶, おやつ, 間食

དགོང་ཆུ། dgong chu /ʳɡoŋtɕʰə/
名 夕食

14.2.1 携帯食
ོ་ཁ། bro kha /ʈoka/
名 (放牧や移動時の)携帯食料

ཟ་ཏ། za ta /sata/
名 携帯食用の両袖袋
解説 携帯食用の袋で、片側に麦こがしを、片側にチ
ーズとバターを入れた長方形の袋。食べ物を表すチ
ベット語 ཟ་མ། (/sama/) と、両側に物の入れられ
る長方形の袋を指す中国語「褡裢 (dālián)」それぞ
れの第 1音節からなる複合語。

14.3 食材
14.3.1 乳・乳製品
དཀར་ཆུ། dkar chu /ˣkartɕʰə/
名 乳製品
解説 文字通りには「白い水」。

འོ་མ། ’o ma /ʔoma/
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名 ミルク, 乳; 生乳
解説 一般的には生乳を指す。ただし、攪乳器でバタ
ーを作るために乳酸発酵させた自然発酵乳や、生乳
を加熱殺菌したものにもこの語を用いる。

མར། mar /mar/
名 バター; 乳脂肪分, クリーム
解説 乳脂肪分を指す。攪乳器で攪拌して浮いてくる
乳脂肪分や、クリームセパレーターで分離した乳脂
肪分も表す。

できたてのバター。中央は土地神に捧げるためのバター

バターに加工する前のクリーム (手前)

ཞོ། zho /ɕo/
名 ヨーグルト, 酸乳
解説 食用として利用する他、バターを作るための乳
酸発酵にも用いる。【作り方】(1) ミルクを加熱し、
冷ます (中に指を入れたらまだ温かい程度、人肌より
少し温かい程度に) (2) 大きな鍋に茶碗一杯分のヨ
ーグルト (乳酸発酵スターター རུ་མ།) を入れる (3)
棒を使ってよく混ぜる (4) (鍋に入れ) 蓋をして、服
などで覆って保温する。悪いものを追い出して清浄
にするため、鍋のまわりにビャクシンの枝を燻した
煙をあてる。2 時間程度でヨーグルトが完成。【活

用】クリームセパレーター導入以前はバター作りの
準備として生乳の酸性度を高めるためにヨーグルト
を添加していた。皮の色付けと加脂のためにも用い
る。【食用】そのまま食べたり、砂糖を入れたり、煎
った大麦を入れて食べることもある。ツァンパに入
れることもある (最近はあまりしない)。煮たトマ芋
をかけて食べることもある。ヨーグルトは主に午後、
夜に食べる。朝はあまり食べない。

できあがったヨーグルト

དར་བ། dar ba /tara/
名 バターミルク
解説 ミルクを攪拌してバターを取った後に残った液
体部分のこと。チーズを作るのに用いる他、酸味の
ある清涼飲料水としても好まれる。

བུ་ལོ། bu lo /wəlo/
名 家族一人ひとりに取り分けたバター
解説 作りたてのバターを神様に捧げる分を取り分け
た後、家族一人ひとりへの分け前として取り分ける。
量としてはツァンパを食べる 1回分である。客人が
いればその分け前も用意する。

14.3.2 肉
ཤ sha /xa/
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名 肉
解説 この語で生肉とゆで肉を指す。

ཤ་ོན། sha rlon /xaᵞlon/
名 生肉

ཤ་ཚོན་པོ། sha tshon po
/xa tsʰonpo/
名 脂身の多い肉
解説 赤身の肉 ཤ་སྣག、脂身と肉が同程度の肉
ཤ་ཚིལ་འེས་མ།に対して、脂身の方が多い肉。

ཤ་ཚིལ་འེས་མ། sha tshil ’dres ma
/xatsʰi ⁿɖima/
名 肉と脂身が同程度に含まれている肉
解説 肉も脂肪もバランス良く含まれている肉。赤身
の肉 ཤ་སྣག、脂身の多い肉 ཤ་ཚོན་པོ།に対する表現。

ཤ་ཏོ། sha to /xato/
名 骨なしの肉

ཤ་སྣག sha snag /xan̥aɡ/
名 赤身肉, 骨のついていない肉
解説 脂肪が少ない赤身の肉。

སྣ་གསུམ། sna gsum /n̥aˣsəm/
名 近所や親戚に贈り物とする肉や内臓
解説 文字通りには「三種」で、骨付き肉、骨なし肉、
内臓の三種類を指す。

ུད་པ། rjud pa /ʳdʑəlpa/
名 脂がのっていない肉
解説 痩せた家畜の肉。脂肪がバランス良く入ってい
ないため味があまり良くない。

ུད་པ་ཆུ། rjud pa chu /ʳdʑəlpa tɕʰə/
名 脂がのっておらず味気のない肉
解説 水のように味のしない、という意味。

ུད་མདོག rjud mdog /ʳdʑəlᵐdoɡ/
名 脂がのっていない肉の色

ུད་ི། rjud dri /ʳdʑəlʈə/
名 脂がのっていない肉の臭い

14.3.2.1 加工した肉
ཤ་བཙོས་མ། sha btsos ma
/xa ᵖtsima/
名 ゆで肉

ཤ་འཚོས་མ་ོག sha ’tshos ma log
/xa ⁿtsʰima lo̥ɡ/
名 半煮えの肉
解説 完全に火が通っていない状態の肉。

ཤ་གཙབ་མ། sha gtsab ma
/xa ˣtsabma/
名 挽き肉
解説 包丁で刻んだものを指す。

ཤ་འཐག་མ། sha ’thag ma
/xa ⁿtʰaɡma/
名 挽き肉
解説 挽き肉機を用いたものを指す。

14.3.2.2 動物別の肉の名称
ལུག་ཤ lug sha /ləɡxa/
名 羊肉
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སྐམས་ཤ skams sha /ᶳkamxa/
名 ヤク肉
解説 文字通りには「予定通りに屠畜されたヤクの
肉」。

ཟོག་ཤ zog sha /soɡxa/
名 ヤク肉

གླང་ཤ glang sha /ᵞlaŋxa/
名 牛肉
解説 雄牛の肉を指す。

བ་ཤ ba sha /waxa/
名 牛肉
解説 雌牛の肉を指す。

ར་ཤ ra sha /raxa/
名 山羊肉

འི་ཤ ’phyi sha /ᶲɕexa/
名 マーモットの肉
解説 昔は皮を剥いで中に焼けた石を入れて焼いて食
べていた。脂が多く美味しいと言われるが今は食べ
ない。

14.3.3 内臓
ནང་ོལ། nang khrol /naŋʈʰol/
名 内臓, 臓物, はらわた
解説 全ての内臓を指す一般的な語。人間の内臓も表
せるが、主には食用の内臓を指す。

14.3.4 血
ཁྲག khrag /cʰaɡ/
名 (1)血, 血液 (2)血入りの腸詰め

ཁྲག་ཤ khrag sha /cʰaɡxa/
名 血の塊
解説 屠畜して血を取り分けると固まってくるので、
血の腸詰めなどを料理する際には塊を潰す必要があ
る。

14
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血の塊を手で潰しているところ

ཁྲག་ཁུ། khrag khu /cʰaɡkʰə/
名 生煮えの肉に箸を刺した時に出てくる赤い汁

14.3.5 脂・脂肪・肉汁
ཚིལ། tshil /tsʰi/
名 (肉や内臓についた)脂肪; 脂身

ཚིལ་ཁུ། tshil khu /tsʰikʰə/
名 (肉から溶け出た)脂

ཞག1 zhag /ɕaɡ/
名 (肉から溶け出た)脂
解説 肉をゆでたり煮たりした際に溶け出た脂、及び
その固まった脂を指す。

ཤ་ཁུ། sha khu /xakʰo/
名 肉のゆで汁, 肉スープ
解説 解体後に内臓や肉をゆでたスープも指す。

14.3.6 穀物
འུ་རིགས། ’bru rigs /ⁿɖərəɡ/
名 穀物の総称
解説 大麦・小麦・豆・米などを指す。

14.3.6.1 大麦
ནས། nas /ni/
名 大麦, ハダカムギ

སོ་ལུག so lug /sʰoləɡ/
名 (1)麦芽 (2)イラクサと大麦と肉の蒸し料理
解説 (2)の料理は、イラクサと肉、脂身、大麦粉、塩

を混ぜたものを、小麦粉を練り、伸ばした生地にの
せて包み、蒸し器で 30分ほど蒸す。切り分けて食べ
る。牧畜民の料理。麦芽が出てしまった大麦を粉に
挽いてこの料理を作ったことからこの名がついた。

ནས་ེ། nas phye /niᶲɕe/
名 大麦粉
解説 大麦を乾燥させて、粉に挽いたもの（粘り気が
ある。煎っていないのでツァンパではない）。昔は粉
物の材料としては小麦粉より大麦粉の方が一般的だ
った。ニョクを作ったりすることができる。蒸し饅
頭の皮などは作れない。

ལུ་གུ་ཙེས་རིལ། lu gu rtse rus
/ləkə tsiri/
名 麦に混じっている黒い粒
解説 ゴミなのでふるいにかけて捨てる。

14.3.6.2 小麦
གྲོ། gro /co/
名 小麦

ེ། phye /ᶲɕe/
名 (1)小麦粉 (2)小麦粉を練った生地

གྲོ་ེ། gro phye /coᶲɕe/
名 小麦粉

14.3.6.3 豆
སྲན་མ། sran ma /ʂanma/
名 豆

སྲན་ེ། sran phye /ʂanᶲɕe/
名 豆粉

14.3.6.4 その他の穀物
འབྲས། ’bras /ᵐɖi/
名 (1)米; 米飯, ご飯 (2)慶弔用バターライス
解説 (2)の慶弔用のバターライスは宗教行事の時や
人が亡くなった時に作られるドライフルーツ入りの
甘いご飯。材料はご飯、バター、棗 (なつめ)、トマ
芋、砂糖、塩。最後に溶かしバターを入れる。男性が
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作る料理。

ཡུག་པོ། yug po /jəko/
名 燕麦, オーツ麦

14.3.6.5 煎り穀物
ཡོས། yos /ji/
名 煎り穀物; 煎り麦

熱した砂を入れた鍋で大麦を煎っているところ

ཡོས་ཁྲ། yos khra /jicʰa/
名 煎り麦
解説 よく破裂してまだらになっているものを指す。

ཡོས་ནག yos nag /jinaɡ/
名 焦げた煎り麦

དམར་ུག dmar phrug /ᵞmarʈʰəɡ/
名 破裂しなかった煎り麦

དམར་བོས། dmar brngos /ᵞmarᶲŋ̊i/
名 破裂しなかった煎り麦
解説 食用にはせず、焚き上げ用に用いる。敢えて破
裂させない場合は鍋に砂を入れずに煎る。

14.3.6.6 煎り穀物を挽いて粉にしたもの
རྩམ་པ། rtsam pa /ᶳtsampa/
名 (1) ツァンパ, 麦こがし, 煎り麦粉 (2) 練り
麦こがし, ツァンパ団子
解説 練り麦こがしとは、麦こがしにバター、チーズ、
砂糖を入れてお茶を注ぎ、手で練って食べる食べ物
のこと。食べ残したツァンパは片手で握って団子に
し、手のひらに残ったかすをさらに丸め、団子の上

につけて犬にやる習慣がある。

ནས་རྩམ། nas rtsam /niᶳtsam/
名 大麦のツァンパ

གྲོ་རྩམ། gro rtsam /coᶳtsam/
名 小麦のツァンパ

ཡུག་རྩམ། yug rtsam /jəɡᶳtsam/
名 燕麦のツァンパ

སྲན་རྩམ། sran rtsam /ʂanᶳtsam/
名 煎り豆粉, 豆のツァンパ

14.3.7 トマ芋
གྲོ་མ། gro ma /coma/
名 トマ芋
解説 バラ科キジムシロ属の植物 གྲོ་ལོ།の地下茎。

水で戻してゆでたトマ芋

ཞུན་ི། zhun rtsi /ɕənᶳtsə/
名 トマ芋粉
解説 乾燥したトマ芋を粉に挽いたもの。シンの材料
として用いる。

14.3.8 野菜・野草・キノコ
ཚོད་མ། tshod ma /tsʰolma/
名 (1)野菜 (2)蒸し饅頭の総称

ཙོང་། tsong /tsoŋ/
名 ネギ, 長ネギ; 玉ねぎ

ཡུང་མ། yung ma /joŋma/
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名 じゃがいも

ོག་པ། sgog pa /ʳɡoɡpa/
名 ニンニク

བཅའ་སྒ། bca’ sga /ᵖtɕaʳɡa/
名 生姜

ལྒ་སེར། lga ser /ʳɡasʰer/
名 うこん根; うこん根の粉末, ターメリック
解説 パンの色付けに用いる。

ོག་ཏོག་ོ་རིལ། sgog tog sngo ril
/ʳɡoɡtoɡ ŋ̊ori/
名 [植物] ネギ亜科ネギ属
解説 食用にする。青い花の部分も含め、細かく刻ん
で調理に用いる。

花を刻んで料理に用いる

ཀེའུ། ke’u /ki/
名 ニラ

གོར་ི། gor rtsi /korᶳtsə/
名 パンに香りと味と色をつける香草類

བྱང་གཤོག་པ། byang gshog pa
/ᶲɕaŋ ˣɕoɡpa/
名 [植物] キンポウゲ科オオヒエンソウ属デルフ
ィニウム
解説 紫色の花の香草の一種。乾燥させたものをミル
ク茶の香り付けに用いる。チベット医学上の薬草名
としては ི་ཡང་ཀི།。

乾燥させたもの

སྟག་ག stag ga /ᶳtəka/
名 [植物] 香草の一種
解説 川辺に生える。肉料理に入れると美味。

ཟྭ་ིག zwa khyig /sacʰəɡ/
名 [植物] イラクサ科イラクサ属
解説 食用。7月頃に摘んで乾燥させる。

ུ་རུ་ལེབ་མོ། skyu ru leb mo
/ᶳcərə lemo/
名 [植物] タデ科スイバ属
解説 酸味のあるやや肉厚の葉を食用にする。文字通
りには「平たくて酸っぱいもの」。
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ུམ། lcum /ˣtɕəm/
名 [植物] タデ科ダイオウ属
解説 酸味のある茎の根本や花の咲く太い茎の部分を
食用にする。

ེའུ་ལོ། sne’u lo /ȵ̊ilo/
名 タデ科タデ属の植物の葉
解説 饅頭に入れることもある。

ཤྭ་མོ། shwa mo /xamo/
名 ハラタケ科のキノコの一種
解説 草原に生える。傘の色は黄色。食用にする。

14.3.9 果物・木の実
སིལ་ཏོག sil tog /sʰitoɡ/
名 果物

ཀུ་ཤུ། ku shu /kəxə/
名 リンゴ

ུན་འུམ། rgun ’brum /ʳɡənⁿɖəm/
名 ブドウ

སྟར་ཀ star ka /ᶳtarka/
名 [植物] クルミ科クルミ属; クルミの実
解説 食用にする。

སྒམ་བུ་ོག་ོག sgam bu khrog khrog
/kampə cʰoɡcʰoɡ/
名 クルミ

སིལ་ཏོག་དམར་རིལ། sil tog dmar ril
/sʰitoɡ maʈi/
名 棗 (なつめ)

ཙོ་རིལ། tso ril /tsorəl/
名 棗 (なつめ)

སིའུ་དམར། si’u dmar /sʰimar/
名 [植物] (1) 赤い実のなる野生の植物, またそ
の実 (2)棗 (なつめ)
解説 食用にする。

ཆང་བ་ལི། chang ba li /tɕʰaŋ walə/
名 洋梨
解説 中国語の「长把梨」zhǎngbǎlí の音借用。

སིལ་ཉོག sil nyog /sʰiȵoɡ/
名 熟成梨
解説 地中で凍らせてそのまま熟成させた梨。文字通
りには「梨のニョク」。ニョクのように柔らかい食感
であることから。
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སིའུ་རག་སྐྱ། si’u rag skya
/sʰi raɡᶳca/
名 [植物] スグリ科スグリ属
解説 細長い形の甘酸っぱい実がなる。熟すと白っぽ
くなる。食用にする。

ཁྭ་ཏའི་མཆུ་ལུ། khwa ta’i mchu lu
/kʰatə ᵐtɕʰələ/
名 [植物] バラ科の落葉小低木の実
解説 赤い木の実で酸味の強いリンゴのような味。文
字通りには「カラスのクチバシ」。ཚེར་ཏོགに同じ。食
用にする。

སིའུ་སྟར་བུ། si’u star bu
/sʰi tarə/

名 [植物] グミ科ヒッポファエ属
解説 スナジグミより背が低い。

གླ་སྟར། gla star /ᵞlaᶳtar/
名 [植物] グミ科ヒッポファエ属, スナジグミ
解説 食用にする。

འོང་སིའུ། ’brong si’u /ⁿɖoŋsʰi/
名 [植物] バラ科キイチゴ属, 野イチゴの一種
解説 親指ほどの大きさでラズベリーのような味の赤
い実。食用にする。

སིའུ་སིའུ་བ་མགོ། si’u si’u ba mgo
/sʰisʰi waⁿɡo/
名 [植物] バラ科キイチゴ属, 野イチゴの一種
解説 食用にする。

14



食文化 211 14.3食材

14.3.10 調味料
ཚྭ་ཁུ། tshwa khu /tsʰakə/
名 食塩

གཡེར་མ། g.yer ma /ᵞjerma/
名 山椒

ུར་ཁུ། skyur khu /ᶳcərkʰə/
名 酢

ཀ་ར།2 ka ra /kara/
名 砂糖; 飴

ཀ་ར་ེ་མ། ka ra bye ma
/kara ᶲɕema/
名 白砂糖
解説 文字通りには「砂状の砂糖」。

ཀ་ར་དཀར་པོ། ka ra dkar po
/kara karo/
名 白砂糖
解説 文字通りには「白い砂糖」。

ཀ་ར་ོ། ka ra rdo /kara ʳdo/
名 氷砂糖
解説 文字通りには「砂糖の石」。

ོ་ཀ་ར། rdo ka ra /ʳdo kara/
名 氷砂糖
解説 ཀ་ར་ོ།に同じ。

བུ་རམ། bu ram /wəram/
名 黒砂糖

14.3.11 油
གཡིས། g.yis /ᵞji/
名 (1)菜種油, サラダ油 (2)ガソリン
解説 中国語の「油」yóu の音借用。

ུམ། snum /n̥əm/
名 油

ཤིང་མར། shing mar /xaŋmar/
名 植物油
解説 パーム油などを指す。近年では灯明用として用
いられることが多く、袋入りで販売されている。文
字通りには「木のバター」。

མར་ཁུ། mar khu /markʰə/
名 溶かしバター, バターオイル
解説 文字通りには「バター汁」。使用するたびにバ
ターを加熱して作る。バターオイルの作りおきはし
ない。食用としてはゆでたトマ芋にからめて食べた
り、揚げパンを作る時やキノコ炒めをする時などに
用いる。灯明用のバターとしても用いる。夏は虫が
寄ってきて火に入って死んでしまうとして灯明をあ
げない人もいる。
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14.4 調理・加工
གཏུབ།

ipf. གཏུབ། gtub /ˣtəb/
pf. གཏུབས། gtubs /ˣtəb/
動 切る

གཙབ།
ipf. གཙབ། gtsab /ˣtsab/
pf. བཙབས། btsabs /ˣtsab/
動 (肉などを)刻む
解説 包丁一本で刻む時の表現。

འཐག
ipf. འཐག ’thag /ⁿtʰaɡ/
pf. འཐག ’thag /ⁿtʰaɡ/
動 (1)挽く; 細かくする; 刻む (2)織る

བཙིར།
ipf. བཙིར། btsir /ᵖtsər/
pf. བཙིར། btsir /ᵖtsər/
動 潰す

ེ།
ipf. ེ། sre /ʂe/
pf. བེས། bsres /ᶲʂi/
動 混ぜる

བཙག
ipf. བཙག btsag /ᵖtsaɡ/
pf. བཙགས། btsags /ᵖtsaɡ/
動 濾す, 脱水する

ཁྱབ།

ipf. ཁྱབ། khyab /cʰab/
pf. ཁྱབ། khyab /cʰab/
動 ふるう

བོ།
ipf. བོ། brngo /ʳŋo/
pf. བོས། brngos /ᶲŋ̊i/
動 煎る; 炒める

བཅའ།
ipf. བཅའ། bca’ /ᵖtɕa/
pf. བཅས། bcas /ᵖtɕi/
動 (料理を)作る, こしらえる; (列を)作る

བཙོ།
ipf. བཙོ། btso /ᵖtso/
pf. བཙོས། btsos /ᵖtsi/
動 ゆでる; 煮る; 蒸す

ེག
ipf. ེག sreg /ʂaɡ/
pf. བེགས། bsregs /ʂaɡ/
動 焼く

འུར།
ipf. འུར། ’phyur /ᵐtɕʰər/
pf. འུར། ’phyur /ᵐtɕʰər/
動 ふきこぼれる

ངར་གསོད། ngar gsod /ŋarˣsol/
名 差し水
解説 文字通りには「熱くなりすぎるのを殺す」。

ངར་གསོད་ུག
ipf. ངར་གསོད་ུག ngar gsod ldug

/ŋarˣsol ʳdəɡ/
pf. ངར་གསོད་ུག ngar gsod blug

/ŋarˣsol ᵝləɡ/
動 差し水をする

14.4.1 ツァンパ作り
ཡོས་བོ།

14



食文化 213 14.4調理・加工

ipf. ཡོས་བོ། yos brngo /ji ŋ̊o/
pf. ཡོས་བོས། yos brngos /ji ᶲŋ̊i/
動 穀物を煎る; 大麦を煎る

ས་བོ། sa brngo /sʰaᶲŋ̊o/
名 土を入れて大麦を煎ること

དམར་བོ། dmar brngo /ᵞmarᶲŋ̊o/
名 土を入れずに大麦を煎ること

ཡོས་ཁྱབ།
ipf. ཡོས་ཁྱབ། yos khyab /ji cʰab/
pf. ཡོས་ཁྱབ། yos khyab /ji cʰab/
動 煎り麦をふるいにかける

大麦を煎るのに使った土をふるい落とす

ཡོས་ས་ཁྱབ།
ipf. ཡོས་ས་ཁྱབ། yos sa khyab

/jisʰa cʰab/
pf. ཡོས་ས་ཁྱབ། yos sa khyab

/jisʰa cʰab/

動 煎り麦と土をふるい分ける

རྩམ་པ་འཐག
ipf. རྩམ་པ་འཐག rtsam pa ’thag

/ᶳtsampa ⁿtʰaɡ/
pf. རྩམ་པ་འཐག rtsam pa ’thag

/ᶳtsampa ⁿtʰaɡ/
動 ツァンパに挽く, (煎り麦を)挽いてツァンパ
にする

ཁོལ་འཐག
ipf. ཁོལ་འཐག khol ’thag /kʰu tʰaɡ/
pf. ཁོལ་འཐག khol ’thag /kʰu tʰaɡ/
動 煎り麦を挽く

14.4.2 肉料理に関する調理
ཤ་གཙབ།

ipf. ཤ་གཙབ། sha gtsab /xa ˣtsab/
pf. ཤ་བཙབས། sha btsabs /xa ˣtsab/
動 肉を粗く刻む, 粗挽きのミンチにする

གསེས་ཞིབ། gses zhib /ˣsiɕəb/
名 細かく切ること

ིས་འཐག
ipf. ིས་འཐག gris ’thag /ci ⁿtʰaɡ/
pf. ིས་འཐག gris ’thag /ci ⁿtʰaɡ/
動 包丁で引き切りをする
解説 包丁を二丁使って刻む時の表現。

ཤ་གཏུབ།
ipf. ཤ་གཏུབ། sha gtub /xa ˣtəb/
pf. ཤ་གཏུབས། sha gtubs /xa ˣtəb/
動 肉を細かく切る
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ཤ་འཐག
ipf. ཤ་འཐག sha ’thag /xa ⁿtʰaɡ/
pf. ཤ་འཐག sha ’thag /xa ⁿtʰaɡ/
動 肉を細かく刻む; 細挽きのミンチにする

ཚིལ་འཐག
ipf. ཚིལ་འཐག tshil ’thag /tsʰi ⁿtʰaɡ/
pf. ཚིལ་འཐག tshil ’thag /tsʰi ⁿtʰaɡ/
動 脂肪を細かく刻む

ུ་མ་གཤལ།
ipf. ུ་མ་གཤལ། rgyu ma gshal

/ʳɟəma ᶲɕa/
pf. ུ་མ་བཤལ། rgyu ma bshal

/ʳɟəma ᶲɕa/
動 腸をすすぐ

ུ་ཚིལ་ལེན།
ipf. ུ་ཚིལ་ལེན། rgyu tshil len

/ʳɟətsʰi len/
pf. ུ་ཚིལ་བླངས། rgyu tshil blangs

/ʳɟətsʰi ᵝlaŋ/
動 腸についた脂肪を取り除く

ནང་ུག
ipf. ནང་ུག nang ldug /naŋ ʳdəɡ/
pf. ནང་ུག nang blug /naŋ ᵝləɡ/
動 内臓に詰め物をする

གཡོས་ུག
ipf. གཡོས་ུག g.yos ldug /ᵞji ʳdəɡ/
pf. གཡོས་ུག g.yos blug /ᵞji ᵝləɡ/
動 直腸に詰め物をする

ུ་མདུད། rgyu mdud /ʳɟəᵐdəl/
名 腸詰めを縛る紐
解説 伝統的には羊毛を用いていたが、現在は綿糸を
用いる。

འཚོས་མ་ོག ’tshos ma lhog
/ⁿtsʰima lo̥ɡ/
名 半煮えにゆでること, 半煮えのもの
解説 肉が半煮えの状態であること。内臓についても
言うことはある。牧畜民は肉をこの状態で食べるこ
とを好む。

ཁོན་བཙོ།
ipf. ཁོན་བཙོ། khon btso /kʰon ᵖtso/
pf. ཁོན་བཙོས། khon btsos /kʰon ᵖtsi/
動 饅頭を蒸す
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ཁོན་ཆུ། khon chu /kʰontɕʰə/
名 饅頭を蒸すための水

14.4.3 小麦粉の加工・調理
ེ་འདེབས།

ipf. ེ་འདེབས། phye ’debs /ᶲɕe ⁿdeb/
pf. ེ་བཏབ། phye btab /ᶲɕe ᵖtab/
動 小麦粉を振り入れる

ཕྲ་ུ། phra phru /ʈʰaʈʰə/
名 小麦粉に水を少量加えて細かい粒状にす
ること

ེ་ོ།
ipf. ེ་ོ། phye sno /ᶲɕe n̥o/
pf. ེ་བོས། phye bsnos /ᶲɕe ᶲn̥i/
動 小麦粉の生地をこねる

སྙལ།
ipf. སྙལ། snyal /ȵ̊a/
pf. བསྙལ། bsnyal /ᶲȵ̊a/
動 (1)(人を) 寝かせる (2)(生地を) 寝かせる;
発酵させる

ེ་སྙལ།

ipf. ེ་སྙལ། phye snyal /ᶲɕe ȵ̊a/
pf. ེ་བསྙལ། phye bsnyal /ᶲɕe ᶲȵ̊a/
動 小麦粉の生地を寝かせる

ུར་ལང་།
ipf. ུར་ལང་། skyur lang /ᶳcər laŋ/
pf. ུར་ལངས། skyur langs /ᶳcər laŋ/
動 発酵する
解説 文字通りには「酸っぱくなる」。

བརྡལ།
ipf. བརྡལ། brdal /ᵝda/
pf. བརྡལ། brdal /ᵝda/
動 (チーズや糞などを乾燥させるために) 広げ
る; (小麦粉の生地などを)伸す

ེ་བརྡལ།1
ipf. ེ་བརྡལ། phye brdal /ᶲɕe ᵝda/
pf. ེ་བརྡལ། phye brdal /ᶲɕe ᵝda/
動 (麺棒で)小麦粉の生地を伸す

14.4.4 バターの加工・調理
བཞུ།2

ipf. བཞུ། bzhu /ᵝʑə/
pf. བཞུས། bzhus /ᵝʑi/
動 (バターや脂肪分を)溶かす

དཀག
ipf. དཀག dkag /ᶳkaɡ/
pf. དཀག dkag /ᶳkaɡ/
動 (バターや脂肪分を)固まらせる

གསེར་ཁ་ེད།
ipf. གསེར་ཁ་ེད། gser kha byed

/ˣserkʰa jel/
pf. གསེར་ཁ་བྱས། gser kha byas

/ˣserkʰa ji/
動 バター菓子シンの上部にバターの層を作る

ཞུན་ལ་ཕྲ་འཇོག
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ipf. ཞུན་ལ་ཕྲ་འཇོག zhun la phra ’jog
/ɕəna ʈʰa ⁿdʑoɡ/

pf. ཞུན་ལ་ཕྲ་བཞག zhun la phra bzhag
/ɕəna ʈʰa ᵝʑaɡ/

動 バター菓子シンに飾り付けをする
解説 果物や飴、氷砂糖などでカラフルに飾り付ける。
シンを固める前に載せることも多い。

14.4.5 調理の単位
འགོའུ། ’go’u /ⁿɡu/
名 腸詰めの本数を数える単位

14.5 配膳
ཟ་མ་འཇོག

ipf. ཟ་མ་འཇོག za ma ’jog /sama ⁿdʑoɡ/
pf. ཟ་མ་བཞག za ma bzhag /sama ᵝʑaɡ/
動 食事を出す

རྩམ་པ་ེར།
ipf. རྩམ་པ་ེར། rtsam pa ster

/ᶳtsampa ᶳter/
pf. རྩམ་པ་ིན། rtsam pa byin

/ᶳtsampa ᶲɕən/
動 ツァンパを供する

ིག
ipf. ིག sgrig /ʳɖəɡ/
pf. བིགས། bsgrigs /ʳɖəɡ/
動 並べる, 整える; 決める

ཇ་ུག
ipf. ཇ་ུག ja ldug /tɕa ʳdəɡ/
pf. ཇ་ུགས། ja blugs /tɕa ᵝləɡ/
動 お茶を入れる; お茶を供する

ེར་ཁ་ིག
ipf. ེར་ཁ་ིག sder kha sgrig

/ʳderkʰa ʳɖəɡ/
pf. ེར་ཁ་བིགས། sder kha bsgrigs

/ʳderkʰa ʳɖəɡ/
動 祝宴の際に様々な種類の食べ物を並べる

仏間への正月のお供え

མེར།1
ipf. མེར། mer /mer/
pf. མེར། mer /mer/
動 (茶碗や桶から液体が)あふれる

14.6 飲食
ཟ།1

ipf. ཟ། za /sa/
pf. ཟོས། zos /si/
動 食べる

འཐུང་།
ipf. འཐུང་། ’thung /tʰoŋ/
pf. འཐུང་། ’thung /tʰoŋ/
動 飲む; (麺類など汁の多い食べ物を)食べる

ཇ་རྐྱང་། ja rkyang /tɕaᶳcaŋ/
名 (ツァンパを食べずに)お茶だけ飲むこと
解説 お茶の種類は問わない。パンは食べても構わな
い。

ཇ་རྐྱང་འཐུང་།
ipf. ཇ་རྐྱང་འཐུང་། ja rkyang ’thung

/tɕaᶳcaŋ tʰoŋ/
pf. ཇ་རྐྱང་འཐུང་། ja rkyang ’thung

/tɕaᶳcaŋ tʰoŋ/
動 (ツァンパを食べずに)お茶だけ飲む

དར་བིས། dar brdzis /tarʳdzi/
名 (ツァンパを) バターミルクだけで練ること;
バターミルクだけで練ったツァンパ
解説 チーズもバターも入れない。
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ཆུ་བིས། chu brdzis /tɕʰəʳdzi/
名 水だけで練ること; 水だけで練ったツァンパ;
水だけで練った小麦の生地
解説 チーズもバターも入れない。

འགེམ།
ipf. འགེམ། ’gem /ⁿɡem/
pf. འགམས། ’gams /ⁿɡam/
動 (ツァンパなど粉状のものを) 口に放り込ん
で食べる
解説 粉のまま口にすることを言う。

རྩམ་ུར་འཐུང་།
ipf. རྩམ་ུར་འཐུང་། rtsam ldur ’thung

/ᶳtsamʳdər tʰoŋ/
pf. རྩམ་ུར་འཐུང་། rtsam ldur ’thung

/ᶳtsamʳdər tʰoŋ/
動 ツァンパのお粥を食べる

རྩམ་སྐྱ་འགེམ།
ipf. རྩམ་སྐྱ་འགེམ། rtsam skya ’gem

/ᶳtsamᶳca ⁿɡem/
pf. རྩམ་སྐྱ་འགམས། rtsam skya ’gams

/ᶳtsamᶳca ⁿɡam/
動 ツァンパを粉のまま食べる

ཇ་ལྷག་ུར།
ipf. ཇ་ལྷག་ུར། ja lhag skyur

/tɕalḁɡ ᶳcər/
pf. ཇ་ལྷག་བུར། ja lhag bskyur

/tɕalḁɡ ᶳcər/
動 お茶を飲み残す

ཚ་རྒྱག2 tsha rgyag /tsʰaʳɟaɡ/
名 (寒い時に温かい飲み物を飲んで) 身体を温
めること

ཚ་རྒྱག་ེད།
ipf. ཚ་རྒྱག་ེད། tsha rgyag byed

/tsʰaʳɟaɡ jel/
pf. ཚ་རྒྱག་བྱས། tsha rgayg byas

/tsʰaʳɟaɡ ji/
動 (寒い時に温かい飲み物を飲んで) 身体を

温める

ོ་ོང་། lto stong /ᶳtoᶳtoŋ/
名 空腹

དམར་ོ། dmar lto /ᵞmarᶳto/
名 肉が食べたくなること
解説 肉の少ない時期に肉が食べたくなること。文字
通りには「赤い食べ物」。

དམར་ོ་ལང་།
ipf. དམར་ོ་ལང་། dmar lto lang

/ᵞmarᶳto laŋ/
pf. དམར་ོ་ལངས། dmar lto langs

/ᵞmarᶳto laŋ/
動 肉が食べたくなる

དམར་ོ་གསད།
ipf. དམར་ོ་གསད། dmar lto gsad

/ᵞmarᶳto ˣsal/
pf. དམར་ོ་བསད། dmar lto bsad

/ᵞmarᶳto ᶲsal/
動 (数ヶ月ぶりに肉を食べて) 肉を食べたかっ
た気持ちを解消する
解説 春から初夏にかけて肉がほとんど食べられない
時期が続いていた後、最初の一頭の羊を屠畜して肉
を食べることを指す。

14.6.1 飲食の単位
ཧུབ་གང་། hub gang /həb kaŋ/
名 (麺などの)一啜り

14.7 食べ物・料理
14.7.1 ツァンパ・煎り麦
རྩམ་པ། rtsam pa /ᶳtsampa/
名 (1) ツァンパ, 麦こがし, 煎り麦粉 (2) 練り
麦こがし, ツァンパ団子
解説 練り麦こがしとは、麦こがしにバター、チーズ、
砂糖を入れてお茶を注ぎ、手で練って食べる食べ物
のこと。食べ残したツァンパは片手で握って団子に
し、手のひらに残ったかすをさらに丸め、団子の上
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につけて犬にやる習慣がある。

རྩམ་པ་ི།
ipf. རྩམ་པ་ི། rtsam pa rdzi

/ᶳtsampa ʳdzə/
pf. རྩམ་པ་བིས། rtsam pa brdzis

/ᶳtsampa ʳdzi/
動 ツァンパを練る

རྩམ་སྐྱ། rtsam skya /ᶳtsamᶳca/
名 ツァンパ, 麦こがし
解説 ツァンパの粉を指す。バター、チーズを入れず
にお茶だけで練ったツァンパも指す。

གཏུལ་མ། gtul ma /ˣtuma/
名 お茶が多めのツァンパ, フトゥマ
解説 ツァンパにバター、チーズの他、お茶を多めに
加え、混ぜてどろどろにする食べ方。朝食に食べる
ことが多い。

འོ་བིས། ’o brdzis /ʔoʳdzi/
名 (ツァンパを)ミルクだけで練ること; ミルク
だけで練ったツァンパ
解説 ミルクで練る場合はお茶もバターもチーズも加
えない。かつて貧しくてお茶やバター、チーズがな
い時にこのようにして麦こがしを食べる習慣があっ
た。

དར་རྩམ། dar rtsam /tarᶳtsam/
名 バターミルクで練るツァンパ

ཞག་རྩམ། zhag rtsam /ɕaɡᶳtsam/
名 脂で練ったツァンパ

རྩམ་ུར། rtsam ldur /ᶳtsamʳdər/
名 ツァンパのお粥
解説 麦こがしにお湯を入れてどろどろにしたもの。
人間も食べるし、春の草が少ない時期にヤクや羊に
与えることもある。また、犬の餌にもする。

འོ་འོག ’o ’gyog /ʔoⁿɟoɡ/
名 ツァンパ入りミルク
解説 ミルクに少量の麦こがしを混ぜたもの。ミルク
は温めたものでも冷たいままでも良い。類例として
麦こがしを入れたバターミルク དར་འོག がある。

དར་འོག dar ’gyog /tarⁿɟoɡ/
名 ツァンパ入りバターミルク
解説 バターミルクに少量のツァンパを混ぜたもの。
類例としてツァンパを入れたミルク འོ་འོག がある。

དར་ཡོས། dar yos /tarji/
名 煎り麦のバターミルク和え

འོ་ཡོས། ’o yos /ʔoji/
名 煎り麦のミルク和え

ོག་ོ། sgog rko /ʳɡoɡᶳko/
名 ツァンパの刻みにんにく添え
解説 練ったツァンパの真ん中にくぼみを作り、刻ん
だにんにくを入れて食べる料理。

14.7.2 麺料理
ཐུག་པ། thug pa /tʰəɡpa/
名 トゥクパ, 麺, 麺類の総称

ཧུབ། hub /həb/
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名 (1)麺類 (2)一啜り分の量

ཧུབ་རིང་། hub ring /həbraŋ/
名 麺料理の一種
解説 小麦粉の生地を伸ばし、包丁で切った長い麺。
うどん。

འཐེན་ཐུག ’then thug /ⁿtʰentʰəɡ/
名 テントゥク
解説 ひっつみに似た麺料理の一種。文字通りには
「ひっぱり麺」。

དགུ་ཐུག dgu thug /ʳɡətʰəɡ/
名 農暦 12 月 29 日に家族で集まって主にトゥ
クパなどを食べる年越し行事
解説 文字通りには「九（の日の）トゥクパ」。

ཐུག་ལོག thug log /tʰəɡloɡ/
名 どろどろに溶けたトゥクパ

14.7.3 パン・揚げ菓子
གོ་རེ། go re /kore/
名 焼きしめた土の中で焼いたアムド式の大きな
パン; パン類の総称

གོ་རེ་ཆུ་བིས། go re chu brdzis
/kore tɕʰəʳdzi/
名 小麦粉を水だけで練って焼いた無発酵パン

ཆུ་བིས་མ། chu brdzis ma
/tɕʰəʳdzima/
名 小麦粉を水だけで練って焼いた無発酵パン

གོ་རེ་ུར་མ། go re skyur ma
/kore ᶳcərma/
名 発酵させたまま成形せずに焼いたパン
解説 こねることもしない。

ུར།3 skyur /ᶳcər/
名 小麦粉と水で発酵させたパン種

གོ་རེ་སྐྱ་ིས། go re skya rtis
/kore ᶳcaᶳti/
名 無発酵のパン

ི་གོར། spri gor /ᶲʈəkor/
名 初乳で作るパン
解説 塩のみで味付けをする。色は黄色っぽい仕上が
りで、非常に美味なパン。

ཅོང་ོག cong rdog /tɕoŋʳdoɡ/
名 蒸しパン
解説 小麦粉をこねて作る蒸しパン。天然酵母または
重曹を使ってふっくらと膨らませる。天然酵母を使
うと美味とされる。

蒸し上がったパン

ེ་ཐུད། phye thud /ᶲɕetʰəl/
名 熱々の蒸しパンにバターを混ぜツァンパ風に
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こねて食べる料理

蒸しパンにバターと乾燥チーズ、砂糖をかけた状態

手でこねて丸めたもの

སྐྱ་སྲབ། skya srab /ᶳcarab/
名 薄焼きパン
解説 小麦粉を練った生地を薄く伸ばして焼いたパ
ン。ミルクシチュー འོ་ཁུ།に浸して食べる。

རོང་གོར། rong gor /roŋkor/
名 農民の作るパン

གོ་རེ་དམར་པོ། go re dmar po
/kore ᵞmaro/
名 揚げパン
解説 大きめのものを指す。

གོར་དམར། gor dmar /kormar/
名 揚げパン
解説 གོ་རེ་དམར་པོ།の縮約形。

འབྲས་དམར། ’bras dmar /ᵐɖiᵞmar/
名 正月用の揚げパンの一種
解説 小さく丸めた形状のものを指す。

ེའུ་རུག rde’u rug /ʳdirəɡ/
名 揚げパン
解説 小さめのものを指す。

སོག་སོག sog sog /sʰoɡsʰoɡ/
名 正月用の揚げ菓子の一種

飴などがたくさん載せられた揚げ菓子

ཀ་ར་གོ་རེ། ka ra go re /kara kore/
名 焼き菓子
解説 クッキー、ドーナツ、菓子パン、ケーキ、煎餅
などの焼き菓子の他、蒸しパンなども指す。文字通
りには「砂糖＋パン」だが、甘くない物も指す。
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མཱ་དཔའ། m’a dpa’ /maχa/
名 ねじり揚げ菓子
解説 小麦粉の生地をねじって揚げたもの。中国語の
「麻花」máhuā の音借用。

14.7.4 乳製品料理
14.7.4.1 ミルクを用いた食べ物・料理
འོ་ཁུ། ’o khu /ʔokʰo/
名 ミルクを使った汁気の多い料理の総称, オコ
解説 小さな揚げパンとチーズをホットミルクに入れ
たものや、小麦粉でとろみをつけたミルクシチュー、
トマ芋とツァンパをホットミルクに入れたもの、ミ
ルクスープ麺、ミルク粥などを指す。文字通りには
「ミルク・スープ」。

薄焼きパンとともに

འོ་སྣ། ’o sna /ʔorn̥a/
名 多量の生乳をドロドロになるまで加熱し
たもの
解説 病人の体力回復をはかる目的で作る。

འོ་ཐུག ’o thug /ʔotʰəɡ/
名 ミルク麺
解説 ミルクに水を加え、塩だけで味付けした汁で麺

を煮たもの。

འོ་འོག ’o ’gyog /ʔoⁿɟoɡ/
名 ツァンパ入りミルク
解説 ミルクに少量の麦こがしを混ぜたもの。ミルク
は温めたものでも冷たいままでも良い。類例として
麦こがしを入れたバターミルク དར་འོག がある。

འོ་བིས། ’o brdzis /ʔoʳdzi/
名 (ツァンパを)ミルクだけで練ること; ミルク
だけで練ったツァンパ
解説 ミルクで練る場合はお茶もバターもチーズも加
えない。かつて貧しくてお茶やバター、チーズがな
い時にこのようにして麦こがしを食べる習慣があっ
た。

འོ་ཡོས། ’o yos /ʔoji/
名 煎り麦のミルク和え

ི་ཇ། spri ja /ᶲʈətɕa/
名 初乳を使ったお茶

ི་གོར། spri gor /ᶲʈəkor/
名 初乳で作るパン
解説 塩のみで味付けをする。色は黄色っぽい仕上が
りで、非常に美味なパン。

ི་བེག spri bsreg /ᶲʈəʂaɡ/
名 初乳焼き
解説 初乳を焼いたもので、卵焼きのように黄色い色
に仕上がる。今はあまり食べない。
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14.7.4.2 ヨーグルトを用いた食べ物・料理
ཞོ་ཡོས། zho yos /ɕoji/
名 煎り麦のヨーグルト和え

14.7.4.3 バターを用いた食べ物・料理
གྲོ་མ་མར་ཁུ། gro ma mar khu
/coma markʰə/
名 トマ芋の溶かしバターがけ
解説 ゆでたトマ芋にツァンパやチーズ、砂糖をかけ、
その上から溶かしバターを注ぐ。

མར་ཉོག mar nyog /marȵoɡ/
名 バターのニョク
解説 ミルクの中にバター、塩、小麦粉を加えて火に
かけ、糊状になるまでよくかき混ぜる。チーズを入
れても良い。滋養豊富なため経産婦の食事として供
されることが多い。牧畜民独特の料理。

ཞུན། zhun /ɕən/
名 バター菓子シン
解説 正月や結婚式の際に作る祝い菓子。ツァンパ、
チーズ、バター、砂糖、トマ芋粉を混ぜて加熱し、型
に流し込み、上に果物や氷砂糖、飴などを載せて飾
り付けたら最後にたっぷりの溶かしバターを流し込
み、冷やし固めたバター菓子。晩に作ったら、翌日に
型から取り出す。

ཐུད། thud /tʰəl/
名 バター菓子トゥル
解説 牧畜民の伝統的な食べ物で、たっぷりのバター
とツァンパ、チーズを混ぜ合わせて作るバター菓子
の総称。トゥルは、肉、バターと並び称される牧畜民
の代表的な食べ物。

འབྲས། ’bras /ᵐɖi/
名 (1)米; 米飯, ご飯 (2)慶弔用バターライス
解説 (2)の慶弔用のバターライスは宗教行事の時や
人が亡くなった時に作られるドライフルーツ入りの
甘いご飯。材料はご飯、バター、棗 (なつめ)、トマ
芋、砂糖、塩。最後に溶かしバターを入れる。男性が
作る料理。

14.7.4.4 バターミルクを用いた食べ物・料理
དར་རྩམ། dar rtsam /tarᶳtsam/
名 バターミルクで練るツァンパ

དར་བིས། dar brdzis /tarʳdzi/
名 (ツァンパを) バターミルクだけで練ること;
バターミルクだけで練ったツァンパ
解説 チーズもバターも入れない。

དར་ཡོས། dar yos /tarji/
名 煎り麦のバターミルク和え

དར་འོག dar ’gyog /tarⁿɟoɡ/
名 ツァンパ入りバターミルク
解説 バターミルクに少量のツァンパを混ぜたもの。
類例としてツァンパを入れたミルク འོ་འོག がある。

14



食文化 223 14.7食べ物・料理

14.7.4.5 チーズを用いた食べ物・料理
གྲོ་ུར། gro ldur /coʳdər/
名 トマ芋とチーズのお粥
解説 トマ芋に小麦粒とチーズを混ぜたもの。

ཆུར་ཞུན། chur zhun /tɕʰərɕən/
名 チーズをたっぷり入れたバター菓子シン
解説 普通のシンよりチーズを多めに入れて作る。

ཆུར་ཐུད། chur thud /tɕʰərtʰəl/
名 チーズをたっぷり入れたバター菓子トゥル

14.7.5 肉・内臓料理
ཤ་བཙོས་མ། sha btsos ma
/xa ᵖtsima/
名 ゆで肉

ོ་བེག rdo bsreg /ʳdoʂaɡ/
名 石詰め丸焼き
解説 短期放牧の際などに作られる料理。ナイフ以外
の調理器具は不要。骨と内臓を取り除いた仔羊の体
内に熱した石を入れていき、体を袋状に縫ったら火
の中に投じる。毛が全て落ち、こんがりするまで焼
けたら完成。かつては羊が手に入らない貧しい人が
マーモットをこの方法で食していたという。

གྲོད་བེག grod bsreg /colʂaɡ/
名 羊の胃の石詰め丸焼き
解説 羊の第一胃に肉と焼けた石を詰め、袋状に縫っ
て内側からの熱で蒸し焼きにする。外からも火に当
てて焼く。調味料は塩と、好みで山椒を加える。羊の
第一胃を鍋代わりに利用した料理である。

གྲོད་ོ། grod rdo /colʳdo/
名 羊の胃の石詰め丸焼き
解説 གྲོད་བེག に同じ。

སེ་ར། se ra /sʰera/
名 レバーの網脂巻き
解説 レバーの筋を取り除き、肺とともに細かく刻
む。臭みを取るためにネギなどの薬味やツァンパを
加え、湯通しをした網脂に巻いてゆでる。他の地域
では ཚིལ་དིས།（文字通りには「脂巻き」の意）と言
うこともある。羊、ヤクを解体した時に作る料理。

輪切りにしていただく

སོ་ལུག so lug /sʰoləɡ/
名 (1)麦芽 (2)イラクサと大麦と肉の蒸し料理
解説 (2)の料理は、イラクサと肉、脂身、大麦粉、塩
を混ぜたものを、小麦粉を練り、伸ばした生地にの
せて包み、蒸し器で 30分ほど蒸す。切り分けて食べ
る。牧畜民の料理。麦芽が出てしまった大麦を粉に
挽いてこの料理を作ったことからこの名がついた。

14.7.5.1 腸詰め
ུ་མ། rgyu ma /ʳɟəma/
名 (1)腸の総称 (2)腸詰め
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ཁྲག khrag /cʰaɡ/
名 (1)血, 血液 (2)血入りの腸詰め

ཁྲག་ུ། khrag rgyu /cʰaɡʳɟə/
名 血入りの腸詰め, 血のソーセージ
解説 血の塊、脂肪、もも肉（特に内側の柔らかい部
分）を刻んでよく混ぜ、ネギ、塩、山椒、アニスで味
と香りをつけたものを詰める。詰める際には第 4胃
をポンプ代わりに用いる。適当な長さのところで縛
る。かつては羊毛で縛ったが、現在は綿糸を用いる。

黒っぽく細長いのが血入りの腸詰め

ེ་ུ། phye rgyu /ᶲɕeʳɟə/
名 小麦粉入りの腸詰め
解説 小腸に小麦粉、水、脂肪、塩、ネギを詰める。山
椒やアニスは入れない。

細長く白っぽいのが小麦粉入りの腸詰め

གཡོས་ུ། g.yos rgyu /ᵞjiʳɟə/
名 (1)直腸 (2)直腸の腸詰め
解説 大腸の後半部分で、先端は肛門に接続する。腸
詰めは、肺、頸部の肉、脂肪、第一胃を刻んだものに
塩、山椒、ネギで味付けしたものを直腸に詰めてゆ
でて作る。人によっては香り付けにアニスや心臓の
肉を刻んで入れることもある。

གཡོས་ནག g.yos nag /ᵞjinaɡ/
名 直腸の腸詰めで脂肪の少ないもの

གཡོས་དཀར། g.yos dkar /ᵞjiˣkar/
名 直腸の腸詰めで脂肪の多いもの

ལོང་ག long ga /loŋka/
名 (1)盲腸 (2)盲腸の腸詰め
解説 後方は大腸に接続する。

གྲོད་བཏུམ། grod btum /coltəm/
名 腸詰めを第一胃に包んで保存したもの

貯蔵庫で冷凍保存状態になったもの

སྐྱ་བཏུམ། skya btum /ᶳcatəm/
名 血の腸詰めをさっと湯がいて第一胃に保存し
たもの
解説 血入りの腸詰めは血が漏れてこないようにまず
2分程度ゆでて半生にしておく。

14.7.6 饅頭・餃子
ཁོན། khon /kʰon/
名 蒸し饅頭の総称
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ཤ་ཁོན། sha khon /xakʰon/
名 肉饅頭

ཀེའུ་ཁོན། ke’u khon /kikʰon/
名 ニラ入りの饅頭

ཡུང་ཁོན། yung khon /joŋkʰon/
名 じゃがいもの饅頭

ུམ་ཁོན། ldum khon /ʳdəmkʰon/
名 野菜入りの饅頭

སྟག་ཁོན། stag khon /ᶳtaɡkʰon/
名 タガという香草入りの饅頭

ཀར་ཁོན། kar khon /karkʰon/
名 脂身と黒砂糖入りの饅頭

ཁོན་ཁུ། khon khu /kʰonkʰə/
名 饅頭の中の肉汁

ཁོན་ཤུན། khon shun /kʰonxən/
名 饅頭の皮

ཚོད་མ། tshod ma /tsʰolma/
名 (1)野菜 (2)蒸し饅頭の総称

ཚོད་མ་ོ་ལུག tshod ma sbo lug
/tsʰolma ʁoləɡ/
名 (1)イラクサのクレープ巻き (2)イラクサ入
り饅頭

イラクサのクレープ巻き

イラクサ入り饅頭

ཆུ་མོག chu mog /tɕʰəmoɡ/
名 水餃子
解説 中国語からの翻訳借用。実際は中国語からの音
借用である པེན་ཞི།を使うことの方が多い。

鍋にたっぷり作った水餃子をよそう
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པེན་ཞི། pen zhi /panʂə/
名 水餃子
解説 中国語の「扁食」biǎnshí の音借用。ཆུ་མོགと
も。

ཚོད་ུག tshod phrug /tsʰolʈʰəɡ/
名 水餃子

14.7.7 スープ
ཁུ་བ། khu ba /kʰo/
名 汁, スープ

ཤ་ཁུ། sha khu /xakʰo/
名 肉のゆで汁, 肉スープ
解説 解体後に内臓や肉をゆでたスープも指す。

ནས་ཚག nas tshag /nitsʰaɡ/
名 大麦粒入りスープ
解説 羊やヤクの頭と大麦粒を煮込んだスープ。

ཡོས་ཚག yos tshag /jitsʰaɡ/
名 煎り麦入りスープ
解説 煎り麦の他にトマ芋も加える。味付けは塩。

གྲོ་ཚག gro tshag /cotsaɡ/
名 小麦粒入りスープ
解説 羊の頭と小麦粒を合わせて煮込んだスープ。

མགོ་ཁུ། mgo khu /ⁿɡokʰo/
名 羊の頭のスープ
解説 冬に羊を屠畜した際に大きな銅鍋で作ることが
多い。

དཀར་ཁོན། dkar khon /karkʰon/
名 肉の包み蒸しスープ
解説 茶碗に肉とスープを入れ、上から小麦粉の皮で
蓋をして蒸した料理。文字通りには「茶碗の蒸し饅
頭」。料理から立ち上る湯気が病人に効くとされる。

14.7.8 米料理
འབྲས། ’bras /ᵐɖi/
名 (1)米; 米飯, ご飯 (2)慶弔用バターライス
解説 (2)の慶弔用のバターライスは宗教行事の時や
人が亡くなった時に作られるドライフルーツ入りの
甘いご飯。材料はご飯、バター、棗 (なつめ)、トマ
芋、砂糖、塩。最後に溶かしバターを入れる。男性が
作る料理。

འབྲས་དྭངས། ’bras dwang
/ᵐɖitaŋ/
名 米粥

འབྲས་ུར། ’bras ldur /ᵐɖiʳdər/
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名 米粥

གྲོ་འབྲས། gro ’bras /coᵐɖi/
名 トマ芋入りご飯
解説 トマ芋とバター、砂糖をたっぷりかけたご飯。
正月に作られることが多い。

14.7.9 トマ芋料理
གྲོ་མ་མར་ཁུ། gro ma mar khu
/coma markʰə/
名 トマ芋の溶かしバターがけ
解説 ゆでたトマ芋にツァンパやチーズ、砂糖をかけ、
その上から溶かしバターを注ぐ。

གྲོ་ུར། gro ldur /coʳdər/
名 トマ芋とチーズのお粥
解説 トマ芋に小麦粒とチーズを混ぜたもの。

གྲོ་ཁུ། gro khu /cokʰə/
名 トマ芋入りのミルクシチュー

14.7.10 ニョク
ཉོག nyog /ȵoɡ/
名 ニョク
解説 糊状の料理の総称。牧畜民の伝統的な食べ物で、
大麦や豆、小麦などを水分で糊状にして食べる。多
くの場合バターや脂肪をたっぷり使う。

トマ芋入りのニョク

ཡུང་ཉོག yung nyog /joŋȵoɡ/
名 じゃがいものニョク
解説 主に農民が作る料理だが、牧畜民も作る。

ེ་ཉོག phye nyog /ᶲɕeȵoɡ/
名 小麦粉のニョク
解説 水に刻んだ肉を入れて煮立て、小麦粉を入れて
よくかき混ぜる。茶碗によそったらバターをのせて
出来上がり。

རྩམ་ཉོག rtsam nyog /ᶳtsamȵoɡ/
名 ツァンパのニョク
解説 ツァンパをメインにしたニョクだが、肉、小麦
粉も入れる。チーズは入れない。

ནས་ཉོག nas nyog /niȵoɡ/
名 大麦粉のニョク

སྲན་ཉོག sran nyog /ʂanȵoɡ/
名 豆粉のニョク
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མར་ཉོག mar nyog /marȵoɡ/
名 バターのニョク
解説 ミルクの中にバター、塩、小麦粉を加えて火に
かけ、糊状になるまでよくかき混ぜる。チーズを入
れても良い。滋養豊富なため経産婦の食事として供
されることが多い。牧畜民独特の料理。

ཚོད་ཉོག tshod nyog /tsʰolȵoɡ/
名 イラクサのニョク
解説 バターをのせて食す。

ཁྲག་ཉོག khrag nyog /cʰaɡȵoɡ/
名 血のたっぷり入ったニョク
解説 昔食べられていたニョクの一種で、肉と血に小

麦粉またはツァンパを加えて加熱する。味付けは塩。

དགུ་ཉོག dgu nyog /ʳɡəȵoɡ/
名 農暦 12月 29日に食べるニョク

14.7.11 バター菓子シン
ཞུན། zhun /ɕən/
名 バター菓子シン
解説 正月や結婚式の際に作る祝い菓子。ツァンパ、
チーズ、バター、砂糖、トマ芋粉を混ぜて加熱し、型
に流し込み、上に果物や氷砂糖、飴などを載せて飾
り付けたら最後にたっぷりの溶かしバターを流し込
み、冷やし固めたバター菓子。晩に作ったら、翌日に
型から取り出す。

ེ་ཞུན། phye zhun /ᶲɕeʑən/
名 小麦粉をたっぷり入れたバター菓子シン

རྩམ་ཞུན། rtsam zhun /ᶳtsamɕən/
名 ツァンパをたっぷり入れたバター菓子シン

གྲོ་ཞུན། gro zhun /coʑən/
名 トマ芋をたっぷり入れたバター菓子シン

ཆུར་ཞུན། chur zhun /tɕʰərɕən/
名 チーズをたっぷり入れたバター菓子シン
解説 普通のシンよりチーズを多めに入れて作る。

ཟ་ཞུན། za zhun /saʑən/
名 家族で食べるバター菓子シン

གསེར་ཁ། gser kha /ˣserkʰa/
名 バター菓子シンの一番上のバターの層
解説 文字通りには「金の表面」。バター菓子シンの仕
上げの際に、生地の上に溶かしバターをたっぷり流
し込むため、固まると黄色いバターの層ができる。
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14.7.12 バター菓子トゥル
ཐུད། thud /tʰəl/
名 バター菓子トゥル
解説 牧畜民の伝統的な食べ物で、たっぷりのバター
とツァンパ、チーズを混ぜ合わせて作るバター菓子
の総称。トゥルは、肉、バターと並び称される牧畜民
の代表的な食べ物。

གྲོ་ཐུད། gro thud /cotʰəl/
名 トマ芋入りのバター菓子トゥル

ཆུར་ཐུད། chur thud /tɕʰərtʰəl/
名 チーズをたっぷり入れたバター菓子トゥル

14.8 飲み物
14.8.1 茶
ཇ། ja /tɕa/
名 茶, お茶

普段飲むお茶の茶葉は磚茶 (たんちゃ)を使う

ཇ་ནག ja nag /tɕanaɡ/
名 ミルクを入れないお茶

འོ་ཇ། ’o ja /ʔotɕa/
名 ミルク茶, 乳茶
解説 お湯を沸かし、茶葉を煮出したところにミルク
をたっぷり入れて作る。お湯とミルクの分量は同量
くらい。家庭によっては少量のハーブを加えること
もある。

ཇ་དཀར་པོ། ja dkar po /tɕa karo/
名 ミルク茶, 乳茶
解説 文字通りには「白いお茶」。

འོ་ལོག ’o log /ʔoloɡ/
名 ミルク多めのミルク茶

མ་ཇ། ma ja /matɕa/
名 羊や山羊のミルクで作ったミルク茶

ཇ་ལྷག ja lhag /tɕalḁɡ/
名 飲み残したお茶, お茶の飲み残し
解説 縁起の悪いものとされる。

ི་ཁུ། rdzi khu /ʳdzəkə/
名 ツァンパをこねるために注がれるお茶
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ི་ཇ། spri ja /ᶲʈətɕa/
名 初乳を使ったお茶

ཤར་ཇ། shar ja /xartɕa/
名 お茶の一種
解説 文字通りには「四川省アバチベット族羌族自治
州松潘県（ヒャルコク ཤར་ཁོག）のお茶」。漢族の土
地から入ってくるお茶を指す。

འདེབས་ཇ། ’debs ja /ⁿdebtɕa/
名 茶碗に入れるために用意してある茶葉

ཤོག་ཇ། shog ja /xoɡtɕa/
名 紙袋の中に入っている茶葉

ཤར་རོ། shar ro /xaro/
名 茶がら, 茶滓
解説 馬の餌にすることもある。

14.8.1.1 お茶に関する動作
ཇ་ུག

ipf. ཇ་ུག ja ldug /tɕa ʳdəɡ/
pf. ཇ་ུགས། ja blugs /tɕa ᵝləɡ/
動 お茶を入れる; お茶を供する

ཇ་འེན།
ipf. ཇ་འེན། ja ’dren /tɕa ⁿɖen/
pf. ཇ་དྲངས། ja drangs /tɕa ʈaŋ/
動 お茶を供する

ཇ་ོལ།1

ipf. ཇ་ོལ། ja skol /tɕa ᶳku/
pf. ཇ་བོལ། ja bskol /tɕa ᶲku/
動 お茶を沸かす

大鍋で沸かすミルク茶

ཇ་འདེབས།
ipf. ཇ་འདེབས། ja ’debs /tɕa ⁿdeb/
pf. ཇ་བཏབ། ja btab /tɕa ᵖtab/
動 茶葉を入れる

ཇ་འཐུང་།
ipf. ཇ་འཐུང་། ja ’thung /tɕa tʰoŋ/
pf. ཇ་འཐུང་། ja ’thung /tɕa tʰoŋ/
動 お茶を飲む

ཇ་རྐྱང་འཐུང་།
ipf. ཇ་རྐྱང་འཐུང་། ja rkyang ’thung

/tɕaᶳcaŋ tʰoŋ/
pf. ཇ་རྐྱང་འཐུང་། ja rkyang ’thung

/tɕaᶳcaŋ tʰoŋ/
動 (ツァンパを食べずに)お茶だけ飲む

ཇ་ལྷག་ུར།
ipf. ཇ་ལྷག་ུར། ja lhag skyur

/tɕalḁɡ ᶳcər/
pf. ཇ་ལྷག་བུར། ja lhag bskyur

/tɕalḁɡ ᶳcər/
動 お茶を飲み残す

14.8.1.2 お茶用ハーブ
བྱང་གཤོག་པ། byang gshog pa
/ᶲɕaŋ ˣɕoɡpa/
名 [植物] キンポウゲ科オオヒエンソウ属デルフ
ィニウム
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解説 紫色の花の香草の一種。乾燥させたものをミル
ク茶の香り付けに用いる。チベット医学上の薬草名
としては ི་ཡང་ཀི།。

14.8.1.3 捧げ物としてのお茶
ཇ་ཕུད། ja phud /tɕahəl/
名 捧げ物にするお初のお茶
解説 神仏に捧げる供物にする。

ミルク茶にバターを浮かせている

ཇ་ཕུད་བསུ།
ipf. ཇ་ཕུད་བསུ། ja phud bsu

/tɕahəl ᶲsə/
pf. ཇ་ཕུད་བསུས། ja phud bsus

/tɕahəl ᶲsi/
動 お初のお茶を注ぐ

ཟས་ཕུད། zas phud /sihəl/
名 捧げ物にするお初のお茶
解説 朝最初に沸かしたお茶のしずくをかまどの神に
捧げる。

མཚེར་ཇ། mtsher ja /ⁿtsʰertɕa/
名 宿営地の移動後に初めて沸かすお茶
解説 引っ越して来たらまずテントを張り、三つ石を
並べてかまどをしつらえ、火を起こし、ミルク茶を
沸かす。柄杓にお茶とバター少々を添え、テントの
入り口から外に向かって三回撒く。自分たちもお茶
を飲み、一服したらかまど作りに着手し、かまどが
できたら燃料糞を置く場所を作る。མཚེར་ཆུ།に同じ。

མཚེར་ཆུ། mtsher chu /ⁿtsʰertɕʰə/
名 宿営地の移動後に初めて沸かすお茶
解説 མཚེར་ཇ།に同じ。

ཇ་མཆོད། ja mchod /tɕaᵐtɕʰol/
名 (1) 土地神に供えるお茶; そのときに唱える
経文 (2)食事の前に唱える経文

14.8.2 酒
ཆང་། chang /tɕʰaŋ/
名 酒

ཚེ་ཆང་། tshe chang /tsʰetɕʰaŋ/
名 長寿を願う酒
解説 正月の際や土地神の社を祀る際に長寿を祈願し
てふるまわれる酒のこと。

14.8.2.1 捧げ物としての酒
གསེར་ེམས། gser skyems /ˣserᶳcem/
名 御神酒 (おみき)

གཡང་ཆང་། g.yang chang
/ᵞjaŋtɕʰaŋ/
名 福運の酒

14.8.3 水
ཆུ་འཁྱག chu ’khyag /tɕʰəcʰaɡ/
名 冷水

ཆུ་ོ་འཇམ། chu dro ’jam
/tɕʰə ʈoⁿdʑam/
名 ぬるま湯

ཆུ་ོད། chu rgod /tɕʰəʳɡol/
名 湯, 熱湯

ཆུ་ུག
ipf. ཆུ་ུག chu ldug /tɕʰə ʳdəɡ/
pf. ཆུ་ུག chu blug /tɕʰə ᵝləɡ/
動 水を注ぐ; (結婚式で歌うのを断る人に)水を
ふりかける

14.9 味覚
ཞིམ། zhim /ɕəm/
動 美味しい
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མི་ཞིམ། mi zhim /məɕəm/
動 まずい

མངར། mngar /ŋar/
動 甘い

ཁ་ཚ། kha tsha /kʰa tsʰa/
動 辛い

ཚྭ་ུང་། tshwa sgrung
/tsʰaʳɟoŋ/
名 塩辛い状態

ཚྭ་ུང་ལ་གཏང་།
ipf. ཚྭ་ུང་ལ་གཏང་།

tshwa sgrung la gtang
/tsʰaʳɟoŋa ˣtaŋ/

pf. ཚྭ་ུང་ལ་བཏང་།
tshwa sgrung la btang
/tsʰaʳɟoŋa ᵖtaŋ/

動 塩を入れすぎる

ུར།2
ipf. ུར། skyur /ᶳcər/
pf. ུར། skyur /ᶳcər/
動 (1)酸っぱい (2)腐って酸っぱくなる

ུར་བོ། skyur bo /ᶳcəro/
名 酸っぱい, 酸味の強い

ཚོན་པོ། tshon po /tsʰonpo/
名 (1)脂身の多い; 脂がのって美味しい (2)(羊
などが)よく肥えた

ཁ་བསོད། kha bsod /kʰaᶲsol/
名 口福, 美味しいものを食べられる幸せ, 美味
しいものを食べて得られる満足感

ཁ་བསོད་ཡོད། kha bsod yod
/kʰaᶲsol jol/
動 美味しいものにありつける, 美味しいものが
食べられて満足である

ཁ་བསོད་མེད། kha bsod med
/kʰaᶲsol mel/
動 美味しいものにありつけない

14.10 におい
ི་མ། dri ma /ʈəma/
名 匂い, 臭い

ི་མ་ོ།
ipf. ི་མ་ོ། dri ma bro /ʈəma ʈo/
pf. ི་མ་ོ། dri ma bro /ʈəma ʈo/
動 匂う, 臭う

ི་ཞིམ། dri zhim /ʈəɕəm/
名 いい匂い

སྨན་ི། sman dri /m̥anʈə/
名 ハーブの香り

ཡིབ་ི། yib dri /jəbrə/
名 (肉の)腐る寸前の臭い

ཡིབ་ི་ོ།
ipf. ཡིབ་ི་ོ། yib dri bro /jəbrə ʈo/
pf. ཡིབ་ི་ོ། yib dri bro /jəbrə ʈo/
動 (肉が)腐る寸前の臭いがする

ཚིག་ི། tshig dri /tsʰəɡrə/
名 焦げた臭い

ོན་ི། rlon dri /ᵞlonʈə/
名 (食品の)生臭さ

ིང་ི། rnying dri /ᵞȵaŋrə/
名 (肉やバターなどの食品の)古くなった臭い

ལྕགས་ི། lcags dri /ˣtɕaɡrə/
名 金属の臭い
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14.11 あたたかさ
ཚ་འདེ། tsha ’de /tsʰaⁿde/
名 熱い状態

ཚ་འདེ་ེད།
ipf. ཚ་འདེ་ེད། tsha ’de byed

/tsʰaⁿde jel/
pf. ཚ་འདེ་བྱས། tsha ’de byas

/tsʰaⁿde ji/
動 加熱する

ོ།
ipf. ོ། sro /ʂo/
pf. བོས། bsros /ᶲʂi/
動 温める

འཁྱག་ཏོ། ’khyag to /cʰaɡto/
名 冷たい状態

འཁྱག
ipf. འཁྱག ’khyag /cʰaɡ/
pf. འཁྱགས། ’khyags /cʰaɡ/
動 冷める, 冷える

འཁྱག་ཏུ་འཇུག
ipf. འཁྱག་ཏུ་འཇུག ’khyag tu ’jug

/cʰaɡ kə ⁿdʑəɡ/
pf. འཁྱག་ཏུ་བཅུག ’khyag tu bcug

/cʰaɡ kə ᵖtɕəɡ/
動 冷ます, 冷やす

ཟས་འཁྱག zas ’khyag /sicʰaɡ/
名 冷めた食べ物

14.12 食べ物の腐敗・廃棄物
ུར།2

ipf. ུར། skyur /ᶳcər/
pf. ུར། skyur /ᶳcər/
動 (1)酸っぱい (2)腐って酸っぱくなる

རུལ།
ipf. རུལ། rul /ru/
pf. རུལ། rul /ru/
動 腐る, 腐敗する

ིགས་རོ། snyigs ro /ȵ̊əɡro/
名 ゴミ, カス; 灰汁

14.13 新しい食品
སྟབས་ཐུག stabs thug /ᶳtabtʰəɡ/
名 インスタントラーメン

མོགས་ཐུག mgyogs thug /ᵐɟoɡtʰəɡ/
名 インスタントラーメン

འོ་ེ། ’o phye /ʔoᶲɕe/
名 パウダー状のミルク, 粉ミルク
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第 15章
服飾文化

牧畜民の衣服は家畜から得られる毛皮で作られてきた。現在でも牧畜民は伝統的なスタイルの衣
服を身に着けてはいるが、その大部分は化繊などで作られた既製品である。とはいえ、いまだに子供
の儀礼や婚礼の際には伝統的な手法で毛皮を縫い合わせて作った服にこだわる世帯が多い。この章
では、衣服や装身具など、服飾文化に関わる語彙を紹介する。
���

15.1 衣服一般 . . . . . . . . . . 234
15.1.1 衣服の各部分 . . . . 235
15.1.2 衣服の着脱 . . . . . 235

15.2 皮衣 . . . . . . . . . . . . . 236
15.2.1 皮衣の各部分 . . . . 236
15.2.2 各種の皮衣 . . . . . 237

15.3 仔羊皮の衣 . . . . . . . . . 238
15.3.1 各種の仔羊皮の衣 . . 238
15.3.2 仔羊皮の衣の各部分 . 239

15.4 晴れ着 . . . . . . . . . . . . 239
15.5 フェルト製の服 . . . . . . . 239
15.6 僧侶・在家行者の衣 . . . . . 239
15.7 その他の服・身につける物 . 240

15.8 仕立て屋 . . . . . . . . . . 241
15.9 靴 . . . . . . . . . . . . . . 241

15.9.1 靴の部位名称 . . . . 242
15.9.2 靴の着脱 . . . . . . 243
15.9.3 靴作り・道具 . . . . 243

15.10 装身具 . . . . . . . . . . . . 243
15.10.1 宝石 . . . . . . . . 244
15.10.2 飾りベルト . . . . . 244

15.11 髪 . . . . . . . . . . . . . . 246
15.11.1 編み髪（女性の） . . 246
15.11.2 編み髪（在家行者の） 246
15.11.3 髪飾り . . . . . . . 247
15.11.4 散髪・整髪 . . . . . 247

15.1 衣服一般
ལྭ། lwa /la/
名 衣服の総称

བོད་ལྭ།1 bod lwa /wolla/
名 チベット服

རྒྱ་ལྭ། rgya lwa /ʳɟala/
名 洋服

དབྱར་ལྭ། dbyar lwa /ᵞjarla/
名 夏服

ོན་ལྭ། ston lwa /ᶳtonla/

名 秋服

དགུན་ལྭ། dgun lwa /ʳɡənla/
名 冬服

ཕོ་ལྭ། pho lwa /hola/
名 男性用の衣服

མོ་ལྭ། mo lwa /mola/
名 女性用の衣服

འོག་ལྭ། ’brog lwa /ⁿɖoɡla/
名 牧畜民の衣服
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རོང་ལྭ། rong lwa /roŋla/
名 農民の衣服

15.1.1 衣服の各部分
གོང་བ། gong ba /koŋwa/
名 襟

ཕོ་གོང་། pho gong /hokoŋ/
名 男性用の着物の襟

མོ་གོང་། mo gong /mokoŋ/
名 女性用の着物の襟

ཕུ་རུང་། phu rung /pʰəroŋ/
名 袖

གཡས་ཕུར། g.yas phur /ᵞjipʰər/
名 右袖

གཡོན་ཕུར། g.yon phur /ᵞjonpʰər/
名 左袖

ཕུར་ཁ། phur kha /pʰərkʰa/
名 袖口

མཐའ་ཁ། mtha’ kha /tʰakʰa/
名 (1) 端 (2) 崖っぷち, 崖の端 (3) 袖口・裾・
襟口など着物の端の総称

ཁོབ། khob /kʰob/
名 着物の身頃
解説 素材は皮でも布でも構わない。羊皮を使用した
ものであれば、数匹分の皮をつなぎあわせたもの。

ཐུ། thu /tʰo/
名 前身頃

ཐོག་ཐུ། thog thu /tʰoɡtʰo/
名 上前身頃

འོག་ཐུ། ’og thu /ʔoɡtʰo/
名 下前身頃

ི་ཁེབས། phyi khebs /ᶲɕəkʰeb/
名 後ろ身頃

རྒྱབ་ཞེང་། rgyab zheng /ʳɟabɕaŋ/
名 後ろ身頃の幅

རུམ།1 rum /rəm/
名 懐

གཡོགས། g.yogs /ᵞjoɡ/
名 表地

ནང་མ། nang ma /naŋma/
名 裏地

ུད་ལུང་། skud lung /ᶳkəlloŋ/
名 (ボタンなどをかける)紐

ཁ་གོར། kha gor /kʰakor/
名 ズボンの腰回りの部分

15.1.2 衣服の着脱
གོན།

ipf. གོན། gon /kon/
pf. གོན། gon /kon/
動 着る

ེད་རགས་བཅིང་།
ipf. ེད་རགས་བཅིང་། sked rags bcing

/ᶳkeraɡ ᵖtɕaŋ/
pf. ེད་རགས་བཅིངས། sked rags bcings

/ᶳkeraɡ ᵖtɕaŋ/
動 (1)帯を締める (2)(結婚式で)帯を巻く
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འཕུད།1
ipf. འཕུད། ’phud /həl/
pf. ཕུད། phud /həl/
動 (1)焚く (2)脱ぐ (3)取り除く

གཡེང་ཤམ། g.yeng sham /ᵞjaŋxam/
名 着物を羽織ること
解説 帯も巻かず袖も通さずに肩にかけて羽織る着物
の着方。

ཤ་ིབས།1
ipf. ཤ་ིབས། sha rjibs /xa ʳdʑəb/
pf. ཤ་ིབས། sha rjibs /xa ʳdʑəb/
動 肌に直接身につける

ཐ་རྐྱང་། tha rkyang /tʰaᶳcaŋ/
名 一枚しか服を着ていない薄着の状態

ོལ་ེབ། snol sdeb /n̥uʳdeb/
名 (布などを) 二重に重ねること; (服を着る時
に)重ね合わせること

ོལ་ེབ་ེད།
ipf. ོལ་ེབ་ེད། snol sdeb byed

/n̥uʳdeb jel/
pf. ོལ་ེབ་བྱས། snol sdeb byas

/n̥uʳdeb ji/
動 (布などを切る時に)二重に重ねる; (服を)重
ね合わせる

རུམ་ལག rum lag /rəmlaɡ/
名 懐手 (ふところで)

དམར་ེན། dmar rjen /ᵞmarʳdʑen/
名 (1) 裸の (2) むき出しの (3)(赤ん坊や鳥の
ひななどが生まれたばかりで)毛が十分生えて
いない

15.2 皮衣
ོག་པ། slog pa /ᶳtsoɡpa/
名 皮衣
解説 羊の成畜の毛皮で作った衣。男性用は ཕོ་རྩག、女

性用は མོ་རྩགと言う。

当て布の豪華な女性用皮衣

15.2.1 皮衣の各部分
གོང་ཕུར། gong phur /koŋpʰər/
名 襟と袖

གོང་ཚར། gong tshar /koŋtsʰar/
名 皮衣の襟につけられた仔羊皮

ཁ་ཆོན། kha chon /kʰatɕʰon/
名 皮衣の縁部分のあて布
解説 袖口、襟ぐり、裾部分にする色付きのあて布。

སུམ་རྒྱག sum rgyag /sʰəmʳɟaɡ/
名 (皮衣の前身頃の装飾用の当て布が) 三段
重ねの
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བཞི་རྒྱག bzhi rgyag /ᵝʑəʳɟaɡ/
名 (皮衣の前身頃の装飾用の当て布が) 四段
重ねの

ི་ཆོན། skyi chon /ᶳcətɕʰon/
名 皮衣の皮端のパイピング

ི་རིལ། skyi ril /ᶳcəri/
名 皮衣の皮端のパイピング

ི་དཀར། skyi dkar /ᶳcəkar/
名 (皮衣の皮端の) パイピングのうち上段の白
い部分

ི་ནག skyi nag /ᶳcənaɡ/
名 (皮衣の皮端の) パイピングのうち下段の黒
っぽい部分

ཚར་ོར། tshar skyor /tsʰarᶳcor/
名 (皮衣の袖口に施した)仔羊皮のパイピング

གསས་ཡག gsas yag /ˣsijaɡ/
名 (皮衣の)袖部分に入れたタック

ཐུ་གསའ། thu gsa’ /ⁿtʰəˣsa/
名 (皮衣の)前身頃のタック

15.2.2 各種の皮衣
ཕོ་རྩག pho rtsag /hoᶳtsaɡ/
名 男性用の皮衣
解説 9頭分の羊皮から作る。

མོ་རྩག mo rtsag /moᶳtsaɡ/
名 女性用の皮衣
解説 8頭分の羊皮から作る。

དགུན་རྩག dgun rtsag /ʳɡənᶳtsaɡ/
名 冬用の皮衣
解説 冬剥ぎの羊皮で作る。毛量が多く温かい。

རྩག་སྲབ། rtsag srab /ᶳtsaɡʂab/
名 薄手の皮衣
解説 夏剥ぎの羊皮を使って作る。毛を刈った後で毛
量が少ないので夏用の皮衣となる。最近は着る人が
減った。

པགས་ཆུང་། pags chung /waɡtɕʰoŋ/
名 1–2歳の仔羊の皮を使った皮衣
解説 1–2 歳の仔羊の皮 ལག་པགས། は質が良くない
ため表地をつけて皮衣にする。

པགས་འབུས། pags ’bus /waɡⁿbi/
名 (1) 羊の毛皮のズボン (2) (転じて) ズボ
ン一般
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རྩག་འབུས། rtsag ’bus /ᶳtsaɡⁿbi/
名 羊の毛皮のズボン

ི་འབུས། skyi ’bus /ᶳcəⁿbi/
名 羊皮のズボン
解説 毛を全て取り去った皮で作る。

རྩག་ཐུལ། rtsag thul /ᶳtsaɡtʰu/
名 皮製の寝巻
解説 寝巻用の皮衣で、なめしていない固めの皮で作
る。毛を内側にして裸の体に巻き付けて寝る。

ར་རྩག ra rtsag /raᶳtsaɡ/
名 山羊皮の皮衣

15.3 仔羊皮の衣
ཚ་རུ། tsha ru /tsʰarə/
名 生後 1ヶ月未満の仔羊の皮, ツァル; またそ
の皮で作った皮衣, ツァル衣

男性用のツァル

ཚར་ལྭ། tshar lwa /tsʰarla/
名 生後 1–2 ヶ月の仔羊の皮で作った衣, ツ
ァル衣

འབའ་རྡང་། ’ba’ rdang /ⁿbaʳdaŋ/
名 (1)[羊] 生後 2–4ヶ月の仔畜 (2)生後 2–4ヶ
月の仔羊の皮; またその皮で作った衣

15.3.1 各種の仔羊皮の衣
ཕོ་ཚར། pho tshar /hotsʰar/
名 男性用の仔羊皮の衣 (ツァル)

女性用に比べて丈が短い

མོ་ཚར། mo tshar /motsʰar/
名 女性用の仔羊皮の衣 (ツァル)

ུ་ཚར། spu tshar /ᶲsətsʰar/
名 生後 1–2ヶ月の仔羊の皮を模した人工毛皮;
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またその毛皮で作った着物

ཚར་ཐུལ། tshar thul /tsʰartʰu/
名 生後 1–2ヶ月の仔羊の皮で作った寝巻

འབའ་ཐུལ། ’ba’ thul /ⁿbatʰu/
名 生後 2–4ヶ月の仔羊の皮で作った寝巻

15.3.2 仔羊皮の衣の各部分
ཅོད་པན། cod pan /tɕolpan/
名 着物に縫い付けられている仮留め用の帯

15.4 晴れ着
འོར་ལྭ། ’phyor lwa /tɕʰorla/
名 盛装
解説 祭りや宴会などの際に着飾る時の装い。

བག་ལྭ། bag lwa /waɡla/
名 花嫁衣装, 新婦用の婚礼衣装

མག་ལྭ། mag lwa /maɡla/
名 花婿の衣装, 新郎用の婚礼衣装

15.5 フェルト製の服
ིང་ལྭ། phying lwa /ᶲɕaŋla/
名 フェルトの着物

གཡེང་ུ། g.yeng spu /ᵞjaŋᶲsə/
名 裏起毛フェルトで作った袖なしの服

解説 寒い時期に着物の内側に着る。

ལུག་ིང་། lug phying /ləɡᶲɕaŋ/
名 羊の放牧用のフェルト服

ཇག་ིང་། jag phying /tɕaɡᶲɕaŋ/
名 略奪に行くときに着ていくフェルト服
解説 厚手のフェルトが防刃・防弾の役割を果たす。

མགོ་ིང་། mgo phying /ⁿɡoᶲɕaŋ/
名 フェルトのポンチョ
解説 頭からかぶる方式の袖のない形のもの。女性が
雨の日の搾乳の際に用いる。

མགོ་ིང་བཟོ།
ipf. མགོ་ིང་བཟོ། mgo phying bzo

/ⁿɡoᶲɕaŋ ᵝzo/
pf. མགོ་ིང་བཟོས། mgo phying bzos

/ⁿɡoᶲɕaŋ ᵝzi/
動 フェルトのポンチョを作る

ཆུ་ིང་། chu phying /tɕʰəᶲɕaŋ/
名 フェルトの雨合羽
解説 袖のある雨合羽。主に男性が用いる。

15.6 僧侶・在家行者の衣
གཟན་ཤམ། gzan sham /ᵞzanxam/
名 僧衣
解説 僧衣全体を指す。

གཟན། gzan /ᵞzan/
名 袈裟
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ོད་གོས། stod gos /ᶳtolki/
名 (僧侶が僧衣の下に身につける)シャツ; 上半
身に身につける衣服一般

སྨད་གོས། smad gos /m̥alki/
名 (僧侶が僧衣の下に身につける) スカート状
のもの

སྔགས་ཆས། sngags chas /ŋ̊aɡtɕʰi/
名 在家行者の衣

གཟན་དཀར། gzan dkar /ᵞzankar/
名 白い袈裟
解説 在家行者の衣。

ཐུལ་བ། thul ba /tʰuwa/
名 (僧侶や在家行者が身につける) 袖なしのガ
ウン; 寝巻

15.7 その他の服・身につける物
གོས་ལྭ། gos lwa /kila/
名 サテン織りの絹地の服

རས་ལྭ། ras lwa /rila/
名 綿布の服

ུག་ལྭ། phrug lwa /ʈʰəɡla/
名 ラサ製の毛織物で作った服

བོད་ལྭ།2 bod lwa /pola/

名 ラサ式のチベット服

ཚི་ལེན།2 tshi len /tsʰəlen/
名 (1) シャツ; ブラウス (2)(馬の鞍の) 汗取り
パッド
解説 文字通りには「脂や垢を取るもの」。

ེད་རགས། sked rags /ᶳkeraɡ/
名 帯

男性の夏服の帯

ེད་དིས། sked dkris /ᶳkelˣci/
名 腰当て
解説 毛皮を長方形に切ったものを腰に当てて温める
のに用いる。

རྣ་ལེན། rna len /ʳnalen/
名 耳当て, イヤーマフ
解説 仔羊皮と狐の尻尾で作る。左右の端に紐をつけ
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て頭頂で結ぶ仕組み。

ེ་དིས། ske dkris /ᶳkeˣci/
名 襟巻き, マフラー

ཞྭ་ཏོ། zhwa to /ɕato/
名 帽子

ཚར་ཞྭ། tshar zhwa /tsʰarɕa/
名 生後 1–2ヶ月の仔羊の皮で作った帽子

ིང་ཞྭ། phying zhwa /ᶲɕaŋɕa/
名 フェルトの帽子

ལག་ཤུབས། lag shubs /laɡxəb/
名 手袋
解説 伝統的には生後 1–2ヶ月の仔羊の皮で作る。

རྐང་འབོབ། rkang ’bob /ᶳkaŋⁿbu/
名 靴下

མིག་ར། mig ra /ᵞȵəɡra/
名 ヤクの剛毛で作った雪めがね

གཙག་ུབ། gtsag drub /ˣtsaɡʈəb/
名 刺繍

15.8 仕立て屋
བཟོ་བ། bzo ba /ᵝzowa/
名 仕立て屋

བཟོ་འཁོར། bzo ’khor /ᵝzoⁿkʰor/
名 ミシン

བཟོ་གླ། bzo gla /zoᵞla/
名 工賃; 裁縫代

15.9 靴
ལྷམ། lham /lḁm, ham/
名 革靴

རྒྱ་ལྷམ། rgya lham /ʳɟaham/
名 ヤク革の靴
解説 主に僧侶の靴。作り手は主に農民。
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ཀོ་ལྷམ། ko lham /kolḁm/
名 革靴
解説 རྒྱ་ལྷམ། に同じ。農民の作る革靴。

ཨ་ཀྲད། a krad /ʔacal/
名 靴
解説 古い表現。

འབོབ་རས། ’bob ras /ⁿburi/
名 牧畜民の作る革靴
解説 なめしたヤク革を家畜の腱や細い革紐で縫い合
わせて作った靴。これに対し、ཀོ་ལྷམ། および རྒྱ་ལྷམ།
は農民の作る革靴で、縫い糸は植物性の素材である。

ིང་འབོབ། phying ’bob /ᶲɕaŋⁿbu/
名 フェルトの靴下
解説 フェルトを切って縫い合わせて作る。冬の寒い
時、革靴 རྒྱ་ལྷམ།の中に履く。

འཇུར་རྟ། ’jur rta /ⁿdʑərᶳta/
名 男用の長靴

解説 ヒンディー語の jūta からの借用語。

དགུན་ལྷམ། dgun lham /ʳɡənham/
名 冬用の靴
解説 革靴（ཀོ་ལྷམ། または རྒྱ་ལྷམ།）のうち、冬用の
もの。

ཆུ་ལྷམ། chu lham /tɕʰəlḁm/
名 (1)雨靴 (2)かんじき; 雪靴

15.9.1 靴の部位名称
ལྷམ་ོག lham sgrog /hamʳɟoɡ/
名 靴紐
解説 革靴（ཀོ་ལྷམ། または རྒྱ་ལྷམ།）の紐を指す。

འབོབ་ཐིག ’bob thig /ⁿbutʰəɡ/
名 (牧畜民の作る靴の)靴紐

ལྷམ་མཐིལ། lham mthil /hamᵐtʰi/
名 靴底
解説 ལྷམ་ངོ༌། に同じ。

ལྷམ་ངོ་། lham ngo /hamŋo/
名 靴底
解説 ལྷམ་མཐིལ། に同じ。

ཉྭ་ིབས། nywa rjibs /ȵaʳdʑəb/
名 (1)脛 (すね)に巻きつけるもの (2)(靴の)腰
革

ཡུ་ག yu ga /jəka/
名 (靴の)腰革

དཔོར།2 dpor /χor/
名 (靴の)甲革

ལྷམ་མགོ། lham mgo /hamⁿɡo/
名 靴の前部

གདོང་ུབས། gdong srubs /ᵞdoŋʂəb/
名 (靴の)前部の縫い目
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ུབས་ཟན། srubs zan /ʂəbsan/
名 (靴の)縫い目

ུབས་ནག srubs nag /ʂəbnaɡ/
名 (靴に)縫い目がないこと

15.9.2 靴の着脱
ལྷམ་གོན།

ipf. ལྷམ་གོན། lham gon /ham kon/
pf. ལྷམ་གོན། lham gon /ham kon/
動 靴を履く

ལྷམ་འཕུད།
ipf. ལྷམ་འཕུད། lham ’phud /ham həl/
pf. ལྷམ་ཕུད། lham phud /ham həl/
動 靴を脱ぐ

འབོབ་ཐིག་བཅིང་།
ipf. འབོབ་ཐིག་བཅིང་། ’bob thig bcing

/ⁿbutʰəɡ ᵖtɕaŋ/
pf. འབོབ་ཐིག་བཅིངས། ’bob thig bcings

/ⁿbutʰəɡ ᵖtɕaŋ/
動 靴紐をかける

འབོབ་ཐིག་གྲོལ།
ipf. འབོབ་ཐིག་གྲོལ། ’bob thig grol

/ⁿbutʰəɡ cu/
pf. འབོབ་ཐིག་གྲོལ། ’bob thig grol

/ⁿbutʰəɡ cu/
動 靴紐が解ける

ལྷམ་ོག་མདུད།
ipf. ལྷམ་ོག་མདུད། lham sgrog mdud

/hamʳɟoɡ ᵐdəl/
pf. ལྷམ་ོག་མདུད། lham sgrog mdud

/hamʳɟoɡ ᵐdəl/
動 靴紐を結ぶ

ལྷམ་ོག་གྲོལ།

ipf. ལྷམ་ོག་གྲོལ། lham sgrog grol
/hamʳɟoɡ cu/

pf. ལྷམ་ོག་གྲོལ། lham sgrog grol
/hamʳɟoɡ cu/

動 靴紐が解ける

རྐང་ེན། rkang rjen /ᶳkaŋʳdʑen/
名 裸足

15.9.3 靴作り・道具
ལྷམ་འདེབས།

ipf. ལྷམ་འདེབས། lham ’debs /ham ⁿdeb/
pf. ལྷམ་བཏབ། lham btab /ham ᵖtab/
動 靴を作る

ལྷམ་ཁེབས། lham khebs /hamkʰeb/
名 靴型

བེགས་གསུར། bsregs gsur /ʂaɡˣsər/
名 焼きごて
解説 ཡི་ལོར། に同じ。

ཡི་ལོར། yi lor /jəlor/
名 焼きごて
解説 བེགས་གསུར། に同じ。

ཇ་ཤོག ja shog /tɕaxoɡ/
名 茶の包装紙
解説 かつて茶の包装紙を靴型を取るのに用いてい
た。

15.10 装身具
རྒྱན་ཆ། rgyan cha /ʳɟantɕʰa/
名 装身具

ེ་རྒྱན། ske rgyan /ᶳkeᵝɟan/
名 首飾り

ཀོ་ཙེ། ko tse /kotse/
名 首飾りの宝石がぶつかりあって削れるのを防
ぐために挟み込まれた革
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གདུབ་བུ། gdub bu /ᵞdəkə/
名 腕輪, ブレスレット

དངུལ་རིལ། dngul ril /ʳŋuri/
名 銀のブレスレット

རྣ་ལུང་། rna lung /ʳnaloŋ/
名 耳飾り

མཛུབ་དིས། mdzub dkris /ᵐdzəˣci/
名 指輪

15.10.1 宝石
ུ་རུ། byu ru /ᶲɕərə/
名 珊瑚

གཡུ། g.yu /ᵞjə/
名 トルコ石

ོས་ཤེལ། spos shel /ᶲsixel/
名 琥珀

མུ་ཏིག mu tig /mətəɡ/
名 真珠

མུ་མེན། mu men /məmen/
名 瑠璃, ラピスラズリ
解説 青い宝石を指す。

གཟི། gzi /ᵞzə/
名 天珠石
解説 幾何学的な模様の天然石ビーズ。

མཆོང་། mchong /ᵐtɕʰoŋ/
名 瑪瑙の一種

ོ་ུར། rdo byur /ʳdoᶲɕər/
名 石珊瑚
解説 珊瑚に似た赤い石。髪飾り ཅོ་ཏོ། に銀細工の代
わりにつけることがある。

བིགས་ུར། bsgrigs byur
/ᵝɖəɡᶲɕər/
名 人工珊瑚

15.10.2 飾りベルト
སྐག1 skag /ᶳkaɡ/
名 腰帯

སྐག་འཆིང་། skag ’ching /ᶳkaɡtɕʰaŋ/
名 飾りベルト

སྐག་རྒྱན། skag rgyan /ᶳkaɡʳɟan/
名 飾りベルト
解説 སྐག་འཆིང་། に同じ。
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སྐག་འདོགས། skag ’dogs /ᶳkaɡⁿdoɡ/
名 飾りベルト
解説 སྐག་འཆིང་། に同じ。

ཐོར་མགོ། thor mgo /tʰorⁿɡo/
名 飾りベルトの正面の銀細工

འབོག ’bog /ⁿboɡ/
名 飾りベルトにつける円形の銀細工

བཞོ་གཟུང་། bzho gzung /ᵝʑoᵞzoŋ/
名 搾乳桶フックの形を模した女性用の佩物 (お
びもの)
解説 体の右側に下げる。

སྐག་ལུང་། skag lung /ᶳkaɡloŋ/
名 女性用の佩物 (おびもの)の一種
解説 体の左側に下げる。ཁབ་ུག を身につける時は
下げない。

ཁབ་ུག khab byug /kʰabᶲɕəɡ/
名 針入れの形を模した女性用の佩物 (おびもの)
解説 体の左側に下げる。སྐག་ལོང་། を身につける時は
下げない。

མེ་ཆ། me cha /ᵐȵetɕʰa/
名 (1)火打ちの道具, 火起こしの道具 (2)火打
ちの道具をかたどった男性用装身具
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སྐག་ལ་འདོགས།
ipf. སྐག་ལ་འདོགས། skag la ’dogs

/ᶳkaka ⁿdoɡ/
pf. སྐག་ལ་བཏགས། skag la btgs

/ᶳkaka ᵖtaɡ/
動 腰帯に着ける

15.11 髪
སྐྲ། skra /ᶳca/
名 髪, 毛髪

སྐྲ་ལམ། skra lam /ᶳcalam/
名 髪の流れ

15.11.1 編み髪（女性の）
ོ་ེས། glo sles /ᵞloᵝli/
名 二つ編み

སུམ་ིལ། sum sgril /sʰəmri/
名 三つ編み

ལན་བུ། lan bu /lanə/
名 三つ編み

གླ་ནུ། gla nu /lanə/
名 三つ編み
解説 ལན་བུに同じ。

ལན་ུག lan phrug /lanʈʰəɡ/

名 細い三つ編み

15.11.2 編み髪（在家行者の）
རལ་བ། ral ba /rawa/
名 (1) 束にした髪 (2) 編み髪の束, お下げ (3)
髪切り式の際に切らずに残す後頭部の髪
解説 結髪は在家行者の証でもある。

རལ་གཅིག ral gcig /raˣtɕəɡ/
名 編んだ髪を一束作った状態, 一本のお下げ

རལ་གཉིས། ral gnyis /raᵞȵi/
名 編んだ髪を二束作った状態, 二本のお下げ

རལ་དིས། ral dkris /raˣci/
名 (在家行者が頭髪を二つ編みにして)頭に巻き
つけた状態; (在家行者が髪に編み込む)赤い紐
解説 髪の毛の先端に布や紐を編み込んで長くしたも

15



服飾文化 247 15.11髪

のを頭に巻きつける。

རལ་ཐུམ། ral thum /ratʰəm/
名 (在家行者のかぶる)ヘッドカバー
解説 編み髪を巻き付けた上からかぶるカバー。

15.11.3 髪飾り
སྐྲ་འཛིན། skra ’dzin /ᶳcaⁿdzən/
名 髪留め, 髪飾り

སྐྲ་གནོན། skra gnon /ᶳcaᵞnon/
名 髪留め, 髪飾り
解説 སྐྲ་འཛིན། に同じ。

ཅོ་ཏོ། co to /tɕoto/
名 (女性の盛装の)髪飾り
解説 背中に髪の毛のように垂らす飾り。ཅོ་ཏོ། は「髪」
の古語。

སྐྲ་མགོ། skra mgo /ᶳcaⁿɡo/
名 髪飾りの最上端につける銀製の飾り

ཐ་ན། tha na /tʰana/
名 髪飾りにつける丸い銀細工

ཅོ་རྔ། co rnga /tɕoʳŋa/
名 髪飾りの下に垂らす房

རལ་ལུང་། ral lung /raloŋ/
名 髪飾りの一番上の髪通しの輪
解説 頭頂で束ねた髪を通す輪。

ཇ་ལ། ja la /tɕala/
名 房飾り
解説 かつて磚茶を縛るのに用いていた紐を髪飾りに
用いたことからこの名称がついた。

15.11.4 散髪・整髪
སྐྲ་གཞར།

ipf. སྐྲ་གཞར། skra gzhar /ᶳca ᵞʑar/
pf. སྐྲ་བཞར། skra bzhar /ᶳca ᵝʑar/
動 髪を切る

སྐྲ་ཤད།
ipf. སྐྲ་ཤད། skra shad /ᶳca xal/
pf. སྐྲ་ཤད། skra shad /ᶳca xal/
動 髪を梳かす
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第 16章
住文化

チベットの牧畜民の生活は、ヤクの毛を使って作られた黒テントを中心として営まれてきた。簡
素な構造に見える牧畜民のテントであるが、多くの複雑なパーツによって構成されており、テント
の内部にはかまどや様々な家具が配置されている。ただ、現在では既製品のテントや土造りの家屋
で生活する場合も増えてきている。この章では、テントと固定家屋、さらにかまどや家具等を含む住
文化に関わる語彙を紹介する。
���

16.1 住まい . . . . . . . . . . . . 248
16.2 テント . . . . . . . . . . . . 248

16.2.1 テントの内部空間 . . 250
16.2.2 テントの外側 . . . . 251
16.2.3 テントの布部分 . . . 251
16.2.4 テントの支柱 . . . . 252
16.2.5 棟木 . . . . . . . . 254
16.2.6 杭・フック . . . . . 254
16.2.7 ロープ・紐類 . . . . 254
16.2.8 テントの壁にする保

存袋の列 . . . . . . 258
16.2.9 テントに宿る神 . . . 259
16.2.10 テントをめぐる行為 . 259
16.2.11 住まいの問題 . . . . 260
16.2.12 テントの引っ越し . . 260

16.3 建物 . . . . . . . . . . . . . 261
16.3.1 建物の内外 . . . . . 262
16.3.2 建物の建造 . . . . . 262

16.4 かまど・ストーブ . . . . . . 263
16.4.1 かまど・ストーブの

構造 . . . . . . . . 264
16.4.2 火起こし . . . . . . 266
16.4.3 かまど・ストーブに

必要な道具 . . . . . 268
16.4.4 かまどの作成 . . . . 268
16.4.5 一時的なかまど . . . 268

16.5 家具 . . . . . . . . . . . . . 269
16.6 敷物 . . . . . . . . . . . . . 270
16.7 寝床・寝具 . . . . . . . . . 270
16.8 鍵 . . . . . . . . . . . . . . 270

16.1 住まい
རུ། ru /rə/
名 (牧畜民の)家, テント
解説 牧畜民の伝統的な住まいであるテントを指す。

ཡུལ། yul /jəl, ju/
名 家

ིམ། khyim /cʰəm/
名 家の中, 部屋の中; 自宅

解説 家や部屋などの空間を内側から見た表現。

16.2 テント
སྦྲ། sbra /ᵝra/
名 黒テント
解説 ヤク毛の反物を接ぎ合わせて作ったテント。地
域によってはヤク毛の代わりに山羊毛を使うことも
ある。
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སྦྲ་ནག sbra nag /ᵝranaɡ/
名 黒テント
解説 ヤク毛の反物を接ぎ合わせて作ったテント。

གཡང་སྦྲ། g.yang sbra /ᵞjaŋᵝra/
名 黒テント
解説 口上を述べる時などにもよく用いられる美称。

བསང་སྦྲ། bsang sbra /ᶲsaŋᵝra/
名 黒テントの一種
解説 ゴロク地方やマチュ地方に見られるテント。

མགོ་སྦྲ། mgo sbra /ⁿɡoᵝra/
名 黒テント
解説 文字通りには「頭の黒テント」。中にいる者の
視点でテントを頭と見立てた表現。

སྦྲ་ིང་། sbra rnying /ᵝraȵaŋ/
名 古い黒テント

སྦྲ་གསར། sbra gsar /ᵝraˣsar/
名 新設の黒テント
解説 新婚夫婦などのために新しく作られるテント。
3 年間は補修を必要としない。必ずしも新品の反物
を使う必要はなく、部分的に年季の入ったものを使
って作ることが多い。

ེའུ་ཏོ། sbre’u to /ᵝrito/
名 夏用のテント

ེའུ་གུར། sbre’u gur /ᵝrikər/
名 小さい黒テント

ེའུ་ནག sbre’u nag /ᵝrinaɡ/
名 小型の黒テント

解説 ེའུ་ཏོ། の一種。

ེའུ་ཁྲ། sbre’u khra /ᵝricʰa/
名 白黒のテント
解説 ヤク毛の反物と帆布を接ぎ合わせて作ったも
の。

ེ་ོད། sbre rgod /ᵝreʳɡol/
名 新品のヤク毛の反物で作った黒テント

སྦྲ་རྒན། sbra rgan /ᵝraʳɡan/
名 (1)本家 (2)古い黒テント
解説 本家を表す牧畜民独特の表現。文字通りには
「年長のテント」。

རས་གུར། ras gur /rikər/
名 帆布製の白テント

རས་གུར་ུ་བཞི་མ། ras gur gru bzhi ma
/rikər ʈəᵝʑəma/
名 四角い形をした帆布製テント

རས་གུར་རྟ་སྒ་མ། ras gur rta sga ma
/rikər ᶳtaʳɡama/
名 鞍型をした帆布製テント
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རྒྱ་རས། rgya ras /ʳɟari/
名 柱一本で支える帆布製のテント

16.2.1 テントの内部空間
ོ། sgo /ʳɡo/
名 入り口

མཐིལ། mthil /ᵐtʰi/
名 底; 床

མཁལ། mkhal /ᵐkʰa/
名 テント内部の両側面

ཐབ་ཀའི་གོ་ར། thab ka’i go ra
/tʰabkə kora/
名 かまど周り
解説 かまどの周りの人が座る場所を指す。

གོ་ཁ། go kha /kokʰa/
名 かまど周りの座る場所

གོ་ཁའི་ཡར་ེད། go kha’i yar sgyed
/kokʰə jarʳɟel/
名 かまど周りの上座

གོ་ཁའི་མར་ེད། go kha’i mar sgyed
/kokʰə marʳɟel/
名 かまど周りの下座

ཡར་ེད་རྩ། yar sgyed rtsa
/jarʳɟel ᶳtsa/
名 かまど周りの奥の座, かまど脇の上座
解説 温かいので年長者が座る。

མར་ེད་རྩ། mar sgyed rtsa
/marʳɟel ᶳtsa/
名 かまど周りの手前の座, かまど脇の下座
解説 入口側で寒いので年少者が座る。

གཡོན་ས། g.yon sa /ᵞjonsʰa/
名 左側の, (テントの入り口から向かって)左側

གཡས་ས། g.yas sa /ᵞjisʰa/

名 右側の, (テントの入り口から向かって)右側

ཨ་མ་ས། a ma sa /ʔamasʰa/
名 台所側の空間
解説 文字通りには「母の場所」で女性が台所仕事を
する空間。入り口から見て左側にあることが多い。

ཨ་ཕ་ས། a pha sa /ʔapasʰa/
名 居間側の空間
解説 文字通りには「父の場所」。敷物や調度品が置
かれており、客人をもてなす場所でもある。テント
入り口から向かって右側であることが多い。

ཞི་མོ་ས། zhi mo sa /ɕəmosʰa/
名 (テントの)女性のスペース
解説 入り口から向かって左側。

ཞི་ལུ་ས། zhi lu sa /ɕələsʰa/
名 (テントの)男性のスペース
解説 入り口から向かって右側。

ུ་ག gru ga /ʈəka/
名 隅

ཕུགས་ཏོ། phugs to /həɡto/
名 テントの最奥部分, 家屋の奥の部分
解説 仏壇などが安置される。

ཇ་ཁང་། ja khang /tɕakaŋ/
名 台所, 料理などを行う空間

མཆོད་ཁང་། mchod khang
/ᵐtɕʰolkʰaŋ/
名 仏間; 仏壇を安置している場所

黒テントの奥の仏間
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གཡང་ར། g.yang ra /ᵞjaŋra/
名 (羊毛で作った)お守り
解説 良い運気を宿した羊毛をテントの内側にくくり
つけ、家畜の無病息災と繁栄を祈る習慣がある。

གཡང་ཁུལ། g.yang khul /ᵞjaŋkʰu/
名 福運の依り代としてのヤク毛
解説 家の運気を失わないようにするため、ヤクを譲
渡・売却する際に行う慣習で、ヤクの右肩の毛を取
ってバターを使って戸口に張り付けておく。

16.2.2 テントの外側
ོ་ར། sgo ra /ʳɡora/
名 (テントの前に作る)防風壁
解説 夏は土のブロックを、冬は糞を積んで壁にする。
テントの横と後ろは革袋などが積んであるためそれ
が防風壁となるが、入口側にはそれがないので風除
けの壁を作る必要がある。

ས་ེགས། sa stegs /sʰaᶳcaɡ/
名 テントの周囲の盛土

ཆུ་རྐ། chu rka /tɕʰəᶳka/
名 排水溝
解説 テントに水が入らないように周りに掘った水
路。

16.2.3 テントの布部分
ེ་ེ། sbre lde /ᵝreʳde/
名 黒テント用のヤク毛の反物

ོ་ཕྱར། sgo phyar /ʳɡoᶲɕar/
名 黒テントの入り口につける羊毛の毛織物, 扉
布

ངོ་ོ། ngo sgo /ŋoʳɡo/
名 テントの入り口につけた布, テントの扉布

སྦྲ་ཀླད། sbra klad /ᵝraᵞlal/
名 テントの屋根の部分

ཁ་ཚུབ། kha tshub /kʰatsəb/
名 テントの天窓部分に掛ける布

སྦྲ་མཐའ། sbra mtha’ /ᵝraᵐtʰa/
名 黒テントの裾布
解説 裾布はテント布の中で最も古い部分で、毎年補
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修を行う時に取り外す。傷み具合を見て、1枚外すか
2 枚外すかを決める。この下にさらにきつめに織っ
た丈夫な反物 ཆུ་ེ། を縫いつけて丈夫にする。

ཆུ་ེ། chu sbre /tɕʰəre/
名 テントの裾につける反物
解説 黒でなく薄い色の毛を用いて、狭い幅できつめ
に織った丈夫なものをテントの裾に縫いつける。裾
を固定する機能と見た目の美しさを狙ったもの。

ཆོས་འུང་། chos ’byung /tɕʰiᵐdʑoŋ/
名 帆布製テントの屋根部分の入口側と奥側にあ
る三角の箇所

16.2.4 テントの支柱
ཀ་བ། ka ba /ka/
名 柱; (テントの)支柱
解説 外支柱 ི་ཀと内支柱 ནང་ཀがある。外支柱の重
要なものに四隅の ུ་ཀ、脇中央の དིལ་ཀ、内支柱の
重要なものに棟木を支える ོ་ཀと ཕུགས་ཀがある。

ི་ཀ phyi ka /ᶲɕəka/
名 テントの外部の支柱, 外支柱

ོའི་ི་ཀ sgo’i phyi ka
/ʳɡu ᶲɕəka/

名 (テントの)入口側の外支柱

ུ་ཀ gru ka /ʈəka/
名 テント四隅の外支柱

དིལ་ཀ dkyil ka /ˣcika/
名 テント脇中央部の外支柱

ཕུགས་ཀ phugs ka /həɡka/
名 テント奥側の内支柱; テントの奥側の外支柱
解説 家の奥の内支柱は重要な柱で、他家の人間が触
れてはならない聖域。焚き上げ用の財物を入れた袋
や、ほら貝などを掛ける。肉は吊るさない。「裕福」
を意味する ུག་པོ།と発音が近いことからビャクシン
ཤུག་པ།を用いる。
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支柱の下部はかまどの燃料糞置き場の中央に埋まっている

ནང་ཀ nang ka /naŋka/
名 テント内部の支柱, 内支柱
解説 テントの棟木を支える支柱およびテント内部の
四隅に立てる内支柱の総称。

ོ་ཀ sgo ka /ʳɡoka/
名 テント入口側の内支柱
解説 「安定」を意味する རྟག་པ།と発音が近いことか
らシラカバ སྟག་པ།を用いる。

ཀ་མགོ། ka mgo /kaⁿɡo/
名 柱頭
解説 柱の上部。

ཀ་ིང་། ka rting /kaᶳtaŋ/
名 柱脚
解説 柱の足元。木の太い部分。

ཀ་ོ། ka rdo /kaʳdo/
名 (テントの)柱の土台石
解説 安定させるためにテントの支柱の下に据える
石。

ཀ་ཁེལ། ka khel /kakʰi/
名 柱頭と棟木の接合部分に使う道具
解説 環椎を用いる。

ེ་ཚིགས། ske tshigs /ᶳketsʰəɡ/
名 (1)首の骨; 骨付きの首肉; 頚椎の椎骨 (2)(テ
ントの骨組みのジョイント部分としての)環椎
解説 脂肪はあまりなく比較的固い。煮込んで食べ
る。

奥側のジョイントとして用いられた環椎

གོར་ེ། gor sbre /korᵝre/
名 内支柱の柱頭とテント布の間に置く当て布
解説 きつめに編んだ紐を丸く縫い合わせて作った
布。テントが破れないように保護するために用いる。
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ིད་ལུང་། rtsid lung /ᶳtsəlloŋ/
名 テントの柱留め
解説 ヤクの剛毛を編んだ紐を輪にしたもので、柱の
最上部に置いて固定するのに用いる。

ཆོན་མགོ། chon mgo /tɕʰonⁿɡo/
名 テントを吊るロープの上, テントを吊るロー
プを支える外支柱の上

ཀ་ཕུར། ka phur /kahər/
名 支柱と杭
解説 宿営地を移動する際に一緒にまとめて運ぶ。

16.2.5 棟木
ཧོག hog /hoɡ/
名 (テントの)棟木
解説 松材が用いられる。

16.2.6 杭・フック
ཕུར་བ། phur ba /hərwa, həbra/
名 杭の総称

黒テントを張るのに用いられている杭

ཕུར་བ་རྡབ།
ipf. ཕུར་བ་རྡབ། phur ba rdab

/hərwa ʳdab/
pf. ཕུར་བ་རྡབ། phur ba rdab

/hərwa ʳdab/
動 杭を打つ

འཁྱག་བུག ’khyag bug /cʰaɡwəɡ/
名 ヤク糞で作ったフック
解説 冬営地に移動したらまずテントを張る作業を行
うが、地面が凍っているため、木製の杭を地中に打
ち込むことができない。そのため糞で作って凍らせ
たフックを用いてテントを固定する。家畜を繋ぐ時
も用いる。ヤク糞と角で作ったものは རྭ་འཁྱག。

རྭ་འཁྱག rwa ’khyag /raⁿcʰaɡ/
名 家畜の角とヤク糞で作ったフック
解説 འཁྱག་བུགを参照。

ཕུར་ཁུང་། phur khung /hərkʰoŋ/
名 杭を打ったところにできる穴

16.2.7 ロープ・紐類
16.2.7.1 外支柱を軸にテントを上から吊る

ロープ
ཆོན་ཐག chon thag /tɕʰontaɡ/
名 外支柱に掛けたり巻きつけたりしてテントを
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吊るロープの総称
解説 外支柱から地面の杭までの間の部分を指す。入
り口側の ོ་ཆོན།、四隅の ུ་ཆོན།、脇中央の དིལ་ཆོན།、
奥側の ཕུགས་ཆོན།がある。

ོ་ཆོན། sgo chon /ʳɡotɕʰon/
名 入口側の外支柱を軸にテントを上から吊る
ロープ
解説 屋根側の布を吊る高い位置のロープと裾側を吊
る低い位置のロープがある。

ོ་ཆོན་ཐོག་མོ། sgo chon thog mo
/ʳɡotɕʰon tʰoɡmo/
名 入口側の外支柱に掛けたり巻きつけたりして
テントを上から吊るロープのうち屋根側の布を
吊る高い位置のもの

ོ་ཆོན་འོག་མོ། sgo chon ’og mo
/ʳɡotɕʰon ʔoɡmo/
名 扉の裾部分から短い外支柱に掛けたり巻きつ
けたりして吊るロープ

ོ་ཆོན་ཆུང་། sgo chon chung
/ʳɡotɕʰon tɕʰoŋ/
名 扉の裾部分から短い外支柱に掛けて吊る
ロープ
解説 ོ་ཆོན་འོག་མོ།に同じ。

ུ་ཆོན། gru chon /ʈətɕʰon/
名 テント四隅の外支柱に掛けたり巻きつけたり
してテントを吊るロープ

དིལ་ཆོན། dkyil chon /ˣcitɕʰon/
名 テント脇中央部の外支柱に掛けたり巻きつけ
たりしてテントを吊るロープ

ནེའུ་ཐིག ne’u thig /nitəɡ/
名 テント脇中央部の外支柱に掛けてテントを吊
るロープ
解説 དིལ་ཆོན། に同じ。

ཕུགས་ཆོན། phugs chon /həɡtɕʰon/
名 奥側の外支柱に掛けたり巻きつけたりしてテ
ントを吊るロープ

ཆོན་ལམ། chon lam /tɕʰonlam/
名 テントの吊りロープを張る方向

ཆོན་ལམ་འེན།

16



住文化 256 16.2テント

ipf. ཆོན་ལམ་འེན། chon lam ’dren
/tɕʰonlam ⁿɖen/

pf. ཆོན་ལམ་དྲངས། chon lam drangs
/tɕʰonlam ʈaŋ/

動 テントの吊りロープを張る方向を正しく
定める

16.2.7.2 テントの裾から外に向けて杭まで
張る紐

འདབས་ཐིག ’dabs thig /ⁿdabtʰəɡ/
名 テントの裾部分から外の杭に向かって張る紐
の総称

མཁལ་ལོ། mkhal lo /ᵐkʰalo/
名 テントの両側の裾から外の杭に向けて張る紐
解説 ས་འདོགས། に同じ。

ས་འདོགས། sa ’dogs /sʰaⁿdoɡ/
名 テントの両側の裾から外の杭に向けて張る紐
解説 མཁལ་ལོ། に同じ。

ུ་ཆོན་འོག་མོ། gru chon ’og mo
/ʈətɕʰon ʔoɡmo/
名 テント四隅の裾から外の杭に向けて張る紐

ུ་ཐག gru thag /ʈətaɡ/
名 テント四隅の裾から外の杭に向けて張る紐
解説 ུ་ཆོན་འོག་མོ། に同じ。

16.2.7.3 テントの内側に張る紐
སྤར་རྡང་། spar rdang /ᵞzarʳdaŋ/
名 テント横面内側に張る紐
解説 སྤར་ལག に同じ。

སྤར་ལག spar lag /ᵞzarlaɡ/
名 テント横面内側に張る紐
解説 སྤར་རྡང་། に同じ。

དིལ་ཆོན་སྤར་ལག dkyil chon spar lag
/ˣcitɕʰon ᵞzarlaɡ/
名 テント横面内側に張る紐

ངོ་ཐིག ngo thig /ŋotʰəɡ/
名 テントの内側の面に張る紐の総称

ངོ་ཐིག་འེན།
ipf. ངོ་ཐིག་འེན། ngo thig ’dren

/ŋotʰəɡ ⁿɖen/
pf. ངོ་ཐིག་དྲངས། ngo thig drangs

/ŋotʰəɡ ʈaŋ/
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動 テントの内側の紐を張る

ངོ་ཐིག་འཇུར་ཁ། ngo thig ’jur kha
/ŋotʰəɡ ⁿdʑərkʰa/
名 テントのロープを通す穴

ཧྲག་ཐིག hrag thig /ʂaɡtʰəɡ/
名 テント内の屋根と壁の間に張る紐
解説 屋根側の布と壁側の布の間に入口から奥まで張
る紐のこと。

ཐོག་འཐེན། thog ’then /tʰoɡⁿtʰen/
名 テント中の四隅の 2 本のロープを 1 本にし
て引っ張るロープ

ཐད་ུག thad rgyug /tʰalʳɟəɡ/
名 テント内側の奥と手前それぞれに横に張る
ロープ

16.2.7.4 棟木を中心に両側の布をつなぐ紐
ཟུང་བ། zung ba /soŋwa/
名 テント両側から棟木に掛ける紐の総称
解説 テントの左右の布から伸びる紐で、一方にはフ
ック、一方には輪がついている。棟木の上でフック
を輪に通して両側を組み合わせて吊る。フックのつ
いた側の紐を ཕོ་ཟུང་།、輪の方の紐を མོ་ཟུང་།と言う。

ཟུང་ཐོད། zung thod /soŋtʰol/
名 テント両側から棟木に掛ける紐の総称
解説 ཟུང་བ།に同じ。

ཟུང་ཆེན། zung chen /soŋtɕʰen/
名 テント両側から棟木に掛ける紐のうち一番入
り口に近いもの

དིལ་ཟུང་། dkyil zung /ˣcisoŋ/
名 テント両側から棟木に掛ける紐のうち中央
のもの

ཟུང་ཡོན། zung yon /soŋjon/
名 テント両側から棟木に掛ける紐のうち中央の
隣にあるもの

ཟུང་ལྷག zung lhag /soŋlḁɡ/
名 テント両側から棟木に掛ける紐のうち一番奥
のもの

ཕོ་ཟུང་། pho zung /hosoŋ/
名 テント両側から棟木に掛けるフックつきの紐

མོ་ཟུང་། mo zung /mosoŋ/
名 テント両側から棟木に掛ける輪つきの紐

ཕོ་ལུང་། pho lung /holoŋ/
名 ロープの留め具部分

མོ་ལུང་། mo lung /moloŋ/
名 ロープの留め具を掛ける輪の部分

ཆ་རུ། cha ru /tɕʰarə/
名 フック, 留め具
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解説 テントの布を繋ぐ留め具、家畜を繋ぐ留め具な
どがある。

16.2.7.5 ロープを通す穴
འཇུར་ཁ། ’jur kha /ⁿdʑərkʰa/
名 テントのロープを通す穴
解説 穴の周りはほつれないように丸くくけ縫いを施
してある。

འཇུར་ཁ་ོར།
ipf. འཇུར་ཁ་ོར། ’jur kha skor

/ⁿdʑərkʰa ᶳkor/
pf. འཇུར་ཁ་བོར། ’jur kha bskor

/ⁿdʑərkʰa ᶳkor/
動 テントのロープを通す穴を作る

16.2.8 テントの壁にする保存袋の列
དོ་འཆའ། do ’cha’ /totɕa/
名 ヤク革の保存袋の列
解説 テントの両側面と奥には革製の保存袋を積み上
げて壁にする。

དོ་ཐོག do thog /totʰoɡ/
名 ヤク革の保存袋の列の上

དོ་རྩ། do rtsa /toᶳtsa/
名 ヤク革の保存袋の列の下

དོ་ུན། do sngun /toŋ̊ən/
名 ヤク革の保存袋の列の前

དོ་ཤིང་། do shing /toxaŋ/
名 (テントの) 保存袋の列の下に渡す角材; (テ
ントの)保存袋の列の間に立てる支柱
解説 ཆར་ོ། の上に 2本の角材を渡し、その上に保存
袋の列 དོ་ཆ། を作る。さらに保存袋の間に支柱を立て
て、上からカバーする毛織物 དོ་ཕྱར། を掛けるために
渡す棒もこの語で表す。

ཁ་ཤིང་། kha shing /kʰaxaŋ/
名 (テントの)保存袋の列の上に渡す丸太
解説 上から毛織物 དོ་ཕྱར། を掛けて保存袋の列
དོ་འཆའ། をカバーする。

ཆར་ོ། char rdo /tɕʰarʳdo/
名 (テントの)保存袋の列の一番下に置く角材
解説 保存袋が地面に接することで腐食するのを避け
る。

དོ་ཕྱར། do phyar /toᶲɕar/
名 ヤク革製の保存袋の列に掛けた羊毛の毛織物
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མཁལ་ཕྱར། mkhal phyar /ᵐkʰaᶲɕar/
名 テントの横の棚や保存袋の列の上に掛けた羊
毛の毛織物

མཁལ་ཕྱར་གཡོན། mkhal phyar g.yon
/ᵐkʰaᶲɕar ᵞjon/
名 (テントの) 保存袋の列をカバーする毛織物
のうち入口側から見て左側のもの

མཁལ་ཕྱར་གཡས། mkhal phyar g.yas
/ᵐkʰaᶲɕar ᵞji/
名 (テントの) 保存袋の列をカバーする毛織物
のうち入口側から見て右側のもの

ཕུགས་ཕྱར། phugs phyar /həɡᶲɕar/
名 テントの奥の棚や保存袋の列の上に掛けた羊
毛の毛織物

ཕྱར་བ་གཏང་།
ipf. ཕྱར་བ་གཏང་། phyar ba gtang

/ᶲɕara ˣtaŋ/
pf. ཕྱར་བ་བཏང་། phyar ba btang

/ᶲɕara ᵖtaŋ/
動 羊毛の毛織物を広げる

16.2.9 テントに宿る神
ལྷ་གསུམ། lha gsum /lḁ ˣsəm/
名 家の三神

ོ་ལྷ། sgo lha /ʳɡolḁ/
名 入口に宿る神
解説 家に宿る三神のうちの一神。

ཐབ་ལྷ། thab lha /tʰablḁ/
名 かまどの神
解説 家に宿る三神のうちの一神でかまどに宿る。普
段はかまどの上で香木を焚いて三神を祀る。不浄な
ものを置くとかまどの神が怒り、家族が病気になる
など不吉なことが起こると考えられている。

ཕུགས་ལྷ། phugs lha /həɡlḁ/
名 奥の間に宿る神
解説 家に宿る三神のうちの一神。奥の間に宿るとさ
れる。三神の中で最も高位。

16.2.10 テントをめぐる行為
སྦྲ་གསོ།

ipf. སྦྲ་གསོ། sbra gso /ᵝra ˣso/
pf. སྦྲ་གསོས། sbra gsos /ᵝra ˣsi/
動 黒テントの古い布を外して新しい布を接ぎ合
わせる
解説 文字通りには「テントを育てる」の意。裾部分
の古い布を外し、天井部分に新しい布を継ぎ足す、年
に一度の作業。

སྦྲ་རྟགས་རྒྱག
ipf. སྦྲ་རྟགས་རྒྱག sbra rtags rgyag

/ᵝraᶳtaɡ ʳɟaɡ/
pf. སྦྲ་རྟགས་བརྒྱབ། sbra rtags brgyab

/ᵝraᶳtaɡ ʳɟab/
動 黒テントの設計図を書く
解説 大型テントや特別な用途のためのテントなど、
様々なタイプのテントを設計する際には図面を引く。

ཁངས་གཏག
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ipf. ཁངས་གཏག khangs gtag
/kʰaŋ ˣtaɡ/

pf. ཁངས་གཏགས། khangs gtags
/kʰaŋ ˣtaɡ/

動 雪を叩き落とす
解説 テントに積もった雪は雪払い棒 སྦྲ་ུག でつつ
いて落とす。

16.2.11 住まいの問題
ཐིགས་ཆུ། thigs chu /tʰəɡtɕʰə/
名 雨漏り

མེ་ོན། me skyon /ᵐȵeᶳcon/
名 火災

མེ་ཤོར།
ipf. མེ་ཤོར། me shor /ᵐȵe xor/
pf. མེ་ཤོར། me shor /ᵐȵe xor/
動 火事になる

16.2.12 テントの引っ越し
རུ་ོར།

ipf. རུ་ོར། ru spor /rə ᶲsor/
pf. རུ་ོར། ru spor /rə ᶲsor/
動 宿営地を引っ越す

རུ་རོགས། ru rogs /rəroɡ/
名 テントの引っ越しを手伝う人
解説 テントを片付けて、移動して新しく張るのを手
伝う。

མཚེར་ལ་འབབ།
ipf. མཚེར་ལ་འབབ། mtsher la ’bab

/ⁿtsʰera ⁿbab/
pf. མཚེར་ལ་བབས། mtsher la babs

/ⁿtsʰera wab/
動 宿営地を定める
解説 テントを張る場所を決める。

རུ་འབབ།
ipf. རུ་འབབ། ru ’bab /rə ⁿbab/
pf. རུ་བབ། ru bab /rə wab/

動 居を構える
解説 テントを張り、かまどをしつらえ、家財道具を
並べることまで含む。

སྦྲ་མཐའ། sbra mtha’ /ᵝraᵐtʰa/
名 黒テントの裾布
解説 裾布はテント布の中で最も古い部分で、毎年補
修を行う時に取り外す。傷み具合を見て、1枚外すか
2 枚外すかを決める。この下にさらにきつめに織っ
た丈夫な反物 ཆུ་ེ། を縫いつけて丈夫にする。

ཁལ་ཕོག
ipf. ཁལ་ཕོག khal phog /kʰa hoɡ/
pf. ཁལ་ཕོག khal phog /kʰa hoɡ/
動 荷降ろしをする

སྦྲ་ཕུབས།
ipf. སྦྲ་ཕུབས། sbra phubs /ᵝra həb/
pf. སྦྲ་ཕུབས། sbra phubs /ᵝra həb/
動 黒テントを張る
解説 引越し後荷降ろしをしたらまずテントを張る。

བ་ོ་འཛུགས།
ipf. བ་ོ་འཛུགས། ba rdo ’dzugs

/waʳdo ⁿdzəɡ/
pf. བ་ོ་བཙུགས། ba rdo btsugs

/waʳdo ᵖtsəɡ/
動 簡易なかまどを作る

མཚེར་ཇ་ོལ།
ipf. མཚེར་ཇ་ོལ། mtsher ja skol

/ⁿtsʰertɕa ᶳku/
pf. མཚེར་ཇ་བོལ། mtsher ja bskol

/ⁿtsʰertɕa ᶲku/
動 宿営地に着いて最初のお茶を沸かす

མཆོད་ཀ་འཕེན།
ipf. མཆོད་ཀ་འཕེན། mchod ka ’phen

/ᵐtɕʰolka ⁿpʰen/
pf. མཆོད་ཀ་འཕངས། mchod ka ’phangs

/ᵐtɕʰolka pʰaŋ/
動 (1) 茶・水・酒を捧げる (2)(茶・水・酒によ
る) 清めを行う
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མཚེར་ཇ་འཐུང་།
ipf. མཚེར་ཇ་འཐུང་། mtsher ja ’thung

/ⁿtsʰersʰa tʰoŋ/
pf. མཚེར་ཇ་འཐུང་། mtsher ja ’thung

/ⁿtsʰersʰa tʰoŋ/
動 引っ越して最初に沸かしたお茶を飲む

དོ་འཆའ་ིག
ipf. དོ་འཆའ་ིག do ’cha’ rtsig

/totɕʰa ᶳtsəɡ/
pf. དོ་འཆའ་བིགས། do ’cha’ brtsigs

/totɕʰa ᶳtsəɡ/
動 保存袋を積み上げる
解説 引越し後、最初のお茶を飲み終えたらテントの
両側面と奥面に保存袋を積み上げて壁を作る。

རྡང་བརྡབ།
ipf. རྡང་བརྡབ། rdang brdab

/ʳdaŋ ʳdab/
pf. རྡང་བརྡབས། rdang brdabs

/ʳdaŋ ʳdab/
動 多頭係留索用の杭を打つ

རྡང་འཐེན།
ipf. རྡང་འཐེན། rdang ’then /ʳdaŋ ⁿtʰen/
pf. རྡང་འཐེན། rdang ’then /ʳdaŋ ⁿtʰen/
動 多頭係留索を張る

ཐབ་ཀ་ལས།
ipf. ཐབ་ཀ་ལས། thab ka las /tʰabka li/
pf. ཐབ་ཀ་ལས། thab ka las /tʰabka li/
動 かまどを作る

ཨོང་བ་འཐུ།
ipf. ཨོང་བ་འཐུ། ong ba ’thu

/ʔoŋwa tʰə/
pf. ཨོང་བ་འཐུས། ong ba ’thus

/ʔoŋwa tʰi/
動 燃料用のヤク糞を拾う

ཆུ་ལེན།
ipf. ཆུ་ལེན། chu len /tɕʰə len/
pf. ཆུ་བླངས། chu blangs /tɕʰə ᵝlaŋ/

動 水を汲む

མཚེར་གསར། mtsher gsar /ⁿtsʰerˣsar/
名 新しくテントを張ったばかりの宿営地
解説 他所の土地から引っ越してきたばかりで、まだ
落ち着いておらず、燃料も少なく、テントの中も整
理も終わっていない状態を指す。

མཚེར་ིང་། mtsher rnying
/ⁿtsʰerᵞȵaŋ/
名 (引越し後十分な時間が経過し) 落ち着いた
宿営地

16.3 建物
ཁང་བ། khang ba /kʰaŋwa/
名 家; 建物

ཁང་ཀླད། khang klad /kʰaŋᵞlal/
名 建物の屋根

ིག་པ། rtsig pa /ᶳtsəɡpa/
名 壁

ས་ཁང་། sa khang /sʰakʰaŋ/
名 土作りの家

ོ་ཁང་། spo khang /wokʰaŋ/
名 土のブロックで作った建物

ོ་ར། spo ra /wora/
名 土のブロックで作った囲い
解説 土を切り取ってブロックとして使う方法は文革
期に広まった新しい習慣。それ以前は土地を傷つけ
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る行為として慎むべきこととされ、囲いはヤク糞や
柳の木の枝を使って作られていた。

ཨོང་ཁང་། ong khang /ʔoŋkʰaŋ/
名 燃料糞を入れる小屋

ི་ཁང་། lci khang /ˣtɕəkʰaŋ/
名 ヤク糞で壁を塗り固めた小屋
解説 土のブロックを積み上げてから内壁や外壁を湿
ったヤク糞で塗り固めて作った小屋。固定家屋を作
るようになった新しい時代の建造物。

འབུམ་ཁང་། ’bum khang /ⁿbəmkʰaŋ/
名 塼仏 (せんぶつ)を奉納する祠
解説 外壁は黄土で塗装される。

མཛོད་ཁང་། mdzod khang /ᵐdzolkʰaŋ/
名 倉庫

16.3.1 建物の内外
གྱང་། gyang /caŋ/
名 塀

ུག2 rgyug /ʳɟəɡ/
名 (固定家屋の)梁
解説 屋根を支えるために柱の上に渡される横木。

དྲ་མ། dra ma /ʈama/
名 格子状の窓

ེའུ་ཁུང་། sge’u khung
/ʳɟikʰoŋ/
名 窓
解説 開閉式の窓を指す。格子状の窓は དྲ་མ།。

མཆོད་ཁང་། mchod khang
/ᵐtɕʰolkʰaŋ/
名 仏間; 仏壇を安置している場所

ཇ་ཁང་། ja khang /tɕakaŋ/
名 台所, 料理などを行う空間

ལག་ཁང་། lag khang /laɡkʰaŋ/

名 物置兼台所
解説 台所でもあり、鍋などを置く場所でもあり、毛
布や服などを置く場所でもある。

16.3.2 建物の建造
ཁང་བ་ལས།

ipf. ཁང་བ་ལས། khang ba las
/kʰaŋwa li/

pf. ཁང་བ་ལས། khang ba las
/kʰaŋwa li/

動 建物を建てる

ིག་པ་ིག
ipf. ིག་པ་ིག rtsig pa rtsig

/ᶳtsəɡpa ᶳtsəɡ/
pf. ིག་པ་བིགས། rtsig pa brtsigs

/ᶳtsəɡpa ᶳtsəɡ/
動 壁を作る

གྱང་ུང་།
ipf. གྱང་ུང་། gyang rdung

/caŋ ʳdoŋ/
pf. གྱང་བུངས། gyang brdungs

/caŋ ʳdoŋ/
動 塀を突き固める

ོ་ཐོ། spo tho /wotə/
名 土のブロック
解説 草原の表土をスコップで切り出したもの。それ
らを積んで、焚き上げ用の壇や、夏にテントを張る
時の土台、建物、塀などとして使う。

ོ་ཐོ་གཅོད།
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ipf. ོ་ཐོ་གཅོད། spo tho gcod
/wotə ˣtɕol/

pf. ོ་ཐོ་བཅད། spo tho bcad
/wotə ᵖtɕal/

動 草原の表土をブロック状に切り出す

ོ་བིགས། spo brtsigs /woᶳtsəɡ/
名 土のブロックを並べて積んだ状態; 土のブロ
ックで作った壁や塀
解説 上から黄土を塗って美しくする。

ས་དཀར་དིས།
ipf. ས་དཀར་དིས། sa dkar dbyis

/sʰakar ᵞji/
pf. ས་དཀར་དིས། sa dkar dbyis

/sʰakar ᵞji/
動 (かまどや土の建物などに)黄土を塗る

ས་དིས།
ipf. ས་དིས། sa dbyis /sʰa ᵞji/
pf. ས་དིས། sa dbyis /sʰa ᵞji/
動 (かまどや土の建物などに)土を塗る

ི་བ་དིས།
ipf. ི་བ་དིས། lci ba dbyis

/ˣtɕe ᵞji/
pf. ི་བ་དིས། lci ba dbyis

/ˣtɕe ᵞji/
動 ヤク糞を塗りつける
解説 糞を地面に塗りつけて薄い燃料糞にしたり、漆
喰のように壁を塗るのにも用いる。

ས་དཀར། sa dkar /sʰakar/

名 黄土
解説 クリーム色の微砂や粘土で、土壁やかまどなど
を塗るのに用いる。

ས་དམར། sa dmar /sʰamar/
名 赤土
解説 仏像、塼仏 (せんぶつ)、壁などに用いる。

ཚག་ི། tshag rtsi /tsʰaɡᶳtsə/
名 白色塗料
解説 僧院の壁などを塗るのに用いる。

16.4 かまど・ストーブ
ཐབ་ཀ thab ka /tʰabka/
名 かまど
解説 かまどの総称。

伝統的なかまど

ཐབ་ཀ་ལས།
ipf. ཐབ་ཀ་ལས། thab ka las /tʰabka li/
pf. ཐབ་ཀ་ལས། thab ka las /tʰabka li/
動 かまどを作る

འོག་ཐབ། ’brog thab /ⁿɖoɡtʰab/
名 牧畜民式のかまど
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ལྕགས་ཐབ། lcags thab /ˣtɕaɡtʰab/
名 鉄製のかまど, ストーブ
解説 土のかまどに比べて家の中がすぐに温まる。使
っているうちに内側が焼けてしまうので、その場合
には土と糞を混ぜたものを塗り込めて補修する。

ོ་ཐབ། khro thab /cʰotʰab/
名 鋳物製のストーブ

རོང་ཐབ། rong thab /roŋtʰab/
名 農民式のかまど

རྒྱ་ཐབ། rgya thab /ʳɟatʰab/
名 漢族式のかまど

ཁ་ལག་ོ།
ipf. ཁ་ལག་ོ། kha lag sro

/kʰalaɡ ʂo/
pf. ཁ་ལག་བོས། kha lag bsros

/kʰalaɡ ᶲʂi/
動 (火で)暖を取る

16.4.1 かまど・ストーブの構造
ཡར་ེད། yar sgyed /jarʳɟel/
名 かまどを二つに分けたときの上座側
解説 中にかまど石が二つ入っている。

མར་ེད། mar sgyed /marʳɟel/
名 かまどを二つに分けたときの下座側
解説 中にかまど石が一つ入っている。

ཨོང་ཁ། ong kha /ʔoŋkʰa/
名 かまどの奥の燃料糞置き場

ཨོང་ོར། ong skyor /ʔoŋᶳcor/
名 かまどの燃料糞置場を支える外板
解説 ཨོང་ཤིང་།とも言う。

ཨོང་ཤིང་། ong shing /ʔoŋxaŋ/
名 かまどの燃料糞置場を支える外板
解説 ཨོང་ོར།とも言う。

ཨོང་ཉལ། ong nyal /ʔoŋȵa/
名 燃料糞をかまどの火口 (ひぐち) まで流して
いくところ

ེད་པུ། sgyed pu /ʳɟelpə/
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名 (中にかまど石を入れた)かまど
解説 牧畜民の伝統的なかまどを指す。

ེད་པུ་གསུམ། sgyed pu gsum
/ʳɟelpə ˣsəm/
名 三つのかまど石
解説 奥に二つ、手前に一つ石を入れる。

ཐབ་ོ། thab rdo /tʰabʳdo/
名 かまど石

ཐབ་ཁུང་། thab khung /tʰabkʰoŋ/
名 かまどの火口 (ひぐち), 焚口
解説 かまどの火が出ている穴。その上に鍋ややかん
などを載せる。

ཐབ་མགོ། thab mgo /tʰabⁿɡo/
名 かまどの火口 (ひぐち)で鍋を支える部分

ཉག་དིལ། nyag dkyil /ȵaɡˣci/
名 (かまどの)鍋を火にかけるところ

འགྲམ་ལེབ། ’gram leb /ⁿɟamleb/
名 かまどの火口の側面の壁

མེ་ཁུང་། me khung /ȵekoŋ/
名 (かまどの)灰の掻き出し口
解説 文字通りには「火穴」。

མེ་འུ།
ipf. མེ་འུ། me ’dru /ᵐȵe ⁿɖə/
pf. མེ་ུས། me drus /ᵐȵe ʈi/
動 (火かき棒で)かまどから灰を掻き出す

ཁོལ་ཁུང་། khol khung /kʰukoŋ/

名 暖を取るためにかまどから掻き出した灰を広
げておくところ

ཁོལ་ོར། khol skyor /kʰuᶳcor/
名 (かまどの) 灰の掻き出し口の周囲にめぐら
せた囲い

ཐོད་ལོ། thod lo /tʰollo/
名 (鍋などを置く)かまどの口の角の部分

སླང་ེགས། slang stegs /saŋᶳcaɡ/
名 鍋置き場
解説 かまどの手前部分の平らな台。

ཅན་ེགས། can stegs /tɕanᶳcaɡ/
名 (かまど近くの)茶碗置き場
解説 文字通りには「木椀置き場」。

ཨོང་གཞོང་། ong gzhong
/ʔoŋᵞʑoŋ/
名 燃料糞入れ

ཕོ།1 pho /ho/
名 (1)腹 (2)ストーブの釜
解説 腹を横から見た時の表現で、ふくらんでいる部
分。解体した後の家畜の腹に対しては用いない。

ཁ་ཏོ། kha to /kʰato/
名 蓋; ストーブや鍋の蓋

དུད་ཁུང་། dud khung /təlkʰoŋ/
名 煙突
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ཐལ་གཞོང་། thal gzhong
/tʰaᵞʑoŋ/
名 灰受け皿

16.4.2 火起こし
16.4.2.1 火
མེ། me /ᵐȵe/
名 火

མེ་ལྕེ། me lce /ᵐȵeˣtɕe/
名 炎

མེ་སྟག me stag /ᵐȵeᶳtaɡ/
名 火花

16.4.2.2 火起こしの道具
མེ་ཆ། me cha /ᵐȵetɕʰa/
名 (1)火打ちの道具, 火起こしの道具 (2)火打
ちの道具をかたどった男性用装身具

མེ་ལྕགས། me lcags /ᵐȵeˣtɕaɡ/
名 火打ち金

མེ་ོ། me rdo /ᵐȵeʳdo/
名 火打ち石

སྤྲ་བ། spra ba /χa/
名 火口 (ほくち)

16.4.2.3 点火と消火
མེ་ལྕགས་གཤའ།

ipf. མེ་ལྕགས་གཤའ། me lcags gsha’
/ᵐȵeˣtɕaɡ ˣɕa/

pf. མེ་ལྕགས་གཤའ། me lcags gsha’
/ᵐȵeˣtɕaɡ ˣɕa/

動 (火打ち石に)火打ち金を打ちつける

མེ་སྟག་འཆའ།
ipf. མེ་སྟག་འཆའ། me stag mched

/ᵐȵeᶳtaɡ tɕʰel/
pf. མེ་སྟག་མཆེད། me stag mched

/ᵐȵeᶳtaɡ tɕʰel/
動 火花が出る

མེ་འདེད།
ipf. མེ་འདེད། me ’ded /ᵐȵe ⁿdel/
pf. མེ་དེད། me ded /ᵐȵe tel/
動 (かまどに)火種を入れる

མེ་ཁ་འཛིན།
ipf. མེ་ཁ་འཛིན། me kha ’dzin

/ᵐȵekʰa ⁿdzən/
pf. མེ་ཁ་བཟུང་། me kha bzung

/ᵐȵekʰa ᵝzoŋ/
動 かまどに火を入れる

མེ་ོང་།1
ipf. མེ་ོང་། me sgong /ᵐȵe ʳɡoŋ/
pf. མེ་བོངས། me bsgongs /ᵐȵe ʳɡoŋ/
動 火をつける

མེ་ཁ་ོང་།
ipf. མེ་ཁ་ོང་། me kha sgong

/ᵐȵekʰa ʳɡoŋ/
pf. མེ་ཁ་བོངས། me kha bsgongs

/ᵐȵekʰa ʳɡoŋ/
動 火をつける

མེ་ོང་།2 me sgong /ᵐȵeʳɡoŋ/
名 点火

16



住文化 267 16.4かまど・ストーブ

མེ་ོང་རྒྱག
ipf. མེ་ོང་རྒྱག me sgong rgyag

/ᵐȵeʳɡoŋ ʳɟaɡ/
pf. མེ་ོང་བརྒྱབ། me sgong brgyab

/ᵐȵeʳɡoŋ ʳɟab/
動 点火する

མེ་འབར།
ipf. མེ་འབར། me ’bar /ᵐȵe ⁿbar/
pf. མེ་འབར། me ’bar /ᵐȵe ⁿbar/
動 火が燃える, 火が燃え上がる

མེ་དུག
ipf. མེ་དུག me dkrug /ȵe ˣʈəɡ/
pf. མེ་དུགས། me dkrugs /ȵe ˣʈəɡ/
動 (火かき棒で)火をかく

མེ་གསད།
ipf. མེ་གསད། me gsad /ᵐȵe ˣsal/
pf. མེ་བསད། me bsad /ᵐȵe ᶲsal/
動 火を消す

དུ་བ། du ba /to/
名 (1)煙 (2)たばこ

16.4.2.4 燃料
འབུད་ུ། ’bud rgyu /ⁿbəlcə/
名 燃料
解説 固形燃料の総称。

ཁྱ་མ། khya ma /cʰama/
名 薪

འབུད་ཤིང་། ’bud shing /ⁿbəlxaŋ/
名 薪

ོ་སོལ། rdo sol /ʳdosʰo/
名 石炭
解説 近年では燃料糞の代わりに石炭を用いることが
増えてきた。

འབར་ཡུན། ’bar yun /ⁿbarjən/
名 燃焼時間

སུ་རུ། su ru /sʰərə/
名 [植物] ツツジ科ツツジ属
解説 シャクナゲの一種でピンク色の花が咲く。焚き
つけに用いる小低木。チベット医学上の薬草名とし
ては ད་ལིས།。

སྤེན་མ། spen ma /ᶲsenma/
名 [植物] バラ科キンロバイ属の落葉小低木
解説 焚きつけに用いる他、洗い物用のブラシを作る
のにも用いる。

ཨོང་བ། ong ba /ʔoŋwa/
名 燃料用のヤク糞の総称

རིལ་མ། ril ma /rima/
名 (羊や山羊などの)丸くコロコロした糞
解説 羊、山羊、ラクダ、ウサギなどの丸い糞を指す。
羊や山羊の糞は燃料としても用いる。ヤク糞に比べ
て長持ちするため、冬は特に好んで用いられる。
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16.4.2.5 灰
ཐལ། thal /tʰa/
名 灰, もえかす
解説 灰は掻き出し口にある程度溜まったら戸外の灰
捨て場 ཐལ་ུངས།に捨てに行く。その際、客人や旅か
ら戻ってきた家族と鉢合わせになるのを縁起が悪い
として避ける。

ཐལ་གཞོང་། thal gzhong
/tʰaᵞʑoŋ/
名 灰受け皿

16.4.3 かまど・ストーブに必要な道具
འབར་ཞུན། ’bar zhun /ⁿbarɕən/
名 マッチ

མེ་འུ། me ’dru /ᵐȵeᵐɖə/
名 火かき棒
解説 かまどから灰を掻き出すのに用いる。

ཁོལ་མོ། khol mo /kʰumo/
名 ふいご

མེ་ོག me skyog /ᵐȵeᶳcoɡ/
名 ストーブ用のトング

ལྕགས་གཞོང་། lcags gzhong
/ˣtɕaɡᵞʑoŋ/
名 スコップ, シャベル; ちりとり
解説 燃料糞をすくってかまどに入れるのに用いる。

16.4.4 かまどの作成
ས་དཀར་དིས།

ipf. ས་དཀར་དིས། sa dkar dbyis
/sʰakar ᵞji/

pf. ས་དཀར་དིས། sa dkar dbyis
/sʰakar ᵞji/

動 (かまどや土の建物などに)黄土を塗る

ས་དིས།
ipf. ས་དིས། sa dbyis /sʰa ᵞji/
pf. ས་དིས། sa dbyis /sʰa ᵞji/
動 (かまどや土の建物などに)土を塗る

ཐབ་ས། thab sa /tʰabsʰa/
名 かまど作りに用いる土
解説 黄土の中でもより良いものを選んで用いる。柔
らかさや粘度などが重要なポイントとなる。

16.4.5 一時的なかまど
བ་ཁ། ba kha /wakʰa/
名 (1)短期放牧のため簡易なかまどを設置して
一時的に滞在すること (2)かまどを同じくする
仲間 (3)かまどを設置した場所
解説 短期放牧を指すだけでなく、年に一度土地神の
社（ラプツェ）に新しい柱を立てに行く際に、かまど
を共有する仲間やかまどを設置する場所も指す。短
期放牧の際の食料は朝はツァンパで、昼と夜はその
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場で屠畜した羊の肉を食べて過ごす。その際は、2–3
ヶ月前から決まっている仲間と共同で準備する。

བ་ོ། ba rdo /warʳdo/
名 一時的に作る簡易なかまど; そのかまど石
解説 引越し後、宿営地にテントを張り終えたら、か
まど石を三つ並べて簡易なかまどを作って茶を沸か
し、土地神にお茶を捧げ、それを終えたらお茶を飲
んで一服する。

རི་མགོའི་བ་ཁ། ri mgo’i ba kha
/rəⁿɡu wakʰa/
名 山頂に設置した簡易かまど
解説 土地神の社の交換の際に社近くに設置する。

བ་ཁ་འདེབས།
ipf. བ་ཁ་འདེབས། ba kha ’debs

/wakʰa ⁿdeb/
pf. བ་ཁ་བཏབ། ba kha btab

/wakʰa ᵖtab/
動 かまどを設置する場所を決める

བ་ཁ་ིག
ipf. བ་ཁ་ིག ba kha sgrig

/wakʰa ʳɖəɡ/
pf. བ་ཁ་བིགས། ba kha bsgrigs

/wakʰa ʳɖəɡ/
動 かまどを同じくする仲間を決める

ལོ་ཐབ། lo thab /lotʰab/
名 正月のままごと用かまど
解説 正月のままごと ལོ་ཇ།を行うために母屋のテン
トから少し離れたところに設置する。

16.5 家具
ཀོ་སྒམ། ko sgam /koʳɡam/
名 革箱
解説 馬の皮、ヤク皮、ゾの皮などが用いられる。毛
を全て取り去った皮で作ることもあれば、毛を残し
たまま（毛を内側にして）使うこともある。黒光りし
ているのは煤を入れた油脂で加脂加工を行うため。

འཆའ་སྒམ། ’cha’ sgam /tɕʰaʳɡam/
名 棚板のある小さな木箱

འཆའ་ག ’cha’ ga /tɕʰaka/
名 棚, 戸棚

འཆའ།2 ’cha’ /tɕʰa/
名 棚板

དཀར་འཆའ། dkar ’cha’ /kartɕʰa/
名 食器棚

མདུན་ཅོག mdun cog /ᵐdəntɕoɡ/
名 机, テーブル
解説 小さめの低い食事用テーブル。文字通りには
「前の卓」。

དཀར་མེ། dkar me /karme/
名 灯, ランプ

ཆོས་སྒམ། chos sgam /tɕʰiʳɡam/
名 仏壇兼戸棚
解説 テントなら奥の居間側に配置され、上に仏画や
ラマの写真を置いたり、中に経本など仏教関係のも
のをしまう戸棚。
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མཆོད་སྒམ། mchod sgam /ᵐtɕʰolʳɡam/
名 仏壇

16.6 敷物
གདན། gdan /ᵞdan/
名 敷物

པགས་སྟན། pags stan /waɡᶳtan/
名 羊の毛皮の敷物

ཀོ་བུ། ko bu /koⁿbə/
名 ヤクの毛皮の敷物
解説 1–2歳の仔ヤクの毛皮で作った敷物。

ཀོ་སྟན། ko stan /komᶳtan/
名 ヤクの毛皮の敷物
解説 1–2歳の仔ヤクの毛皮で作る。毛は取らない。

ིང་སྟན། phying stan /ᶲɕaŋᶳtan/
名 フェルトの敷物

16.7 寝床・寝具
ཉལ་ས། nyal sa /ȵasʰa/
名 寝床, 寝るところ

ཉལ་ས་བཅའ།
ipf. ཉལ་ས་བཅའ། nyal sa bca’

/ȵasʰa ᵖtɕa/
pf. ཉལ་ས་བཅས། nyal sa bcas

/ȵasʰa ᵖtɕi/
動 寝床を作る

སྟན། stan /ᶳtan/
名 敷布団

ཉལ་ཐུལ། nyal thul /ȵatʰu/
名 掛け布団

ཉལ་གོས། nyal gos /ȵaki/
名 寝巻; 布団
解説 寝る時に身につけるもの。伝統的には皮製の寝
巻 རྩག་ཐུལ། などを体に巻き付けて寝ていた。

ཐུལ་བ། thul ba /tʰuwa/
名 (僧侶や在家行者が身につける) 袖なしのガ
ウン; 寝巻

རྩག་ཐུལ། rtsag thul /ᶳtsaɡtʰu/
名 皮製の寝巻
解説 寝巻用の皮衣で、なめしていない固めの皮で作
る。毛を内側にして裸の体に巻き付けて寝る。

ཚར་ཐུལ། tshar thul /tsʰartʰu/
名 生後 1–2ヶ月の仔羊の皮で作った寝巻

འབའ་ཐུལ། ’ba’ thul /ⁿbatʰu/
名 生後 2–4ヶ月の仔羊の皮で作った寝巻

ཤ་ིབས།1
ipf. ཤ་ིབས། sha rjibs /xa ʳdʑəb/
pf. ཤ་ིབས། sha rjibs /xa ʳdʑəb/
動 肌に直接身につける

ཤ་ིབས།2 sha rjibs /xaʳdʑəb/
名 肌に直接身につける寝巻

ཆུ་ོས། chu hros /tɕʰəʂi/
名 湯たんぽ

16.8 鍵
ེ་མིག lde mig /ʳdeᵐȵəɡ/
名 鍵

ཟྭ། zwa /sa/
名 錠前

དབུས་ཟྭ། dbus zwa /ᵞwisa/
名 ラサ式の錠前

16



日常の行為と道具 271

第 17章
日常の行為と道具

この章では、チベットの牧畜民が日常生活を営む上で用いている一般的な道具や行為に関わる語
彙を紹介する。そのため、これらの語彙は、特に牧畜との関わりに特化しておらず、チベット語全般
に共通する場合が多い。
���
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17.26 くじ . . . . . . . . . . . . . 292
17.27 喫煙 . . . . . . . . . . . . . 292

17.27.1 たばこ . . . . . . . 292
17.27.2 煙管 . . . . . . . . 293

17.28 生老病死 . . . . . . . . . . 293
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17.28.4 死 . . . . . . . . . 295
17.29 人間の身体部位 . . . . . . . 295

17.29.1 頭 . . . . . . . . . 295
17.29.2 顔 . . . . . . . . . 295
17.29.3 目 . . . . . . . . . 296
17.29.4 鼻 . . . . . . . . . 296
17.29.5 耳 . . . . . . . . . 296
17.29.6 口・歯 . . . . . . . 296
17.29.7 首・喉 . . . . . . . 297
17.29.8 手足 . . . . . . . . 297
17.29.9 肩 . . . . . . . . . 298
17.29.10 胸・腹 . . . . . . . 298

17.29.11 背中・腰 . . . . . . 298
17.29.12 内臓 . . . . . . . . 298
17.29.13 尻・肛門 . . . . . . 299
17.29.14 生殖器 . . . . . . . 299

17.30 排泄物 . . . . . . . . . . . . 299
17.31 分配 . . . . . . . . . . . . . 299
17.32 抽象的概念 . . . . . . . . . 299
17.33 声・言語・記号 . . . . . . . 300
17.34 動詞 . . . . . . . . . . . . . 301

17.34.1 属性動詞 . . . . . . 310
17.35 属性名詞 . . . . . . . . . . 310

17.35.1 色 . . . . . . . . . 310

17.1 日常的な仕事
འཚོ་བ། ’tsho ba /tsʰowa/
名 暮らし, 生活

འཚོ་བ་རོལ།
ipf. འཚོ་བ་རོལ། ’tsho ba rol

/tsʰowa ru/
pf. འཚོ་བ་རོལ། ’tsho ba rol

/tsʰowa ru/
動 生活する, 暮らす

མོ་ལས། mo las /moli/
名 女の仕事
解説 搾乳、糞加工、水汲み、食事作り、洗濯、掃除
などの家事労働全般。

ཕོ་ལས། pho las /holi/
名 男の仕事
解説 かつてはテント作り、皮衣作りなどが基本的に
男性の仕事だった。しかし、現在では主に現金収入
を得る活動が男性の仕事となっている。

དཀར་ལས། dkar las /karli/
名 乳製品に関する仕事, ミルク加工の仕事
解説 搾乳、バター作り、チーズ作り、ヨーグルト作
りなどを含む。

ཐབ་ལས། thab las /tʰabli/

名 家事
解説 かまどの周りの仕事や乳加工を指す。

17.1.1 仕事の能力
ལག་ལས་ཀ lag las ka /laɡ liˣka/
名 家事能力, 家事

གཡུག g.yug /ᵞjəɡ/
名 テキパキと家事をこなすこと

གཡུག་མ། g.yug ma /ᵞjəɡma/
名 テキパキと家事のできる女性

རུལ་མ། rul ma /ruma/
名 家事能力のない女性
解説 文字通りには「腐った女」。

གཡུག་ཡོད། g.yug yod /ᵞjəɡjol/
名 仕事がよくできる男性

གཡུག་ཅན། g.yug can /ᵞjəɡtɕan/
名 仕事がよくできる男性

17.2 道具
ལག་ཆ། lag cha /laɡtɕʰa/
名 道具
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17.3 調理器具
17.3.1 鍋・やかん
བ་མ། ba ma /wama/
名 鍋

チーズ作り中の鍋

སླ་ང་། sla nga /saŋa/
名 鉄鍋

གོར་སླང་། gor slang /korsaŋ/
名 パン焼き用の鍋

ོ་སླང་། khro slang /cʰosaŋ/
名 鋳物の鍋

དེམ། dem /tem/
名 やかん

土のかまどとやかん

ི་མག dri mag /ʈəⁿbaɡ/
名 鍋の底についた煤

ོ། khro /cʰo/
名 鋳物

鋳物の水差し

ཁ་ལེབ། kha leb /kʰaleb/
名 蓋

ཁོན་ཤིང་། khon shing /kʰonxaŋ/
名 蒸し板

བ་ེགས། ba stegs /waᶳcaɡ/
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名 鍋敷き

སླང་ིབས། slang ljibs /saŋʳdʑəb/
名 鍋つかみ

17.3.2 お玉・柄杓・茶漉し
ོགས་བུ། skyogs bu /ᶳcoɡwi/
名 お玉や柄杓類の総称

མར་ོགས། mar skyogs /marᶳcoɡ/
名 バター用スプーン

དཀར་ོགས། dkar skyogs /karᶳcoɡ/
名 乳製品用のお玉
解説 乳製品用のお玉は肉入りの料理には用いない。

ཁུ་ོགས། khu skyogs /kʰəᶳcoɡ/
名 肉料理用のお玉
解説 肉料理に用いるお玉は乳加工には用いない。

ཤིང་ོགས། shing skyogs
/xaŋᶳcoɡ/
名 木製の柄杓

ཇ་ཚགས། ja tshags /tɕatsʰaɡ/
名 茶漉し

ཚགས་ོགས། tshags skyogs
/tsʰaɡᶳcoɡ/
名 茶漉し

17.3.3 包丁・ナイフ
ཚོད་གཏུབ། tshod gtub /tsʰolˣtəb/
名 包丁
解説 文字通りには「野菜切り」。

མར་ི། mar gri /marcə/
名 バターを切るナイフ

ཤ་ི། sha gri /xacə/
名 肉専用の包丁

སོ་ི། so gri /sʰocə/
名 老人用のナイフ
解説 文字通りには「歯のナイフ」。歯で噛み切れな
くなった老人たちの持つナイフをこのように表現す
ることがある。
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17.3.4 ふるい
ཚགས་མ། tshags ma /tsʰaɡma/
名 ふるい

འཁྲབ་མ། ’khrab ma /cʰabma/
名 箕 (み)

སྨན་ཚགས། sman tshags /m̥antsʰaɡ/
名 薬用のふるい

17.3.5 煎り麦を作る道具
ཡོས་སླང་། yos slang /jisaŋ/
名 麦を煎る専用の鍋
解説 煎り麦を作るには、熱した鍋に黄土を入れ、さ
らに燃やした木の枝を入れて加熱する。枝を取り出
した後、大麦を入れて煎る。煎り始めて 40秒ほどで
出来上がる。広くて浅めのものが良い。

ཡོས་གཞོང་། yos gzhong /jiᵞʑoŋ/
名 煎り麦入れの容器

ཡོས་ས། yos sa /jisʰa/
名 煎り麦用の土
解説 麦を煎る際に鍋で予め加熱しておく土。煎り上
がったらふるいにかけて煎り麦と土を分ける。

ཡོས་དུག yos dkrug /jiˣʈəɡ/
名 煎り麦をかき混ぜる道具
解説 小低木の枝を束ねたものを使う。

ཡོས་ཚགས། yos tshags /jitsʰaɡ/
名 煎り麦用のふるい
解説 煎り上がった麦と土を分けるのに用いる。

煎り上がった麦と土をふるい分ける

17.3.6 石臼
ལག་ོར། lag skor /laɡᶳkor/
名 手回しの石臼

རང་འཐག rang ’thag /raŋtʰaɡ/
名 (家畜や水力などを用いて回す)大きな石臼

17.3.7 その他の調理器具
ལ་དཔའ། la dpa’ /laχa/
名 たらい, 洗面器
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解説 料理用、頭洗い用、足洗い用の三種があり、使
い分けている。

料理用に使われているたらい

ཤིང་ལེབ། shing leb /xaŋleb/
名 まな板; のし板

ེ་བརྡལ།2 phye brdal /ᶲɕeᵝda/
名 麺棒

ཚལ་ཀག tshal kag /tsʰekaɡ/
名 フライ返し

ུར་ོ། skyur rko /ᶳcərᶳko/
名 パン種を発酵させる容器

17.4 食器
ཕོར་བ། phor ba /horwa/
名 椀類の総称, カップ

ཅ་ནེ། ca ne /tɕane/
名 木椀

དཀར་ཡོལ། dkar yol /kawu/
名 茶碗

དཀར་ཡོལ་འུག་མ། dkar yol ’brug ma
/kawu ⁿɖəɡma/
名 龍碗
解説 龍の文様が入った碗。

དཀར་ཡོལ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།
dkar yol bkra shis rtags brgyad
/kawu ʈaɕʰi ᶳtaɡʳɟal/
名 八吉祥紋の茶碗

ཇ་ཕོར། ja phor /tɕapʰor/
名 茶碗; グラス

ེར་མ། sder ma /ʳderma/
名 平皿
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གཤོང་བ། gshong ba /ˣɕoŋwa/
名 盆, トレイ

ཐུར་མ། thur ma /tʰərma/
名 箸

ཁེམ་བུ། khem bu /kʰempə/
名 スプーン

17.5 保存容器・保存袋
རྩམ་སྒམ། rtsam sgam /ᶳtsamʳɡam/
名 ツァンパ入れの箱

མར་སྒམ། mar sgam /marʳɡam/
名 バター保存用の箱

མར་འཇོག་ས། mar ’jog sa /mar ⁿdʑoɡsʰa/
名 バター入れ
解説 普段使う分を少しずつ入れておくところ。

མར་ཟོ། mar zo /marso/
名 バター保存桶
解説 ビャクシンで作ると防腐効果があると言われて
いる。

ེ་ོ། phye sgro /ᶲɕeʳɟo/
名 小麦粉保存用の革袋

ཆུར་ོ། chur sgro /tɕʰərʳɟo/
名 チーズ保存用の革袋

མར་ོ། mar sgro /marʳɟo/
名 バター保存用革袋

解説 完成したバターは専用の革袋 ོ་བ། に直接詰め、
テントの隅の冷暗所に保存していた。

ཤ་ོ། sha sgro /xaʳɟo/
名 肉保存用の革袋

ནས་ོ། nas sgro /niʳɟo/
名 大麦保存用の革袋

ནས་ེ། nas sgye /niʳɟe/
名 大麦保存用の袋

རྐྱལ་བ། rkyal ba /ᶳcawa/
名 (羊 1頭分を使った)革袋
解説 袋を作る目的で腹部を割かないように屠畜した
もので、脱毛処理を施す場合と施さない場合とがあ
る。旧時、バター作りに際して発酵乳を入れて振盪
するのに用いていた他、バター保存用にも使われて
いた。革舟として使うこともあった。

ཧི་ཏོ། hi to /həto/
名 ポリタンク

17.6 育児用品
ཆུ་སྟན། chu stan /tɕʰəᶳtan/
名 おむつ
解説 乾燥糞を燃やした灰を布袋に入れて赤ちゃんの
お尻に当て、尿を吸わせてお尻の乾燥を保つ。石炭
を燃やした灰は使用しない。
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おむつ用の灰

ཆུ་སྟན་འཇོག
ipf. ཆུ་སྟན་འཇོག chu stan ’jog

/tɕʰəᶳtan ⁿdʑoɡ/
pf. ཆུ་སྟན་བཞག chu stan bzhag

/tɕʰəᶳtan ᵝʑaɡ/
動 おむつをあてる

རྭ་ནུ། rwa nu /ranə/
名 哺乳瓶
解説 文字通りには「角の乳房」。人間用の哺乳瓶も
同じ語を用いる。母畜が亡くなった仔畜に乳を飲ま
せる場合、ヤクの角で作った筒に、死んだ母畜の乳
房の皮をかぶせて乳を飲ませる場合がある。最近で
は仔畜に乳を飲ませる場合にも人間用の哺乳瓶を使
うことが多い。

འཛོང་ཁུག ’dzong khug /ⁿdzoŋkʰəɡ/
名 赤ちゃん用スリング, ゆりかご
解説 フェルトや綿布で作った袋で、中に灰を入れて
おしっこをしても濡れないようにし、中で自由に動
き回れるようにしたもの。移動の時のスリングとし
て用いたり、テントの柱から吊るしてゆりかごにし
たりする。

17.7 掃除
བདག་ེད།

ipf. བདག་ེད། bdag byed /ᵝdaɡ jel/
pf. བདག་བྱས། bdag byas /ᵝdaɡ ji/
動 片付ける, 掃除する

ཉ་ར། nya ra /ȵara/
名 片付け, 整理整頓

ཉ་ར་ེད།
ipf. ཉ་ར་ེད། nya ra byed /ȵara jel/
pf. ཉ་ར་བྱས། nya ra byas /ȵara ji/
動 片付ける, 整理整頓する

རུས།
ipf. རུས། rus /ri/
pf. རུས། rus /ri/
動 片付ける
解説 散らばっているものをまとめて片付けること。

ུལ་ིས། rdul phyis /ʳdəlᶲɕi/
名 埃を払うこと

ུལ་ིས་རྒྱག
ipf. ུལ་ིས་རྒྱག rdul phyis rgyag

/ʳdəlᶲɕi ʳɟaɡ/
pf. ུལ་ིས་བརྒྱབ། rdul phyis brgyab

/ʳdəlᶲɕi ʳɟab/
動 埃を払う

གཙང་སྦྲ། gtsang sbra /ˣtsaŋᵝɖa/
名 掃除

གད་ིགས། gad snyigs /kalȵ̊əɡ/
名 ゴミ

ིགས་རོ། snyigs ro /ȵ̊əɡro/
名 ゴミ, カス; 灰汁

ཤིང་ེ། shing phye /xaŋᶲɕe/
名 おがくず

17.7.1 掃除道具
ུད་མ། sdud ma /ʳdəlma/
名 箒 (ほうき)
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རྩྭ་ཕྱགས། rtswa phyags
/ᶳtsaᶲɕaɡ/
名 箒 (ほうき)

སྨྱག་ུད། smyag sdud /ȵaɡʳdən/
名 竹箒

རྔ་ཕྱགས། rnga phyags /ʳŋaᶲɕaɡ/
名 はたき, 払子 (ほっす)
解説 文字通りには「尻尾の箒」。ヤクの尻尾をはた
きとして用いることから。

ཅན་ི། can phyi /tɕanᶲɕə/
名 布巾; 雑布
解説 文字通りには「木椀拭き」。

འུད་སྤེན། ’khrud spen /cʰəᶲsen/
名 洗い物用のブラシ
解説 肉料理に使った鍋や食器を洗うのに用いるブラ
シ。

གཙང་བུ། gtsang bkru /ˣtsaŋᵖcə/
名 洗い物用のブラシ
解説 乳加工に用いた鍋や肉を用いない料理に使った
食器類を洗うためのブラシ。

ལྕགས་གཞོང་། lcags gzhong
/ˣtɕaɡᵞʑoŋ/
名 スコップ, シャベル; ちりとり
解説 燃料糞をすくってかまどに入れるのに用いる。

སྦྲ་ུག sbra srug /ᵝraʂəɡ/
名 (テント用)雪払い棒
解説 積もった雪を叩き落とすための長い棒状の道
具。

17.8 裁縫
བཙེམ།

ipf. བཙེམ། btsem /ᵖtsem/
pf. བཙེམས། btsems /ᵖtsem/
動 縫う

バターの保存袋の口を縫う

ུད་པ་འེན།
ipf. ུད་པ་འེན། skud pa ’dren

/ᶳkəlpa ⁿɖen/
pf. ུད་པ་དྲངས། skud pa drangs

/ᶳkəlpa ʈaŋ/
動 糸を通す

བལ་ུད་ིས་བཙེམ།
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ipf. བལ་ུད་ིས་བཙེམ།
bal skud kyis btsem
/waᶳkəl kə ᵖtsem/

pf. བལ་ུད་ིས་བཙེམས།
bal skud kyis btsems
/waᶳkəl kə ᵖtsem/

動 羊毛の糸で縫い合わせる

ཨབ། ab /ʔab/
名 仮縫い

ཨབ་ལེན།
ipf. ཨབ་ལེན། ab len /ʔab len/
pf. ཨབ་བླངས། ab blangs /ʔab ᵝlaŋ/
動 仮縫いをする

གཡོགས་ོར།
ipf. གཡོགས་ོར། g.yogs spor /ᵞjoɡ ᶲsor/
pf. གཡོགས་ོར། g.yogs spor /ᵞjoɡ ᶲsor/
動 表地を変える

17.8.1 裁縫道具
ུད་པ། skud pa /ᶳkəlpa/
名 糸

རས་ུད། ras skud /riᶳkəl/
名 綿糸

ཁབ། khab /kʰab/
名 針

ཁབ་ུད། khab skud /kʰabᶳkəl/
名 針と糸

མོག mog /moɡ/
名 太い針
解説 皮衣や黒テントなど分厚いものを縫い合わせる
のに用いる。針穴が大きい。

ོག་ཁབ། slog khab /ᶳtsoɡkʰab/
名 皮衣用の縫い針

རས་ཁབ། ras khab /rikʰab/

名 布用の針

མོག་ཁབ། mog khab /moɡkʰab/
名 テント用の針

གཙག་ཁབ། gtsag khab /ˣtsaɡkʰab/
名 中針
解説 皮衣や布団などを縫うのに用いる。

ི་ཁབ། rtsi khab /ᶳtsəkʰab/
名 細針
解説 着物を縫ったり布を縫ったりするのに用いる。

ཁབ་ཁུག khab khug /kʰabkʰəɡ/
名 針入れ

མཐེབ་མགོ། mtheb mgo /tʰemⁿɡo/
名 指貫 (ゆびぬき)

བཟོ་ཁུག bzo khug /ᵝzokʰəɡ/
名 裁縫袋

བཟོ་འཁོར། bzo ’khor /ᵝzoⁿkʰor/
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名 ミシン

རས་ཁེ། ras khe /rikʰe/
名 布用の裁ち鋏

དྲ་རས། dra ras /ʈari/
名 端切れ

17.9 工具
སྐམ་པ།2 skam pa /ᶳkampa/
名 トング; ペンチ

ལེན།2 len /len/
名 鑿 (のみ)
解説 木を削るのに用いる道具。

ཁག་ལུ། khag lu /kʰaɡlə/
名 冬虫夏草用の堀棒

མགོ་གཉིས། mgo gnyis /ⁿɡoᵞȵi/
名 つるはし

ཤིང་ཁེམ། shing khem /xaŋkʰem/
名 木製のシャベル

ལྕགས་ཁེམ། lcags khem /ˣtɕaɡkʰem/
名 金属製のシャベル

17.9.1 刃物
ི། gri /cə/
名 ナイフの総称

ེབ་ི། lteb gri /ᶳtebcə/

名 折りたたみナイフ

ི་ལྟག gri ltag /cəᶳtaɡ/
名 ナイフの峰

ཁེ་ི། khe gri /kʰecə/
名 ハサミ, 鋏

ཁེ་མིག khe mig /kʰeməɡ/
名 小さい鋏

སོག་ལེ། sog le /sʰoɡle/
名 ノコギリ

ཟོར་བ། zor ba /sora/
名 鎌

ོ་ཟོར། rdo zor /ʳdosor/
名 石鎌

སྟ་རེ། sta re /ᶳtare/
名 斧
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17.10 運搬道具
ེ་བོ། sle bo /sʰiwo/
名 背負い籠

ཀོ་ེའུ། ko sle’u /kosi/
名 1–2歳の仔ヤクの毛皮を背当てにつけた籠

ཁུར་ལུང་། khur lung /kʰərloŋ/
名 背負子 (しょいこ)の肩掛け紐

ཤིང་རྟ། shing rta /xaŋᶳta/
名 荷車

17.11 塗料
ཚག་ི། tshag rtsi /tsʰaɡᶳtsə/
名 白色塗料
解説 僧院の壁などを塗るのに用いる。

ལྕགས་ཚ། lcags tsha /ˣtɕaɡtsʰa/
名 インク
解説 かつては去勢を終えた羊の肩、背中、腹などに
インクで印をつけていた。近年は羊の数自体が少な
く、あまり行わない。

སྣག་ཚ། snag tsha /n̥aɡtsʰa/
名 黒インク

ལྕགས་ི། lcags rtsi /ˣtɕaɡᶳtsə/
名 ペンキ
解説 鉄製の道具などに塗るのに用いる。

17.12 身だしなみ・化粧
ཁ་ལག་བུ།

ipf. ཁ་ལག་བུ། kha lag bkru
/kʰalaɡ ᵖcə/

pf. ཁ་ལག་བུས། kha lag bkrus
/kʰalaɡ ᵖci/

動 洗顔する, 顔や手を洗う

ཁ་ལག་ཕུར།
ipf. ཁ་ལག་ཕུར། kha lag phur

/kʰalaɡ hər/
pf. ཁ་ལག་ཕུར། kha lag phur

/kʰalaɡ hər/
動 顔や手に (クリームなどを)擦り込む
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སོ་མང་། so mang /sʰomaŋ/
名 櫛

ངོ་ལྟ། ngo lta /ŋoᶳta/
名 鏡

སོ་བུ། so bkru /sʰoᵖcə/
名 歯ブラシ

སོ་སྨན། so sman /sʰom̥an/
名 歯磨き粉

འཇབ་ཙེ། ’jab tse /ⁿdʑabtse/
名 ひげ抜き

མགོ་ི། mgo gri /ⁿɡocə/
名 散髪用鋏
解説 散髪以外の用途には用いない。

སྐག2 skag /ᶳkaɡ/
名 頬紅; (転じて)化粧品

སྐག་བུ།
ipf. སྐག་བུ། skag bsku /ᶳkaɡ ᶳkə/
pf. སྐག་བུས། skag bskus /ᶳkaɡ ᶲki/
動 化粧をする

ཤིག་འུག shig ’phrug /xəɡʈʰəɡ/
名 孫の手
解説 文字通りには「虱掻き」。

17.13 袋
ཁུག་མ། khug ma /kʰəɡma/
名 袋
解説 袋の総称。

ཁ་གཟེད།
ipf. ཁ་གཟེད། kha gzed /kʰa sel/
pf. ཁ་གཟེད། kha gzed /kʰa sel/
動 (袋に物を入れる際に)口を開けて受ける

17.13.1 革袋
ོ་བ། sgro ba /ʳɟo/
名 ヤク革の革袋
解説 大麦、小麦、ツァンパ、小麦粉、乾燥チーズ、バ
ターなどの貯蔵用食料を入れる他、衣服を入れるこ
ともある。

ོ་ུབས་རྒྱག
ipf. ོ་ུབས་རྒྱག sgro srubs rgyag

/ʳɟoʂəb ʳɟaɡ/
pf. ོ་ུབས་བརྒྱབ། sgro srubs brgyab

/ʳɟoʂəb ʳɟab/
動 革袋を作るために革を縫い合わせる

ཁུག་ཏུ། khug tu /kʰəɡtə/
名 脱毛処理を施していない皮袋

ི་ཁུག skyi khug /ᶳcəkʰəɡ/
名 革袋
解説 毛を取り去った革で作る。

ཆུར་ཁུག chur khug /tɕʰərkʰəɡ/
名 チーズ作り用の革製のバケツ
解説 かつて凝乳の脱水の際にホエーを受けるために
用いられていた容器。保存用の革袋の上部に取り付
けられる毛織物製の蓋の部分がなく、バケツとして
使えるようにしたもの。

རྐྱལ་བ། rkyal ba /ᶳcawa/
名 (羊 1頭分を使った)革袋
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解説 袋を作る目的で腹部を割かないように屠畜した
もので、脱毛処理を施す場合と施さない場合とがあ
る。旧時、バター作りに際して発酵乳を入れて振盪
するのに用いていた他、バター保存用にも使われて
いた。革舟として使うこともあった。

17.13.1.1 革袋の各部分
ོ་ལུང་། sgro lung /ʳɟoloŋ/
名 革袋に取り付けられた持ち手

ོ་ུབས། sgro srubs /ʳɟoʂəb/
名 革袋の縫い目

ཁ་ཕྱར། kha phyar /kʰaᶲɕar/
名 革袋の口の部分につける毛織物

ཁ་མཐུད། kha mthud /kʰaᵐtʰəl/
名 (1)継当て (2)革袋の上部に取り付けられた
毛織物のカバー

ཁ་ཐིག kha thig /kʰatəɡ/

名 革袋の口を縛る紐

ེ་ཚར། sne tshar /n̥etsʰar/
名 革袋の底の取っ手部分

運ぶときに取っ手となる

17.13.2 第一胃で作った袋
གྲོད་པུ། grod pu /colpə/
名 (1)第一胃 (2)第一胃で作った袋
解説 かつてはバター作りやバター保存用の袋として
用いられた。

གྲོད་ོགས། grod skogs /colᶳkoɡ/
名 第一胃で作った袋
解説 かつてバターを入れるのに用いていた。古くな
ったものは靴型を取るのにも活用した。

17.13.3 毛織物製の袋
ེ་མོ། sgye mo /ʳɟemo/
名 毛織物製の保存袋

ེ་ེ། sbre sgye /ᵝreʳɟe/
名 ヤク毛の毛織物で作った袋

ཨབ་ེ། ab sgye /ʔabʳɟe/
名 大きな袋

ཕྱར་ེ། phyar sgye /ᶲɕarʳɟe/
名 羊毛の毛織物で作った袋

17



日常の行為と道具 285 17.14箱

ར་ེ། ra sgye /raʳɟe/
名 山羊毛の毛織物で作った袋

17.13.3.1 両袖袋
ཏ་ལེན། ta len /talen/
名 両袖袋, 振り分け荷物用の袋
解説 両側に物の入れられる長方形の袋を指す中国語
「褡裢」dālián の音借用。

両側に荷物を入れて馬やバイクなどに掛けて用いる。人の
肩に掛けて使うこともある

ཟ་ཏ། za ta /sata/
名 携帯食用の両袖袋
解説 携帯食用の袋で、片側に麦こがしを、片側にチ
ーズとバターを入れた長方形の袋。食べ物を表すチ
ベット語 ཟ་མ། (/sama/) と、両側に物の入れられ
る長方形の袋を指す中国語「褡裢 (dālián)」それぞ
れの第 1音節からなる複合語。

རས་ཏ། ras ta /rita/
名 木綿製の両袖袋

17.13.4 その他の袋
སི་ཁུག si khug /sʰəkʰəɡ/
名 ビニール袋
解説 中国語でポリ袋を意味する「塑料袋」sùliàodài
の「塑」の音写にチベット語の袋を意味する ཁུགを
組み合わせた結合語。

ུ་མ། phru ma /cʰəma/
名 (1)羊膜 (2)ビニール袋
解説 羊膜は子供のおもちゃでもあった。風船のよう
に膨らませて遊ぶ。

17.14 箱
སྒམ། sgam /ʳɡam/
名 箱
解説 箱状の入れ物の総称。

ཀོ་སྒམ། ko sgam /koʳɡam/
名 革箱
解説 馬の皮、ヤク皮、ゾの皮などが用いられる。毛
を全て取り去った皮で作ることもあれば、毛を残し
たまま（毛を内側にして）使うこともある。黒光りし
ているのは煤を入れた油脂で加脂加工を行うため。

ཤིང་སྒམ། shing sgam /xaŋʳɡam/
名 木製の箱

ལྕགས་སྒམ། lcags sgam /ˣtɕaɡʳɡam/
名 金属製の箱
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17.15 ロープ・紐
ཐག་པ། thag pa /tʰaɡpa/
名 ロープ, 縄
解説 ヤクの剛毛を編んで作ることが多い。

ིད་ཐག rtsid thag /ᶳtsətaɡ/
名 ヤクの剛毛製のロープ
解説 家畜の係留索などに用いる。

བལ་ཐིག bal thig /watʰəɡ/
名 羊毛製の紐
解説 係留索にくくりつける紐などに用いる。

ཐི་གུ། thi gu /tʰəkə/
名 羊毛の毛糸; 紐

འེང་བ། ’breng ba /ⁿɖoŋwa/
名 ヤク革の紐
解説 家畜の係留索などに用いる。皮の中心から外側
に向かって同心円状に切っていく。生皮を漬け込み
処理し、なめしてから紐を作ることもあれば、生皮で
紐状にしてから漬け込み処理をすることもある。雄
ヤク皮からは 7尋の長さの紐が 8本、雌ヤク皮から
は 7尋の長さの紐が 6本取れる。

ུན་བུ། rgyun bu /ʳɟənnə/
名 ヤク革から作った細めの革紐
解説 牧畜民が革靴 འབོབ་རས། を作るのに用いる。異
綴として ུན་ནུ།。

འེང་བ་མཉེད་མ། ’breng ba mnyed ma
/ⁿɖoŋwa ᵐȵema/
名 なめしたヤク革で作った紐

རས་ཐིག ras thig /ritʰəɡ/

名 綿製の紐

17.15.1 結び方・結び目
མདུད་པ། mdud pa /ᵐdəlpa/
名 結び目
解説 ヤクに荷物を載せるのにくくる紐の結び目や、
馬の尻尾の結び目、テントを張る時の結び目など、様
々な種類の結び方がある。

གྲོལ་མདུད། grol mdud /cuᵐdəl/
名 解けやすい結び方; 解けやすくした結び目

ཤི་མདུད། shi mdud /xəᵐdəl/
名 解けない結び目
解説 解けないので切るしかない状態になった結び
目。

དཔའ་མདུད། dpa’ mdud /χaᵐdəl/
名 英雄結び
解説 結び目の一種。

བསང་མདུད། bsang mdud /ᶲsaŋᵐdəl/
名 結び目の一種

ོམ་མདུད། khrom mdud /ʈʰomᵐdəl/
名 結び目の一種

མི་ཤིགས་ོ་ེའི་མདུད་པ།
mi shigs rdo rje’i mdud pa
/məɕʰəɡ ʳdorʳdʑe ᵐdəlpa/
名 結び目の一種

17.16 杭・棒
ཕུར་བ། phur ba /hərwa, həbra/
名 杭の総称
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黒テントを張るのに用いられている杭

ཕུར་མགོ། phur mgo /hərⁿɡo/
名 杭の上の部分

ཕུར་ཁུང་། phur khung /hərkʰoŋ/
名 杭を打ったところにできる穴

ཕུར་བ་རྡབ།
ipf. ཕུར་བ་རྡབ། phur ba rdab

/hərwa ʳdab/
pf. ཕུར་བ་རྡབ། phur ba rdab

/hərwa ʳdab/
動 杭を打つ

ཀ་ར།1 ka ra /kara/
名 (太めの)棒
解説 テントの支柱や心棒にできるような太めの棒を
指す。細めの棒は གདབ་བུ།。

གདབ་བུ། gdab bu /ᵞdawə/
名 棒

ཐུར།2 thur /tʰər/
名 棒
解説 箸くらいの太さの棒を指す。

17.17 引っ越し用品
སླང་ེ། slang sgye /saŋʳɟe/
名 鍋収納用の袋
解説 引っ越しの際に鍋を入れて持ち運ぶための袋。

ོག་ེ། khrog sgye /cʰoɡʳɟe/
名 靴やズボンなどを入れる袋

解説 下半身に身につけるものは穢れたものとみなさ
れるため、それらをしまう際には個別の袋を用いる。
古くなった革袋 ོ་བ། を使うこともある。

ལྷམ་ེ། lham sgye /hamʳɟe/
名 靴を入れる袋

དཀར་ཤུབས། dkar shubs /karxəb/
名 茶碗ケース
解説 茶碗一個をしまうのに用いるフェルト製のケー
ス。ケースに入れた状態で家族の分を積み重ねて、移
動の時に革袋 ོ་བ། に入れて持ち運ぶ。

སླང་ཤུབས། slang shubs /saŋxəb/
名 鍋の収納ケース
解説 鍋を収納するフェルト製のケース。

17.18 その他の道具・日用品
ཁེས་ལེ། khes le /kʰile/
名 フック; (秤の)フックの部分

ུ་ཤོག phru shog /cʰəxoɡ/
名 ビニールシート

ཨ་ལུང་། a lung /ʔaloŋ/
名 (1)輪, リング (2)避妊リング

ཁེབས་མ། khebs ma /kʰemma/
名 防寒具, おくるみ
解説 寒い時、雨の時に家畜の体をくるむのに用いる。
生まれたての家畜をくるむのにも用いる。
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17.19 布地
ནོམ་པ། nom pa /nompa/
名 (絹や綿などの)布地
解説 転じて穀物なども含めた財産を指すこともあ
る。テントや家畜、革製品などは指さず、概して外か
ら持ち込んだものを指すようである。

17.19.1 錦
ིང་ཁེབ། skying kheb /ᶳcaŋkʰeb/
名 錦

གོས་ཆེན། gos chen /kitɕʰen/
名 (1)錦 (2)サテン布地

17.19.2 毛織物
ེ།1 sbre /ᵝre/
名 黒テント用のヤク毛の毛織物

ཕྱར་བ། phyar ba /ᶲɕara/
名 羊毛の毛織物

སྣམ་བུ། snam bu /n̥ampə/

名 毛織物

ུག phrug /ʈʰəɡ/
名 ラサ製の毛織物; ラサ製の毛織の服地
解説 羊毛製の薄手の織物。

ུག་ཁྲ། phrug khra /ʈʰəɡcʰa/
名 カラフルな模様のラサ製の毛織物

ラサ製の毛織物で縁取りをした敷物

17.19.3 平織り布
ཐེར་མ། ther ma /tʰerma/
名 中国製の毛織の服地, サージ
解説 少しざらつく肌触りの布。

བལ་ཐེར། bal ther /watʰer/
名 平織り布
解説 すべすべした肌触りの布。

ས་ཐགས། sa thags /sʰatʰaɡ/
名 毛織物の一種
解説 羊毛またはヤクの柔毛で作る。

ཧ་སག ha sag /hasʰaɡ/
名 カザフ製の毛織物の服地
解説 かつて羊毛の毛織物の服地はカザフ製の他、パ
ナマ製、中国の太瑪社製のものが流通し、その名を
冠して པ་ན་མ།、ཐེར་མ། と呼ばれていた。インド経由
で入ってきた服地はアメリカ ཨ་མེ་རི་ཁ། という呼称
だった。
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17.19.4 化繊布
ནེ་ལོང་། ne long /neᵞloŋ/
名 ナイロン
解説 英語から入った中国語 尼龙 nílóng の音借用。

ཆུ་གཉེར། chu gnyer /tɕʰəᵞȵer/
名 化繊布

ཁུ་འཇམ། khu ’jam /kʰəⁿdʑam/
名 新素材の布の一種

ཁུ་ལང་། khu lang /kʰəlaŋ/
名 新素材の布の一種

17.19.5 フェルト
ིང་བ། phying ba /ᶲɕoŋwa/
名 フェルト
解説 【工程】(1)羊毛またはヤクの柔毛を用意する
(洗っても洗わなくても良い)。(2) 伸ばしてきれい
にし、柔らかくする。(3)それを薄く並べて平らにし
て広げ、1.5cmくらいの幅にする (並べ方は、繊維
がクロスするように横と縦を交互に置く)。(4)そこ
に水を垂らしてくるくると巻き、転がしながらよく
揉む (転がせば転がすほど強いものになる。この作業
はかなり長時間行う)。【作業場】水で湿らせながら
作業を行うため、水辺で行うことが多い。【用途】服、
敷物、子供服の袖口など。また薄いフェルトで掛け
布団を作る。

བར་ིང་། bar phying /warᶲɕaŋ/
名 布地の間にフェルトを挟んだもの

17.20 金属
ལྕགས། lcags /ˣtɕaɡ/
名 鉄; 金属製品

ོ་ནག khro nag /cʰonaɡ/
名 鋳鉄
解説 文字通りには「黒い鋳物」。鍋を作る。

ཟངས། zangs /saŋ/

名 (1)銅 (2)真鍮
解説 銅を指す語だが、口語では真鍮も指す。

ཟངས་དམར། zangs dmar /saŋmar/
名 赤銅

ཟངས་སེར། zangs ser /saŋsʰer/
名 黄銅, 真鍮

རག rag /raɡ/
名 真鍮

གསེར། gser /ˣser/
名 金 (きん)

དངུལ། dngul /ʳŋu/
名 銀

17.21 方角
ཤར་ོགས། shar phyogs /xarᶲɕoɡ/
名 東の方角, 東方

ོ་ོགས། lho phyogs /lo̥ᶲɕoɡ/
名 南の方角, 南方

ནུབ་ོགས། nub phyogs /nəbᶲɕoɡ/
名 (1)西の方角, 西方 (2)西欧; 欧米

བྱང་ོགས། byang phyogs
/ᶲɕaŋᶲɕoɡ/
名 北の方角, 北方

17.22 位置関係
ུན། sngun /ŋ̊ən/
名 (位置的な)前; (時間的な)前

མདུན། mdun /ᵐdən/
名 前

གཉའ། gnya’ /ᵞȵa/
名 (1)うなじ (2)(順番において)前
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ལྟག་པ། ltag pa /ᶳtaɡka/
名 後ろ

རྒྱབ། rgyab /ʳɟab/
名 背中; 背面
解説 背中全体を面として見た時の表現。

གཡས། g.yas /ᵞji/
名 右

གཡོན། g.yon /ᵞjon/
名 左

ཐོག1 thog /tʰoɡ/
名 上

ཀླད། klad /ᵞlal/
名 上

འོག ’og /ʔoɡ/
名 下

ཕར། phar /har/
名 向こうに

ཚུར། tshur /tsʰər/
名 こっちに

ནང་།1 nang /naŋ/
名 (1)中, 内側 (2)内臓

ཧྲག་བར། hrag bar /ʂaɡwar/
名 隙間

17.23 形
ི་ལུ་མ། kyi lu ma /cələma/
名 球形, 丸い形

ུ་བཞི་མ། gru bzhi ma /ʈəᵝʑəma/
名 四角, 四角い形の

17.24 狩猟・闘い
17.24.1 狩猟
ོན། rngon /ʳŋon/
名 狩り, 狩猟

ོན་ལས། rngon las /ʳŋonli/
名 狩り, 狩猟

ོན་ལ་འགྲོ།
ipf. ོན་ལ་འགྲོ། rngon la ’gro

/ʳŋona ⁿɟo/
pf. ོན་ལ་སོང་། rngon la song

/ʳŋona sʰoŋ/
動 狩りに行く

ེས་ལྟ། rjes lta /ʳdʑiᶳta/
名 足跡の追跡
解説 狩猟の際に野生動物の足跡を見て獲物を追うこ
とや、行方不明になった家畜の足跡を見て行方を推
測すること、家畜泥棒を足跡で追うことなどを指す。

17.24.2 猟師・猟犬
ོན་པ། rngon pa /ʳŋonpa/
名 猟師
解説 キツネ、マーモット、ジャコウジカ、シカなど
を狩る。

ཝ་ི། wa khyi /ʁacʰə/
名 猟犬

ཤ་ི། sha khyi /xacʰə/
名 猟犬

ོན་ི། rngon khyi /ʳŋoncʰə/
名 猟犬

17.24.3 罠
ི། rnyi /ȵ̊ə/
名 罠
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ལྕགས་ི། lcags rnyi /ˣtɕaɡȵ̊ə/
名 金属製の罠

ོ་མཛོལ། rdo mdzol /ʳdoⁿdzu/
名 石罠
解説 大きな石を二つ置いて、その間に肉を載せた棒
を挟み、野生動物が肉を食べた瞬間に首の上に石が
落ちるという仕掛け。オオカミの罠としても用いる。

17.24.4 武器
མཚོན་ཆ། mtshon cha /tsʰontɕʰa/
名 武器

17.24.4.1 刀・剣
རལ་ི། ral gri /ralʈə/
名 剣
解説 両側に刃のついた刀。

ོ་ི། glo gri /ᵞlocə/
名 腰刀
解説 腰から下げる短刀。

ི་རིང་། gri ring /cəraŋ/
名 長刀

ི་ཐུང་། gri thung /cətʰoŋ/
名 短刀

རྭ་ི། rwa gri /racə/
名 柄が角製の刀

ི་ཁྲ། gri khra /cəcʰa/
名 柄が白黒模様の刀

17.24.4.2 弓矢
གཞུ། gzhu /ᵝʑə/
名 弓

མདའ། mda’ /ᵐda/
名 矢

17.24.4.3 槍
མདུང་། mdung /ᵐdoŋ/
名 槍

17.24.4.4 銃
བོའུ། bo’u /wu/
名 銃

མེ་བོའུ། me bo’u /ᵐȵewu/
名 銃

མེ་མདའ། me mda’ /meᵐda/
名 銃

17.24.5 旗
དམག་དར། dmag dar /ᵞmaɡtar/
名 軍旗

རུ་དར། ru dar /rətar/
名 部族旗, 戦旗
解説 村同士で戦う場合などに掲げる旗。

17.24.6 雄叫び
ཀི། ki /kə/
名 雄叫び, 鬨 (とき)の声

ཀི་འདེབས།
ipf. ཀི་འདེབས། ki ’debs /kə ⁿdeb/
pf. ཀི་བཏབ། ki btab /kə ᵖtab/
動 雄叫びを上げる, 鬨 (とき)の声を上げる

17.25 旅・移動
གནས་ཚང་། gnas tshang /ᵞnitsʰaŋ/
名 宿

གནས་ཚང་གཡར།
ipf. གནས་ཚང་གཡར། gnas tshang g.yar

/ᵞnitsʰaŋ ᵞjar/
pf. གནས་ཚང་གཡར། gnas tshang g.yar

/ᵞnitsʰaŋ ᵞjar/
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動 泊めてほしいと頼む, 人の家に泊めてもらう

ཞག་མ་ོ།
ipf. ཞག་མ་ོ། zhag ma sro

/ɕaɡma ʂo/
pf. ཞག་མ་ོས། zhag ma sros

/ɕaɡma ʂi/
動 移動中に一泊する

འཕོངས་རྒྱག
ipf. འཕོངས་རྒྱག ’phongs rgyag

/pʰoŋ ʳʲɟaɡ/
pf. འཕོངས་བརྒྱབ། ’phongs brgyab

/pʰoŋ ʳʲɟab/
動 (馬・ヤク・バイクなどに)二人乗りする
解説 འཕོངས།は腰骨の位置を指す。

འཕོངས་ལ་ཞོན།
ipf. འཕོངས་ལ་ཞོན། ’phongs la zhon

/pʰoŋa ɕon/
pf. འཕོངས་ལ་ཞོན། ’phongs la zhon

/pʰoŋa ɕon/
動 (馬・ヤク・バイクなどで二人乗りするとき
に)後ろに乗る

རྐང་ཐང་། rkang thang
/ᶳkaŋtʰaŋ/
名 徒歩

རྐང་ཐང་ལ་འགྲོ།
ipf. རྐང་ཐང་ལ་འགྲོ།

rkang thang la ’gro
/ᶳkaŋtʰaŋa ⁿɟo/

pf. རྐང་ཐང་ལ་སོང་།
rkang thang la song
/ᶳkaŋtʰaŋa sʰoŋ/

動 徒歩で行く

ུ། gru /ʈə/
名 舟, 渡し船

ུ་ཁ། gru kha /ʈəkʰa/
名 (舟の)渡し場

རབ་ཁ། rab kha /rabkʰa/
名 渡し場

17.26 くじ
རྒྱན།1 rgyan /ʳɟan/
名 くじ, くじ引き
解説 担当を決める時などに行うくじ引き。「長い草と
短い草を混ぜて引かせる」などのやり方がある。「賭
博」と綴りは同じだが発音が異なる。

རྒྱན་འཕེན།
ipf. རྒྱན་འཕེན། rgyan ’phen

/ʳɟan pʰen/
pf. རྒྱན་འཕངས། rgyan ’phangs

/ʳɟan pʰaŋ/
動 くじを引く

རྒྱན་ལེན།
ipf. རྒྱན་ལེན། rgyan len

/ʳɟan len/
pf. རྒྱན་བླངས། rgyan blangs

/ʳɟan ᵝlaŋ/
動 くじを引く

17.27 喫煙
17.27.1 たばこ
དུ་བ། du ba /to/
名 (1)煙 (2)たばこ

དུ་བ་འཐེན།
ipf. དུ་བ་འཐེན། du ba ’then /to ⁿtʰen/
pf. དུ་བ་འཐེན། du ba ’then /to ⁿtʰen/
動 たばこを吸う

མེ་ོན།
ipf. མེ་ོན། me sgron /ᵐȵe ʳɟon/
pf. མེ་བོན། me bsgron /ᵐȵe ʳɟon/
動 (たばこに)火をつける

སྣ་དུ། sna du /n̥ato/
名 嗅ぎたばこ
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17.27.2 煙管
རྭ་ཙེ། rwa tse /ratse/
名 煙管 (キセル)

17.27.2.1 煙管の種類
གསུམ་ཟུར་རྭ་ཙེ། gsum zur rwa tse
/ˣsəmsər ratse/
名 煙管の一種

རུས་ཧ་རྭ་ཙེ། rus ha rwa tse
/riha ratse/
名 煙管の一種
解説 0–1歳の仔羊の下腿骨で作った煙管。

ཐོམ་མགོ། thom mgo /tʰomɡo/
名 煙管の一種
解説 短い煙管。

གཙོད་རྭ་ཤན་མ། gtsod rwa shan ma
/ˣtsura xanma/
名 吸口部分に銀の飾りがついたチルーの角製
の煙管

གཙོད་རྐྱང་། gtsod rkyang
/ˣtsuᶳcaŋ/
名 チルーの角だけを使った煙管

17.27.2.2 煙管の部位名称
ཚེག་མགོ། tsheg mgo /tsʰaɡⁿɡo/
名 煙管の煙が出る部分

ལུམ་མཆུ། lum mchu /ləmtɕʰə/
名 煙管の吸口

ཞབས། zhabs /ɕab/
名 煙管の煙穴側

17.27.2.3 煙管の葉
དུ་བ་གི་ལོ་མ། du ba gi lo ma
/to kə loma/
名 たばこの葉

དུད་ཁུག dud khug /təlkʰəɡ/
名 たばこの葉を入れる布袋

བསལ་ཐུར། bsal thur /ᶲsatʰər/
名 たばこの葉の詰まりを解消する箸
解説 たばこの葉を入れる袋にくくりつけてある。

17.28 生老病死
ཚེ། tshe /tsʰe/
名 寿命

17.28.1 妊娠・出産
ལོ་ལོ་ཡོད། lo lo yod /lolo jol/
動 妊娠中である

ེ།
ipf. ེ། skye /ᶳce/
pf. ེས། skyes /ᶳci/
動 生まれる, 生じる

17.28.2 老い
ལོ་ལོན། lo lon /lolon/
名 (1)(人間について) 年寄り, 年配の人, 老人
(2)(家畜について)年を取った個体

རྒད་པོ། rgad po /ʳɡapo/
名 (1) おじいさん, 年寄りの男性, 年配の男性
(2)[親族名称] 夫

རྒན་མོ། rgan mo /ʳɡanmo/
名 (1) おばあさん, 年寄りの女性, 年配の女性
(2)[親族名称] 妻

17.28.3 病気
ནད། nad /nal/
名 病気

ནད་ུང་།
ipf. ནད་ུང་། nad byung /nal ᶲɕoŋ/
pf. ནད་ུང་། nad byung /nal ᶲɕoŋ/
動 病気になる

17



日常の行為と道具 294 17.28生老病死

ནད་པ། nad pa /nalpa/
名 病人, 患者

17.28.3.1 様々な病気
ཆམ་པ། cham pa /tɕʰampa/
名 風邪

ཚ་རྒྱག1

ipf. ཚ་རྒྱག tsha rgyag /tsʰa ʳɟaɡ/
pf. ཚ་བརྒྱབ། tsha brgyab /tsʰa ʳɟab/
動 熱が出る, 発熱する

འགོས་ནད། ’gos nad /ⁿɡinal/
名 伝染病, 感染症

སེར་ཀ ser ka /sʰerka/
名 (1)ひび, ひび割れ (2)あかぎれ

ཙག་གིས་ིད།
ipf. ཙག་གིས་ིད། tsag gis phyid

/tsaɡ kə ᶲɕel/
pf. ཙག་གིས་ིད། tsag gis phyid

/tsaɡ kə ᶲɕel/
動 寒さで凍傷になる

གཟེར། gzer /ᵞzər/
名 キリキリ痛むこと

ུག
ipf. ུག skyug /ᶳcəɡ/
pf. བུགས། bskyugs /ᶳcəɡ/
動 吐く

ཁམ་ུག kham skyug /kʰamᶳcəɡ/
名 (赤ん坊が乳を飲みすぎて)吐くこと

ཁམ་ུག་ེད།
ipf. ཁམ་ུག་ེད། kham skyug byed

/kʰamᶳcəɡ jel/
pf. ཁམ་ུག་བྱས། kham skyug byas

/kʰamᶳcəɡ ji/
動 (赤ん坊が乳を飲みすぎて)吐く

ཕོ་ནད། pho nad /honal/
名 男性特有の病気
解説 男性の生殖器まわりの疾患。

མོ་ནད། mo nad /monal/
名 婦人病, 女性特有の病気
解説 女性の生殖器まわりの疾患。

རྫ་དུག rdza dug /ʳdzatəɡ/
名 高山病

རྫ་དུག་རྒྱག
ipf. རྫ་དུག་རྒྱག rdza dug rgyag

/ʳdzatəɡ ʳɟaɡ/
pf. རྫ་དུག་བརྒྱབ། rdza dug brgyab

/ʳdzatəɡ ʳɟab/
動 高山病にかかる

མཛེ། mdze /ᵐdze/
名 ハンセン病

མཛེ་ནད། mdze nad /ᵐdzenal/
名 ハンセン病

མཛེ་ུང་།
ipf. མཛེ་ུང་། mdze byung /ᵐdze ᶲɕoŋ/
pf. མཛེ་ུང་། mdze byung /ᵐdze ᶲɕoŋ/
動 ハンセン病になる

གསེབ་ི། gseb dri /ˣsebrə/
名 わきが, 腋臭

སྐྲང་།
ipf. སྐྲང་། skrang /ᶳcaŋ/
pf. སྐྲངས། skrangs /ᶳcaŋ/
動 腫れる

དངངས་ལོག dngangs log /ʳŋaŋloɡ/
名 (子供が)びっくりして起きてしまうこと

དངངས་ལོག་ེད།
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ipf. དངངས་ལོག་ེད། dngangs log byed
/ʳŋaŋloɡ jel/

pf. དངངས་ལོག་བྱས། dngangs log byas
/ʳŋaŋloɡ ji/

動 (子供が)びっくりして起きてしまう

17.28.3.2 薬・治療器具
སྨན། sman /m̥an/
名 薬

བོད་སྨན། bod sman /wolm̥an/
名 チベット薬

རིལ་དཀར། ril dkar /riˣkar/
名 チベット薬の一種

རྒྱ་སྨན། rgya sman /ʳɟam̥an/
名 西洋薬

འགོག་སྨན། ’gog sman /ⁿɡoɡm̥an/
名 予防薬

རྭ་འཇིབས། rwa ’jibs /raⁿdʑəb/
名 角製の瀉血器

17.28.3.3 毒
དུག dug /təɡ/
名 毒

དུག་ཡོད། dug yod /təɡ jol/
動 毒がある, 有毒である

དུག་མེད། dug med /təɡ mel/
動 毒がない

17.28.4 死
དབུགས་འཆད།

ipf. དབུགས་འཆད། dbugs ’chad /ʔəɡ tɕʰal/
pf. དབུགས་ཆད། dbugs chad /ʔəɡ tɕʰal/
動 息絶える, 死ぬ

ཤི།

ipf. ཤི། shi /xə/
pf. ཤི། shi /xə/
動 死ぬ

17.29 人間の身体部位
身体部位名称の多くは人畜共通である。

17.29.1 頭
མགོ། mgo /ⁿɡo/
名 (1)頭, 頭部 (2)植物の花や穂の部分

མགོ་ཏུ། mgo tu /ⁿɡotə/
名 頭

ཐོད་པ། thod pa /tʰolpa/
名 頭; 額

ཀླད་པ། klad pa /ᵞlalpa/
名 頭部; 額部分

ཀླད་ཞོ། klad zho /ᵞlalɕo/
名 脳, 脳みそ
解説 人畜共通の単語。

མཆོག་མ། mchog ma /ᵐtɕʰoɡma/
名 大泉門
解説 額の上部にある、骨と骨の継ぎ目部分。

སྐྲ། skra /ᶳca/
名 髪, 毛髪

གཙུག gtsug /ˣtsəɡ/
名 つむじ
解説 馬はつむじがある方が高値。二つ、三つあると
もっと良いとされる。

ི་ལྟག phyi ltag /ᶲɕəᶳcaɡ/
名 後頭部

17.29.2 顔
འགྲམ་པ། ’gram pa /ⁿɟampa/
名 頬
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འགྲམ་འཁེལ། ’gram ’khel /ⁿɟamkʰi/
名 顎 (あご)
解説 顎先を含まない顎と歯の部分で、食べる時に動
く部分を指す。

མ་ནེ། ma ne /mane/
名 顎

17.29.3 目
མིག mig /ᵞȵəɡ/
名 (1) 目 (2) (針などの)穴

མིག་ཁ། mig kha /ᵞȵəɡkʰa/
名 瞼 (まぶた)
解説 上瞼と下瞼の両方を指す。

མིག་གི་ཆག་ག mig gi chag ga
/ᵞȵəɡ kə tɕʰəka/
名 二重瞼 (ふたえまぶた)

མིག་ུ། mig spu /ᵞȵəɡᶲsə/
名 まつげ

ོ། rno /ʳno/
名 黒目

མིག་གྲམ། mig gram /ᵞȵəɡcam/
名 眼窩

ིན་མཚམས། smin mtshams
/m̥ənᵐtsʰam/
名 眉間

17.29.4 鼻
སྣ། sna /n̥a/
名 鼻

གདོང་བ། gdong ba /ᵞdoŋwa/
名 鼻筋, 鼻柱

སྣ་ཁུང་། sna khung /n̥akoŋ/
名 鼻の穴

17.29.5 耳
རྣ། rna /ʳna/
名 耳

རྣ་ཅོག rna cog /ʳnamtɕoɡ/
名 耳
解説 人間の耳も家畜の耳も指す。屠畜した家畜の耳
は切って赤い糸を通し棟木に吊るす習慣がある。数
が増えたらマニ堂や僧院、巡礼先に持っていき、家畜
が良い来世に向かうよう祈る。贖罪の意味もある。

རྣ་ཁུང་། rna khung /ʳnakoŋ/
名 耳の穴

རྣ་མགོ། rna mgo /ʳnaⁿɡo/
名 耳の上部

རྣ་ིང་། rna rting /ʳnaᶳtaŋ/
名 耳の付け根

17.29.6 口・歯
མཆུ་ལུ། mchu lu /ᵐtɕʰələ/
名 (人間の)口; (家畜の)口

ཁ། kha /kʰa/
名 (1)口 (2)表面 (3)山 (4)山の稜線

ཁ་རླངས། kha rlangs /kʰaᵞlaŋ/
名 呼気, 吐く息

ཁ་ལག kha lag /kʰalaɡ/
名 顔と手
解説 文字通りには「口と手」だが、བུ།(洗う)とい
う動詞とともに用いると「顔と手」を指す。

རྐན། rkan /ᶳkan/
名 口蓋

རྐན་ངོ་། rkan ngo /ᶳkanŋo/
名 口蓋面

སོ། so /sʰo/
名 歯
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འགྲམ་སོ། ’gram so /ⁿɟamsʰo/
名 (人間の)奥歯; (家畜の)臼歯

ིལ། rnyil /ᵞȵi/
名 歯茎

ལྕེ། lce /ˣtɕe/
名 舌, タン
解説 家畜の舌は子供に食べさせることが多い。ただ
し先端は切り落とす。

ལྕེ་ེ། lce sne /ˣtɕern̥e/
名 舌先
解説 家畜の舌先の肉は犬にやるなどして人間は食べ
ない。

ལྕེ་ིང་། lce rting /ˣtɕeᶳtaŋ/
名 舌根

17.29.7 首・喉
ེ། ske /ᶳke/
名 首

ེ་ཏི། ske ti /ᶳketə/
名 首

གཉའ། gnya’ /ᵞȵa/
名 (1)うなじ (2)(順番において)前

ཨོལ་མ། ol ma /ʔuma/
名 喉

17.29.8 手足
ལག་པ། lag pa /laɡpa/
名 (1)手 (2)家畜の前肢

མཐེ་བོང་། mthe bong /tʰeʔoŋ/
名 親指

མཛུབ་མོ། mdzub mo /ᵐdzəkə/
名 指
解説 綴字は文語で一般的に「指」を表すもので、発

音との間にズレがある。

གོང་མཛུབ། gong mdzub /koŋᵐdzəb/
名 人差し指

དིལ་མཛུབ། dkyil mdzub /ˣciᵐdzəb/
名 中指

ིན་ལག srin lag /ʂənlaɡ/
名 薬指

མཛུབ་ཆུང་། mdzub chung
/ᵐdzəbtɕʰoŋ/
名 小指

སེན་མོ། sen mo /sʰenmo/
名 爪

སེན་ིང་། sen rting /sʰenᶳtaŋ/
名 爪の根元

སེན་མགོ། sen mgo /sʰenⁿɡo/
名 爪の先

སྤར་བ། spar ba /ᵞzara/
名 掌, 手のひら; 掌一掴み分の量

སྤར་བ་གདང་།
ipf. སྤར་བ་གདང་། spar ba gdang

/ᵞzara ᵞdaŋ/
pf. སྤར་བ་གདངས། spar ba gdangs

/ᵞzara ᵞdaŋ/
動 掌を広げる, 掌を開く

སྤར་ཁ།1 spar kha /ᶲsarkʰa/
名 手を握った状態

སྤར་ཁ་ོམ།
ipf. སྤར་ཁ་ོམ། spar kha sdom

/ᶲsarkʰa ʳdom/
pf. སྤར་ཁ་བསྡམས། spar kha bsdams

/ᶲsarkʰa ᶲdam/
動 手を握る
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སྤར་ཁ་ོད།
ipf. སྤར་ཁ་ོད། spar kha lhod

/ᶲsarkʰa lo̥l/
pf. སྤར་ཁ་ོད། spar kha lhod

/ᶲsarkʰa lo̥l/
動 握った手を広げる

རྐང་བ། rkang ba /ᶳkaŋwa/
名 (1)足 (2)家畜の後肢

ཉྭ་གདོང་། nywa gdong /ȵəᵞdoŋ/
名 脛 (すね)
解説 主に人間の脛を指す。

རྐང་རིང་། rkang ring /ᶳkaŋraŋ/
名 足の長い人
解説 སུག་རིང་།とも。

17.29.9 肩
དཔུང་བ། dpung ba /χoŋwa/
名 上腕骨とその部分の肉; 肩
解説 དཔུང་དུ།と同義。

དཔུང་དུ། dpung du /χoŋtə/
名 上腕骨とその部分の肉; 肩
解説 དཔུང་བ།に同じ。

17.29.10 胸・腹
བྲང་ཁ། brang kha /ʈaŋkʰa/
名 胸

ཕོ།1 pho /ho/
名 (1)腹 (2)ストーブの釜
解説 腹を横から見た時の表現で、ふくらんでいる部
分。解体した後の家畜の腹に対しては用いない。

ེ། lte /ᶳte/
名 へそ

17.29.11 背中・腰
རོ་ོད། ro stod /roᶳtol/

名 (人間の)背中の上の方

སྒལ་བ། sgal ba /ʳɡawa/
名 背中
解説 背骨の部分。家畜なら出っ張っている箇所。

སྒལ་ཚིགས། sgal tshigs /ʳɡatsʰəɡ/
名 背骨; 背骨部分の肉

རྒྱབ། rgyab /ʳɟab/
名 背中; 背面
解説 背中全体を面として見た時の表現。

17.29.12 内臓
ིང་། snying /ȵ̊aŋ/
名 心臓
解説 人間の心臓。家畜の心臓は སེམས་བུ།。また、食
用としての心臓は སྣག་རིལ།。

མཆིན་པ། mchin pa /ᵐtɕʰəmpa/
名 肝臓

ོ།1 glo /ᵞlo/
名 肺

ཕོ་ག pho ga /hoka/
名 (1)人間の胃 (2)家畜の第二胃, ハチノス (3)
ハチノスに詰め物をした料理

མཁལ་མ། mkhal ma /ᵐkʰama/
名 腎臓
解説 家畜の腎臓は脂肪のついたまま煮る。柔らかく
て美味しいものとして子供に分け与える。

ུ་མ། rgyu ma /ʳɟəma/
名 (1)腸の総称 (2)腸詰め

མིས་པ།2 mkhris pa /ᵐʈʰiwa/
名 (人間の)胆嚢
解説 人間と家畜でそれぞれ発音が異なる。
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17.29.13 尻・肛門
ཨོང་ཤ ong sha /ʔoŋxa/
名 尻, 臀部
解説 尻の中央部分。

ཁྲ་ཁུག khra khug /cʰakʰəɡ/
名 (人や家畜の)肛門

17.29.14 生殖器
ིག་འབྲས། rlig ’bras /ᵞləɡⁿɖi/
名 睾丸

ིག་ོ། rlig rdo /ᵞləɡʳdo/
名 陰嚢

ིག་པ། rlig pa /ᵞləɡpa/
名 陰嚢

ཆུ་ཐག chu thag /tɕʰətaɡ/
名 陰茎, ペニス

17.30 排泄物
གཅིན། gcin /ˣtɕən/
名 尿
解説 人間、ヤク、羊などの尿を表す語。

རྩ།2 rtsa /ᶳtsa/
名 大便
解説 人間の大便を指す婉曲表現。

སྐྱག་པ། skyag pa /ᶳcaɡpa/
名 大便

17.31 分配
བགོ།

ipf. བགོ། bgo /ᵝɡo/
pf. བགོས། bgos /ᵝɡi/
動 分ける

སྐལ་བགོ།

ipf. སྐལ་བགོ། skal bgo /ᶳka ᵝɡo/
pf. སྐལ་བགོས། skal bgos /ᶳka ᵝɡi/
動 分配する

བགོ་བཤའ། bgo bsha’ /ᵝɡoᶲɕa/
名 分配; 配給

17.32 抽象的概念
ཁས་བཏགས། khas btags /kʰiᵖtaɡ/
名 人と特定のものとの間にあるとされる特別な
関係; その関係を前提にその人が所有するもの
解説 特定の「もの」には人や家畜も含まれる。

ཁས་འདོགས།
ipf. ཁས་འདོགས། khas ’dogs /kʰi ⁿdoɡ/
pf. ཁས་བཏགས། khas btags /kʰi ᵖtaɡ/
動 (人が特定のものとの間に)特別な関係を結ぶ

ལོ་ུས། lo rgyus /loʳɟi/
名 歴史

ལག་རྩལ། lag rtsal /laɡᶳtsal/
名 技術

ོན།1 skyon /ᶳcon/
名 害; 問題, トラブル

ོང་། gyong /coŋ/
名 損, 損失, 損害

གྲོག grog /coɡ/
名 自然に物事が成就すること; 何もしなくても
物が手に入ること, 濡れ手で粟

མཛོད། mdzod /ᵐdzol/
名 豊富にあること

ུད། rgyud /ʳɟəl/
名 系譜; 血統

ུད་འཛིན།
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ipf. ུད་འཛིན། rgyud ’dzin
/ʳɟəl ⁿdzən/

pf. ུད་བཟུང་། rgyud bzung
/ʳɟəl ᵝzoŋ/

動 系譜を継承する

ུད་འཛིན། rgyud ’dzin /ʳɟəlⁿdzən/
名 系譜の継承

ུད་འཛིན་ེད།
ipf. ུད་འཛིན་ེད། rgyud ’dzin byed

/ʳɟəlⁿdzən jel/
pf. ུད་འཛིན་བྱས། rgyud ’dzin byas

/ʳɟəlⁿdzən ji/
動 系譜を継承する

ུན་འཛིན།
ipf. ུན་འཛིན། rgyun ’dzin

/ʳɟəl ⁿdzən/
pf. ུན་བཟུང་། rgyun bzung

/ʳɟəl ᵝzoŋ/
動 伝統を継承する

ུན་འཛིན། rgyun ’dzin /ʳɟənⁿdzən/
名 伝統の継承

ུན་འཛིན་ེད།
ipf. ུན་འཛིན་ེད། rgyun ’dzin byed

/ʳɟənⁿdzən jel/
pf. ུན་འཛིན་བྱས། rgyun ’dzin byas

/ʳɟənⁿdzən ji/
動 伝統を継承する

ུན་གཅོད།
ipf. ུན་གཅོད། rgyun gcod /ʳɟən ˣtɕol/
pf. ུན་བཅད། rgyun bcad /ʳɟən ᵖtɕal/
動 伝統を絶つ

ུན་འཆད།
ipf. ུན་འཆད། rgyun ’chad /ʳɟən tɕʰal/
pf. ུན་ཆད། rgyun chad /ʳɟən tɕʰal/
動 伝統が失われる

ཁ་ོན། kha snon /kʰan̥on/
名 追加

ཁ་ོན་ེད།
ipf. ཁ་ོན་ེད། kha snon byed

/kʰan̥on jel/
pf. ཁ་ོན་བྱས། kha snon byas

/kʰan̥on ji/
動 追加する, 足す

17.33 声・言語・記号
སྐད། skad /ᶳkal/
名 (1)声 (2)言葉; 言語

སྐད་མགོ། skad mgo /ᶳkalⁿɡo/
名 声の大きさ

སྐད་མགོ་མཐོ། skad mgo mtho
/ᶳkalⁿɡo tʰo/
動 声が大きい
解説 声が大きいことは良いこととされる。

སྐད་མགོ་དམའ། skad mgo dma’
/ᶳkalⁿɡo ᵞma/
動 声が小さい

སྐད་གཟེངས། skad gzengs /ᶳkalsaŋ/
名 声の抑揚

སྐད་གཟེངས་མཐོ། skad gzengs mtho
/ᶳkalsaŋ tʰo/
動 声に抑揚がある
解説 抑揚のある発声が良いとされる。

སྐད་གཟེངས་དམའ། skad gzengs dma’
/ᶳkalsaŋ ᵞma/
動 声に抑揚がない

སྐད་ཆ། skad cha /ᶳkaltɕʰa/
名 言葉, 発話

ཁ་སྐད། kha skad /kʰaᶳkal/
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名 話し言葉; 方言

ཕ་སྐད། pha skad /haᶳkal/
名 母語

འོག་སྐད། ’brog skad /ⁿɖoɡᶳkal/
名 牧畜民の言葉, 牧区方言

རོང་སྐད། rong skad /roŋᶳkal/
名 農民の言葉, 農区方言

རོང་མ་འོག་གི་སྐད།
rong ma ’brog gi skad
/roŋmaⁿɖoɡ kə ᶳkal/
名 半農半牧民の言葉, 半農半牧方言

གོ་བརྡ། go brda /koᵝda/
名 理解

གོ་བརྡ་ོད།
ipf. གོ་བརྡ་ོད། go brda sprod

/koᵝda ᶲʂol/
pf. གོ་བརྡ་སྤྲད། go brda sprad

/koᵝda ᶲʂal/
動 理解させる
解説 理解できるように説明することを指す。

གོ་བརྡ་འོད།
ipf. གོ་བརྡ་འོད། go brda ’phrod

/koᵝda ʈʰol/
pf. གོ་བརྡ་འོད། go brda ’phrod

/koᵝda ʈʰol/
動 理解する

ཚིག tshig /tsʰəɡ/
名 言葉

ཐ་སྙད། tha snyad /tʰaȵ̊al/
名 単語

ུན། rdzun /ʳdzən/
名 嘘

ི་མིང་། spyi ming /ᶲtɕəᵐȵaŋ/
名 総称

ཐོ། tho /tʰo/
名 印 (しるし)

17.34 動詞
チベット語の辞書順に配列した。

དུག
ipf. དུག dkrug /ˣʈəɡ/
pf. དུགས། dkrugs /ˣʈəɡ/
動 かき混ぜる

བཀད།
ipf. བཀད། bkad /ᵖkal/
pf. བཀད། bkad /ᵖkal/
動 (花が)咲く

བུ།
ipf. བུ། bkru /ᵖcə/
pf. བུས། bkrus /ᵖci/
動 洗う

སྐམ།
ipf. སྐམ། skam /ᶳkam/
pf. སྐམ། skam /ᶳkam/
動 (1)乾く; 干上がる (2)(乳が)出なくなる

ེམ།
ipf. ེམ། skem /ᶳkem/
pf. བསྐམས། bskams /ᶲkam/
動 干す, 乾かす

ོར།
ipf. ོར། skor /ᶳkor/
pf. བོར། bskor /ᶳkor/
動 回す, 回転させる; (クリームセパレーター
を)使う

ོལ།
ipf. ོལ། skol /ᶳku/
pf. བོལ། bskol /ᶳku/
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動 沸かす, 沸騰させる

ུར།1
ipf. ུར། skyur /ᶳcər/
pf. བུར། bskyur /ᶳcər/
動 捨てる

ུར།2
ipf. ུར། skyur /ᶳcər/
pf. ུར། skyur /ᶳcər/
動 (1)酸っぱい (2)腐って酸っぱくなる

ེལ།
ipf. ེལ། skyel /ᶳci/
pf. བསྐྱལ། bskyal /ᶲca/
動 届ける

ོན།2
ipf. ོན། skyon /ᶳcon/
pf. བོན། bskyon /ᶳcon/
動 乗せる

ོབ།
ipf. ོབ། skyob /ᶳcob/
pf. བསྐྱབས། bskyabs /ᶲcab/
動 守る, 守護する

སྐྲང་།
ipf. སྐྲང་། skrang /ᶳcaŋ/
pf. སྐྲངས། skrangs /ᶳcaŋ/
動 腫れる

བུ།
ipf. བུ། bsku /ᶳkə/
pf. བུས། bskus /ᶲki/
動 塗る, 塗り込む

ཁ་མཐུད།
ipf. ཁ་མཐུད། kha mthud /kʰa tʰəl/
pf. ཁ་མཐུད། kha mthud /kʰa tʰəl/
動 接ぎ合わせる, 継当てをする

ཁ་ོན།

ipf. ཁ་ོན། kha snon /kʰa n̥on/
pf. ཁ་བསྣན། kha bsnan /kʰa n̥on/
動 足す

ཁ་གཙེ།
ipf. ཁ་གཙེ། kha gtse /kʰa ˣtse/
pf. ཁ་གཙེས། kha gtses /kʰa ˣtsi/
動 からかう

འཁོར།
ipf. འཁོར། ’khor /ⁿkʰor/
pf. འཁོར། ’khor /ⁿkʰor/
動 回る, 回ってくる

འེར།
ipf. འེར། ’khyer /cʰer/
pf. ེར། khyer /cʰer/
動 持っていく

འིད།
ipf. འིད། ’khrid /cʰəl/
pf. ིད། khrid /cʰəl/
動 連れて行く

གང་།1
ipf. གང་། gang /kaŋ/
pf. གང་། gang /kaŋ/
動 いっぱいになる

གྲོལ།1
ipf. གྲོལ། grol /cu/
pf. གྲོལ། grol /cu/
動 (紐などが)解ける

གྲོལ།2
ipf. གྲོལ། grol /ʈu/
pf. གྲོལ། grol /ʈu/
動 (会合などが)終わる

གླ།1
ipf. གླ། gla /ᵞla/
pf. གླས། glas /ᵞli/
動 貸す; 借りる
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མགོ་འཛིན།
ipf. མགོ་འཛིན། mgo ’dzin / ⁿɡoⁿdzən/
pf. མགོ་བཟུང་། mgo bzung
動 始める

འགུགས།
ipf. འགུགས། ’gugs /ⁿɡəɡ/
pf. བཀུག bkug /ᵖkəɡ/
動 引き寄せる

འགེབས།
ipf. འགེབས། ’gebs /ⁿɡeb/
pf. བཀབ། bkab /ᵖkab/
動 覆う, 掛ける

འགོ།
ipf. འགོ། ’go /ⁿɡo/
pf. འགོས། ’gos /ⁿɡi/
動 登る

འགོག
ipf. འགོག ’gog /ⁿɡoɡ/
pf. བཀག bkag /ᵖkaɡ/
動 止める; 防ぐ

འོག
ipf. འོག ’gyog /ⁿɟoɡ/
pf. བཀྱགས། bkyags /ᵖcaɡ/
動 (宴会を)開く

འིག
ipf. འིག ’grig /ⁿɖəɡ/
pf. འིགས། ’grigs /ⁿɖəɡ/
動 うまくいく

འགྲོ།
ipf. འགྲོ། ’gro /ⁿɟo/
pf. སོང་། song /sʰoŋ/
動 行く

རྒྱག
ipf. རྒྱག rgyag /ʳɟaɡ/
pf. བརྒྱབ། brgyab /ʳɟab/

動 (名詞を伴って)～する

ུག1

ipf. ུག rgyug /ʳɟəɡ/
pf. ུགས། rgyugs /ʳɟəɡ/
動 (1)走る (2)(憑き物が)憑く (3)(ヤクが)交
尾する

ོང་།
ipf. ོང་། sgong /ʳɡoŋ/
pf. བོངས། bsgongs /ʳɡoŋ/
動 (火を)つける, 点火する

བརྒལ།
ipf. བརྒལ། brgal /ʳɡa/
pf. བརྒལ། brgal /ʳɡa/
動 渡る

བརྒྱང་།
ipf. བརྒྱང་། brgyang /ᵝɟaŋ/
pf. བརྒྱངས། brgyangs /ᵝɟaŋ/
動 広げる; 延ばす

ངུ་།
ipf. ངུ་། ngu /ŋə/
pf. ངུས། ngus /ŋi/
動 泣く

གཅོད།
ipf. གཅོད། gcod /ˣtɕol/
pf. བཅད། bcad /ᵖtɕal/
動 切る, 伐採する; (誓いを)立てる; 広げる

བཅག
ipf. བཅག bcag /ᵖtɕaɡ/
pf. བཅག bcag /ᵖtɕaɡ/
動 押し付ける

བཅིང་།
ipf. བཅིང་། bcing /ᵖtɕaŋ/
pf. བཅིངས། bcings /ᵖtɕaŋ/
動 縛る; 結ぶ; (帯を)締める

ཆགས།
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ipf. ཆགས། chags /tɕʰaɡ/
pf. ཆགས། chags /tɕʰaɡ/
動 なる; (ヨーグルトなどが)できる

ཆུ་ཐིག
ipf. ཆུ་ཐིག chu thig /tɕʰə tʰəɡ/
pf. ཆུ་ཐིག chu thig /tɕʰə tʰəɡ/
動 水が漏れる

འཆག
ipf. འཆག ’chag /tɕʰaɡ/
pf. ཆག chag /tɕʰaɡ/
動 折れる; 割れる; 壊れる

འཆད།
ipf. འཆད། ’chad /tɕʰal/
pf. ཆད། chad /tɕʰal/
動 (糸・紐などが)切れる; (息が)絶える; (草な
どが)なくなる; (調停が)うまくいかなくなる

འཇུག
ipf. འཇུག ’jug /ⁿdʑəɡ/
pf. བཅུག bcug /ᵖtʑəɡ/
動 (1)入れる (2)～させる

འཇོག
ipf. འཇོག ’jog /ⁿdʑoɡ/
pf. བཞག bzhag /ᵝʑaɡ/
動 置く, 入れる; (食事を) 出す; (フェルトを)
作る; (賭博を)する

ཉལ།
ipf. ཉལ། nyal /ȵa/
pf. ཉལ། nyal /ȵa/
動 寝る; 横たわる, 休む

ོམས། snyoms /ȵ̊om/
動 適度である

གཏག
ipf. གཏག gtag /ˣtaɡ/
pf. གཏགས། gtags /ˣtaɡ/
動 (雪を)叩き落とす; (刀杼で緯糸を)叩いて押
さえる

གཏང་།
ipf. གཏང་། gtang /ˣtaŋ/
pf. བཏང་། btang /ᵖtaŋ/
動 放つ; (チーズなどを)広げる

གཏུལ།
ipf. གཏུལ། gtul /ˣtu/
pf. གཏུལ། gtul /ˣtu/
動 (粉状のものを)ふりかける

ལྟ།
ipf. ལྟ། lta /ᶳta/
pf. བལྟས། bltas /ᶳti/
動 見る; 調べる; 読む

ེར།
ipf. ེར། ster /ᶳter/
pf. ིན། byin /ᶲɕən/
動 与える

ོན།
ipf. ོན། ston /ᶳton/
pf. བསྟན། bstan /ᶲtan/
動 見せる, (診察のため医者に)見せる

བོད།
ipf. བོད། bstod /ᶲtol/
pf. བོད། bstod /ᶲtol/
動 賞賛する, 褒め称える; (土地神を)祀る

ཐིགས།
ipf. ཐིགས། thigs /tʰəɡ/
pf. ཐིགས། thigs /tʰəɡ/
動 (水が)漏れる

ཐུར་གཅོད།
ipf. ཐུར་གཅོད། thur gcod /tʰər ˣtɕol/
pf. ཐུར་བཅད། thur bcad /tʰər ᵖtɕal/
動 (布地や紙, 皮などを)広げる

ཐོགས།
ipf. ཐོགས། thogs /tʰoɡ/
pf. ཐོགས། thogs /tʰoɡ/
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動 (実が)なる, つく

འཐད།
ipf. འཐད། ’thad /tʰal/
pf. འཐད། ’thad /tʰal/
動 同意する

འཐུ།
ipf. འཐུ། ’thu /tʰə/
pf. འཐུས། ’thus /tʰi/
動 採取する

འཐེན།
ipf. འཐེན། ’then /ⁿtʰen/
pf. འཐེན། ’then /ⁿtʰen/
動 (1)引く, 引っ張る; 張る (2)(乳を)搾る (3)
唱える; 歌う

འཐོན།
ipf. འཐོན། ’thon /tʰon/
pf. ཐོན། thon /tʰon/
動 (1) 着く, 到着する (2) 出る; (伝染病が) 発
生する

ོས།
ipf. ོས། dros /ᵖʈi/
pf. ོས། dros /ᵖʈi/
動 (1)(温度が)温かくなる, 温まる (2)(乳房な
どが)成熟する

གདང་།1
ipf. གདང་། gdang /ᵞdaŋ/
pf. གདངས། gdangs /ᵞdaŋ/
動 (掌を)広げる, (目を)見開く, (大きく)開く

བདའ།
ipf. བདའ། bda’ /ᵝda/
pf. བདའ། bda’ /ᵝda/
動 追いかける

འདུག
ipf. འདུག ’dug /ⁿdəɡ/
pf. བསྡད། bsdad /ᵝdal/
動 居る

འདེབས།
ipf. འདེབས། ’debs /ⁿdeb/
pf. བཏབ། btab /ᵖtab/
動 (種を)蒔く; (苗を)植える; (茶葉を)入れる;
(粉を)振り入れる

འུ།
ipf. འུ། ’dru /ⁿɖə/
pf. ུས། drus /ʈi/
動 掻き出す

འེ།2
ipf. འེ། ’dre /ⁿɖe/
pf. འེས། ’dres /ⁿɖi/
動 混じる, 混じり合う

འེན།
ipf. འེན། ’dren /ⁿɖen/
pf. དྲངས། drangs /ʈaŋ/
動 (1)(糸や紐などを) 通す (2)(水を) 引く (3)
招く

འོག
ipf. འོག ’drog /ⁿɖoɡ/
pf. འོགས། ’drogs /ⁿɖoɡ/
動 驚いて暴れる

ུང་།
ipf. ུང་། rdung /ʳdoŋ/
pf. བུངས། brdungs /ʳdoŋ/
動 叩く; (壁などを)突き固める

ོག
ipf. ོག rdog /ʳdoɡ/
pf. ོག rdog /ʳdoɡ/
動 引っ張る

ིབ།
ipf. ིབ། ldib /ʳdəb/
pf. ིབ། ldib /ʳdəb/
動 (1)(気分が) 落ち込む (2)(魂が) 抜ける
(3)(知性が)欠けている
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ུག
ipf. ུག ldug /ʳdəɡ/
pf. ུག blug /ᵝləɡ/
動 注ぐ, 中に入れる

ུར།
ipf. ུར། ldur /ʳdər/
pf. ུར། ldur /ʳdər/
動 (食べ物が)どろどろになる, 粥状になる; (紙
などが)ぼろぼろになる

ོག
ipf. ོག ldog /ʳdoɡ/
pf. ོག ldog /ʳdoɡ/
動 転換する

སྡང་།
ipf. སྡང་། sdang /ʳdaŋ/
pf. སྡང་། sdang /ʳdaŋ/
動 (神が)怒る

ོམ།1
ipf. ོམ། sdom /ʳdom/
pf. བསྡམས། bsdams /ʳdam/
動 縛る; 結う

བུ།
ipf. བུ། bsdu /ᵝdə/
pf. བུས། bsdus /ᵝdi/
動 集める

ོ།
ipf. ོ། sno /n̥o/
pf. བོས། bsnos /ᶲn̥i/
動 こねる, 揉む

ོལ།
ipf. ོལ། snol /n̥u/
pf. བོལ། bsnol /ᶲn̥u/
動 重ねる, 折り重ねる

དཔར།

ipf. དཔར། dpar /χar/
pf. དཔར། dpar /χar/
動 かたどる

དཔོར།1
ipf. དཔོར། dpor /χor/
pf. དཔོར། dpor /χor/
動 息を吹き込む, 息を吹きかける

དཔྱང་།
ipf. དཔྱང་། dpyang /ˣɕaŋ/
pf. དཔྱངས། dpyangs /ˣɕaŋ/
動 吊るす

སྤེལ།
ipf. སྤེལ། spel /ᶲpel/
pf. སྤེལ། spel /ᶲpel/
動 増やす

སྤྲད།
ipf. སྤྲད། sprad /ᶲʂal/
pf. སྤྲད། sprad /ᶲʂal/
動 (物を)渡す, (交尾)させる

ཕུར།
ipf. ཕུར། phur /hər/
pf. ཕུར། phur /hər/
動 揉む

ིད།
ipf. ིད། phyid /ᶲɕəl/
pf. ིད། phyid /ᶲɕəl/
動 凍傷になる

ཕྲལ།
ipf. ཕྲལ། phral /ʈʰa/
pf. ཕྲལ། phral /ʈʰa/
動 破れる

འཕུད།2
ipf. འཕུད། ’phud /həl/
pf. ཕུད། phud /həl/
動 (1)(角などが)抜け落ちる (2)(年を)越す

འཕེན།
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ipf. འཕེན། ’phen /ⁿpʰen/
pf. འཕངས། ’phangs /pʰaŋ/
動 投げる; 放る; 放つ

ེད།
ipf. ེད། byed /jel/
pf. བྱས། byas /ji/
動 する, なる

ོ།
ipf. ོ། bro /ʈo/
pf. ོ། bro /ʈo/
動 匂いがする, 匂う

ུ།
ipf. ུ། blu /ᵝlə/
pf. ུས། blus /ᵝli/
動 購う (あがなう)
解説 仏像、経典などを買い求めること。

དབོས།
ipf. དབོས། dbos /ʁi/
pf. དབོས། dbos /ʁi/
動 酸化が進む

དིས།
ipf. དིས། dbyis /ᵞji/
pf. དིས། bdyis /ᵞji/
動 塗りつける

འབག ’bag /ⁿbaɡ/
動 どろどろになる

འབབ།
ipf. འབབ། ’bab /ⁿbab/
pf. བབས། babs /wab/
動 (1)(山を)降りる, 下る (2)(営地を)定める,
(テントを)張る (3)(雨・雪が)降る

འབལ།
ipf. འབལ། ’bal /ⁿba/
pf. འབལ། ’bal /ⁿba/
動 (毛を)手で剥がし取る

འབུད།
ipf. འབུད། ’bud /ⁿbəl/
pf. བུད། bud /wəl/
動 いなくなる

འབོད།
ipf. འབོད། ’bod /ⁿbol/
pf. བོས། bos /wi/
動 呼ぶ

འེག
ipf. འེག ’breg /ⁿɖaɡ/
pf. ེགས། bregs /ᵖʈaɡ/
動 切る; 刈る, 刈り取る

འོ།
ipf. འོ། ’bro /ⁿɖo/
pf. ོས། bros /ᵖʈi/
動 逃げる

ེལ།
ipf. ེལ། sbrel /ᵝri/
pf. ེལ། sbrel /ᵝri/
動 繋ぐ

མ་ོ།
ipf. མ་ོ། ma sro /ma ʂo/
pf. མ་ོས། ma sros /ma ʂi/
動 休む, 休憩する

མེད། med /mel/
動 ない

བཙལ།
ipf. བཙལ། btsal /ᵖtsa/
pf. བཙལ། btsal /ᵖtsa/
動 探す; 求める

ི།
ipf. ི། rtsi /ᶳtsə/
pf. བིས། brtsis /ᶳtsi/
動 数える
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ིག
ipf. ིག rtsig /ᶳtsəɡ/
pf. བིགས། brtsigs /ᶳtsəɡ/
動 積み上げる

ོག rtsog /ᶳtsoɡ/
動 (天気が) 悪い, 悪くなる; (家畜の健康状態
が)悪い, 悪くなる

ཚད།
ipf. ཚད། tshad /tsʰal/
pf. ཚད། tshad /tsʰal/
動 量る, 測る

མཚན་རྒྱག
ipf. མཚན་རྒྱག mtshan rgyag

/ᵐtsʰan ʳɟaɡ/
pf. མཚན་བརྒྱབ། mtshan brgyab

/ᵐtsʰan ʳɟab/
動 夜道を歩く

འཚོག
ipf. འཚོག ’tshog /tsʰoɡ/
pf. འཚོགས། ’tshogs /tsʰoɡ/
動 集まる, (法要などを)開催する

འཛིན།
ipf. འཛིན། ’dzin /ⁿdzən/
pf. བཟུང་། bzung /ᵝzoŋ/
動 摑む; (犬が)噛む

འཛུགས།
ipf. འཛུགས། ’dzugs /ⁿdzəɡ/
pf. བཙུགས། btsugs /ᵖtsəɡ/
動 挿す; 植える

ི།
ipf. ི། rdzi /ʳdzə/
pf. བིས། brdzis /ʳdzi/
動 こねる

ོང་།1

ipf. ོང་། rdzong /ʳdzoŋ/
pf. བརྫངས། brdzangs /ᵝdzaŋ/
動 詰め込む

ཞུགས།
ipf. ཞུགས། zhugs /ɕəɡ/
pf. ཞུགས། zhugs /ɕəɡ/
動 (1)入る (2)(憑き物が)憑く, 憑依する

བཞུར།
ipf. བཞུར། bzhur /ᵝʑər/
pf. བཞུར། bzhur /ᵝʑər/
動 (血を)流す, (血が)流れる

ཟད།
ipf. ཟད། zad /sal/
pf. ཟད། zad /sal/
動 摩耗する
解説 金属などが摩耗すること。

གཟིགས།
ipf. གཟིགས། gzigs /ᵞzəɡ/
pf. གཟིགས། gzigs /ᵞzəɡ/
動 [敬語]見る; (占いを)する

བཟོ།
ipf. བཟོ། bzo /ᵝzo/
pf. བཟོས། bzos /ᵝzi/
動 作る

ཡོང་།
ipf. ཡོང་། yong /joŋ/
pf. ཡོང་། yong /joŋ/
動 来る

ཡོད། yod /jol/
動 ある

རུམ།2
ipf. རུམ། rum /rəm/
pf. རུམ། rum /rəm/
動 懐に抱く

རེག
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ipf. རེག reg /raɡ/
pf. རེག reg /raɡ/
動 触る, 触れる

ལང་།
ipf. ལང་། lang /laŋ/
pf. ལངས། langs /laŋ/
動 (ある状態に)なる, 起こる

ལས།
ipf. ལས། las /li/
pf. ལས། las /li/
動 作る

ལུག2

ipf. ལུག lug /ləɡ/
pf. ལུག lug /ləɡ/
動 (1)(鼻水・内臓・胎盤などが外に)出る (2)(お
腹が)出る

ལེན།1
ipf. ལེན། len /len/
pf. བླངས། blangs /ᵝlaŋ/
動 取る

ལོག
ipf. ལོག log /loɡ/
pf. ལོག log /loɡ/
動 倒れる; 転ぶ

གཤལ།
ipf. གཤལ། gshal /ᶲɕa/
pf. བཤལ། bshal /ᶲɕa/
動 すすぐ

གཤིབ།
ipf. གཤིབ། gshib /ˣɕəb/
pf. བཤིབས། bshibs /ˣɕəb/
動 (1)(物を)一直線に揃えて並べる; (競馬や陸
上競技のスタート時に頭の位置を) 揃える (2)
比較する, 比べる

བཤད།
ipf. བཤད། bshad /ᶲɕal/
pf. བཤད། bshad /ᶲɕal/

動 話す

སྲད།
ipf. སྲད། srad /ʂal/
pf. བསྲད། bsrad /ʂal/
動 乾く
解説 水分が少しなくなった状態になること。

ུག
ipf. ུག srug /ʂəɡ/
pf. ུག srug /ʂəɡ/
動 (埃などを)払う, (雪を)叩き落とす

ུང་།1
ipf. ུང་། srung /ʂoŋ/
pf. བུངས། bsrungs /ʂoŋ/
動 守る, 守護する

ོང་།
ipf. ོང་། slong /ᶳtsoŋ/
pf. བསླངས། bslangs /ᶲtsaŋ/
動 乞う

གསེ།
ipf. གསེ། gse /ˣsi/
pf. གསེས། gses /ˣsi/
動 部分に分ける; (肉を)解体する

གསོ།
ipf. གསོ། gso /ˣso/
pf. གསོས། gsos /ˣsi/
動 (1)育てる (2)(テントを)接ぎ足す, 補修する

གསོག
ipf. གསོག gsog /ˣsoɡ/
pf. བསགས། bsags /ᶲsaɡ/
動 溜める, 貯める; 積む

བསུ།
ipf. བསུ། bsu /ᶲsə/
pf. བསུས། bsus /ᶲsi/
動 迎えに行く

ུང་།
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ipf. ུང་། lhung /lo̥ŋ/
pf. ུང༌། lhung /lo̥ŋ/
動 (1)抜ける (2)落ちる (3)降る

17.34.1 属性動詞
ཆེ། che /tɕʰe/
動 大きい, (程度が)大きい

འཇམ། ’jam /ⁿdʑam/
動 柔らかい

ཉུང་། nyung /ȵoŋ/
動 少ない

མང་། mang /maŋ/
動 多い

ུབ། rtsub /ᶳtsəb/
動 粗い

ུབས། rdzubs /ʳdzəb/
動 (草や木が)密集して生えている; (髪の毛が)
多く生えている

བཟང་། bzang /ᵝzaŋ/
動 良い

ཡག yag /jaɡ/
動 美しい, きれいな

ཧྲ། hra /ʂa/
動 良い

17.35 属性名詞
འཇམ་པོ། ’jam po /ⁿdʑampo/
名 柔らかいもの; 穏やかなこと

མཉེན་མོ། mnyen mo /ᵐȵenmo/
名 柔らかいもの; 柔らかい

སྲ་མོ། sra mo /ʂamo/
名 固い, 硬い

ོག་པོ། khrog po /cʰoɡpo/
名 硬いもの

ཙི་ཏུ། tsi tu /tsətə/
名 小さいもの; 小さい

ཙེས་ཙེ། tses tse /tsitse/
名 小さいもの, 小さい

ཡག་པ། yag pa /jaɡpa/
名 美しいもの, きれいなもの

སོ་མ། so ma /sʰoma/
名 新しいもの; 新しい

སྐྱ་མོ། skya mo /ᶳcamo/
名 草が生えていない状態

17.35.1 色
མདོག mdog /ᵐdoɡ/
名 色

དཀར་པོ། dkar po /karo/
名 白, 白い

ོན་པོ། sngon po /ŋ̊onpo/
名 (1) 青色, 青い (2)(草地の色について)緑色,
緑色の (3)(家畜の毛色について)灰色, 灰色の

ནག་པོ། nag po /naɡpo/
名 (1)黒; 黒い (2)(花の色について)白でない,
色のある

དམར་པོ། dmar po /ᵞmaro/
名 赤, 赤い

སེར་པོ། ser po /sʰero/
名 (1) 黄色; 黄色いもの (2) (家畜の毛色につ
いて) 明るい茶色の個体, 亜麻色の個体

ལྗང་ཁུ། ljang khu /ʳdʑaŋkʰə/
名 緑色, 緑の
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第 18章
暦と度量衡

この章では、チベットの牧畜民が日常的に用いている暦や度量衡に関わる語彙を紹介する。そのた
め、これらの語彙は、特に牧畜との関わりに特化しておらず、チベット語全般に共通する場合が多い。
���
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18.1.2 年の表現 . . . . . . 311
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18.4.5 距離 . . . . . . . . 314
18.4.6 高さ . . . . . . . . 315
18.4.7 その他の分量 . . . . 315

18.1 暦
18.1.1 暦法
བོད་ིས། bod rtsis /wolᶳtsi/
名 (1) チベット暦 (2) (中国の)旧暦, 農暦
解説 アムド地方では主に (2)の意味で用いる。

རྒྱ་ིས། rgya rtsis /ʳɟaᶳtsi/
名 (1) (中国の)旧暦, 農暦 (2) 西暦
解説 アムド地方では主に (2)の意味で用いる。

ི་ིས། phyi rtsis /ᶲɕəᶳtsi/
名 西暦

18.1.2 年の表現
ལོ། lo /lo/
名 年; 年齢

ལོ་རེས། lo res /lori/

名 十二支

18.1.3 月の表現
ཟླ་བ། zla ba /ʳdza/
名 (天体としての)月; (暦の上の)月
解説 ཟླ།に同じ。

ཟླ། zla /ʳdza/
名 (天体としての)月; (暦の上の)月
解説 ཟླ་བ།に同じ。

ཟླ་ལྷག zla lhag /ʳdzalḁɡ/
名 閏月

18.1.4 週の表現
གཟའ་འཁོར། gza’ ’khor /ᵞzaⁿkʰor/
名 週
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18.1.5 日の表現
ཚེས་བ། tshes ba /tsʰewa/
名 日にち

ཚེས་གཅིག tshes gcig /tsʰeˣtɕəɡ/
名 1日 (ついたち)

གནམ་གང་། gnam gang /ᵞnamkaŋ/
名 晦日 (みそか)
解説 農暦の毎月の 30日。西暦の晦日にはこの語は
用いない。大晦日に当たる語はない。

ཉི་མ། nyi ma /ȵəma/
名 (1)太陽 (2)日にち

ཞག2 zhag /ɕaɡ/
名 一晩; 一泊

18.2 季節
སོས་ཀ sos ka /sʰika/
名 春
解説 དིད་ཁ།に同じ。より口語的な表現。

དིད་ཁ། dpyid kha /ˣɕəlkʰa/
名 春
解説 སོས་ཀに同じ。より文語的な表現。

དབྱར་ཁ། dbyar kha /ᵞjarkʰa/
名 夏

ོན་ཁ། ston kha /ᶳtonkʰa/
名 秋

དགུན་ཁ། dgun kha /ʳɡənkʰa/
名 冬

18.3 時間・時間帯
18.3.1 時間・時間の長さ
དུས། dus /ti/
名 時

དུས་ཚོད། dus tshod /titsʰol/
名 (1)時間 (2)時計

ཡུན། yun /jən/
名 期間, 時間の長さ

ཡུན་ཐུང་། yun thung /jəntʰoŋ/
名 短い間

ཡུན་རིང་། yun ring /jənraŋ/
名 長い間

ཡུན་རིང་བོ། yun ring bo /jən raŋwo/
名 長時間

གནའ་སྔ་མོ། gna’ snga mo
/ᵞna ŋ̊amo/
名 昔, かつて

18.3.2 一日の時間帯
ནམ་ལང་།

ipf. ནམ་ལང་། nam lang /nam laŋ/
pf. ནམ་ལངས། nam langs /nam laŋ/
動 夜が明ける

སྐྱ་རེངས། skya rengs /ᶳcaraŋ/
名 夜明け

ཐོ་རེངས། tho rengs /tʰoraŋ/
名 明け方

ནངས་མོ། nangs mo /naŋmo/
名 早朝

སྔ་ོ། snga dro /ŋ̊aro/
名 午前中

ཉིན་གུང་། nyin gung /ȵənkoŋ/
名 昼
解説 正午から午後 3時頃までの時間帯を指す。

ི་ོ། phyi dro /ᶲɕəʈo/
名 午後
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解説 午後 3時頃から夕方までの時間帯を指す。

ོད་ཁ། srod kha /sʰolkʰa/
名 夕暮れ

ས་རུབ།
ipf. ས་རུབ། sa rub /sʰa rəb/
pf. ས་རུབས། sa rubs /sʰa rəb/
動 日が暮れる

དགོང་མོ། dgong mo /ʳɡoŋmo/
名 夕刻; 晩, 夜

མཚན། mtshan /ᵐtsʰan/
名 夜

ནུབ་མོ། nub mo /nebmo/
名 夜

ནམ་གུང་། nam gung /namkoŋ/
名 真夜中

18.4 度量衡
18.4.1 数
གང་།2 gang /kaŋ/
名 一つの; 一杯の

དོ། do /to/
名 二つの

བདུན། bdun /ᵝdən/
名 (1) 数詞の 7 (2) 死後に 7 日単位で行う葬
送儀礼

ོང་།1 stong /ᶳtoŋ/
名 (1)千 (2)空 (から)の

ོང་ཕྲག stong phrag /ᶳtoŋʈʰaɡ/
名 千

འབུམ། ’bum /ⁿbəm/
名 十万

ཚ་བ།2 tsha ba /tsʰawa/
名 半分

18.4.2 長さ
སོར། sor /sʰor/
名 指の幅
解説 親指は除く。

སོར་གང་། sor gang /sʰor kaŋ/
名 指一本分の幅

མཐོ། mtho /ᵐtʰo/
名 親指と人差し指を広げた長さ

མཐོ་གང་། mtho gang /ᵐtʰo kaŋ/
名 親指と人差し指を開いた長さ一つ分

དིལ་མཐོ། dkyil mtho /ˣciᵐtʰo/
名 親指と中指を広げた長さ

དིལ་མཐོ་གང་། dkyil mtho gang
/ˣciᵐtʰo kaŋ/
名 親指と中指を広げた長さ一つ分

ུ། khru /ʈʰə/
名 腕を曲げたときの肘から拳の一番高いところ
までの長さ

ུ་གང་། khru gang /ʈʰə kaŋ/
名 一肘の長さ

འདོམ། ’dom /ⁿdom/
名 尋 (ひろ), 両手を左右に広げた端から端まで
の長さ

འདོམ་གང་། ’dom gang /ⁿdom kaŋ/
名 一尋

གོམ་ུ། gom khru /komʈʰə/
名 歩幅

ཞེང་། zheng /ɕaŋ/
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名 幅

18.4.3 量
ེ། bre /ᵖʈe/
名 枡

སྤར། spar /ᶲsar/
名 一掴み分

སྤར་བ། spar ba /ᵞzara/
名 掌, 手のひら; 掌一掴み分の量

སྤར་བ་གང་། spar ba gang
/ᶲsara kaŋ/
名 一掴み分の量

ིམ་པ། snyim pa /ȵ̊əmpa/
名 両手分の量

18.4.4 重さ
རྒྱ་མ། rgya ma /ʳɟama/
名 (1)斤 (2)秤
解説 重さの単位の一つで、一斤は約 500g。

རྒྱ་མ་ཚད།
ipf. རྒྱ་མ་ཚད། rgya ma tshad

/ʳɟama tsʰal/
pf. རྒྱ་མ་ཚད། rgya ma tshad

/ʳɟama tsʰal/
動 重さを量る

རྒྱ་གྲངས། rgya grangs /ʳɟacaŋ/
名 斤数

རྒྱ་ཁ་ཡག rgya kha yag
/ʳɟakʰa jaɡ/
動 嵩増ししてある, 増量してある
解説 例えば販売用に貯蔵しているバターについて言
えば、時間が経つとバターから水分が出て重量が減
るため、その分を見越してあらかじめ増量しておく
ことを指す。

རྒྱ་ཁ་དམའ། rgya kha dma’
/ʳɟakʰa ᵞma/
動 嵩が足りない, 嵩増ししていない

18.4.4.1 秤
རྒྱ་མ། rgya ma /ʳɟama/
名 (1)斤 (2)秤
解説 重さの単位の一つで、一斤は約 500g。

རྒྱ་ོ། rgya rdo /ʳɟaʳdo/
名 (秤の)錘 (おもり)

རྒྱ་མིག rgya mig /ʳɟaməɡ/
名 (秤の)目盛り

ཏིང་ོ། ting sko /taŋᶳko/
名 秤皿

18.4.5 距離
ཉིན་ལམ། nyin lam /ȵənlam/
名 昼間の移動で一日かかる距離
解説 朝出発して昼間移動し、夜到着する距離を指
す。

ཞག་ལམ། zhag lam /ɕaɡlam/
名 夜の移動で一晩かかる距離
解説 夜出発して、朝到着する距離を指す。

ཟླ་ལམ། zla lam /ʳdzalam/
名 (移動に)約一ヶ月間かかる距離
解説 距離の表し方の一種。さらに限定するには「徒
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歩で」「馬で」などの表現を補う。

18.4.6 高さ
མཐོ་ཚད། mtho tshad /tʰotsʰal/
名 高さ

ས་མགོ། sa mgo /sʰaⁿɡo/
名 標高, 海抜

18.4.7 その他の分量
འགོའུ། ’go’u /ⁿɡu/
名 腸詰めの本数を数える単位

བག་ཆ། bag cha /waɡtɕʰa/
名 1ケース分の量

ཧུབ། hub /həb/
名 (1)麺類 (2)一啜り分の量

ཧུབ་གང་། hub gang /həb kaŋ/
名 (麺などの)一啜り

ཁམ་གང་། kham gang /kʰam kaŋ/
名 一口分の量

ཏིལ་འུ་ཙམ། til ’bru tsam
/təⁿɖə tsam/
名 ゴマ粒ほどの量
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第 19章
人間関係

この章では、家族・親族集団や放牧集団に関わる語彙とともに、職業や性格などの人間の属性、な
らびに交友・恋愛・もめごと等、人間関係全般に関わる語彙を紹介する。これらの語彙は、広くチベ
ット語に共通するものも多いが、「同じところで放牧をする集団」や「他者の土地の草をこっそり食
べさせる」のように牧畜生活に根ざした語彙も見られる。
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19.1.4 隣近所 . . . . . . . 318
19.1.5 氏族集団 . . . . . . 318
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19.1 家族・親族・社会集団
19.1.1 家族・世帯
ིམ་ཚང་། khyim tshang
/cʰəmtsaŋ/
名 家庭

ིམ་གོ་ར་གང་བོ། khyim go ra gang bo
/cʰəm kora kaŋwo/
名 家族全員

解説 文字通りには「かまどの周りに座る人全員」。

བཟའ་བ། bza’ ba /ᵝzawa/
名 夫婦

བཟའ་ཚང་། bza’ tshang /ᵝzatsʰaŋ/
名 (1)夫婦 (2)家庭

བཟའ་མི། bza’ mi /ᵝzamə/
名 家族の構成員

19



人間関係 317 19.1家族・親族・社会集団

དུད་ཁ། dud kha /təlkʰa/
名 世帯

མོ་ིམ། mo khyim /mocʰəm/
名 女性しかいない家

ཁེར་ིམ། kher khyim /kʰercʰəm/
名 孤立世帯
解説 周囲にテントがなく、孤立して暮らしている世
帯のこと。

19.1.2 親族
ཤ་ཁྲག sha khrag /xacʰaɡ/
名 親戚

ཤ་ཉེ། sha nye /xaȵi/
名 親戚

ཤ་ཉེ་འེལ། sha nye ’brel
/xa ȵeᵐɖəl/
名 親戚

ཤ་ཉེ་དུ། sha nye du /xa ȵetə/
名 親族

མི་གཞི་རྩ་ལག mi gzhi rtsa lag
/ᵐȵəᵞʑə ᶳtsalaɡ/
名 親族集団

མི་གཞི་རྩ་ལག་ཡོད།
mi gzhi rtsa lag yod
/ᵐȵəᵞʑə ᶳtsalaɡ jol/
動 親族集団が大きい

ཁ་མང་། kha mang /kʰa maŋ/
動 親戚が多い
解説 文字通りには「口が多い」。養うべき人数が多
いという意味。

སྦྲ་ོ། sbra sgo /ᵝraʳɡo/
名 同じ先祖から分かれた親戚

སྦྲ་ོ་གཅིག sbra sgo gcig

/ᵝraʳɡo ˣtɕəɡ/
名 家族, 親族
解説 文字通りには「本家が同じ」。

ེའུ་མཚེས། sbre’u mtshes
/ᵝritsi/
名 分家
解説 牧畜民独特の表現。

སྦྲ་ཁ། sbra kha /ᵝrakʰa/
名 親族集団
解説 同じ集団から分家した先祖を同じくする親族集
団。もともと一つのテントから分かれて大きなグル
ープになったもので、同じ土地神を信仰する。

སྦྲ་རྒན། sbra rgan /ᵝraʳɡan/
名 (1)本家 (2)古い黒テント
解説 本家を表す牧畜民独特の表現。文字通りには
「年長のテント」。

སྦྲ་རྒན་དུད་པ་ཅན།
sbra rgan dud pa can
/ᵝraʳɡan təlpatɕan/
名 長く続いた良い家柄
解説 文字通りには「煤のついた古いテント」。

རུས་མཛོད། rus mdzod /riᵐdzol/
名 家系譜
解説 口頭で七世代前まで遡ることができるという。

མི་ུད། mi rgyud /ᵐȵəʳɟəl/
名 家系; 家柄
解説 結婚の際に問題にされる。

ཕ་མེས་ཡང་མེས། pha mes yang mes
/hami jaŋmi/
名 先祖

ཕ་རིང་བུ་མཐུད། pha ring bu mthud
/haraŋ wəᵐtʰəl/
名 先祖代々

བུ་ུད། bu rgyud /wəʳɟəl/
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名 子孫

19.1.3 親族の中の責任者集団
མི་བདག mi bdag /ᵐȵəᵝdaɡ/
名 (親族の中で) 責任者集団が存命中の人物に
関する問題解決にあたること; またその責任
者集団
解説 何か問題が起こった場合に手助けをしてくれる
人々。結婚にも権限を持つ。

རོ་བདག ro bdag /roᵝdaɡ/
名 (親族の中で) 責任者集団が死亡した人物に
関する問題解決にあたること; またその責任
者集団
解説 例えば、略奪に行った先で亡くなった親族の遺
体を引き取りに行くことなどもこの集団の仕事。

19.1.4 隣近所
ིམ་མཚེས། khyim mtshes
/cʰəmtsi/
名 隣近所

ིམ་རོགས། khyim rogs /cʰəmroɡ/
名 近所に暮らす世帯

19.1.5 氏族集団
ཚོ་བ། tsho ba /tsʰowa/
名 氏族集団

ཚོ་ལག tsho lag /tsʰolaɡ/
名 ある氏族集団の支系

དཔོན་ོར། dpon skor /χonᶳkor/
名 村長の属する氏族集団

19.1.6 放牧集団
རུ་ནང་། ru nang /rənaŋ/
名 放牧世帯

རུ་ོར། ru skor /rəᶳkor/
名 放牧集団

解説 同じところで放牧をする集団。親族関係はなく
ても良い。

རུ་ཁ། ru kha /rəkʰa/
名 同じ放牧集団に属する世帯

རུ་ཁ་ིམ་མཚེས། ru kha khyim mtshes
/rəkʰa cʰəmtsi/
名 同じ放牧集団に属する近隣の世帯

19.1.7 村・集落
ེ་བ། sde ba /ʳdewa/
名 (1)複数の氏族集団を統合した比較的大きな
単位としての村 (2)現在の行政区分における村
解説 一般的には、現代の行政区分による村（生産大
隊に相当）についても伝統的な単位としての村と同
じ呼び方をする。

འོག་ེ། ’brog sde /ⁿɖoɡʳde/
名 牧畜村

རོང་ེ། rong sde /roŋʳde/
名 農村

ཤོག་པ། shog pa /xoɡpa/
名 村落連合
解説 文字通りには「束にした草」。

ེ་ལག sde lag /ʳdelaɡ/
名 分村
解説 村の一部が独立して別の地域に移動した村。

རུ་ཁག ru khag /rəkʰaɡ/
名 隊, 小隊
解説 かつて中国共産党のもと農村に存在していた組
織で、人民公社の下部の生産大隊のさらに下の組織。

19.1.8 団体
ཚོགས་པ། tshogs pa /tsʰoɡpa/
名 グループ, 団体
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19.2 親族名称
19.2.1 父方・母方共通の親族名称
ཨ་ཕ། a pha /ʔapa/
名 (1)[親族名称] 父; おじ (2)[呼称] お父さん;
おじさん

ཨ་མ། a ma /ʔama/
名 (1)[親族名称] 母; おば (2)[呼称] お母さん;
おばさん

ཕུ་བོ། phu bo /pʰəwo/
名 [親族名称] 兄

ཨ་ཅེ། a ce /ʔatɕe/
名 (1)[親族名称] 異性の年上の女きょうだい, 姉
(2)[呼称] お姉さん

ནུ་བོ། nu bo /nəwo/
名 [親族名称] 弟

ནུ་མོ། nu mo /nəmo/
名 [親族名称] 妹

ིང་མོ། sring mo /ʂaŋmo/
名 [親族名称] 妹
解説 男性から見た時の妹。

ུན།2 spun /ᶲsən/
名 [親族名称] 同性のきょうだい
解説 自分が男の場合は兄や弟を指し、自分が女の場
合は姉や妹を指す。

ུན་ཆེ་བ། spun che ba /ᶲsən tɕʰewa/
名 [親族名称] 同性の年上のきょうだい

ུན་ཆུང་། spun chung /ᶲsəntɕʰoŋ/
名 [親族名称] 同性の年下のきょうだい

ུན་ཆུང་བ། spun chung ba
/ᶲsən tɕʰoŋwa/
名 [親族名称] 同性の年下のきょうだい

མིང་ིང་། ming sring /ᵐȵaŋʂaŋ/
名 [親族名称] 異性のきょうだい

མིང་བོ། ming bo /ȵoŋwo/
名 [親族名称] 異性の男きょうだい

ེས་གཟུ། skyes gzu /ᶳceᵝzə/
名 [親族名称] 夫

ཆུང་མ། chung ma /tɕʰoŋma/
名 [親族名称] 妻

ནག་མོ། nag mo /naɡmo/
名 [親族名称] 妻

ཞི་ལུ། zhi lu /ɕələ/
名 (1)[親族名称] 息子 (2)年若い男性, 男子

ཞི་མོ། zhi mo /ɕəmo/
名 (1)[親族名称] 娘 (2)年若い女性, 女子

ཨ་རྒྱ། a rgya /ʔaʳɟa/
名 (1)[親族名称] 祖父; 父 (2)[呼称] おじいさ
ん; お父さん

ཕ་ཀོ། pha ko /hako/
名 [親族名称] 祖父

རྒད་པོ། rgad po /ʳɡapo/
名 (1) おじいさん, 年寄りの男性, 年配の男性
(2)[親族名称] 夫

མ་ཀོ། ma ko /mako/
名 [親族名称] 祖母

རྒན་མོ། rgan mo /ʳɡanmo/
名 (1) おばあさん, 年寄りの女性, 年配の女性
(2)[親族名称] 妻

ཚ་བོ། tsha bo /tsʰawo/
名 [親族名称] 男孫
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ཚ་མོ། tsha mo /tsʰamo/
名 [親族名称] 女孫

ཨ་ནེ། a ne /ʔane/
名 (1)[親族名称] おば (2)[呼称] おばさん

ཨ་ཡེ། a ye /ʔaji/
名 (1)[呼称] おばさん (2)[親族名称] 妻

མག་པ། mag pa /maɡpa/
名 (1)[親族名称] 婿 (2)新郎, 花婿

མནའ་མ། mna’ ma /ᵐnama/
名 [親族名称] 嫁

ཨ་ེས། a myes /ʔamȵi/
名 (1)[親族名称] 曽祖父 (2)聖山に対する敬称

བུ་སྐལ། bu skal /wərᶳka/
名 養子

བུ་སྐལ་ལེན།
ipf. བུ་སྐལ་ལེན། bu skal len

/wərᶳka len/
pf. བུ་སྐལ་བླངས། bu skal blangs

/wərᶳka ᵝlaŋ/
動 養子を取る

མ་བུ། ma bu /mawə/
名 母子

གོ་ུག go phrug /koᵝrəɡ/
名 私生児
解説 文字通りには「かまどのそばの子」。

19.2.2 父方の親族名称
ཕ་ཡོག pha yog /hajoɡ/
名 父方の親族, 父系の親族集団

ཨ་ཁུ། a khu /ʔakʰə/
名 (1)[親族名称] 父方のおじ (2)[呼称] おじさ
ん; 僧侶

ཨ་ཕའི་ུན། a pha’i spun
/ʔapə ᶲsən/
名 [親族名称] 父方のおじ
解説 父の兄弟。

ཨ་ཕའི་ིང་མོ། a pha’i sring mo
/ʔapə ʂaŋmo/
名 [親族名称] 父方のおば
解説 父の妹。

ཨ་ཕའི་ཨ་ཅེ། a pha’i a ce
/ʔapə ʔatɕe/
名 [親族名称] 父方のおば
解説 父の姉。

ཨ་ཕའི་ཨ་ཕ། a pha’i a pha
/ʔapə ʔapa/
名 [親族名称] 父方の祖父

ཨ་ཕའི་ཨ་མ། a pha’i a ma
/ʔapə ʔama/
名 [親族名称] 父方の祖母

19.2.3 母方の親族名称
ཨ་མའི་མིང་བོ། a ma’i ming bo
/ʔamə ȵoŋwo/
名 [親族名称] 母方のおじ

ཨ་ཞང་། a zhang /ʔaɕaŋ/
名 [親族名称] 母方のおじ

མ་ུན། ma spun /maᶲsən/
名 [親族名称] 母方のおば

ཨ་མའི་ཨ་ཕ། a ma’i a pha
/ʔamə ʔapa/
名 [親族名称] 母方の祖父

ཨ་མའིི་ཨ་མ། a ma’i a ma /ʔamə ʔama/
名 [親族名称] 母方の祖母
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19.2.4 長幼
ཆུང་བ། chung ba /tɕʰoŋwa/
名 小さいもの; (年齢が)下のもの

ཆུང་བོ། chung bo /tɕʰoŋwo/
名 小さいもの; (年齢が)下のもの

ཙེས་པ། tses pa /tsipa/
名 小さいもの; (年齢が)下のもの

ཆེ་བ། che ba /tɕʰewa/
名 大きいもの; (年齢が)上のもの

ཆེ་པ། che pa /tɕʰepa/
名 大きいもの; (年齢が)上のもの

ོན་ནུ། rlon nu /ᵞlonnə/
名 (人間の)新生児

ལོ་ལོ། lo lo /lolo/
名 (人間の)赤ん坊

བྱ་ཡས། bya yas /ɕaji/
名 子ども

ལོ་ཆུང་། lo chung /lotɕʰoŋ/
名 若者

ལོ་ལོན། lo lon /lolon/
名 (1)(人間について) 年寄り, 年配の人, 老人
(2)(家畜について)年を取った個体

19.3 名前
མིང་། ming /ᵐȵaŋ/
名 名前

མཚང་མིང་། mtshang ming
/tsʰaŋᵐȵaŋ/
名 あだ名
解説 体の特徴をからかったりするような悪いあだ名
を指す。

མིང་འདོགས།
ipf. མིང་འདོགས། ming ’dogs /ᵐȵaŋ ⁿdoɡ/
pf. མིང་བཏགས། ming btags /ᵐȵaŋ ᵖtaɡ/
動 名付ける

19.4 職業・役割
19.4.1 職業
སྨན་པ། sman pa /m̥anpa/
名 医師, 医者

ུགས་སྨན། phyugs sman /ᶲɕəɡm̥an/
名 獣医
解説 文字通りには「家畜の医者」。牧畜民はたいて
いの家畜の病気は伝統的な治療法で治す。薬が必要
な場合にのみ獣医のところを訪れるため、通常は治
療に通わない。最近の獣医は、牧畜民が加入してい
る「牛羊保険」のため、ヤクと羊の死亡確認を行うの
が主な仕事である。

བཟོ་བ། bzo ba /ᵝzowa/
名 仕立て屋

མགར་བ། mgar ba /ᵐɡarwa/
名 鍛冶屋
解説 鍛冶屋は農民や半農半牧民が担うことが多い。
牧畜民は鍛冶屋に銃の修理を依頼したり、アクセサ
リーなど不要な貴金属を売りに行ったりする。

ཤིང་བཟོ། shing bzo /xaŋso/
名 木工職人

ཚོང་བ། tshong ba /tsʰoŋwa/
名 商人

ཇ་མ། ja ma /tɕama/
名 料理人, 調理師, コック

ཤན་པ། shan pa /xanpa/
名 屠畜人
解説 屠畜を生業とする人を指す。

དགེ་རྒན། dge rgan /ʳɡeʳɡan/
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名 教師, 先生

ོབ་མ། slob ma /lo̥bma/
名 学生

རང་འདུན་པ། rang ’dun pa
/raŋⁿdənpa/
名 ボランティア

ོན་པ། rngon pa /ʳŋonpa/
名 猟師
解説 キツネ、マーモット、ジャコウジカ、シカなど
を狩る。

ོ་ོན། rdo rkon /ʳdoᶳkon/
名 石刻職人

དམག dmag /ᵞmaɡ/
名 軍人, 兵士

སྐྱ་དམག skya dmag /ᶳcaᵞmaɡ/
名 騎馬隊

19.4.2 芸能
ུང་བ། sgrung ba /ʳɟoŋwa/
名 語り部

ུ་བ། glu ba /ᵞləwa/
名 歌手

ུ་མ། glu ma /ᵞləma/
名 女性歌手

19.4.3 組織の長
མགོ་བ། mgo ba /ⁿɡowa/
名 組織の長, リーダー

དཔོན།1 dpon /χon/
名 (1)首長, 族長, 村長 (2)在家行者

དཔོན་པོ། dpon po /χonpo/
名 首長, 族長, 村長; (行政機関の)長

解説 旧社会では氏族や村の長を指す語だったが、現
在は行政機関の長を表すのにも用いる。

ཚོ་དཔོན། tsho dpon /tsʰoχon/
名 氏族集団の長

ེ་དཔོན། sde dpon /ʳdeχon/
名 (1)複数の氏族集団を統合する村の長 (2)(現
在の行政区分における村の)村長

དཔོན་ུག dpon phrug /χonʈʰəɡ/
名 村長の家系の子息

དཔོན་ུད། dpon rgyud /χonʳɟəl/
名 村長の家系

དཔོན་ཚང་། dpon tshang /χontsʰaŋ/
名 村長の家

ོབ་གཙོ། slob gtso /lo̥bˣtso/
名 校長

19.4.4 独身者・既婚者
མི་རྐྱང་། mi rkyang /ᵐȵəᶳcaŋ/
名 独身, 独身者

ཕོ་རྐྱང་། pho rkyang /hoᶳcaŋ/
名 独身男性

མོ་རྐྱང་། mo rkyang /moᶳcaŋ/
名 独身女性

གོ་རྒས་མ། go rgas ma /koʳɡima/
名 行かず後家, 年を取った独身女性

ཡུགས་རྒན། yugs rgan /jəɡʳɡan/
名 寡夫

ཡུགས་ས་མ། yugs sa ma /jʰəɡsʰama/
名 寡婦

མ་ུ། ma sru /maʂə/
名 既婚女性
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解説 血縁関係がなく、情歌を歌っても良い間柄の女
性を指す。結婚式の時は子供を死なせるなどの不幸
がなく人柄の良い既婚女性がお茶係の役割を担う。

19.4.5 逸脱した人々
ཁྲམ་པ། khram pa /cʰampa/
名 ごろつき
解説 仕事をせずにぶらぶらしたり、家畜を盗んだり
する人。

སྤྲང་པོ། sprang po /ᶲʂaŋwo/
名 乞食

རྒྱ་སྤྲང་། rgya sprang /ʳɟaᶲʂaŋ/
名 街頭の乞食

ོམ་པོ། ldom po /ʳdompo/
名 放浪者

19.5 その他属性
19.5.1 民族
བོད། bod /wol/
名 チベット; チベット人

རྒྱ། rgya /ʳɟa/
名 漢族, 漢族男性

རྒྱ་མོ།2 rgya mo /ʳɟamo/
名 漢族女性

སོག་པོ། sog po /sʰoɡpo/
名 モンゴル人

19.5.2 宗教
ནང་པ། nang pa /naŋwa/
名 仏教徒

བོན་པོ། bon po /wonpo/
名 ポン教, ポン教徒

ི་བ། phyi ba /ᶲɕəwa/

名 (仏教からみた)異教徒

ཁ་ཆེ། kha che /kʰatɕʰe/
名 イスラム教徒; 回族

19.5.3 農牧
འོག་པ། ’brog pa /ⁿɖoɡpa/
名 牧畜民

འོག་མོ། ’brog mo /ⁿɖoɡmo/
名 牧畜民女性

རོང་བ། rong ba /roŋwa/
名 農民

རོང་མོ། rong mo /roŋmo/
名 農民女性

རོང་མ་འོག rong ma ’brog
/roŋmaⁿɖoɡ/
名 半農半牧民

19.5.4 僧俗
གྲྭ་བ། grwa ba /ʈawa/
名 僧侶

བླ་མ། bla ma /ᵝlama/
名 ラマ, 高僧, 仏教の師

དགེ་ུག dge phrug /ʳɡeᵝrəɡ/
名 弟子

བན་ུག ban phrug /wanʈʰəɡ/
名 少年僧

ཇོ་མོ། jo mo /tɕomo/
名 尼僧

ཨ་མཆོད། a mchod /ʔaᵐtɕʰol/
名 死者の供養を行う読経僧

དགེ་བེན། dge bsnyen /ʳɡeᶲȵ̊en/
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名 優婆塞 (うばそく)

དགེ་ོང་། dge slong /ʳɡelo̥ŋ/
名 比丘

སྔགས་པ། sngags pa /ŋ̊aɡpa/
名 在家行者

དཔོན།1 dpon /χon/
名 (1)首長, 族長, 村長 (2)在家行者

གྲྭ་ལོག grwa log /ʈaloɡ/
名 元僧侶, 還俗した僧侶

བན་ལོག ban log /wanloɡ/
名 元僧侶
解説 少年僧のうちに還俗した人を指す。

སྔགས་ལོག sngags log /ŋ̊aɡloɡ/
名 元在家行者, 在家行者を辞めること

མི་སྐྱ། mi skya /ᵐȵəᶳca/
名 俗人

19.6 人の性質
ཚུགས་ཀ tshugs ka /tsʰəɡka/
名 様子; 態度

ཡག་མོ་ོ། yag mo sgo /jaɡ moʳɡo/
名 女性が美しいこと

མོ་ོ། mo sgo /moʳɡo/
名 女性の美しさ
解説 ཡག་མོ་ོ།という形で用いる。

ཡག་ཕོ་ོ། yag pho sgo /jaɡ hoʳɡo/
名 男性が美しいこと

ཕོ་ོ། pho sgo /hoʳɡo/
名 男性の美しさ
解説 ཡག་ཕོ་ོ།という形で用いる。

ཕོ་རྩལ། pho rtsal /hoᶳtsal/
名 男の備えるべき能力

ཕོ་རྩལ་སྣ་དགུ། pho rtsal sna dgu
/hoᶳtsal n̥aʳɡə/
名 男の備えるべき九つの能力
解説 力が強く、泳ぎが上手く、動きが素早く、土地
の歴史を熟知し、笑い話が得意、議論に強く、物知り
で賢く、忍耐強く勇敢で、言語明晰であること。

ཕོ་ཚོད། pho tshod /hotsʰol/
名 男の勇気

ཆུ་བ། chu ba /tɕʰəwa/
名 泳ぎの名手

ཁྱ་བ་ོབ་ོགས།
khya ba khyob phyogs
/cʰawa cʰoᶲɕoɡ/
名 恰幅の良さ

ཁ་བདེ།1 kha bde /kʰa ᵝde/
動 弁がたつ, 口がうまい

ཁ་བདེ་མོ། kha bde mo /kʰa ᵝdemo/
名 弁のたつ人, 口のうまい人

ཁ་བདེ།2 kha bde /kʰaᵝde/
名 弁がたつ人, 口のうまい人

སེར། ser /sʰer/
動 ケチである

སེར་རྐྱལ། ser rkyal /sʰerᶳca/
名 ケチな人
解説 財産持ちなのに使わずに溜め込んでいるタイプ
のケチを指す。

སེར་སྣ། ser sna /sʰern̥a/
名 ケチ

སེར་སྣ་ཆེ། ser sna che /sʰern̥a tɕʰe/
動 ケチである
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དམར་ཐེ། dmar the /ᵞmartʰe/
名 ケチな人
解説 気前の良くない人を指す。

མེད་པོ། med po /melpo/
名 貧乏人, 貧しい人

ུ་མེད། rgyu med /ʳɟəmel/
名 貧乏人, 貧しい人

ཚོ་ུག tsho ltug /tsʰoᶳtəɡ/
名 肥満

དཔོན།2 dpon /χon/
動 偉そうな態度である

དཔོན་ཚུགས། dpon tshugs /χontsʰəɡ/
名 威風堂々としていること

ུག་པོ། phyug po /ᶲɕəɡpo/
名 裕福であること, 金持ち

ུ་ཅན། rgyu can /ʳɟətɕan/
名 裕福な人, 金持ち

གནའ་མི། gna’ mi /ᵞnaᵐȵə/
名 昔のことをよく知っている人

གེམ་ཅན། gem can /kemtɕan/
名 頑固で言うことを聞かない人や家畜

སྤྱང་རྒན། spyang rgan /ᶲcaŋʳɡan/
名 (汚職をするような)悪人
解説 文字通りには「年寄りのオオカミ」。人に対す
る悪口として用いる。

རུལ་རྐྱལ། rul rkyal /ruᶳca/
名 不潔な男, 清潔感のない男
解説 文字通りには「腐った男」。

ཁེར་ེས། kher skyes /kʰerᶳci/
名 (人が)孤独な状態; (木が)一本だけ立ってい
る状態

19.7 人間関係
19.7.1 交友
རོགས་པ། rogs pa /roɡpa/
名 友人, 友だち, 連れ, 仲間

བཟང་ས། bzang sa /ᵝzaŋsʰa/
名 友人, 友達, 親友

མནའ་བཅད། mna’ bcad /ᵐnaᵖtɕal/
名 誓いを立てた友達

ཉུལ།
ipf. ཉུལ། nyul /ȵəɡ/
pf. ཉུལ། nyul /ȵəɡ/
動 他人の家を訪問する

རུ་ཉུལ་ལ་འགྲོ།
ipf. རུ་ཉུལ་ལ་འགྲོ། ru nyul la ’gro

/rə ȵəka ⁿɟo/
pf. རུ་ཉུལ་ལ་སོང་། ru nyul la song

/rə ȵəka sʰoŋ/
動 よそのテントを訪問する
解説 他家を訪問して社交に勤しむこと。

ཉུལ་རྐྱལ། nyul rkyal /ȵəɡᶳca/
名 他人の家を訪問するのが好きな人
解説 他家を訪問しては、茶を飲みながらおしゃべり
に興じる人を指す。

ངོ་ཤེས། ngo shes /ŋoxi/
名 知り合い

རུ་རོགས། ru rogs /rəroɡ/
名 テントの引っ越しを手伝う人
解説 テントを片付けて、移動して新しく張るのを手
伝う。

ིན་ཆེན་ཚང་། drin chen tshang
/ʈəntɕentsʰaŋ/
名 世話になった家

ཆོས་གྲོགས། chos grogs /tɕʰiʈoɡ/
名 法友
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解説 仏教的な行いをともに行う友達。ラマの説法を
一緒に聞きに行ったりする。

དབུས་རོགས། dbus rogs /ᵞwiroɡ/
名 ラサ巡礼に一緒に行く人, ラサ巡礼に一緒に
行った人
解説 ラサ巡礼に行った仲間は一生かけて大事にする
間柄となる。困った時は必ず助け合う関係である。

བ་ཁ། ba kha /wakʰa/
名 (1)短期放牧のため簡易なかまどを設置して
一時的に滞在すること (2)かまどを同じくする
仲間 (3)かまどを設置した場所
解説 短期放牧を指すだけでなく、年に一度土地神の
社（ラプツェ）に新しい柱を立てに行く際に、かまど
を共有する仲間やかまどを設置する場所も指す。短
期放牧の際の食料は朝はツァンパで、昼と夜はその
場で屠畜した羊の肉を食べて過ごす。その際は、2–3
ヶ月前から決まっている仲間と共同で準備する。

གྲོ་ོན། gro rkon /coᶳkon/
名 トマ芋を掘る人

འབུ་ོན། ’bu rkon /ⁿbəᶳkon/
名 冬虫夏草を掘る人

19.7.2 恋愛関係
རོགས་ས། rogs sa /roɡsʰa/
名 恋人

དགའ་རོགས། dga’ rogs /ʳɡaroɡ/
名 恋人

འགྲོགས་བཟང་། ’grogs bzang
/ⁿɖoɡᵝzaŋ/
名 恋人; 元恋人

དགའ་རོགས་བཙལ།
ipf. དགའ་རོགས་བཙལ། dga’ rogs btsal

/ʳɡaroɡ ᵖtsa/
pf. དགའ་རོགས་བཙལ། dga’ rogs btsal

/ʳɡaroɡ ᵖtsa/

動 恋人を求める, 恋人を募集する

ི་ཁ་གཙེ།
ipf. ི་ཁ་གཙེ། khyi kha gtse

/cʰəkʰa ᶳtse/
pf. ི་ཁ་གཙེས། khyi kha gtses

/cʰəkʰa ᶳtsi/
動 (1)寝ている犬を起こす, 犬の邪魔をする (2)
夜這いをする

འུར་རྟགས།
ipf. འུར་རྟགས། ’ur rtags /ʁər ᶳtaɡ/
pf. འུར་རྟགས། ’ur rtags /ʁər ᶳtaɡ/
動 夜這いをする

ཁ་མཐུན། kha mthun /kʰaᵐtʰən/
名 深い関係に発展していない恋愛
解説 冗談を言い合ったりキスをしたりする段階。こ
こで終わる恋愛も多い。

རོགས་རང་མཐུན། rogs rang mthun
/roɡ raŋᵐtʰən/
名 自由恋愛
解説 結婚前の恋愛を指す。

རང་དབང་རང་འཐད།
rang dbang rang ’thad
/raŋʁaŋ raŋtʰal/
名 恋愛結婚

གནས་ལ་འོ།
ipf. གནས་ལ་འོ། gnas la ’bro

/ᵞniʔa ⁿɖo/
pf. གནས་ལ་ོས། gnas la bros

/ᵞniʔa ᵖʈi/
動 駆け落ちする
解説 女性側からの表現。文字通りには「逃げるよう
に嫁に行く」。男性側からの表現は མནའ་མ་འིད།。

མནའ་མ་འིད།
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ipf. མནའ་མ་འིད། mna’ ma ’khrid
/ᵐnama cʰəl/

pf. མནའ་མ་ིད། mna’ ma khrid
/ᵐnama cʰəl/

動 駆け落ちする
解説 男性側からの表現。文字通りには「嫁を連れて
行く」。女性側からの表現は གནས་ལ་འོ།。

འཐོར།
ipf. འཐོར། ’thor /tʰor/
pf. ཐོར། thor /tʰor/
動 (1) 別れる, ばらばらになる, 離れ離れにな
る; 離婚する (2)(実が)落ちる

19.7.3 遠慮
ུ། rdzu /ʳdzə/
名 遠慮

ུ་ེད།
ipf. ུ་ེད། rdzu byed /ʳdzə jel/
pf. ུ་བྱས། rdzu byas /ʳdzə ji/
動 遠慮する

19.7.4 羞恥心・恥
ངོ་ཚ།1 ngo tsha /ŋo tsʰa/
動 恥ずかしい, 気まずい

ངོ་ཚ།2 ngo tsha /ŋotsʰa/
名 恥ずかしさ, 気まずさ

ཚིའུ། tshi’u /tsʰu/
名 (花嫁の)恥ずかしがるそぶり
解説 花嫁が結婚式の際に顔を袖で隠して恥ずかしが
るそぶりを指す。

ཚིའུ་ེད།
ipf. ཚིའུ་ེད། tshi’u byed /tsʰu jel/
pf. ཚིའུ་བྱས། tshi’u byas /tsʰu ji/
動 (1)(花嫁が結婚式で)恥ずかしがるそぶりを
する (2)去勢をする

ཞབས་འེན། zhabs ’dren /ɕamⁿɖen/
名 不名誉, 恥

19.7.5 もめごと
19.7.5.1 問題・トラブル
ོན།1 skyon /ᶳcon/
名 害; 問題, トラブル

19.7.5.2 争い
ཁ་མཆུ། kha mchu /kʰaᵐtɕʰə/
名 不和
解説 個人や家の間で対立関係になっている状態を指
す。

ོད། gyod /col/
名 もめごと, 争い事, 紛争
解説 草地の境界をめぐる争いなどのトラブルが起き
た際、調停人 གཟུ་བ།を立てて話し合いによって解決
をはかる。慣習法に基づく解決法であり、裁判所で
行う訴訟ではない。

ོད་རྒྱག
ipf. ོད་རྒྱག gyod rgyag /col ʳɟaɡ/
pf. ོད་བརྒྱབ། gyod brgyab /col ʳɟab/
動 もめごとになるよう仕向ける, もめごとを
あおる

ས་ོད། sa rtsod /sʰaᶳtsol/
名 土地争い, 放牧地をめぐる争い, 草地争い

འཛིང་།
ipf. འཛིང་། ’dzing /ⁿdzaŋ/
pf. འཛིངས། ’dzing /ⁿdzaŋ/
動 喧嘩する

ཅོ་འཛིང་། co ’dzing /tɕoⁿdzaŋ/
名 女性同士の喧嘩
解説 女性の喧嘩は髪 ཅོ་ཏོ། を引っ張り合うことから。

19.7.5.3 盗み
ུ།
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ipf. ུ། rku /ᶳkə/
pf. བུས། brkus /ᶲki/
動 盗む

ུས། rkus /ᶲki/
名 窃盗, 盗み

ུས་ེད།
ipf. ུས་ེད། rkus byed /ᶲki jel/
pf. ུས་བྱས། rkus byas /ᶲki ji/
動 窃盗をする

ུན་མ། rkun ma /ᶳkənma/
名 泥棒
解説 家畜や物を人に知られないように盗む人。

ནོར་ུན། nor rkun /norᶳkən/
名 ヤク泥棒

ཟོག་ུན། zog rkun /soɡᶳkən/
名 ヤク泥棒

ལུག་ུན། lug rkun /ləɡᶳkən/
名 羊泥棒

ི་ུན། khyi rkun /cʰəᶳkən/
名 犬泥棒; 泥棒犬; 手癖の悪い人

རྟ་ུན། rta rkun /ᶳtaᶳkən/
名 馬泥棒

རྟ་ུ།
ipf. རྟ་ུ། rta rku /ᶳta ᶳkə/
pf. རྟ་བུས། rta brkus /ᶳta ᶲki/
動 馬を盗む

རྩྭ་ས་ུ།
ipf. རྩྭ་ས་ུ། rtswa sa rku

/ᶳtsasʰa ᶳkə/
pf. རྩྭ་ས་བུས། rtswa sa brkus

/ᶳtsasʰa ᶲki/
動 他者の土地の草をこっそり食べさせる
解説 文字通りには「草地を盗む」。相手に知られな
いように家畜を送り込んで食べさせること。

ནང་ུས། nang rkus /naŋᶳki/
名 村の中でする窃盗

ི་ུས། phyi rkus /ᶲɕəᶳki/
名 村の外でする窃盗

ཇག jag /tɕaɡ/
名 略奪

ཇག་ལ་འགྲོ།
ipf. ཇག་ལ་འགྲོ། jag la ’gro /tɕaka ⁿɟo/
pf. ཇག་ལ་སོང་། jag la song /tɕaka sʰoŋ/
動 略奪に行く

ཇག་པ། jag pa /tɕaɡpa/
名 追い剥ぎ, 山賊; 略奪

འོག་བཅོམ། ’phrog bcom /ʈʰoɡᵖtɕom/
名 略奪

འོག་བཅོམ་ེད།
ipf. འོག་བཅོམ་ེད། ’phrog bcom byed

/ʈʰoɡᵖtɕom jel/
pf. འོག་བཅོམ་བྱས། ’phrog bcom byas

/ʈʰoɡᵖtɕom ji/
動 略奪する

19.7.5.4 殺人
མི་གསོད། mi gsod /ᵐȵəˣsol/
名 殺人

ནང་དམེ། nang dme /naŋᵞme/
名 村の中で起きた殺人

19.7.5.5 出奔
རི་ཤོར་ལ་འབུད།

ipf. རི་ཤོར་ལ་འབུད། ri shora ’bud
/rəxor ⁿbəl/

pf. རི་ཤོར་ལ་བུད། ri shora bud
/rəxor wəl/

動 (家畜が)いなくなる; (人が)出奔する
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19.7.5.6 調停・賠償
གཟུ་བ། gzu ba /ᵞzəwa/
名 調停人
解説 牧畜民の慣習法にもとづいてもめごと、争いご
との解決をはかる交渉人。語りの得意な男性に任さ
れる。調停の場では、双方の調停人が九割以上こと
わざだけで交渉を行う。ラマや在家密教行者、村の
長老などがなる場合もある。

ོད་བཤད།
ipf. ོད་བཤད། gyod bshad /col ᶲɕal/
pf. ོད་བཤད། gyod bshad /col ᶲɕal/
動 もめごとの解決をはかる

ོད་འིག
ipf. ོད་འིག gyod ’grig /col ⁿɖəɡ/
pf. ོད་འིགས། gyod ’grigs /col ⁿɖəɡ/
動 もめごとの調停がうまくいく

ོད་འཆད།
ipf. ོད་འཆད། gyod ’chad /col tɕʰal/
pf. ོད་ཆད། gyod chad /col tɕʰal/
動 もめごとの調停が失敗に終わる

འཇལ། ’jal /ⁿdʑa/
名 略奪・窃盗の賠償

ོང་།2 stong /ᶳtoŋ/
名 賠償, 賠償金

ོང་རྒྱག

ipf. ོང་རྒྱག stong rgyag
/ᶳtoŋ ʳɟaɡ/

pf. ོང་བརྒྱབ། stong brgyab
/ᶳtoŋ ʳɟab/

動 賠償する

མི་ོང་། mi stong /ᵐȵəᶳtoŋ/
名 殺人の賠償
解説 殺された場合、または殺されそうになって重症
を負った場合の賠償。

ཤི་ོང་། shi stong /xəᶳtoŋ/
名 殺人の賠償
解説 殺された場合の賠償。

ནང་ོང་། nang stong /naŋᶳtoŋ/
名 村の中で行われる賠償

ི་ོང་། phyi stong /ᶲɕəᶳtoŋ/
名 別の村に対して行われる賠償

དམག་ོགས། dmag rdzogs /ᵞmaɡʳdzoɡ/
名 調停金, 仲裁金

གཟུ་སྐལ། gzu skal /ᵞzərᶳka/
名 調停人への謝礼

19.7.5.7 慣習法
ཡུལ་ིམས། yul khrims /jəlʈʰəm/
名 慣習法

ེ་ིམས། sde khrims /ʳdeʈʰəm/
名 村の慣習法
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第 20章
経済活動

牧畜によって入手できる資源は限られているため、牧畜民にとって交易は非常に重要な意味を持
っていた。また、牧畜民は一見すると自由に生活しているように見えるが、歴史的に政治権力による
統治と無関係であったわけではなく、旧社会では家畜税やバター税などを負担していた。この章で
は、社会的変化を含め経済活動に関わる語彙を紹介する。
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20.3.1 家畜の売買 . . . . . 331

20.4 買い物 . . . . . . . . . . . . 331
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20.6 税 . . . . . . . . . . . . . . 332

20.1 仕事・商売
འོག་ལས། ’brog las /ⁿɖoɡli/
名 牧畜業
解説 家畜に関わることのみならず、牧畜文化全般に
関わる様々な仕事を指す。

ུགས་ལས། phyugs las /ᶲɕəɡli/
名 畜産業
解説 乳や肉の加工など家畜を生産手段とする仕事を
指す。

ཞིང་ལས། zhing las /ɕaŋli/
名 農業

ཚོང་ལས། tshong las /tsʰoŋli/
名 商売

ཁེ་ལས། khe las /kʰeli/
名 商売, 儲け仕事

ཚོང་། tshong /tsʰoŋ/
名 商売

ཚོང་རྒྱག
ipf. ཚོང་རྒྱག tshong rgyag

/tsʰoŋ ʳɟaɡ/
pf. ཚོང་བརྒྱབ། tshong brgyab

/tsʰoŋ ʳɟab/
動 商売する, 買い物をする

ལས་ཀ las ka /liˣka/
名 労働, 肉体労働を伴う仕事

བྱ་བ། bya ba /ᶲɕawa/
名 仕事
解説 主に役所仕事を指す。

ཉིན་གླ། nyin gla /ȵənᵞla/
名 日雇い
解説 日給を得るために従事する労働。道路工事、建
設労働など、肉体労働の類。

ཉིན་ལས། nyin las /ȵənli/
名 昼勤

ནུབ་ལས། nub las /nəbli/
名 夜勤
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འབུ་ོ། ’bu rko /ⁿbəᶳko/
名 冬虫夏草を掘ること

གྲོ་ོ། gro rko /coᶳko/
名 トマ芋を掘ること
解説 トマ芋を掘りに行くのは主に女性たちのグルー
プである。男性が通りかかると女性たちにからかわ
れ、弄ばれるので、男性は怖くて避けて通る。

20.2 金銭
ོར་མོ། sgor mo /ʳɡormo/
名 お金の単位, 元

ཁེ་བཟང་། khe bzang /kʰeᵝzaŋ/
名 儲け

ོང་། gyong /coŋ/
名 損, 損失, 損害

20.3 売買
བཙོང་།

ipf. བཙོང་། btsong /ᵖtsoŋ/
pf. བཙོངས། btsongs /ᵖtsoŋ/
動 売る

ཉོ།
ipf. ཉོ། nyo /ȵo/
pf. ཉོས། nyos /ȵi/
動 買う

ཆེད་ཚོང་། ched tshong
/tɕʰeltsʰoŋ/
名 専売

ཚོང་རྫས། tshong rdzas
/tsʰoŋʳdzi/
名 商品

20.3.1 家畜の売買
བཙོང་ཟོག btsong zog /ᵖtsoŋsoɡ/

名 売る予定のヤク

བཙོང་ལུག btsong lug /ᵖtsoŋləɡ/
名 売る予定の羊

རྟ་བཙོང་།1
ipf. རྟ་བཙོང་། rta btsong /ᶳta ᵖtsoŋ/
pf. རྟ་བཙོངས། rta btsongs /ᶳta ᵖtsoŋ/
動 馬を売る

རྟ་བཙོང་།2 rta btsong /ᶳtaᵖtsoŋ/
名 馬を売る人

ལ་བཙོང་། la btsong /laᵖtsoŋ/
名 馬を売る人
解説 売る馬に雌雄、仔畜のいずれが含まれていても
良い。雄馬を売る人は རྟ་བཙོང་།2。

རྟ་ཉོ།1
ipf. རྟ་ཉོ། rta nyo /ᶳta ȵo/
pf. རྟ་ཉོས། rta nyos /ᶳta ȵi/
動 馬を買う

རྟ་ཉོ།2 rta nyo /ᶳtaȵo/
名 馬を買う人

20.4 買い物
ཚོང་རྒྱག་གི་འགྲོ།

ipf. ཚོང་རྒྱག་གི་འགྲོ།
tshong rgyag gi ’gro
/tsʰoŋ ʳɟaɡ kə ⁿɟo/

pf. ཚོང་རྒྱག་གི་སོང་།
tshong rgyag gi song
/tsʰoŋ ʳɟaɡ kə sʰoŋ/

動 買い物に行く

ཟོང་ུར། zong skur /soŋᶳkər/
名 他者にお金を託して買い物を頼むこと

ཟོང་ུར་ེད།
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ipf. ཟོང་ུར་ེད། zong skur byed
/soŋᶳkər jel/

pf. ཟོང་ུར་བྱས། zong skur byas
/soŋᶳkər ji/

動 他者にお金を託して買い物を頼む, 買ってき
てくれと頼む

ཟོང་ལྷག zong lhag /soŋlḁɡ/
名 お金を託して買い物を頼んだ際に出た残額,
お釣り

ཆད་ཐོ། chad tho /tɕʰaltʰo/
名 (1)足りないもののリスト; 欠席者リスト (2)
足りない数; 欠席者の数 (3)借金の額

20.5 預託・貸借
བཅོལ་མ། bcol ma /ᵖtɕuma/
名 他人から預かった家畜や荷物
解説 他人から預かった家畜は目印をつけておく。

ས་གླ།1
ipf. ས་གླ། sa gla /sʰa ᵞla/
pf. ས་གླས། sa glas /sʰa ᵞli/
動 土地を借りる; 土地を貸す

ས་གླ།2 sa gla /sʰaᵞla/
名 土地の貸賃

གཡར།
ipf. གཡར། g.yar /ᵞjar/
pf. གཡར། g.yar /ᵞjar/
動 貸す; 借りる

ེད་ཀ skyed ka /ᶳcelka/
名 利子

བུ་ལོན། bu lon /wəlon/
名 負債

བུ་ལོན་ོན་མོ། bu lon ston mo
/wəlon ᶳtonmo/
名 負債踏み倒し宴会
解説 借金を返せなくなった人が、貸してくれた人を

招き、手持ちの家畜を全て手放す代わりに借金を踏
み倒すことを詫びる宴会。近年は問題視されている。

བུ་ལོན་ོན་མོ་འོག
ipf. བུ་ལོན་ོན་མོ་འོག

bu lon ston mo ’gyog
/wəlon ᶳtonmo ⁿɟoɡ/

pf. བུ་ལོན་ོན་མོ་བཀྱགས།
bu lon ston mo bkyags
/wəlon ᶳtonmo ᵖcaɡ/

動 負債踏み倒しの宴会を開く

20.6 税
ཁྲལ། khral /cʰa/
名 税

ཆུར་ཁྲལ། chur khral /tɕʰərcʰa/
名 チーズ税
解説 旧社会で牧畜民が課されていた税の一つ。

མར་ཁྲལ། mar khral /marcʰa/
名 バター税
解説 旧社会で牧畜民が課されていた税の一つ。

ུགས་ཁྲལ། phyugs khral
/ᶲɕəɡcʰa/
名 家畜税
解説 旧社会で牧畜民が課されていた税の一つ。

འེང་ཁྲལ། ’breng khral
/ⁿɖoŋcʰa/
名 革紐税
解説 旧社会で牧畜民が課されていた税の一つ。

ཁྲལ་བ། khral ba /cʰawa/
名 徴税人
解説 旧社会において徴税のため派遣された徴税人。

ཁྲལ་དཔོན། khral dpon /cʰaχon/
名 徴税人の長

ཁྲལ་གཞོལ། khral gzhol /cʰaᵝʑu/
名 税を逃れる世帯
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第 21章
冠婚葬祭

この章では、結婚や葬送儀礼をはじめとする冠婚葬祭に関わる語彙を幅広く紹介する。結婚では、
婚礼衣装、結婚にいたるまでの段取り、披露宴での習慣についての語彙を、葬送儀礼では、法要・回
向、鳥葬のプロセスに関する語彙を中心に扱っている。
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21.1 誕生 . . . . . . . . . . . . . 333
21.2 成長儀礼 (髪切り式) . . . . . 333
21.3 結婚 . . . . . . . . . . . . . 334

21.3.1 結納 . . . . . . . . 334
21.3.2 新郎新婦とその家族 . 334
21.3.3 婚礼衣装 . . . . . . 335
21.3.4 新郎新婦の送迎 . . . 335
21.3.5 結婚式・披露宴 . . . 336
21.3.6 贈り物 . . . . . . . 337
21.3.7 離婚 . . . . . . . . 338

21.4 葬送儀礼 . . . . . . . . . . 338
21.4.1 臨終 . . . . . . . . 338
21.4.2 故人 . . . . . . . . 338
21.4.3 遺体 . . . . . . . . 338
21.4.4 枕経 . . . . . . . . 339

21.4.5 死者供養 . . . . . . 340
21.4.6 鳥葬 . . . . . . . . 341
21.4.7 遺骨・遺灰 . . . . . 342
21.4.8 水葬・土葬 . . . . . 342
21.4.9 行者や僧侶の死と葬儀 342
21.4.10 服喪 . . . . . . . . 343
21.4.11 生まれ変わり . . . . 343

21.5 正月 . . . . . . . . . . . . . 343
21.5.1 大祓 . . . . . . . . 343
21.5.2 新年の干支の方角 . . 343
21.5.3 新年 . . . . . . . . 343
21.5.4 正月に行われる供養 . 344
21.5.5 正月料理 . . . . . . 344
21.5.6 正月の遊び . . . . . 345

21.6 贈り物 . . . . . . . . . . . . 345

21.1 誕生
བཙས་ོན། btsas ston /ᵖtsiᶳton/
名 出産祝い

བཙས་སྐར། btsas skar /ᵖtsiᶳkar/
名 生まれた日, 誕生日
解説 生年月日は一般に高僧などを除き、意識されて
おらず、伝統的には誕生日を祝う習慣もない。

21.2 成長儀礼 (髪切り式)

ནེའུ་ོན། ne’u ston /nuᶳton/

名 子供の髪切り式
解説 子供が数えで 3歳になる時に行う。
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སྐྲ་སྐར། skra skar /ᶳcaᶳkar/
名 髪切り式の日取り

ནེའུ་སྐྲ། ne’u skra /nuᶲca/
名 髪切り式で切り落とした髪を丸めたもの

21.3 結婚
གཉེན་ིག gnyen sgrig /ᵞȵenʳɖəɡ/
名 結婚

གཉེན་ིག་ེད།
ipf. གཉེན་ིག་ེད། gnyen sgrig byed

/ᵞȵenʳɖəɡ jel/
pf. གཉེན་ིག་བྱས། gnyen sgrig byas

/ᵞȵenʳɖəɡ ji/
動 結婚する

གཉེན་ོན། gnyen ston /ᵞȵenᶳton/
名 結婚式; 結婚披露宴

ོན་མོ། ston mo /ᶳtonmo/
名 (1)結婚式; 結婚披露宴 (2)宴会
解説 豪勢な結婚式のこと。

ལམ་ཡངས། lam yangs /lamjaŋ/
名 簡略式の結婚式

ོན་མོ་ེད།

ipf. ོན་མོ་ེད། ston mo byed
/ᶳtonmo jel/

pf. ོན་མོ་བྱས། ston mo byas
/ᶳtonmo ji/

動 結婚式をする; 結婚披露宴をする; 結婚する

གནས་ལ་འགྲོ།
ipf. གནས་ལ་འགྲོ། gnas la ’gro

/ᵞniʔa ⁿɟo/
pf. གནས་ལ་སོང་། gnas la song

/ᵞniʔa sʰoŋ/
動 嫁に行く

21.3.1 結納
མནའ་མ་ོང་།

ipf. མནའ་མ་ོང་། mna’ ma slong
/ᵐnama ᶳtsoŋ/

pf. མནའ་མ་བསླངས། mna’ ma bslangs
/ᵐnama ᶲtsaŋ/

動 嫁に乞う

ོང་ེན། slong rten /ᶳtsoŋᶳten/
名 結納金
解説 娶る側が花嫁または花婿を家に迎えることに対
する対価として支払う金銭。ནུ་རིན།も参照のこと。

ནུ་རིན། nu rin /nərən/
名 農民と結婚する場合に必要になる結納
解説 文字通りには「母乳代」。花嫁が農民の場合に
花嫁を養育したことに対する対価として支払われる
金銭。牧畜民同士の結婚ではこのやりとりはない。

བར་བ། bar ba /warwa/
名 仲人
解説 結婚を決める時に両家を取り持つ役割を果たす
人。

21.3.2 新郎新婦とその家族
མག་པ། mag pa /maɡpa/
名 (1)[親族名称] 婿 (2)新郎, 花婿

བག་མ། bag ma /waɡma/
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名 新婦, 花嫁

中央が花嫁、両脇は介添人

གཉེན་ཚང་། gnyen tshang
/ᵞȵentsʰaŋ/
名 結婚式のホスト側の家
解説 嫁取りであれば新郎側の実家を指し、婿取りで
あれば新婦側の実家を指す。

ཨ་ཞང་ཚང་། a zhang tshang
/ʔaɕaŋtsʰaŋ/
名 (嫁入りの場合の) 嫁の実家, (婿入りの場合
の)婿の実家

21.3.3 婚礼衣装
བག་ལྭ། bag lwa /waɡla/
名 花嫁衣装, 新婦用の婚礼衣装

མག་ལྭ། mag lwa /maɡla/
名 花婿の衣装, 新郎用の婚礼衣装

བག་ཞྭ། bag zhwa /waɡɕa/
名 花嫁の帽子

ལིང་། ling /laŋ/
名 結婚式の際に新婦が飾り髪の横に通す赤・
緑・白などの布

21.3.4 新郎新婦の送迎
བག་རོགས། bag rogs /waɡroɡ/
名 花嫁の介添人

མག་རོགས། mag rogs /maɡroɡ/
名 花婿の介添人

མནའ་མ་བསུ།
ipf. མནའ་མ་བསུ། mna’ ma bsu

/ᵐnama ᶲsə/
pf. མནའ་མ་བསུས། mna’ ma bsus

/ᵐnama ᶲsi/
動 花嫁を迎えに行く
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ཞི་མོ་ེལ།
ipf. ཞི་མོ་ེལ། zhi mo skyel

/ɕəmo ᶳci/
pf. ཞི་མོ་བསྐྱལ། zhi mo bskyal

/ɕəmo ᶲca/
動 花嫁を婚家に送り届ける
解説 顔合わせのために仲人が連れて行くこと。

བག་མ་ེལ།
ipf. བག་མ་ེལ། bag ma skyel

/waɡma ᶳci/
pf. བག་མ་བསྐྱལ། bag ma bskyal

/waɡma ᶲca/
動 花嫁を送り届ける

བག་རྟ། bag rta /waɡᶳta/
名 花嫁の乗る馬
解説 白馬が良いとされる。

མག་རྟ། mag rta /maɡᶳta/
名 花婿の乗る馬
解説 花嫁の乗る馬は白馬が良いとされるが、花婿の
馬は白馬でなくて良い。

རྟ་ཁ་ལེན།
ipf. རྟ་ཁ་ལེན། rta kha len

/ᶳtakʰa len/
pf. རྟ་ཁ་བླངས། rta kha blangs

/ᶳtakʰa ᵝlaŋ/
動 花嫁を支えて馬から下ろす

རྟ་ཁ་ལེན་མཁན། rta kha len mkhan
/ᶳtakʰa lenᵐkʰan/
名 花嫁を支えながら馬から下ろす役割の人
解説 新婦が新郎側に行った際に馬から下ろしてあげ
る人。

མཆོད་ཀ mchod ka /ᵐtɕʰolka/
名 (1) 捧げものとしての茶・水・酒 (2)(茶・水・
酒による) 清め
解説 清めは婚礼や宴席などのめでたい儀式の際に、
茶、水、酒で人や場を清めるために行われる。

21.3.5 結婚式・披露宴
མགྲོན་པོ། mgron po /ⁿɖonpo/
名 (1)結婚式の際に新郎・新婦に同行する男性
(2)客人, お客
解説 新郎・新婦がそれぞれ相手側を訪問する際に同
行する男性たち。農民は女性が同行することもある
が、牧畜民は男性のみ。挨拶をし、新郎・新婦の特徴
を述べ、嫁預け歌を歌うなど役割を担う。

ོན་བཤད། ston bshad /ᶳtonᶲɕal/
名 結婚式の祝い口上
解説 口上が上手く、声が良くて発音明瞭、かつ運気
の良い人に依頼することが多い。

བཅོལ་ུ། bcol glu /ᵖtɕuᵞlə/
名 嫁預け歌
解説 結婚式の際に新婦側の同行者たちが新郎の家で
歌う歌。歌わずに歌詞を語るだけでも良い。

ེད་རགས་བཅིང་།
ipf. ེད་རགས་བཅིང་། sked rags bcing

/ᶳkeraɡ ᵖtɕaŋ/
pf. ེད་རགས་བཅིངས། sked rags bcings

/ᶳkeraɡ ᵖtɕaŋ/
動 (1)帯を締める (2)(結婚式で)帯を巻く

མག་ུག mag lcug /maɡˣtɕəɡ/
名 (結婚式で) 花婿に巻く帯

ེད་རགས་ོག
ipf. ེད་རགས་ོག sked rags rdog

/ᶳkeraɡ ʳdoɡ/
pf. ེད་རགས་ོག sked rags rdog

/ᶳkeraɡ ʳdoɡ/
動 (結婚式で)帯を引っ張る

བག་རས། bag ras /waɡri/
名 結婚式の際に嫁が待機するテントまたは部屋

ཚིའུ། tshi’u /tsʰu/
名 (花嫁の)恥ずかしがるそぶり
解説 花嫁が結婚式の際に顔を袖で隠して恥ずかしが
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るそぶりを指す。

ཚིའུ་ེད།
ipf. ཚིའུ་ེད། tshi’u byed /tsʰu jel/
pf. ཚིའུ་བྱས། tshi’u byas /tsʰu ji/
動 (1)(花嫁が結婚式で)恥ずかしがるそぶりを
する (2)去勢をする

ཆུ་ུག
ipf. ཆུ་ུག chu ldug /tɕʰə ʳdəɡ/
pf. ཆུ་ུག chu blug /tɕʰə ᵝləɡ/
動 水を注ぐ; (結婚式で歌うのを断る人に)水を
ふりかける

ビャクシンの枝を使って水をふりかけている様子

ཇ་ོལ།2 ja skol /tɕaᶳku/
名 結婚式のお茶係
解説 新婦側と新郎側の両方にお茶係がいる。子供を
死なせるなどの不幸がなく人柄の良い既婚女性 མ་ུ།
がつとめる。客はお茶係にお茶代を渡さないとお茶
をもらえない。

མ་ུ། ma sru /maʂə/
名 既婚女性
解説 血縁関係がなく、情歌を歌っても良い間柄の女
性を指す。結婚式の時は子供を死なせるなどの不幸
がなく人柄の良い既婚女性がお茶係の役割を担う。

མདའ་དར། mda’ dar /ᵐdatar/
名 幸運の矢
解説 福運の矢 གཡང་མདའ། に五色の礼布カターと銅
鏡などを結びつけた呪物で、婚出する花嫁の幸せを
祈って中空で振り回す。

21.3.6 贈り物
ོངས་བ། rdzongs ba /ʳdzoŋwa/
名 贈り物, 贈答品
解説 結婚の際の贈り物を含め、贈答品全般を指す。

ཆུ་དར། chu dar /tɕʰətar/
名 花嫁側が花婿側に渡す布, 花婿側が花嫁側に
渡す布

ཇ་དར། ja dar /tɕatar/
名 花嫁側が花婿側に渡すお茶代
解説 金銭ではなく布を渡すのが習わしである。

ོན། skon /ᶳkon/
名 花嫁の家が花嫁・花婿の親戚や友人に渡す布

ོན་སྐལ། ston skal /ᶳtonᶳka/
名 結婚式で客に渡すお土産, 引き出物
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21.3.7 離婚
འཐོར།

ipf. འཐོར། ’thor /tʰor/
pf. ཐོར། thor /tʰor/
動 (1) 別れる, ばらばらになる, 離れ離れにな
る; 離婚する (2)(実が)落ちる

བཟའ་ཚང་འཐོར།
ipf. བཟའ་ཚང་འཐོར། bza’ tshang ’thor

/ᵝzatsʰaŋ tʰor/
pf. བཟའ་ཚང་ཐོར། bza’ tshang thor

/ᵝzatsʰaŋ tʰor/
動 離婚する

21.4 葬送儀礼
21.4.1 臨終
འཆི་ཁ། ’chi kha /tɕʰəkʰa/
名 臨終, 死の瞬間, 死の間際, 末期 (まつご)

ི་དབུགས། phyi dbugs /ᶲɕəᵞwəɡ/
名 息; 呼吸をしている状態

ི་དབུགས་འཆད།
ipf. ི་དབུགས་འཆད། phyi dbugs ’chad

/ᶲɕəᵞwəɡ tɕʰal/
pf. ི་དབུགས་ཆད། phyi dbugs chad

/ᶲɕəᵞwəɡ tɕʰal/
動 息絶える; (医学的な死亡により) 呼吸が途
絶える

ནང་དབུགས། nang dbugs /naŋᵞwəɡ/
名 体内の気
解説 修行を積んだ高僧や行者の場合、生命活動は停
止しても体内の気がしばらく留まっている。鼻から
体液が流出するなどの兆候が見られると、体内の気
が完全に消失したものと判断される。

ནང་དབུགས་འཆད།

ipf. ནང་དབུགས་འཆད། nang dbugs ’chad
/naŋᵞwəɡ tɕʰal/

pf. ནང་དབུགས་ཆད། nang dbugs chad
/naŋᵞwəɡ tɕʰal/

動 体内の気が消失する

21.4.2 故人
ཤི་བོ། shi bo /xəwo/
名 亡くなった人, 故人

ཤི་བོའི་མིང་། shi bo’i ming
/xəwu ᵐȵaŋ/
名 亡くなった人の名前
解説 亡くなった後は故人の名前を呼ぶのを避ける。

དགའ་ལྡན་པོ། dga’ ldan po
/ʳɡaʳdanpo/
名 (年を取って亡くなった)故人男性

དགའ་ལྡན་མ། dga’ ldan ma
/ʳɡaʳdanma/
名 (年を取って亡くなった)故人女性

དག་ཞིང་པོ། dag zhing po
/taɡɕaŋpo/
名 (若くして亡くなった)故人男性

དག་ཞིང་མ། dag zhing ma
/taɡɕaŋma/
名 (若くして亡くなった)故人女性

རོ་ཤུན། ro shun /roxən/
名 亡くなった人が身につけていた服
解説 文字通りには「遺体の皮」。縁起の悪い言葉で
あり、自分の親族には使わない。

21.4.3 遺体
བེམ་པོ། bem po /wempo/
名 [敬](人の)遺体; 遺骨; 遺灰

རོ། ro /ro/
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名 遺体, 死体

རོ་ིབ། ro grib /roʈəb/
名 死体の穢れ
解説 死体が持つとされる穢れ。

ལུས་བཅོས། lus bcos /liᵖtɕi/
名 屈葬のために死者に手足を折り曲げる姿勢を
取らせること
解説 両膝の間に手を縛って入れ、背中を丸め、ロー
プや礼布カターなどで喉を縛り、体液が出ないよう
にする。

ལུས་བཅོས་ེད།
ipf. ལུས་བཅོས་ེད། lus bcos byed

/liᵖtɕi jel/
pf. ལུས་བཅོས་བྱས། lus bcos byas

/liᵖtɕi ji/
動 屈葬のために死者に手足を折り曲げる姿勢を
取らせる

21.4.4 枕経
ཤི་ཆོས། shi chos /xətɕʰi/
名 亡くなった後に行う法事

ཤི་བདག shi bdag /xəᵝdaɡ/
名 喪主, 葬儀の責任者
解説 通常一人ではなく家族の主だった人たちを指
す。

གཤིན་ིས། gshin rtsis /ˣɕənᶳtsi/
名 死者に関する占い

གཤིན་སྐར། gshin skar /ˣɕənᶳkar/
名 葬儀の日を決める占い; 占いで決まった葬
儀の日

སྐར་ཆོས། skar chos /ᶳkartɕʰi/
名 葬儀の際に読むように指定された経典
解説 占いで指定された経典を家族が読誦し続ける。
読誦する回数は占いの結果によって異なる。

བདུན། bdun /ᵝdən/
名 (1) 数詞の 7 (2) 死後に 7 日単位で行う葬
送儀礼

བདུན་འདེད།
ipf. བདུན་འདེད། bdun ’ded /ᵝdən ⁿdel/
pf. བདུན་དེད། bdun ded /ᵝdən tel/
動 死後 7日単位で葬送儀礼を行う

ཞེ་དགུ། zhe dgu /ɕeʳɡə/
名 四十九日
解説 中陰の期間。

ཞེ་དགུ་ཚང་།
ipf. ཞེ་དགུ་ཚང་། zhe dgu tshang

/ɕeʳɡə tsʰaŋ/
pf. ཞེ་དགུ་ཚང་། zhe dgu tshang

/ɕeʳɡə tsʰaŋ/
動 四十九日が明ける, 満中陰を迎える

དགོང་ཞག་ཚང་།
ipf. དགོང་ཞག་ཚང་། dgong zhag tshang

/ʳɡoŋɕaɡ tsʰaŋ/
pf. དགོང་ཞག་ཚང་། dgong zhag tshang

/ʳɡoŋɕaɡ tsʰaŋ/
動 [敬語] 四十九日が終わる, 満中陰を迎える

བར་དོ། bar do /warto/
名 中有 (ちゅうう), 中陰

འཕོ་བ། ’pho ba /pʰowa/
名 死んだ人の魂を浄土に送る儀礼

རྒྱང་འཕོ། rgyang ’pho /ʳɟaŋpʰo/
名 遠方から死んだ人の魂を浄土に送る儀礼を行
うこと
解説 ラマのいない遠隔地で死去した場合、電話越し
に儀礼を行ってもらう。

རྒྱང་འཕོ་ེད།
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ipf. རྒྱང་འཕོ་ེད། rgyang ’pho byed
/ʳɟaŋpʰo jel/

pf. རྒྱང་འཕོ་བྱས། rgyang ’pho byas
/ʳɟaŋpʰo ji/

動 遠方から死んだ人の魂を浄土に送る儀礼
を行う

སྔས་མགོའི་བླ་མ། sngas mgo’i bla ma
/ŋ̊iⁿɡu ᵝlama/
名 葬式で枕経を頼むラマ
解説 死者やその家族が信頼を寄せているラマに頼む
ことが多い。文字通りには「枕元のラマ」。

རྒྱབ་བཅོས། rgyab bcos /ʳɟabᵖtɕi/
名 死者のための旅支度一式
解説 葬式で枕経を頼むラマに託す。

རྒྱབ་གཞི་ཁ་ཚང་།
rgyab gzhi kha tshang
/ʳɟabᵞʑə kʰatsʰaŋ/
名 死者のための衣服・装身具一式
解説 帽子、服、着物、靴下、靴、刀、火打ち石、銃
など、葬式で枕経を頼むラマに託す物。

བ་ཆུ་ོར་གསུམ། ba chu skor gsum
/watɕʰə ᶳkorsəm/
名 死者のための旅支度一式
解説 死者が葬式で枕経を頼むラマに託すもので、か
まど石、鍋、乾燥糞、マッチ、お茶、水、柄杓、弁当
袋などを振り分け荷物の袋に入れて渡す。

དུར་ོང་། dur rdzong /tərʳdzoŋ/
名 死者の冥土の携行品
解説 かつては木箱の中に入れてしまっておく習慣が
あった。

མིག་ུན། mig sngun /ȵəɡŋ̊ən/
名 弔問客の訪問
解説 弔問客は香典（金銭以外に、乾燥チーズ、バタ
ー、ツァンパなど施餓鬼供養に用いる供物）を持参
し、お悔やみを述べる。

སྐར་འེད། skar ’gyed /ᶳkarⁿɟəl/

名 葬儀の参列者に渡す少額のお金
解説 参列者は帰宅後に供養の読経を行うので、その
ためのお布施のようなもの。

21.4.5 死者供養
བོ་བ། bsngo ba /ŋ̊owa/
名 回向 (えこう)の儀式

བོ་བ་ཞུ།
ipf. བོ་བ་ཞུ། bsngo ba zhu

/ŋ̊owa ɕə/
pf. བོ་བ་ཞུས། bsngo ba zhus

/ŋ̊owa ɕi/
動 (ラマに)回向の儀式を依頼する

བོ་ཡིག bsngo yig /ŋ̊ojəɡ/
名 回向文
解説 ラマたちが葬儀の際に読み上げる文書。死者の
名前が赤字で書かれている。

བོ་བ་ོན་ལམ། bsngo ba smon lam
/ŋ̊owa m̥onlam/
名 回向文
解説 回向の目的を祈りの最後に述べる。

ཚེ་ལས་འདས་པ། tshe las ’das pa
/tsʰeli ⁿdipa/
名 男の死者
解説 回向文 བོ་ཡིག で男性の死者の名前を読み上げ
る際に、最初に述べる。名前の後に出身の村名を述
べることもある。

ཚེ་ལས་འདས་མ། tshe las ’das ma
/tsʰeli ⁿdima/
名 女の死者
解説 女性の死者の名前を読み上げる際に最初に述べ
る。

བོ་ེན། bsngo rten /ŋ̊oᶳten/
名 (ラマに対する)回向の謝礼

སྔས་རྟ། sngas rta /ŋ̊iᶳta/
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名 回向の際に僧侶に捧げる馬, 回向馬

ིང་མེ། gling me /ᵞlaŋᵐȵe/
名 葬儀の際に戸外に灯す灯明; (ツォンカパ供
養の万灯会で灯される)灯明

21.4.6 鳥葬
དུར་ོད། dur khrod /tərʈʰol/
名 鳥葬場; 墓場

དུར་ས། dur sa /tərsʰa/
名 墓場

གནས། gnas /ᵞni/
名 (1)場所 (2)聖地 (3)墓場

སྐར་མ་འཕུད།
ipf. སྐར་མ་འཕུད། skar ma ’phud

/ᶳkarma həl/
pf. སྐར་མ་ཕུད། skar ma phud

/ᶳkarma həl/
動 野辺送りをする

རོ་འེན། ro ’dren /roⁿɖen/
名 遺体運び
解説 鳥葬場へ遺体を運ぶ時、遺体運搬用のヤクまた
は馬に載せるが、その際、鞍の向きを通常と逆方向に
して固定することを指す。鳥葬を終えて帰る時は鞍
の向きをもとに戻し、帰り着いたら穢れを清める。

རོ་གཡག ro g.yag /roᵞjaɡ/
名 遺体運搬用のヤク
解説 鳥葬場や火葬場まで遺体を運ぶのにはヤクを用
いることが多い。馬を用いることもある。どの家畜
に運搬させるかは占いで決める。

རོ་རྟ། ro rta /roᶳta/
名 遺体運搬用の馬

རོ་ལས། ro las /roli/
名 遺体の処理
解説 鳥葬に際して鳥が食べやすいように遺体を解体
すること。

བྱ་གཏོར། bya gtor /ᶲɕaˣtor/
名 鳥葬
解説 文語的な表現。

བྱ་གསུར།2 bya gsur /ᶲɕaˣsər/
名 鳥葬

བྱ་འཕེན།
ipf. བྱ་འཕེན། bya ’phen /ᶲɕa ⁿpʰen/
pf. བྱ་འཕངས། bya ’phangs /ᶲɕa pʰaŋ/
動 鳥葬する
解説 文字通りには「鳥を飛ばす」。

བྱ་གསུར།1
ipf. བྱ་གསུར། bya gsur /ᶲɕa ˣsər/
pf. བྱ་གསུར། bya gsur /ᶲɕa ˣsər/
動 鳥葬する
解説 文字通りには「鳥に赤い供物を捧げる」。

གོ་བོ། go bo /ku/
名 ヒゲワシ
解説 最も大きい猛禽類。鳥葬の際に飛来する鳥で、
遺体の大きい塊も食べることができる。大きくて食
べにくい塊は咥えたまま飛び立ち、石の多い河原に落
として砕いてから食べるところが目撃されている。

བླ་བྱ། bla bya /ᵝlaᶲɕa/
名 (個人についているという)守護鳥
解説 (鳥葬の際に)最初に遺体に触れる鳥。

བྱ་འབོད། bya ’bod /ᶲɕəⁿbol/
名 (鳥葬の際に)鳥を呼ぶ舞

བྱ་འཁོར།
ipf. བྱ་འཁོར། bya ’khor /ᶲɕa ⁿkʰor/
pf. བྱ་འཁོར། bya ’khor /ᶲɕa ⁿkʰor/
動 (鳥葬の際に)鳥が飛んでくる

བྱ་འབབ།
ipf. བྱ་འབབ། bya ’bab /ᶲɕa ⁿbab/
pf. བྱ་བབ། bya bab /ᶲɕa wab/
動 鳥が舞い降りる
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གཤོག་ལྕག gshog lcag /ˣɕoɡˣtɕaɡ/
名 (鳥葬の際に)鳥が翼で遺体を叩くこと

21.4.7 遺骨・遺灰
ཀླད་རུས། klad rus /ᵞlalri/
名 頭頂部の骨
解説 鳥葬の際に骨を砕いて鳥に食べさせたり、地中
に埋めたりするが、頭頂部の骨だけは持って帰り、清
めて遺灰にし、聖地に撒いたり、粘土に混ぜ込んで
磚仏を作るのに用いる。

རུས་ཆོག rus chog /ritɕʰoɡ/
名 遺骨の供養
解説 鳥葬で残った遺骨を焼いて遺灰にする際に僧侶
が読経して供養すること。

རུས་ཐལ། rus thal /ritʰa/
名 遺灰
解説 鳥葬で残った遺骨を焼いて遺灰にしたもの。

དུར་རྫས། dur rdzas /tərʳdzi/
名 火葬や鳥葬をする際の儀式に必要なもの
解説 クシャ草や胡麻、麦粒などが用いられる。

རྩྭ་ཀུ་ཤ rtswa ku sha
/ᶳtsa kəxa/
名 クシャ草
解説 火葬や鳥葬をする際に用いる དུར་རྫས། の一つ。
主に川べりに生える。穂の部分が黒っぽく細長い形
状をしており、柔らかい。

21.4.8 水葬・土葬
ཆུ་དུར། chu dur /tɕʰətər/
名 水葬
解説 遺体を川に流して魚に食べさせる。幼児が死去
した場合、あるいは事故死や横死の場合に行われる
ことが多い。

ས་དུར། sa dur /sʰatər/
名 土葬
解説 伝染病に罹って亡くなった場合に行う。伝染病
で亡くなった遺体を火葬にすると天を害し、鳥葬・

水葬にすると病気の拡大につながるため、やむを得
ず土葬にする。

21.4.9 行者や僧侶の死と葬儀
གདོང་མཇལ། gdong mjal /ᵞdoŋᵐdʑa/
名 最期の謁見
解説 ラマが亡くなった後、荼毘に付す前に遺体をき
れいに拭いて僧衣を着せ、最期の謁見を行う。介助の
僧が参拝者の頭にラマの手を置いて加持を与える。

གདོང་མཇལ་ལེན།
ipf. གདོང་མཇལ་ལེན། gdong mjal len

/ᵞdoŋᵐdʑa len/
pf. གདོང་མཇལ་བླངས། gdong mjal blangs

/ᵞdoŋᵐdʑa ᵝlaŋ/
動 最期の謁見に預かる, 最期の加持を受ける

ཐུགས་དམ། thugs dam /tʰəɡtam/
名 瞑想状態で亡くなること
解説 結跏趺坐のまま倒れもせず肉体が腐りもしない
状態で、人によっては 20日以上そのままの姿が維持
されることがある。

ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས།
ipf. ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས། thugs dam la bzhugs

/tʰəɡtama ᵝʑəɡ/
pf. ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས། thugs dam la bzhugs

/tʰəɡtama ᵝʑəɡ/
動 瞑想状態で亡くなること

ཐུགས་དམ་གྲོལ།
ipf. ཐུགས་དམ་གྲོལ། thugs dam grol

/tʰəɡtama ʈu/
pf. ཐུགས་དམ་གྲོལ། thugs dam grol

/tʰəɡtama ʈu/
動 仮死状態での瞑想を終える
解説 この状態になるのを待って遺体の処理 རོ་ལས།
に進む。あまりに長く続く場合には瞑想を成就させ
るため、耳元で名前を呼びながら金剛鈴を慣らすな
どして瞑想の邪魔をし、終了させる方法がある。

མེ་དུར། me dur /metər/
名 火葬
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解説 燃料となる木材に乏しい牧畜地域では、火葬は
もともと、高位の宗教者などごく限られた人々にの
み実施される葬送法であった。火葬後の遺骨は粘土
と混ぜ合わせて聖遺物として崇拝されている。

དུར་ཐབ། dur thab /tərtʰab/
名 火葬炉
解説 かまどを意味する ཐབ།とだけ言うことが多い。

གདུང་། gdung /ᵞdoŋ/
名 [敬語] (行者や僧侶の)遺体; 遺骨; 遺灰

ུ་གདུང་། sku gdung /ᶳkəᵞdoŋ/
名 高僧の遺体・遺骨・遺灰

དམར་གདུང་། dmar gdung /ᵞmarᵞdoŋ/
名 [敬語] 高僧のミイラ

21.4.10 服喪
འདུན། ’dun /ⁿdən/
名 服喪, 喪に服すこと
解説 喪中は 49日間、髪を洗わず、身だしなみを整
えない。帯で哀悼の意を示す風習があり、故人が近
しい親戚の場合、1 年間にわたり腰帯の先端を垂ら
さないように帯に巻きつけておく。

འདུན་ེད།
ipf. འདུན་ེད། ’dun byed /ⁿdən jel/
pf. འདུན་བྱས། ’dun byas /ⁿdən ji/
動 喪に服す

མྱ་ངན། mya ngan /ᵐȵaŋan/
名 服喪, 喪に服すこと

21.4.11 生まれ変わり
ེ་རྟགས། skye rtags /ᶳceᶳtaɡ/
名 故人の生まれ変わりに関する判断材料
解説 死亡した日時に基づき、故人の生まれ変わりに
どのような影響があるかをラマに依頼して判断して
もらう。日時によっては生まれ変わりに良くない影
響があるので、ラマに指示されたお経を読む。

21.5 正月
21.5.1 大祓
བོད་ལོ། bod lo /wolo/
名 農暦 12月

དགུ་ཟློག dgu zlog /ʳɡəʳdoɡ/
名 農暦 12月 29日に行う御祓

དགུ་གཏོར། dgu gtor /ʳɡəˣtor/
名 大祓 (おおはらえ)
解説 農暦 12月 29日に行う年末の御祓。

ཟློག་མཇུག zlog mjug /ʳdoɡᵐdʑəɡ/
名 大祓 (おおはらえ)
解説 年末に行う御祓。

དགུ་ཐུག dgu thug /ʳɡətʰəɡ/
名 農暦 12 月 29 日に家族で集まって主にトゥ
クパなどを食べる年越し行事
解説 文字通りには「九（の日の）トゥクパ」。

དགུ་ཉོག dgu nyog /ʳɡəȵoɡ/
名 農暦 12月 29日に食べるニョク

21.5.2 新年の干支の方角
ལོ་ལྟ། lo lta /loᶳta/
名 新年の干支の方角

ལོ་བདུད། lo bdud /loᵝdəl/
名 新年の干支と反対の方角
解説 一年の厄を払いに行く際に、新年の干支の方角
と逆方向に向かう。

21.5.3 新年
ལོ་སར།1

ipf. ལོ་སར། lo sar /lo sʰar/
pf. ལོ་སར། lo sar /lo sʰar/
動 新年になる, 新年を迎える, 年越しする, 正月
を迎える

ལོ་སར།2 lo sar /losʰar/
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名 正月, 新年

རྒྱ་ལོ། rgya lo /ʳɟalo/
名 農暦 1月

ལོ་སར་བཟང་། lo sar bzang
/losʰar ᵝzaŋ/
動 新年おめでとう
解説 正月を祝う言葉。

ལོ་སར་ེར།
ipf. ལོ་སར་ེར། lo sar ster /losʰar ᶳter/
pf. ལོ་སར་ིན། lo sar byin /losʰar ᶲɕən/
動 正月の贈り物を渡す

རིག་སོར་འགྲོ།
ipf. རིག་སོར་འགྲོ། rig sor ’gro

/rəɡsʰor ⁿɟo/
pf. རིག་སོར་སོང་། rig sor song

/rəɡsʰor sʰoŋ/
動 弔問に行く

21.5.4 正月に行われる供養
ཚོགས་འེན།

ipf. ཚོགས་འེན། tshogs ’dren
/tsʰoɡ ⁿɖen/

pf. ཚོགས་དྲངས། tshogs drangs
/tsʰoɡ ʈaŋ/

動 僧を供養する
解説 大法会の際などに僧を供養することで、正月の
時に各世帯持ち回りで茶やお布施の品を菩提寺へ届
ける慣例がある。

ཚེ་ཆང་། tshe chang /tsʰetɕʰaŋ/
名 長寿を願う酒
解説 正月の際や土地神の社を祀る際に長寿を祈願し
てふるまわれる酒のこと。

21.5.5 正月料理
ེར་ཁ། sder kha /ʳderkʰa/
名 祝宴の際に訪問客に振る舞うために並べられ

た様々な種類の食べ物
解説 果物、氷砂糖、揚げ菓子などを積み上げて並べ
る祝い用の食べ物のこと。飾りの意味もある。

左から揚げ菓子、リンゴ、トマ芋入りご飯、バター菓子シン

ེར་ཁ་ིག
ipf. ེར་ཁ་ིག sder kha sgrig

/ʳderkʰa ʳɖəɡ/
pf. ེར་ཁ་བིགས། sder kha bsgrigs

/ʳderkʰa ʳɖəɡ/
動 祝宴の際に様々な種類の食べ物を並べる

仏間への正月のお供え

ཞུན། zhun /ɕən/
名 バター菓子シン
解説 正月や結婚式の際に作る祝い菓子。ツァンパ、
チーズ、バター、砂糖、トマ芋粉を混ぜて加熱し、型
に流し込み、上に果物や氷砂糖、飴などを載せて飾
り付けたら最後にたっぷりの溶かしバターを流し込
み、冷やし固めたバター菓子。晩に作ったら、翌日に
型から取り出す。21
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འབྲས་དམར། ’bras dmar /ᵐɖiᵞmar/
名 正月用の揚げパンの一種
解説 小さく丸めた形状のものを指す。

སོག་སོག sog sog /sʰoɡsʰoɡ/
名 正月用の揚げ菓子の一種

飴などがたくさん載せられた揚げ菓子

གྲོ་འབྲས། gro ’bras /coᵐɖi/
名 トマ芋入りご飯
解説 トマ芋とバター、砂糖をたっぷりかけたご飯。
正月に作られることが多い。

21.5.6 正月の遊び
ལོ་ཇ། lo ja /lotɕa/

名 正月のままごと
解説 正月に行われる子供たち主催のままごとの正月
行事。テントから少し離れたところに小さいかまど
ལོ་ཐབ། を設置し、親戚の子供たちを招待して正月料
理を振る舞う。行う時間帯は朝から昼にかけて。ま
まごと中は大人は関与しない。互いの家を訪問し合
う。文字通りには「正月のお茶」。

ལོ་ཐབ། lo thab /lotʰab/
名 正月のままごと用かまど
解説 正月のままごと ལོ་ཇ།を行うために母屋のテン
トから少し離れたところに設置する。

21.6 贈り物
ལག་རྟགས། lag rtags /laɡᶳtaɡ/
名 贈り物

ལེགས་ེས། legs skyes /laɡᶳci/
名 贈り物

མཚམས་རྟགས། mtshams rtags
/ⁿtsʰamᶳtaɡ/
名 挨拶に行ったときに渡す贈り物

བྱ་དགའ། bya dga’ /ᶲɕaʳɡa/
名 報奨, 賞品
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第 22章
娯楽

この章では、競馬やことわざ、歌、遊びなど広く娯楽に関わる語彙を紹介する。牧畜民の間では競
馬の人気が非常に高く、自ら育てた競走馬を連れて各地で開催される競馬大会におもむくのが夏の
楽しみとなっている。また、語りやことわざ、なぞなぞ等の口承芸能も盛んである。
���
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22.1 祭り
དགའ་ོན། dga’ ston /ʳɡaᶳton/
名 (1) お祝い (2) 祭り

22.2 競馬
རྟ་ུག rta rgyug /ᶳtaʳɟəɡ/
名 競馬

ུག་རྟ། rgyug rta /ʳɟəɡᶳta/
名 競馬用の馬, 競走馬
解説 競技の 1 ヶ月前から食事制限をして減量させ
る。

ཐོར་ུག thor rgyug /tʰorʳɟəɡ/

名 [競馬] 2歳馬のレース

ུག་ོར། rgyug skor /ʳɟəɡᶳkor/
名 [競馬] レースの組, 出走順が同じ組

ུག་ོར་བཅའ།
ipf. ུག་ོར་བཅའ། rgyug skor bca’

/ʳɟəɡᶳkor ᵖtɕa/
pf. ུག་ོར་བཅས། rgyug skor bcas

/ʳɟəɡᶳkor ᵖtɕi/
動 [競馬] レースの組を作る

ལེབ་ུག leb rgyug /lebʳɟəɡ/
名 [競馬] 全頭一斉に走って競争すること
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ལེབ་ུག་ེད།
ipf. ལེབ་ུག་ེད། leb rgyug byed

/lebʳɟəɡ jel/
pf. ལེབ་ུག་བྱས། leb rgyug byas

/lebʳɟəɡ ji/
動 [競馬] 全頭一斉に競争する

གོམ་གཤིབ། gom gshib /komˣɕəb/
名 [競馬] 狭い歩幅かつ速歩で行う競技

ཨབ་བླངས། ab blangs /ʔaᵝlaŋ/
名 [競馬] 試走
解説 競馬の前日に行う試走。

ཨབ་བླངས་ེད།
ipf. ཨབ་བླངས་ེད། ab blangs byed

/ʔaᵝlaŋ jel/
pf. ཨབ་བླངས་བྱས། ab blangs byas

/ʔaᵝlaŋ ji/
動 [競馬] 試走する

ུག་མགོ་གཤིབ།
ipf. ུག་མགོ་གཤིབ། rgyug mgo gshib

/ʳɟəɡⁿɡo ˣɕəb/
pf. ུག་མགོ་བཤིབས། rgyug mgo bshibs

/ʳɟəɡⁿɡo ˣɕəb/
動 [競馬] 出走を待つ際に頭を揃えて並ぶ

སྔན་ལ་འབུད།
ipf. སྔན་ལ་འབུད། sngan la ’bud

/ŋ̊ana ⁿbəl/
pf. སྔན་ལ་བུད། sngan la bud

/ŋ̊ana wəl/
動 (競馬で馬が)追い越す

ུག་ཁ་ལོག
ipf. ུག་ཁ་ལོག rgyug kha log

/ʳɟəɡkʰa loɡ/
pf. ུག་ཁ་ལོག rgyug kha log
動 [競馬] (馬が)別の方向に走る
解説 競馬でコースを逸れて別の方向に走っていって
しまうこと。

ཐང་ལ་རྒྱག
ipf. ཐང་ལ་རྒྱག thang la rgyag

/tʰaŋa ʳɟaɡ/
pf. ཐང་ལ་བརྒྱབ། thang la brgyab

/tʰaŋa ʳɟab/
動 落馬する
解説 競馬で騎手が馬から落ちること。

དགའ་རྟགས། dga’ rtags /ʳɡaᶳtaɡ/
名 賞品, 報奨, 賞金

ཕུལ་ུང་། phul byung /pʰəlᶲɕoŋ/
名 (競馬の)完走賞
解説 上位の賞は除く。

རྟ་བདག rta bdag /ᶳtaᵝdaɡ/
名 馬主

རྟ་མཁན། rta mkhan /ᶳtaᵐkʰan/
名 馬に詳しい人
解説 馬は家畜の中で最も大事にされており、最も高
価な家畜でもあるので、購入には慎重を期す。自分に
合わない馬を買ったら不幸になると考えられており、
買う前には馬に詳しい人のアドバイスを受ける。

རྟ་བ། rta ba /ᶳtawa/
名 (競馬の)騎手

རྟ་ུག་ས། rta rgyug sa
/ᶳta ʳɟəɡsʰa/
名 競馬場

ུག་ར། rgyug ra /ʳɟəɡra/
名 競馬のコース
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ུག་ལམ། rgyug lam /ʳɟəɡlam/
名 [競馬] 競争路, コース

ོར་ུག skor rgyug /ᶳkorʳɟəɡ/
名 [競馬] 周回コース

དྲང་ུག drang rgyug /ʈaŋʳɟəɡ/
名 [競馬] 直線コース

ུག་འགོ། rgyug ’go /ʳɟəɡⁿɡo/
名 競馬コースのゴール地点

ུག་རྔ། rgyug rnga /ʳɟəɡʳŋa/
名 競馬コースのスタート地点

22.2.1 馬の歩法
གོམ་པ། gom pa /kompa/
名 速歩
解説 馬の歩き方の一種。

འདྲ།3 ’dra /ⁿɖa/
名 駈歩 (がくほ)
解説 馬の歩き方の一種。

བང་། bang /waŋ/
名 襲歩, ギャロップ
解説 馬の歩き方の一種。

བང་ོགས།
ipf. བང་ོགས། bang rdzogs /waŋ ʳdzoɡ/
pf. བང་ོགས། bang rdzogs /waŋ ʳdzoɡ/
動 [競馬] (馬が)全力疾走する

བང་ཅན། bang can /waŋtɕan/
名 襲歩する馬
解説 馬の歩き方の一種。

བང་ོད། bang rgod /waŋʳɡol/
名 [競馬] スタートダッシュが速いこと

བང་ུར། bang myur /waŋȵər/
名 [競馬] スタートで速く走るが後でペースが落
ちる馬

22.2.2 尻尾の飾り結び・髷
རྔ་མདུད། rnga mdud /ʳŋaᵐdəl/
名 馬の尻尾の飾り結び

རྔ་མདུད་རྒྱག
ipf. རྔ་མདུད་རྒྱག rnga mdud rgyag

/ʳŋaᵐdəl ʳɟaɡ/
pf. རྔ་མདུད་བརྒྱབ། rnga mdud brgyab

/ʳŋaᵐdəl ʳɟab/
動 [競馬] 馬の尻尾を飾り結びする

སུམ་མདུད། sum mdud /sʰəmᵐdəl/
名 馬の尻尾の飾り結びの一種
解説 結び目が三つのもの。文字通りには「三つの結
び目」。

ུག་མདུད། drug mdud /ʈəɡᵐdəl/
名 馬の尻尾の飾り結びの一種
解説 結び目が 6つのもの。文字通りには「6つの結
び目」。

དགུ་མདུད། dgu mdud /ʳɡəᵐdəl/
名 馬の尻尾の飾り結びの一種
解説 結び目が 9つのもの。文字通りには「9つの結
び目」。

ཁྲ་རྔ། khra rnga /cʰaʳŋa/
名 馬の尻尾の飾り

ཐོད་ོག thod lcog /tʰolˣtɕoɡ/
名 馬の髷 (まげ)
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解説 競馬の際に馬のたてがみを髷のように結うこ
と。

ཐོད་ོག་ོམ།
ipf. ཐོད་ོག་ོམ། thod lcog sdom

/tʰolˣtɕoɡ ʳdom/
pf. ཐོད་ོག་བསྡམས། thod lcog bsdams

/tʰolˣtɕoɡ ʳdam/
動 馬の髷を結う

ཤོམ་ཚུགས། shom tshugs /xomtsʰəɡ/
名 馬の着飾った様子

22.3 おしゃべり・冗談・なぞなぞ
ཁ་བརྡ། kha brda /kʰaᵝda/
名 話, おしゃべり

ཁ་བརྡ་ེད།

ipf. ཁ་བརྡ་ེད། kha brda byed
/kʰaᵝda jel/

pf. ཁ་བརྡ་བྱས། kha brda byas
/kʰaᵝda ji/

動 (人と)話す, おしゃべりをする

རྟག་རེས། rtag res /ᶳtaɡri/
名 冗談

ཁ་ོག kha rtsog /kʰaᶳtsoɡ/
名 猥談

ཁེད།1 khed /kʰel/
名 なぞなぞ

ཁེད།2
ipf. ཁེད། khed /kʰel/
pf. ཁེད། khed /kʰel/
動 なぞなぞに正解する, なぞなぞの答えを
当てる

ཁེད་བཤད།
ipf. ཁེད་བཤད། khed bshad /kʰel ᶲɕal/
pf. ཁེད་བཤད། khed bshad /kʰel ᶲɕal/
動 なぞなぞを出す

ཁེད་ཁེད།
ipf. ཁེད་ཁེད། khed khed /kʰel kʰel/
pf. ཁེད་ཁེད། khed khed /kʰel kʰel/
動 なぞなぞで答えをあてる

ཁེད་ལན། khed lan /kʰallan/
名 なぞなぞの答え

22.4 物語・ことわざ・口上
ུང་། sgrung /ʳɟoŋ/
名 物語

ུང་བ། sgrung ba /ʳɟoŋwa/
名 語り部

ིང་ུང་། gling sgrung
/ᵞlaŋʳɖoŋ/
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名 ケサル王物語

རྣམ་ཐར། rnam thar /ʳnamtʰar/
名 (1)伝記 (2)仏教歌舞劇

གཏམ། gtam /ˣtam/
名 話

གཏམ་ུད། gtam rgyud /ˣtamʳɟəl/
名 物語

གནའ་བཤད། gna’ bshad /ᵞnaᶲɕal/
名 昔語り
解説 実際にあった出来事について語ること。

གནའ་གཏམ། gna’ gtam /ᵞnaˣtam/
名 昔話

འེ་བཤད། ’dre bshad /ⁿɖeᶲɕal/
名 怪談

དཔེ། dpe /χe/
名 例え

གཏམ་དཔེ། gtam dpe /ˣtamχe/
名 ことわざ

བཤད་པ། bshad pa /ᶲɕalpa/
名 口上

བཤད་པ་བཤད་མཁན།
bshad pa bshad mkhan
/ᶲɕalpa ᶲɕanᵐkʰan/
名 口上を述べる人

ོན་བཤད། ston bshad /ᶳtonᶲɕal/
名 結婚式の祝い口上
解説 口上が上手く、声が良くて発音明瞭、かつ運気
の良い人に依頼することが多い。

རྟ་བཤད། rta bshad /ᶳtaᶲɕal/
名 馬についての口上
解説 馬を一目見て、色や形など様々な観点からその
馬の善し悪しを口上の形で朗唱すること。

ིས་ུང་། byis sgrung
/ᶲɕiʳɖoŋ/
名 童話

22.5 歌と踊り
ུ། glu /ᵞlə/
名 歌, 民謡

ུ་ལེན།
ipf. ུ་ལེན། glu len /ᵞlə len/
pf. ུ་བླངས། glu blangs /ᵞlə ᵝlaŋ/
動 歌を歌う

ུ་ེད། glu rtsed /ᵞləᶳtsi/
名 歌や遊び

ུ་ལེན་གར་ེ། glu len gar rtse
/ᵞləlen karᶳtse/
名 歌と踊り

ུ་ལེན་གར་ེ་ེད།
ipf. ུ་ལེན་གར་ེ་ེད།

glu len gar rtse byed
/ᵞləlen karᶳtse jel/

pf. ུ་ལེན་གར་ེ་བྱས།
glu len gar rtse byas
/ᵞləlen karᶳtse ji/

動 歌を歌い踊りを踊る

ལ་གཞས། la gzhas /laji/
名 歌垣; (歌垣で歌われる)情歌

འདོན།
ipf. འདོན། ’don /ⁿdon/
pf. བཏོན། bton /ᵖton/
動 (1) 歌う; 弾き語りをする (2) 読む, 音読す
る; 読経する

དབྱངས། dbyangs /ᵞjaŋ/
名 メロディー, 旋律

འི་མོའི་བཞོ་དབྱངས།
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’bri mo’i bzho dbyangs
/ⁿɖəmu ᵝʑoᵞjaŋ/
名 乳搾り歌のメロディー

བཞོ་ུ། bzho glu /ᵝʑoᵞlə/
名 乳搾り歌
解説 「オココ」「オオオ」のようなフレーズを繰り返
す場合もあれば、歌詞をつけて歌う場合もある。

ིང་ུ། phying glu /ᶲɕaŋᵞlə/
名 フェルト歌
解説 フェルト作りの時に歌う歌。

ུང་ལེན། rdung len /ʳdoŋlen/
名 弾き語り

ུང་ལེན་ུང་།
ipf. ུང་ལེན་ུང་། rdung len rdung

/ʳdoŋlen ʳdoŋ/
pf. ུང་ལེན་བུངས། rdung len brdungs

/ʳdoŋlen ʳdoŋ/
動 弾き語りをする

སྒྲ་སྙན། sgra snyan /ʳɖaȵ̊an/
名 ダムニェン
解説 撥弦楽器の一種。

པི་ཝང་། pi wang /pəʁaŋ/
名 マンドリン; フラットマンドリン
解説 この語はアムド地方以外ではピワンという擦弦
楽器を指すことが多い。

ིང་བུ། gling bu /ᵞlaŋwə/
名 笛

རྔ། rnga /ʳŋa/
名 太鼓
解説 膜の部分には羊や山羊の皮が用いられる。

རྔ་ཐེའུ། rnga the’u /ʳŋatʰi/
名 太鼓のばち

ོ། bro /ʈo/
名 踊り

ོ་ེ།
ipf. ོ་ེ། bro rtse /ʈo ᶳtse/
pf. ོ་བེས། bro brtses /ʈo ᶳtsi/
動 踊る

22.6 遊び
ེ།

ipf. ེ། rtse /ᶳtse/
pf. བེས། brtses /ᶳtsi/
動 遊ぶ

ེད་མོ། rtsed mo /ᶳtsemo/
名 遊び

ཆུ་རྐྱལ།
ipf. ཆུ་རྐྱལ། chu rkyal /tɕʰə ᶳca/
pf. ཆུ་རྐྱལ། chu rkyal /tɕʰə ᶳca/
動 泳ぐ

ོ་གསེང་། spro gseng /ᶲʈoˣsaŋ/
名 ピクニック

ི་སྒ། lci sga /ˣtɕəʳɡa/
名 ヤク糞で作った雪遊び用のそり

འབའ།2 ’ba’ /ⁿba/
名 石のおはじき遊び
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འབའ་འདེབས།
ipf. འབའ་འདེབས། ’ba’ ’debs /ⁿba ⁿdeb/
pf. འབའ་བཏབ། ’ba’ btab /ⁿba ᵖtab/
動 石のおはじきで遊ぶ

འབའ་ེའུ། ’ba’ rde’u /ⁿbaʳdi/
名 おはじき遊びの石

ཐེ་ཀེ། the ke /tʰeke/
名 (1)距骨 (きょこつ) (2)(羊の距骨を使った)
おはじき
解説 羊の骨を用いたおはじき。転がして止まった時
の形を動物に見立て、おはじきを戦わせて遊ぶ。

ཐེ་ཁུག the khug /tʰekʰəɡ/
名 (距骨の)おはじきを入れる袋

འགྱིག ’gyig /ⁿɟəɡ/
名 囲碁に似たボードゲーム
解説 白い石と黒い石を互いに置いていき、石を取り
合い、数を競う遊び。様々な遊び方がある。

འགྱིག་འདེད།
ipf. འགྱིག་འདེད། ’gyig ’ded /ⁿɟəɡ ⁿdel/
pf. འགྱིག་དེད། ’gyig ded /ⁿɟəɡ tel/
動 囲碁に似たボードゲームで遊ぶ

ཐག་འཐེན། thag ’then /tʰaɡⁿtʰen/
名 綱引き

གླང་ཆེན་ས་གཤགས།
glang chen sa gshags
/ᵞlaŋtɕʰen sʰaˣɕaɡ/
名 首に綱をかけて行う綱引き

བདའ་རེས། bda’ res /ᵝdari/
名 追いかけっこ

མཐོ་ིང་། mtho lding /tʰoʳdaŋ/
名 ゴムとび
解説 ゴム紐などを張り草原で遊ぶ。

ས་འོག sa ’gyog /sʰaⁿɟoɡ/
名 泥だんご

རྐང་ུག rkang rgyug /ᶳkaŋʳɟəɡ/
名 徒競走
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གཡག་ུག g.yag rgyug /ᵞjaɡʳɟəɡ/
名 ヤクの競走

22.7 賭け事
རྒྱན།2 rgyan /ʳɟa/
名 賭博, 賭事
解説 「くじ」と綴りは同じだが発音が異なる。

རྒྱན་འཇོག
ipf. རྒྱན་འཇོག rgyan ’jog /ʳɟa ⁿdʑoɡ/
pf. རྒྱན་བཞག rgyan bzhag /ʳɟa ᵝʑaɡ/
動 賭博をする

རྒྱན་ཤོར།
ipf. རྒྱན་ཤོར། rgyan shor /ʳɟa xor/
pf. རྒྱན་ཤོར། rgyan shor /ʳɟa xor/
動 賭博で負ける
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第 23章
宗教的観念

この章では、チベット牧畜社会の日常的な宗教実践を抽象的なレベルで支えている諸観念として、
神格・魔物や穢れ・禁忌等に関する語彙を紹介する。神格や魔物の名称については、特にインド由来
の仏教神と、チベットに古くから土着する神霊とを区分している。これらの名称の他、牧畜社会にお
いて人生の運行の良し悪しに関わると考えられている、穢れや禁忌にまつわる諸観念を取り上げる。
���

23.1 宗教・法 . . . . . . . . . . 354
23.2 神と魔物 . . . . . . . . . . 354
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23.3.1 土着の神 . . . . . . 355
23.3.2 仏教の神 . . . . . . 356
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23.4.1 人に害を及ぼす魔物 . 357
23.4.2 失せ物やトラブルを

もたらす魔物 . . . . 357
23.4.3 不慮の死を引き起こ

す魔物 . . . . . . . 358

23.4.4 人に不幸をもたらす
魔物 . . . . . . . . 358

23.5 魂 . . . . . . . . . . . . . . 358
23.6 運気 . . . . . . . . . . . . . 359
23.7 穢れ . . . . . . . . . . . . . 360
23.8 タブー . . . . . . . . . . . . 361
23.9 斎戒 . . . . . . . . . . . . . 361
23.10 兆候（吉兆・凶兆） . . . . . 362
23.11 一般的な仏教的観念 . . . . . 362

23.1 宗教・法
ཆོས། chos /tɕʰi/
名 法, ダルマ; 仏教, 仏法

ནང་ཆོས། nang chos /naŋtɕʰi/
名 仏教

ིང་མ། rnying ma /ᵞȵaŋma/
名 前伝期の古い教えを保持する仏教宗派, ニ
ンマ派
解説 パドマサンバヴァを開祖とする。

གསར་མ། gsar ma /ˣsarma/
名 後伝期に伝わった密教体系に基づいて教理を
整備した仏教諸派
解説 カギュ、サキャ、ゲルクなどの宗派を指す。

བོན། bon /won/
名 ボン教, ポン教

23.2 神と魔物
ལྷ་འེ། lha ’dre /lḁⁿɖe/
名 神霊と悪霊

ལྷ་ིན། lha srin /lḁsʰən/
名 神と羅刹 (らせつ)

23.3 神
ལྷ། lha /lḁ/
名 神

འཇིག་ེན་ནང་བའི་ལྷ།
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’jig rten nang ba’i lha
/ⁿdʑəɡᶳten naŋwi lḁ/
名 世間神, 世俗内神
解説 煩悩が捨てきれないため輪廻の中にとどまって
いる諸神。

འཇིག་ེན་ི་བའི་ལྷ།
’jig rten phyi ba’i lha
/ⁿdʑəɡᶳten ᶲɕəwi lḁ/
名 出世間神, 世俗外神
解説 仏道修行によって輪廻を超越した神格。

23.3.1 土着の神
23.3.1.1 人の体に宿る神
འགོ་བའི་ལྷ་ལྔ། ’go ba’i lha lnga
/ⁿɡowi lḁʳŋa/
名 人の体に宿る五柱の神
解説 人の体の各部位に生まれつき宿るとされる一
揃いの守護神的存在。ཡུལ་ལྷ།、ཕོ་ལྷ།、མོ་ལྷ།、དགྲ་ལྷ།、
ོག་ལྷ།からなる。

ཡུལ་ལྷ། yul lha /jəllḁ/
名 (1)土地神, 山神 (2)人の体に宿る五柱の神
の一つ
解説 (1)自分の属する村の土地神を指す。山に棲み、
山域の自然を司るとされる土着の神霊。図のように
武者形や僧形など、仏画における表現には豊富なバ
リエーションがある。

ཕོ་ལྷ། pho lha /holḁ/
名 (1)男性神 (2)人の体に宿る五柱の神の一つ

མོ་ལྷ། mo lha /molḁ/
名 (1)女性神 (2)人の体に宿る五柱の神の一つ

དགྲ་ལྷ། dgra lha /ᵞɖablḁ/
名 人の体に宿る五柱の神の一つ, 戦神
解説 英雄的人物の体に宿ってその人物を守護すると
される神。

ོག་ལྷ། srog lha /ʂoɡla/
名 人の体に宿る五柱の神の一つ, 生命神

ལུས་ལྷ། lus lha /lilḁ/
名 体の上半身に宿る神
解説 下半身に身につけるものを頭の方に近付けると
上半身に宿る神の怒りを買うと考えられている。

23.3.1.2 家に宿る神
ལྷ་གསུམ། lha gsum /lḁ ˣsəm/
名 家の三神

ོ་ལྷ། sgo lha /ʳɡolḁ/
名 入口に宿る神
解説 家に宿る三神のうちの一神。

ཐབ་ལྷ། thab lha /tʰablḁ/
名 かまどの神
解説 家に宿る三神のうちの一神でかまどに宿る。普
段はかまどの上で香木を焚いて三神を祀る。不浄な
ものを置くとかまどの神が怒り、家族が病気になる
など不吉なことが起こると考えられている。

ཕུགས་ལྷ། phugs lha /həɡlḁ/
名 奥の間に宿る神
解説 家に宿る三神のうちの一神。奥の間に宿るとさ
れる。三神の中で最も高位。

23.3.1.3 土地神・水神
གཞི་བདག gzhi bdag /ᵞʑəᵝdaɡ/
名 土地神
解説 土地神に関する一般的な表現。自分の属する村
の土地神は ཡུལ་ལྷ།、自分の生まれた場所の土地神は
ེས་ལྷ། と言う。

ཡུལ་ལྷ། yul lha /jəllḁ/
名 (1)土地神, 山神 (2)人の体に宿る五柱の神
の一つ
解説 (1)自分の属する村の土地神を指す。山に棲み、
山域の自然を司るとされる土着の神霊。図のように
武者形や僧形など、仏画における表現には豊富なバ
リエーションがある。

ེས་ལྷ། skyes lha /ᶳcilḁ/
名 出生地の神, 産土神 (うぶすながみ)
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解説 自分の生まれた場所の土地神。近年都会で生ま
れる子供が多く、土地神をどう考えるべきか混乱が
起きているという。

ུང་མ། srung ma /ʂoŋma/
名 守護神
解説 個人や家族、部族を守る神。奉じている守護神
が異なる家庭からものを借りてくると守護神の怒り
を買い、わざわいが起こると信じられている。

ུ། klu /ᵞlə/
名 水神
解説 水中に棲むとされる、水に関わる神。魚、蛙な
どの姿で現れるとされる。泉や川、湖を汚すと水神に
たたられるという言い伝えがある。例えば、川の上
流で皮をなめすと水神が怒ると考えられている。ま
た、リウマチや各種の腫物の他、神経の疾病などを
もたらすとされる。

ས་ཆུ་སྡང་།
ipf. ས་ཆུ་སྡང་། sa chu sdang

/sʰatɕʰə ʳdaŋ/
pf. ས་ཆུ་སྡང་། sa chu sdang

/sʰatɕʰə ʳdaŋ/
動 水神や土地神が怒る
解説 水や土を汚すと水神や土地神の怒りにふれ、家
畜に災いや病気がもたらされると考えられている。

མེ་ལྷ། me lha /melḁ/
名 火神

གཡང་ལྷ། g.yang lha /ᵞjaŋlḁ/
名 福神

ལྷ་ུད། lha rgyud /lḁʳɟəl/
名 神の系譜

ལྷ་འུགས། lha ’khrugs /lḁⁿʈʰəɡ/
名 神々の争い

23.3.2 仏教の神
ཡི་དམ། yi dam /jətam/
名 守護尊

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། de bzhin gshegs pa
/teᵝʑən ˣɕaɡpa/
名 如来

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།
byang chub sems dpa’
/ᶲɕaŋtɕʰəb sʰemχa/
名 菩薩

ོལ་མ། sgrol ma /ʳɖolma/
名 ターラー菩薩; ターラー菩薩讃

རྟ་མིན། rta mgrin /ᶳtaᵐɖən/
名 馬頭観音

ཆོས་ོང་། chos skyong /tɕʰiᶳcoŋ/
名 護法神

མགོན་པོ། mgon po /ᵐɡonpo/
名 護法尊ゴンポ
解説 主にマハーカーラ（大黒天）を指す。

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། dpal ldan lha mo
/χalʳdan lḁmo/
名 護法尊パルデン・ラモ

ཛམ་ལྷ། dzam lha /tsamlḁ/
名 財神

མཁའ་འགྲོ་མ། mkha’ ’gro ma
/ᵐkʰaⁿɖoma/
名 ダーキニー

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། gu ru rin po che
/ⁿɡərə rənpotɕʰe/
名 パドマサンバヴァ, グル・リンポチェ

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། o rgyan rin po che
/ʔoʳɟan rənpotɕʰe/
名 パドマサンバヴァ, グル・リンポチェ
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23.4 魔物
23.4.1 人に害を及ぼす魔物
གདོན་འེ། gdon ’dre /ᵞdonⁿɖe/
名 悪霊の総称
解説 360種の病気の元とされる悪霊で、餓鬼道に堕
ちている存在。

གདོན།1
ipf. གདོན། gdon /ᵞdon/
pf. གདོན། gdon /ᵞdon/
動 魔が憑く
解説 魔が憑いた物や動物を他人から貰って近くに置
いていると具合が悪くなる。ラマなどに占ってもら
って原因となっている物を特定し、それを処分する
ことで恢復する。家同士の守護神が違う時に起こり
やすい。

གདོན།2 gdon /ᵞdon/
名 魔, 魔物, 妖魔

གདོན་ཞུགས།
ipf. གདོན་ཞུགས། gdon zhugs /ᵞdoŋ ɕəɡ/
pf. གདོན་ཞུགས། gdon zhugs /ᵞdoŋ ɕəɡ/
動 魔が憑く

གདོན་རྟ། gdon rta /ᵞdonᶳta/
名 魔の憑いた馬
解説 所有者の家に不幸をもたらす馬。

གདོན་རྫས། gdon rdzas /ᵞdonʳdzi/
名 魔の憑いた物
解説 外から家の中に持ち込まれた物で、家に不幸を
もたらす物。

འེ།1 ’dre /ⁿɖe/
名 魔, 悪霊, 妖魔, 鬼
解説 གདོན།に同じ。

འེ་མོ། ’dre mo /ⁿɖemo/
名 魔女

འེ་ཞུགས།
ipf. འེ་ཞུགས། ’dre zhugs /ⁿɖe ɕəɡ/
pf. འེ་ཞུགས། ’dre zhugs /ⁿɖe ɕəɡ/
動 魔が憑く

བདུད། bdud /ᵝdəl/
名 魔物, 妖魔

བདུད་མོ། bdud mo /ᵝdəlmo/
名 女の魔物

23.4.2 失せ物やトラブルをもたらす魔物
འགོང་པོ། ’gong po /ⁿɡoŋwo/
名 魔物
解説 人間や動物に憑いて失せ物やトラブルをもたら
すと言われている。འགོང་འེ།とも。

འགོང་མོ། ’gong mo /ⁿɡoŋmo/
名 魔女; 魔物の憑いた女

འགོང་པོ་ུག
ipf. འགོང་པོ་ུག ’gong po rgyug

/ⁿɡoŋwo ʳɟəɡ/
pf. འགོང་པོ་ུགས། ’gong po rgyugs

/ⁿɡoŋwo ʳɟəɡ/
動 魔物が憑く
解説 魔物のせいで不吉なことが起きる。おもに失せ
物が増えると言われる。

འགོང་པོ་ཞུགས།
ipf. འགོང་པོ་ཞུགས། ’gong po zhugs

/ⁿɡoŋwo ɕəɡ/
pf. འགོང་པོ་ཞུགས། ’gong po zhugs

/ⁿɡoŋwo ɕəɡ/
動 魔物が憑く
解説 大事な物をなくしたり夢見が悪かったりした時
に「ゴンポに憑かれた」と口にする習慣がある。

འགོང་རྒན། ’gong rgan /ⁿɡoŋʳɡan/
名 魔物; 魔物の憑いた男
解説 魔物の憑いた人と友人になると、自分のものが
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なくなってしまうという。

འགོང་རྒན་མ། ’gong rgan ma
/ⁿɡoŋʳɡanma/
名 魔物の憑いた女

འགོང་འེ། ’gong ’dre /ⁿɡoŋⁿɖe/
名 魔物
解説 འགོང་པོ།に同じ。

23.4.3 不慮の死を引き起こす魔物
ི། sri /ʂə/
名 (幼子や若者、馬などの不慮の死を引き起こ
す)魔
解説 幼少の者や若者の死が立て続けに起こったら、
この魔が憑いていると考えて、魔を避ける方策を講
じなければならない。

ཆུང་ི། chung sri /tɕʰoŋʂə/
名 幼子に憑く魔
解説 何人もの赤ん坊や幼少の者が不慮の死を遂げた
場合に、この魔が憑いていると考えるという。

གཞོན་ི། gzhon sri /ᵞʑonʂə/
名 若者に憑く魔
解説 何人もの若者が立て続けに不慮の死を遂げた場
合に、この魔が憑いていると考えるという。

ཕོ་ི། pho sri /hoʂə/
名 若い男性に憑く魔
解説 何人もの若い男性が不慮の死を遂げた場合に、
この魔が憑いていると考えるという。

མོ་ི། mo sri /moʂə/
名 若い女性に憑く魔
解説 何人もの若い女性が不慮の死を遂げた場合に、
この魔が憑いていると考えるという。

རྟ་ི། rta sri /ᶳtaʂə/
名 馬に憑く魔
解説 この魔が憑くと馬は不慮の死を遂げるとされ
る。

23.4.4 人に不幸をもたらす魔物
བཙན། btsan /ᵖtsan/
名 特定の場所に憑いている悪霊
解説 放牧中に寝ている家畜追いがこの悪霊に襲われ
ることがある。

རྒྱལ་འགོང་། rgyal ’gong
/ʳɟalⁿɡoŋ/
名 魔物の一種
解説 བཙན། に同じ。異教徒が死んで生まれ変わる魔
物。

ཐེའུ་རང་། the’u rang /tʰiraŋ/
名 人や家畜に害をもたらす一本足の魔物
解説 この魔物を祀っている家は急速に裕福になる
が、それに対して主人に求められる見返りは際限な
くエスカレートし、最終的にその家を破滅させると
言われている。下級の悪霊で、ラマに護符をもらう
などの方法で対処できるとされる。

མི་ལ་ཙི་ཙི། mi la tsi tsi
/məla tsitsi/
名 魔物の一種
解説 頭髪が長くて白く可愛い幼児の恰好をしてお
り、幼児に害をもたらすとされる。日本の河童に類
似した存在。下級の悪霊で、ラマに護符をもらうな
どの方法で対処できるとされる。

ཡི་དྭགས། yi dwags /jətaɡ/
名 餓鬼
解説 人間や動物、土地神などのうち、欲深いものが
死後、餓鬼に生まれ変わる。

རོ་ལངས། ro langs /rolaŋ/
名 魔物の一種
解説 死者に乗り移って活動する悪霊。ラマに護符を
もらうなどの方法で対処できるとされる。

23.5 魂
བླ། bla /ᵝla/
名 魂
解説 生命活動の源泉となるエネルギーを指す概念。
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人間のみならず、動物やその他の自然物に宿って生
命力を発揮する。

བླ་བོར།
ipf. བླ་བོར། bla bor /ᵝla wor/
pf. བླ་བོར། bla bor /ᵝla wor/
動 (外的衝撃によって)心神喪失する

བླ་འཁྱམ།
ipf. བླ་འཁྱམ། bla ’khyam /ᵝla cʰam/
pf. བླ་འཁྱམས། bla ’khyams /ᵝla cʰam/
動 (外的衝撃によって)心神喪失する

བླ་ིབ།
ipf. བླ་ིབ། bla ldib /ᵝla ʳdəb/
pf. བླ་ིབ། bla ldib /ᵝla ʳdəb/
動 魂が抜ける

བླ་འབོད།
ipf. བླ་འབོད། bla ’bod /ᵝla ⁿbol/
pf. བླ་བོས། bla bos /ᵝla wi/
動 魂を呼び戻す
解説 魂が抜けた状態になった個人に対し、儀礼を行
ってその魂を元の身体に呼び戻すこと。特に幼年期
の子供がたまげて心神喪失状態に陥った状態が想定
される。

བླ་འགུགས།
ipf. བླ་འགུགས། bla ’gugs /ᵝla ⁿɡəɡ/
pf. བླ་བཀུག bla bkug /ᵝla ᵖkəɡ/
動 魂を呼び戻す

ོག srog /ʂoɡ/
名 命, 生命

ཚེ། tshe /tsʰe/
名 寿命

རྣམ་ཤེས། rnam shes /ʳnamxi/
名 魂に宿る意識
解説 人が亡くなり、転生する時に主体となる一定の
連続性を持った霊的存在。

23.6 運気
གཡང་།1 g.yang /ᵞjaŋ/
名 福運, 幸運
解説 人間、動物、自然物を問わず、特定の物体に宿
る運気。穢れに触れると減退する性質がある。

གཡང་ེན། g.yang rten /ᵞjaŋᶳten/
名 運気の依代, 運気が宿る対象

ུང་རྟ། rlung rta /ᵞloŋᶳta/
名 福運を祈る経文を記した紙片や旗, ルンタ;
運気

ཁ་ལས། kha las /kʰali/
名 運気

ཁ་ལས་ུང་རྟ། kha las rlung rta
/kʰali ᵞloŋᶳta/
名 運気

ཁ་ལས་ཡར་ལ་འགྲོ།
ipf. ཁ་ལས་ཡར་ལ་འགྲོ།

kha las yar la ’gro
/kʰali jara ⁿɟo/

pf. ཁ་ལས་ཡར་ལ་སོང་།
kha las yar la song
/kʰali jara sʰoŋ/

動 運気が上がる

ཁ་ལས་ུང་རྟ་དར།
ipf. ཁ་ལས་ུང་རྟ་དར།

kha las rlung rta dar
/kʰali ᵞloŋᶳta tar/

pf. ཁ་ལས་ུང་རྟ་དར།
kha las rlung rta dar
/kʰali ᵞloŋᶳta tar/

動 運気が良くなる

ཁ་ལས་ུང་རྟ་ུད།
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ipf. ཁ་ལས་ུང་རྟ་ུད།
kha las rlung rta rgud
/kʰali ᵞloŋᶳta ʳɡəl/

pf. ཁ་ལས་ུང་རྟ་ུད།
kha las rlung rta rgud
/kʰali ᵞloŋᶳta ʳɡəl/

動 運気が悪くなる, 運気が落ちる

23.7 穢れ
ིབ། grib /ʈəb/
名 穢れ

ིབ་འཕོག
ipf. ིབ་འཕོག grib ’phog /ʈəb hoɡ/
pf. ིབ་ཕོག grib phog /ʈəb hoɡ/
動 穢れがうつる

ིག་ིབ། sdig grib /ʳdəɡʈəb/
名 罪深い人の穢れ
解説 狩猟や屠畜を生業にしている人は罪深い人とさ
れ、彼らの弓矢や銃などに触れると穢れがうつると
される。

ིག་ཅན། sdig can /ʳdəɡtɕan/
名 罪深い者

ིག་པ། sdig pa /ʳdəɡpa/
名 罪

ཉེས་པ། nyes pa /ȵiwa/
名 罪

ཟས་ིབ། zas grib /siʈəb/
名 食べ物の穢れ
解説 一本足の魔物 ཐེའུ་རང་།に取り憑かれた家の食べ
物を食べたことでうつるとされる穢れ。失語症の症
状が出ると言われている。

གོས་ིབ། gos grib /kiʈəb/
名 着物の穢れ
解説 守護神 ུང་མ། が異なる家の衣服を着ることで
うつるとされる穢れ。失語症の症状が出ると言われ

ている。

ཡུགས་ིབ། yugs grib /jəɡʈəb/
名 寡婦の穢れ
解説 寡婦 ཡུགས་ས་མ། と接したことでうつるとされ
る穢れ。失語症の症状が出ると言われている。

དམ་ིབ། dam grib /tamʈəb/
名 破戒行為をする宗教職能者の穢れ
解説 正法に従わない僧侶や行者が持つとされる穢
れ。

རོ་ིབ། ro grib /roʈəb/
名 死体の穢れ
解説 死体が持つとされる穢れ。

མནོལ།
ipf. མནོལ། mnol /nu/
pf. མནོལ། mnol /nu/
動 穢れる

མནོལ་བཙོག mnol btsog /ᵐnuᵖtsoɡ/
名 穢れ

སྦག
ipf. སྦག sbag /ᵝzaɡ/
pf. སྦགས། sbags /ᵝzaɡ/
動 穢れる

ཆུ་སྦག
ipf. ཆུ་སྦག chu sbag /tɕʰə ᵝzaɡ/
pf. ཆུ་སྦགས། chu sbags
動 水が穢れる

ཟ་མ་སྦག
ipf. ཟ་མ་སྦག za ma sbag /sama ᵝzaɡ/
pf. ཟ་མ་སྦགས། za ma sbags
動 食べ物が穢れる

འོ་མ་སྦག
ipf. འོ་མ་སྦག ’o ma sbag /ʔoma ᵝzaɡ/
pf. འོ་མ་སྦགས། ’o ma sbags /ʔoma ᵝzaɡ/
動 ミルクが穢れる
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23.8 タブー
འཛེམ་བྱ། ’dzem bya /ⁿdzemᶲɕa/
名 タブー
解説 牧畜社会には、人付き合いや家畜の扱い方、さ
らに一般的な衣食住のレベルで多くのルールが存在
する。細かなものでは、ミルクを人が歩くような場
所に捨てない（きれいな所に捨てる）、帽子や服を足
で踏まない、割れた茶碗を客に出さない、爪を切っ
たら地面に埋める（その辺に捨てると生き物が口に
して死にかねない）、脱いだ靴と靴下は入口の方に置
く（かまどの神や奥の間の神に汚れ物を近付けない）
など、日常生活を送る上で暗黙のルールがあり、こ
れを破ることはタブーと考えられている。

གཙང་བཙོག gtsang btsog
/ˣtsaŋᵖtsoɡ/
名 穢れたものと清浄なものの区別; その区別を
すること
解説 チベット人は身体の上部、特に頭部付近を、人
体の中で最も神聖な領域と考えている。人間の身体
は頭部から下に下降するに従って序列が低くなり、
不浄性を帯びる。このため、下着やズボン、靴や靴下
といった下半身に身につけるものを頭部に近付ける
ことは強く忌避される。

གཙང་བཙོག་མེད། gtsang btsog med
/ˣtsaŋᵖtsoɡ mel/
動 穢れたものと清浄なものの区別をしない
解説 穢れたものと清浄なものの区別がないがしろに
され、日常的な生活の規範が乱れていること。

འགོང་།
ipf. འགོང་། ’gong /ⁿɡoŋ/
pf. འགོངས། ’gongs /ⁿɡoŋ/
動 (食べ物や衣服の上を)跨ぐ
解説 タブーとされる行為。

གསུར་གདུག gsur gdug /ˣsərᵞdəɡ/
名 肉を焼いた臭いと煙
解説 タブーとされる行為の一つで、煙に誘われて悪
い魔が寄ってくるため、かまどの神が怒るとされる。

དམར། dmar /ᵞmar/
名 (1) 赤, 赤いもの (2) 肉; 肉入りの食べ物
解説 水神の宿る水源には「赤い食べ物」である肉を
近づけないように気をつける。捨てた肉が腐ったり
すると水神の祟りがあるとされる。「白い食べ物」用
の鍋や調理器具が肉に触れることも避ける。

གསུར་ི། gsur dri /ˣsərʈə/
名 肉を焼いた臭い

ཟོ་ོང་། zo stong /soᶳtoŋ/
名 空 (から)の桶
解説 空の桶は縁起が悪いとされ、客人が来るときに
水を汲みに行くのを避ける。

ོད་ོང་། snod stong /n̥olᶳtoŋ/
名 空 (から)の容器

ཤི་བོའི་མིང་། shi bo’i ming
/xəwu ᵐȵaŋ/
名 亡くなった人の名前
解説 亡くなった後は故人の名前を呼ぶのを避ける。

23.9 斎戒
ོམ་པ། sdom pa /ʳdompa/
名 (1)戒律 (2)斎戒

ོམ་པ་ུང་།
ipf. ོམ་པ་ུང་། sdom pa srung

/ʳdompa ʂoŋ/
pf. ོམ་པ་བུངས། sdom pa bsrungs

/ʳdompa ʂoŋ/
動 斎戒する

ཆོས་ཟླ། chos zla /tɕʰiʳdza/
名 斎戒月
解説 旧暦の 1月、4月（サカダワ）、6月、9月。菜
食することが多い。

དུས་གཉན། dus gnyan /tiᵞȵan/
名 斎戒日
解説 穢れを清めるために肉断ちをする日のこと。ひ
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と月のうち、1日、8日、10日、15日、18日、21
日、25日、30日。

23.10 兆候（吉兆・凶兆）
ལྟས། ltas /ᶳti/
名 兆候, 兆し

ལྟས་བཟང་པོ། ltas bzang po
/ᶳti zaŋwo/
名 吉兆

ལྟས་ངན། ltas ngan /ᶳtiŋan/
名 凶兆

ཐན་ལྟས། than ltas /tʰanᶳti/
名 凶兆

23.11 一般的な仏教的観念
ེན་འེལ། rten ’brel /ᶳtemⁿɖəl/
名 縁起
解説 物事が関連しあって起こっていること。

བྱམས་ིང་ེ། byams snying rje
/ɕam ȵ̊aŋʳdʑe/
名 慈悲

བསོད་ནམས། bsod nams /ᶲsonam/
名 功徳, 福徳
解説 日常会話では、良い行いに基づく運気の上昇、
縁起の良い状態を指すこともある。

འཇིག་ེན། ’jig rten /ⁿdʑəɡᶳten/
名 世間

བར་དོ། bar do /warto/

名 中有 (ちゅうう), 中陰

དངོས་ུབ། dngos grub /ʳŋiʈəb/
名 物事の成就
解説 密教儀礼を介して願いをかなえること、望んだ
物事がかなうことを指す。

འུབ་སྐར། ’grub skar /ⁿɖəbᶳkar/
名 物事が成就する日

ནུབ་ོགས་བདེ་བ་ཅན།
nub phyogs bde ba can
/nəbᶲɕoɡ dewatɕan/
名 西方浄土

མ་ུར་སེམས་ཅན། ma gyur sems can
/macər sʰemtɕan/
名 母なる衆生

ིན་ལན། drin lan /ʈənlan/
名 恩返し
解説 屠畜したヤクの肩甲骨に真言を書き、寺に奉納
するなどの行為。

གཞན་ཕན། gzhan phan /ᵞʑanpʰan/
名 利他

བཅུད། bcud /ᵖtɕəl/
名 活力, 養分, 栄養
解説 自然界や生き物の中に宿っている滋養分。

བདུད་ི། bdud rtsi /ᵝdəlᶳtsə/
名 甘露

སེམས། sems /sʰem/
名 心
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第 24章
宗教的行為

この章では、チベットの牧畜民が行う宗教的行為を紹介する。宗教的行為には、仏教伝来以前から
存在する呪術的行為、ならびに仏法僧への帰依を表明する祈願や祭祀の他、巡礼や瞑想、加持祈祷や
占いなどの民間で日常的に行われる宗教実践がある。この他、牧畜社会で日常的に行われている宗
教行為として、神仏に香木の煙を捧げる「焚き上げ」や、家畜の命を神仏に委ねる「放生」について
重点的に採録している。
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24.4 祈祷・読経・真言 . . . . . . 364
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24.10 護摩 . . . . . . . . . . . . . 369
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24.12 布施・喜捨・寄進 . . . . . . 370
24.13 焚き上げ . . . . . . . . . . 370

24.13.1 土地神供養の焚き上げ 370

24.13.2 水神供養の焚き上げ . 371
24.13.3 施餓鬼の焚き上げ . . 371
24.13.4 赤い供物の焚き上げ . 372
24.13.5 穢れを祓う焚き上げ . 372
24.13.6 大規模な焚き上げ . . 372

24.14 清め . . . . . . . . . . . . . 372
24.15 御祓・厄祓い . . . . . . . . 373
24.16 贖罪・告白 . . . . . . . . . 373
24.17 五体投地 . . . . . . . . . . 374
24.18 年中行事 . . . . . . . . . . 374
24.19 チャム・歌舞劇 . . . . . . . 375
24.20 誓い . . . . . . . . . . . . . 375
24.21 瞑想・断食 . . . . . . . . . 375
24.22 巡礼 . . . . . . . . . . . . . 376
24.23 占い . . . . . . . . . . . . . 376
24.24 その他の宗教的行為 . . . . . 377

24.1 帰依
སྐྱབས་འགྲོ། skyabs ’gro /ᶳcamⁿɖo/
名 帰依 (きえ); 帰依文 (きえもん)

24.2 積善
ཚོགས།2 tshogs /tsʰoɡ/
名 福徳

ཚོགས་གསོག
ipf. ཚོགས་གསོག tshogs gsog

/tsʰoɡ ˣsoɡ/
pf. ཚོགས་བསགས། tshogs bsags

/tsʰoɡ ᶲsaɡ/
動 福徳を積む

24.3 祈り・祈願
ོན་ལམ། smon lam /m̥onlam/
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宗教的行為 364 24.4祈祷・読経・真言

名 祈り, 祈願

ོན་ལམ་འདེབས།
ipf. ོན་ལམ་འདེབས། smon lam ’debs

/m̥onlam ⁿdeb/
pf. ོན་ལམ་བཏབ། smon lam btab

/m̥onlam ᵖtab/
動 祈る, 祈願する

གསོལ་བ་འདེབས།
ipf. གསོལ་བ་འདེབས། gsol ba ’debs

/ˣsowa ⁿdeb/
pf. གསོལ་བ་བཏབ། gsol ba btab

/ˣsowa ᵖtab/
動 祈る, 祈願する

གསོལ་འདེབས། gsol ’debs /ˣsoⁿdeb/
名 祈願文

ཁ་གཡང་། kha g.yang /kʰaᵞjaŋ/
名 祈願文
解説 家畜の放生を行う際に、家畜の持ち主が唱える
祈願文のこと。

ཁ་གཡང་འཐེན།
ipf. ཁ་གཡང་འཐེན། kha g.yang ’then

/kʰaᵞjaŋ ⁿtʰen/
pf. ཁ་གཡང་འཐེན། kha g.yang ’then

/kʰaᵞjaŋ ⁿtʰen/
動 祈願文を唱える

ཚེ་རིང་།1 tshe ring /tsʰe raŋ/
動 [祈願文] 長寿でありますように

ལོ་བརྒྱ།1 lo brgya /lo ᵝɟa/
動 [祈願文] 百年生きられますように
解説 文字通りには「百年」。

ཁ་ོ།1 kha dro /kʰa ʈo/
動 [祈願文] うまくいきますように

ུགས་ལ་གོད་ཁ་མེད་པ།

phyugs la god kha med pa
/ᶲɕəɡ la kolkʰa melpa/
名 [祈願文] 家畜に損失が出ませんように
解説 焚き上げの時などに述べる常套句の一部。

24.4 祈祷・読経・真言
ཞབས་བརྟན། zhabs brtan /ɕabᶲtan/
名 長寿や招福を願う祈祷 (きとう)
解説 特定の対象に対して読経の功徳を振り向けるた
めに行う法事。俗人が自分で行っても構わない。

འདོན་པ། ’don pa /ⁿdonpa/
名 読経 (どきょう)する経典

འདོན་པ་འདོན།
ipf. འདོན་པ་འདོན། ’don pa ’don

/ⁿdonpa ⁿdon/
pf. འདོན་པ་བཏོན། ’don pa bton

/ⁿdonpa ᵖton/
動 読経する

ཚོགས་ལ་ཞུགས།
ipf. ཚོགས་ལ་ཞུགས། tshogs la zhugs

/tsʰoka ɕəɡ/
pf. ཚོགས་ལ་ཞུགས། tshogs la zhugs

/tsʰoka ɕəɡ/
動 法要に参加して読経する
解説 選ばれた僧侶や行者が法要で読経すること。

འདོན་རྟ་དབྱངས་གསུམ།
’don rta dbyangs gsum
/ⁿdonᶳta ᵞjaŋsəm/
名 読経とその節 (ふし)
解説 読経する際にはたいてい決まった節がある。

ཁ་བཏོན། kha bton /kʰaton/
名 (1) 日常的に唱える真言や陀羅尼 (だらに),
常用経 (2)経文の読誦 (どくじゅ)
解説 起床後から搾乳時、就寝前に唱えられる。

ཁ་བཏོན་འདོན།
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ipf. ཁ་བཏོན་འདོན། kha bton ’don
/kʰaton ⁿdon/

pf. ཁ་བཏོན་བཏོན། kha bton bton
/kʰaton ᵖton/

動 (経文を)読誦する, (陀羅尼を)唱える

མ་ཎི། ma Ni /manə/
名 観音菩薩の真言

མ་ཎི་འདོན།
ipf. མ་ཎི་འདོན། ma Ni ’don /manə ⁿdon/
pf. མ་ཎི་བཏོན། ma Ni bton /manə ᵖton/
動 観音菩薩の真言を唱える

མ་ཎིའི་མངོན་ོགས། ma Ni’i mngon rtogs
/mani ŋonᶳtoɡ/
名 観音菩薩の真言の前に唱えるべき前行文
解説 観音菩薩の賞賛文。経文を唱える前段として、
当該の神仏を讃える祈願文（「マニ」の場合、観音菩
薩の称賛文）を唱えてから行に入ることが近年の僧
侶によって「正式なやり方」として推奨されている
ため、これを行う人が多い。

ོལ་མ། sgrol ma /ʳɖolma/
名 ターラー菩薩; ターラー菩薩讃

གདུགས་དཀར། gdugs dkar /ᵞdəɡkar/
名 白傘蓋呪 (はくさんがいじゅ)

འུར་སྔགས། ’gyur sngags
/ⁿɟərŋ̊aɡ/
名 功徳が増大する真言

ཆང་མཆོད། chang mchod /tɕʰaŋᵐtɕʰol/
名 土地神に供えるお酒; そのときに唱える経文

གསོལ་ཁ། gsol kha /ˣsukʰa/
名 食事の前などに唱えるお祈りの文句

24.5 加持
ིན་རླབས། byin rlabs /ᶲɕənᵞlab/
名 加持

ཞལ་དཔོར།1
ipf. ཞལ་དཔོར། zhal dpor /ɕa χor/
pf. ཞལ་དཔོར། zhal dpor /ɕa χor/
動 [敬]息を吹き込む, 息を吹きかける

ཞལ་དཔོར།2 zhal dpor /ɕaχor/
名 [敬](高僧やシャマンが)息を吹きかけて加持
をすること

ཞལ་དཔོར་གནང་།
ipf. ཞལ་དཔོར་གནང་། zhal dpor gnang

/ɕaχor ᵞnaŋ/
pf. ཞལ་དཔོར་གནང་། zhal dpor gnang

/ɕaχor ᵞnaŋ/
動 [敬](高僧やシャマンが)息を吹きかけて加持
をする

སྔགས། sngags /ŋ̊aɡ/
名 密呪

སྔགས་རྒྱག
ipf. སྔགས་རྒྱག sngags rgyag

/ŋ̊aɡ ʳɟaɡ/
pf. སྔགས་བརྒྱབ། sngags brgyab

/ŋ̊aɡ ʳɟab/
動 神水を吹きかける
解説 グル・ツェチュの最後の日に儀礼に参加してい
る行者一人一人が茶碗に汲んだ神水を持って信徒に
吹きかけていく。信徒たちは上半身裸になって座り、
水が次々と吹きかけられるのを待つ。無病息災や穢
れの除去などの意味を持つ。

སྔགས་ཆུ། sngags chu /ŋ̊aɡtɕʰə/
名 神水, 聖水; 密呪水
解説 密呪水は密呪を息で吹きかけて力を移した水。

24.6 呪文・呪術
དམོད། dmod /ᵞmol/
名 呪文

མནན་པ། mnan pa /ᵐnanpa/
名 呪詛, 呪い
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ུབ་རྟགས། grub rtags /ʈəbᶳtaɡ/
名 呪力

24.6.1 天候操作の呪術
ེ་བརྒྱད་མཆོད་པ། sde brgyad mchod pa
/ʳdebʳɟal ᵐtɕʰolpa/
名 天候操作の呪術
解説 在家の密教行者が行う雨が降る前に空に向かっ
て働きかける天候操作の呪術。

གནམ་འགོག1

ipf. གནམ་འགོག gnam ’gog /ᵞnam ⁿɡoɡ/
pf. གནམ་བཀག gnam bkag /ᵞnam ᵖkaɡ/
動 雨除けの呪術を行う

གནམ་འགོག2 gnam ’gog /ᵞnamⁿɡoɡ/
名 雨除けの呪術

སེར་ཆ། ser cha /sʰertɕʰa/
名 防雹の儀式の際に用いる投石紐
解説 全体として短いもので、紐部分はハンセン病に
かかった人の毛髪を用い、石置き部分は人間の皮を
用いたもの。回す際は通常の投石時とは異なり、頭
上ではなく体の横で回す。

སེར་ཐོ།2 ser tho /sʰerto/
名 雹除けの塚

24.7 儀式・儀礼
ཆོ་ག cho ga /tɕʰoka/
名 儀式

ུས། khrus /ʈʰi/
名 清めの儀式

བཀའ་བོ། bka’ bsgo /ᵖkaʳɡo/
名 神水による病気治し
解説 宗教者による治療行為の一つ。失神者あるいは
子供が夜うなされるなどの症状がある時に、宗教者
が口に神水を含んで患者の頭部もしくは特定の患部
に吹きかける。

ལབ་ཙེ་བོད།
ipf. ལབ་ཙེ་བོད། lab tse bstod

/labtse ᶲtol/
pf. ལབ་ཙེ་བོད། lab tse bstod

/labtse ᶲtol/
動 土地神の社を祀る
解説 土地神の社に矢や矛などの武器の形をした竿を
捧げに行く儀礼。年に一度行われる。

གཡང་ས་ཞལ་ངོ་དཀར་ས།
g.yang sa zhal ngo dkar sa
/ᵞjaŋsʰa ɕaŋo karsʰa/
名 土地を称賛する文句

གཡང་འབོད། g.yang ’bod /ᵞjaŋⁿbol/
名 運気を呼び込む儀礼

ཆུ་དཀར་ནག chu dkar nag
/tɕʰə karnaɡ/
名 清めの水
解説 ミルク入りの清めの水とミルクなしの清めの水
の総称。

ཆུ་དཀར་པོ། chu dkar po /tɕʰə karo/
名 白い清めの水
解説 水にミルクを混ぜて白くしたもの。

ཆུ་ནག་པོ། chu nag po /tɕʰə naɡpo/
名 ミルクの入っていない清めの水

24.8 放生
ཚེ་ཐར། tshe thar /tsʰetar/

24
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名 放生 (ほうじょう) すること; 放生した家畜,
放生畜
解説 文字通りには「命を解き放つ」という意味。神
仏の加護を求めたり、ラマへの供養を目的として、所
有畜の中から優良な個体を選んで放生すること。当
該個体は売却や屠畜の対象から外され、老いて自然
死するまで群れの中で安楽に過ごすことができる。

ཚེ་ཐར་གཏང་།
ipf. ཚེ་ཐར་གཏང་། tshe thar gtang

/tsʰetar ˣtaŋ/
pf. ཚེ་ཐར་བཏང་། tshe thar btang

/tsʰetar ᵖtaŋ/
動 放生する

ཚེ་གཡོག tshe g.yog /tsʰeᵞjoɡ/
名 放生畜が年老いた場合にする特別な世話
解説 年を取った放生畜はとりわけよく面倒をみる。
顔を洗ってやったり、目やにをとったり、雪が降っ
た時に特別に草をやったりする。

ོག་ུ།1
ipf. ོག་ུ། srog blu /ʂoɡ ᵝlə/
pf. ོག་ུས། srog blus /ʂoɡ ᵝli/
動 放生する
解説 文字通りには「命を買う」。市場で売られてい
る家畜や鳥、魚など、殺されようとしている状態の
生き物を購入して放つ行為を指す。

ོག་ུ།2 srog blu /ʂoɡᵝlə/
名 (1)放生 (2)放生した生き物
解説 日本語の「放生」とほぼ同義。市場で殺されそ
うになっている家畜や鳥、魚を救うために、金銭を
払ってその生き物を買い取ること。または買い取っ
た生き物のこと。

ོག་ུ་ེད།
ipf. ོག་ུ་ེད། srog blu byed

/ʂoɡᵝlə jel/
pf. ོག་ུ་བྱས། srog blu byas

/ʂoɡᵝlə ji/
動 放生する

ོང་བོའི་ཚེ་ཐར།
sdong bo’i tshe thar
/ʳdoŋwu tsʰetar/
名 樹木の放生
解説 放生した木は伐採せずにおく。

24.8.1 放生紐・放生布
ཚེ་དར། tshe dar /tsʰetar/
名 放生布

ཚེ་དར་འདོགས།
ipf. ཚེ་དར་འདོགས། tshe dar ’dogs

/tsʰetar ⁿdoɡ/
pf. ཚེ་དར་བཏགས། tshe dar btags

/tsʰetar ᵖtaɡ/
動 放生布をつける

ཚེ་དར་འཐེན།
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ipf. ཚེ་དར་འཐེན། tshe dar ’then
/tsʰetar ⁿtʰen/

pf. ཚེ་དར་འཐེན། tshe dar ’then
/tsʰetar ⁿtʰen/

動 放生布をつけて長寿を祈願する

ཚེ་ཐར་གྱི་མདུད་པ།
tshe thar gyi mdud pa
/tsʰetar kə ᵐdəlpa/
名 放生紐
解説 放生用の家畜の肩の毛に結びつける目印の紐。

ུང་རྟགས། srung rtags /ʂoŋᶳtaɡ/
名 護法尊に捧げた家畜の首に結びつける印

རྣ་ཚུར། rna tshur /ʳnatsʰər/
名 仔畜の成長を願って耳につけるお守り紐; 放
生畜の耳につけるお守り紐
解説 健やかに育つことを祈り、ヤクの剛毛を 0–1歳
の仔ヤクの耳に結びつける。かつてはアナグマの皮
を結びつける習慣もあったという。

རྣ་ཚུར་འདོགས།
ipf. རྣ་ཚུར་འདོགས། rna tshur ’dogs

/ʳnatsʰər ⁿdoɡ/
pf. རྣ་ཚུར་བཏགས། rna tshur btags

/ʳnatsʰər ᵖtaɡ/
動 仔畜の耳にお守り紐をつける; 放生畜の耳に
お守りをつける

24.9 法要
ཚོགས།1 tshogs /tsʰoɡ/
名 特定の神仏を供養するための法要

ཚོགས་འཚོག
ipf. ཚོགས་འཚོག tshogs ’tshog

/tsʰoɡ tsʰoɡ/
pf. ཚོགས་འཚོགས། tshogs ’tshogs

/tsʰoɡ tsʰoɡ/
動 法要を行う

ཚོགས་གྲོལ།
ipf. ཚོགས་གྲོལ། tshogs grol /tsʰoɡ ʈu/
pf. ཚོགས་གྲོལ། tshogs grol /tsʰoɡ ʈu/
動 法要が終わる

ཚོགས་ོར།
ipf. ཚོགས་ོར། tshogs skor

/tsʰoɡ ᶳkor/
pf. ཚོགས་བོར། tshogs bskor

/tsʰoɡ ᶳkor/
動 法要を行う

ཚོགས་ལ་ཞུ།
ipf. ཚོགས་ལ་ཞུ། tshogs la zhu

/tsʰoka ɕə/
pf. ཚོགས་ལ་ཞུས། tshogs la zhus

/tsʰoka ɕi/
動 法要で家族のためのお経を読んでもらうよう
依頼する

ཚོགས་པ་འཚོག
ipf. ཚོགས་པ་འཚོག tshogs pa ’tshog

/tsʰoɡpa tsʰoɡ/
pf. ཚོགས་པ་འཚོགས། tshogs pa ’tshogs

/tsʰoɡpa tsʰoɡ/
動 無病息災祈願の法要を行う
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ཚོགས་བདག tshogs bdag /tsʰoɡᵝdaɡ/
名 法要の主催者

ཆོས་ཐོག chos thog /tɕʰitʰoɡ/
名 法要
解説 比較的長期間にわたるものを指す。

ཆོས་ཐོག་འཚོག
ipf. ཆོས་ཐོག་འཚོག chos thog ’tshog

/tɕʰitoɡ tsʰoɡ/
pf. ཆོས་ཐོག་འཚོགས། chos thog ’tshogs

/tɕʰitoɡ tsʰoɡ/
動 法要を行う

དགུན་ཆོས། dgun chos /ʳɡəntɕʰi/
名 冬季に行う法要

གྲོང་ཆོག grong chog /ʈoŋtɕʰoɡ/
名 村落や民家で執り行われる法要
解説 僧院から僧が村落や民家へ出向いて行う法要。

གྲལ་འཛིན་ཉི་མ། gral ’dzin nyi ma
/caⁿdzən ȵəma/
名 法要の最初の日

ཡར་ཚོགས་ཉི་མ། yar tshogs nyi ma
/jartsʰoɡ ȵəma/
名 法要の最初の日

འབུད་ུང་དོལ་གསུམ།
’bud rdung dkrol gsum
/ⁿbəlᵞdoŋ ˣʈoˣsəm/
名 法要での器楽演奏
解説 管楽器 (法螺貝や笛、ラッパなど)、打楽器、弦
楽器の三種を意味する。

གུང་གསེང་། gung gseng /koŋˣsaŋ/
名 法要の間の休憩時間

ཇ་ུག ja phrug /tɕaʈʰəɡ/
名 法要における食事係

གུང་ཚིགས། gung tshigs /koŋtsʰəɡ/
名 法要で供される昼食

24.10 護摩
ིན་ེག sbyin sreg /ᵝdʑənʂaɡ/
名 (1)護摩を焚くこと (2)火葬すること

ིན་ེག་ེད།
ipf. ིན་ེག་ེད། sbyin sreg byed

/ᵝdʑənʂaɡ jel/
pf. ིན་ེག་བྱས། sbyin sreg byas

/ᵝdʑənʂaɡ ji/
動 (1)護摩を焚く (2)火葬する

24.11 仏事
བེན་བཀུར། bsnyen bkur /ȵ̊enᵖkər/
名 供養

བེན་བཀུར་ེད།
ipf. བེན་བཀུར་ེད། bsnyen bkur byed

/ȵ̊enᵖkər jel/
pf. བེན་བཀུར་བྱས། bsnyen bkur byas

/ȵ̊enᵖkər ji/
動 供養する

མཆོད་པ། mchod pa /ᵐtɕʰolpa/
名 供養

བཅའ་བ། bca’ ba /ᵖcawa/
名 ラマの教えを仰ぐこと
解説 家族に生じた問題や障害を克服するため、あ
るいは一家の繁栄と健康を祈願するために、ラマな
ど宗教的指導者に必要な仏事について指示を仰ぐこ
と。

རིམ་གྲོ། rim gro /rəmʈo/
名 (ラマなど宗教的指導者の教えに基づき) 仏
事を行うこと; またその仏事

ུ་རིམ། sku rim /ᶳkərəm/
名 [敬]仏事
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宗教的行為 370 24.12布施・喜捨・寄進

解説 地域で尊崇されるラマなどの健康長寿を祈願す
る目的で、一般信徒がツェタルを捧げたりマニを唱
えるなどの善行を行うこと。

རབ་གནས། rab gnas /ramni/
名 開眼供養
解説 仏像を安置したり祈祷旗を設置する前に行う儀
式のこと。

ཚོགས་འེན།
ipf. ཚོགས་འེན། tshogs ’dren

/tsʰoɡ ⁿɖen/
pf. ཚོགས་དྲངས། tshogs drangs

/tsʰoɡ ʈaŋ/
動 僧を供養する
解説 大法会の際などに僧を供養することで、正月の
時に各世帯持ち回りで茶やお布施の品を菩提寺へ届
ける慣例がある。

24.12 布施・喜捨・寄進
དཀར་ཐིགས། dkar thigs /kartʰəɡ/
名 布施
解説 僧院や仏塔を建てる時に集める浄財。

འབུལ་བ། ’bul ba /ⁿbuwa/
名 布施

ིན་པ། sbyin pa /ᵝdʑənpa/
名 喜捨
解説 余裕のある人が貧しい人に財を恵むこと。

ིན་པ་གཏང་།
ipf. ིན་པ་གཏང་། sbyin pa gtang

/ᵝdʑənpa ˣtaŋ/
pf. ིན་པ་བཏང་། sbyin pa btang

/ᵝdʑənpa ᵖtaŋ/
動 喜捨をする

ཨབ་ིན། ab sbyin /ʔaᵝdʑən/
名 ナキウサギへの布施
解説 ナキウサギ ཨ་བྲ། に餌をやること。ナキウサギ
による草地への被害を減らすために穴に餌を与えた

上で読経をし、そこから出て行ってくれという願い
を込めた儀式を行う。政府が草地保護のために展開
している殺処分を嫌ってこのような儀式が行われる
ようになったという。

གྲོག་ིན། grog sbyin /coɡᵝdʑən/
名 蟻への布施
解説 蟻に餌をやること。

དཀོར། dkor /kor/
名 僧院に寄進された金品の私物化; 僧院によっ
て私物化された物

དཀོར་ཟས་དཀོར་ཆུ། dkor zas dkor chu
/korsi kortɕʰə/
名 僧院によって私物化された金品
解説 元の意味は「俗世とつながった食事」。転じて
布施の私物化を意味するようになった。聖職者が甘
い汁を吸うことを指す。

24.13 焚き上げ
བསང་གསུར། bsang gsur /ᶲsaŋˣsər/
名 各種焚き上げの総称
解説 清めの薫煙を捧げる焚き上げ བསང་། と肉・脂
肪を焼いて捧げるいわゆる「赤い供物」の焚き上げ
གསུར། の両方を指す。昔は両方とも一般的に行って
いた。

24.13.1 土地神供養の焚き上げ
བསང་། bsang /ᶲsaŋ/
名 焚き上げ
解説 供物を焚き上げて土地神に薫煙を捧げる。
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宗教的行為 371 24.13焚き上げ

བསང་མཆོད། bsang mchod /ᶲsaŋᵐtɕʰol/
名 焚き上げの儀礼

ནངས་བསང་། nangs bsang /naŋᶲsaŋ/
名 早朝の焚き上げ

གུང་བསང་། gung bsang /koŋᶲsaŋ/
名 昼間の焚き上げ

དགོང་བསང་། dgong bsang /ʳɡoŋᶲsaŋ/
名 夕方の焚き上げ

བསང་མེ། bsang me /ᶲsaŋᵐȵe/
名 焚き上げの火

བསང་མེ་ོང་།
ipf. བསང་མེ་ོང་། bsang me sgong

/ᶲsaŋᵐȵe ʳɡoŋ/
pf. བསང་མེ་བོངས། bsang me bsgongs

/ᶲsaŋᵐȵei ʳɡoŋ/
動 焚き上げのために火をつける

བསང་འཕུད།
ipf. བསང་འཕུད། bsang ’phud /ᶲsaŋ həl/
pf. བསང་ཕུད། bsang phud /ᶲsaŋ həl/
動 焚き上げをする

བསང་ི། bsang khri /ᶲsaŋʈʰə/
名 焚き上げ用の壇
解説 土地神に捧げる焚き上げの壇はテントの背後に
設置される。朝晩、身を清めた男たちが経文を唱えな
がら壇を右回りに回る。壇には火が焚かれ、煎り穀物
を中心とした捧げ物、ビャクシンの枝、礼布カター
を焚き上げ、御神酒やバター入りのお茶を撒く。町
や農村などでは香炉台を設置していることが多い。

牧畜民の家のテント裏に設けられた焚き上げ壇

བསང་དུད། bsang dud /ᶲsaŋtəl/
名 焚き上げの煙

བསང་ོགས། bsang skyogs
/ᶲsaŋᶳcoɡ/
名 焚き上げ用の杓子

རི་བསང་། ri bsang /rəᶲsaŋ/
名 山で行う焚き上げ

24.13.2 水神供養の焚き上げ
ུ་བསང་། klu bsang /ᵞləᶲsaŋ/
名 水神供養のための焚き上げ

24.13.3 施餓鬼の焚き上げ
ཚ་གསུར། tsha gsur /tsʰaˣsər/
名 (1)施餓鬼 (せがき)の焚き上げ; その壇 (2)
害虫対策のための焚き上げ
解説 (1)土地神を供養する焚き上げの壇に比べて簡
略化された小さいものである。金属以外の材料で作
らねばならない。設置する位置はテントの入り口前
方である。(2) 虫害が発生した時の対処法としての
焚き上げとしては、煙で害虫を追い払うという意味
と、仏教法要の施餓鬼によって害が除かれることを
祈願するという二つの意味がある。なお、仏教的視点
では、草原に害をなす虫やナキウサギなども「餓鬼」
のカテゴリーに入り、ラマによる対処が望まれる。 24



宗教的行為 372 24.14清め

夏営地の施餓鬼台

24.13.4 赤い供物の焚き上げ
གསུར།1 gsur /ˣsər/
名 赤い供物の焚き上げ
解説 家庭で行う場合などに肉を細かくして捧げる時
の表現。

གསུར།2
ipf. གསུར། gsur /ˣsər/
pf. གསུར། gsur /ˣsər/
動 赤い供物を捧げる

དམར་བསང་། dmar bsang /ᵞmarsʰaŋ/
名 赤い供物の焚き上げ
解説 家畜を屠って土地神に捧げる儀礼。

ར་གསུར། ra gsur /raˣsər/
名 赤い供物の焚き上げの一種
解説 土地神に生きた山羊の心臓を捧げて戦勝祈願な
どを行う。黒魔術。

24.13.5 穢れを祓う焚き上げ
མནོལ་བསང་། mnol bsang /ᵐnuᶲsaŋ/
名 穢れを払う焚き上げ; その焚き上げ用のお香
解説 ビャクシンやヨモギなどの香原料を粉末にし、
焚き上げの効果が上がるように儀礼を施したお香。

མནོལ་བསང་བོ།
ipf. མནོལ་བསང་བོ། mnol bsang bsngo

/ᵐnuᶲsaŋ ŋ̊o/
pf. མནོལ་བསང་བོས། mnol bsang bsngos

/ᵐnuᶲsaŋ ᶲŋ̊i/
動 穢れを払う焚き上げの儀礼を施す

ཤུག་པ་བདུག
ipf. ཤུག་པ་བདུག shug pa bdug

/ɕʰəɡpa ᵝdəɡ/
pf. ཤུག་པ་བདུགས། shug pa bdugs

/ɕʰəɡpa ᵝdəɡ/
動 (清めるために)ビャクシンを焚く
解説 悪霊払いや、穢れを取り除くために行う。

ཤུག་བདུག shug bdug /ɕʰəɡᵝdəɡ/
名 (ビャクシンを焚いて)清めること

ཤུག་བདུག་ེད།
ipf. ཤུག་བདུག་ེད། shug bdug byed

/ɕʰəɡᵝdəɡ jel/
pf. ཤུག་བདུག་བྱས། shug bdug byas

/ɕʰəɡᵝdəɡ ji/
動 (ビャクシンを焚いて)清める

24.13.6 大規模な焚き上げ
བརྒྱ་བསང་། brgya bsang /ʳɟaᶲsaŋ/
名 百灯会
解説 小さな焚き上げ台をたくさん設置して行う特別
な焚き上げ。

ི་བསང་། khri bsang /ʈʰəᶲsaŋ/
名 万灯会
解説 小さな焚き上げ台を大量に設置して行う特別な
焚き上げ。

24.14 清め
ིབ་སེལ།1

ipf. ིབ་སེལ། grib sel /ʈəb sʰel/
pf. ིབ་བསལ། grib bsal /ʈəb ᶲsal/
動 穢れを清める
解説 穢れを清めるためにはラマや行者に依頼して数
段階にわたる儀式を実施する。具体的には清めの儀
式 ུས། や穢れを払う焚き上げ མནོལ་བསང་། などであ
る。

ིབ་སེལ།2 grib sel /ʈəbsʰel/
名 穢れを清めること
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宗教的行為 373 24.15御祓・厄祓い

ིབ་སེལ་ེད།
ipf. ིབ་སེལ་ེད། grib sel byed

/ʈəbsʰel jel/
pf. ིབ་སེལ་བྱས། grib sel byas

/ʈəbsʰel ji/
動 穢れを清める

སངས།
ipf. སངས། sangs /sʰaŋ/
pf. སངས། sangs /sʰaŋ/
動 清められる

ཕྱ་སངས།
ipf. ཕྱ་སངས། phya sangs /ᶲɕa sʰaŋ/
pf. ཕྱ་སངས། phya sangs /ᶲɕa sʰaŋ/
動 去勢に用いたナイフが清められる
解説 去勢に用いたナイフは羊毛を巻いて一週間置く
ことによって清める。

24.15 御祓・厄祓い
ཟློག་པ། zlog pa /ʳdoɡpa/
名 厄祓い, 御祓 (おはらい)

ཟློག་པ་འཕེན།
ipf. ཟློག་པ་འཕེན། zlog pa ’phen

/ʳdoɡpa ⁿpʰen/
pf. ཟློག་པ་འཕངས། zlog pa ’phangs

/ʳdoɡpa pʰaŋ/
動 御祓をする
解説 生活空間に発生した穢れは儀式を通じて呪物ト
ルマ གཏོར་མ། に移される。これを戸外に持っていき、
焼き捨てることで厄が祓われる。

ཟློག་པ་འདོན།
ipf. ཟློག་པ་འདོན། zlog pa ’don

/ʳdoɡpa ⁿdon/
pf. ཟློག་པ་བཏོན། zlog pa bton

/ʳdoɡpa ᵖton/
動 厄祓いの経を読む

དགུ་ཟློག dgu zlog /ʳɡəʳdoɡ/
名 農暦 12月 29日に行う御祓

དགུ་གཏོར། dgu gtor /ʳɡəˣtor/
名 大祓 (おおはらえ)
解説 農暦 12月 29日に行う年末の御祓。

ཟློག་མཇུག zlog mjug /ʳdoɡᵐdʑəɡ/
名 大祓 (おおはらえ)
解説 年末に行う御祓。

24.16 贖罪・告白
བཤགས་པ། bshags pa /ˣɕaɡpa/
名 贖罪 (しょくざい), 罪を懺悔 (ざんげ) する
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宗教的行為 374 24.17五体投地

こと, 罪を告白すること
解説 口語的な表現。

ུང་བཤགས། ltung bshags
/ᶳtoŋᶲɕaɡ/
名 贖罪, 罪の懺悔や告白
解説 文語的な表現。

24.17 五体投地
ཕྱག phyag /ᶲɕaɡ/
名 五体投地

འཚལ།
ipf. འཚལ། ’tshal /ⁿtsʰa/
pf. འཚལ། ’tshal /ⁿtsʰa/
動 (五体投地を)する

ཕྱག་འཚལ།
ipf. ཕྱག་འཚལ། phyag ’tshal

/ᶲɕaɡ ⁿtsʰa/
pf. ཕྱག་འཚལ། phyag ’tshal

/ᶲɕaɡ ⁿtsʰa/
動 五体投地をする

ུར་ཕྱག sgur phyag /ʳɡərɕaɡ/
名 体を曲げた状態で行う五体投地

བརྐྱངས་ཕྱག brkyangs phyag
/ᶳcaŋᶲɕaɡ/
名 全身を投げ出す五体投地

སྔ་ཕྱག snga phyag /ŋ̊aᶲɕaɡ/
名 朝起きて行う五体投地

ནངས་ཕྱག nangs phyag /naŋᶲɕaɡ/
名 朝起きて行う五体投地

ལངས་ཕྱག langs phyag /laŋᶲɕaɡ/
名 朝起きて行う五体投地

དགོང་ཕྱག dgong phyag /ʳɡoŋᶲɕaɡ/
名 夜寝る前に行う五体投地

ཉལ་ཕྱག nyal phyag /ȵaᶲɕaɡ/
名 夜寝る前に行う五体投地

ཕྱག་མེ་ཏོག་མ། phyag me tog ma
/ᶲɕaɡ metoɡma/
名 花型の五体投地
解説 最も困難な五体投地のやり方。体の側面を聖な
るものに向けて周回するのではなく、頭頂を聖なる
ものに向けて五体投地し、起き上がるたびに両脚の
指 10本分の幅だけ横に進んでいく形で行う。通常の
五体投地の 6倍以上の時間を要する。

24.18 年中行事
རྒྱ་ལོའི་ོན་ལམ། rgya lo’i smon lam
/ʳɟalu m̥onlam/
名 正月法要
解説 農暦 1月 12日-16日に行われる。

མཆོད་མཇལ། mchod mjal /ᵐtɕʰolᵐdʑa/
名 (寺社への)参拝; (ラマへの)謁見
解説 正月 13日に行われる。

གོས་ུ། gos sku /kiᶳkə/
名 (正月に僧院で御開帳する)大タンカ
解説 正月 14日に開催される行事。

བྱམས་པ་ིང་ོར། byams pa gling skor
/ᶲɕampa ᵞlaŋᶳkor/
名 弥勒巡行
解説 正月 15日に行われる行事。

བཞི་བའི་ུང་གནས།
bzhi ba’i smyung gnas
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宗教的行為 375 24.19チャム・歌舞劇

/ᵝʑəwi ᶲȵ̊oŋᵞni/
名 四月の断食行
解説 農暦 4月 14日-15日に行われる。

ུག་པའི་ཆོས་ཐོག drug pa’i chos thog
/ʈəɡpə tɕʰitoɡ/
名 六月法要

གུ་རུ་ཚེས་བཅུ། gu ru tshes bcu
/ⁿɡərə tsʰiᵖtɕə/
名 グル・ツェチュ
解説 グル・リンポチェに因む大祭で、農暦 7月 10
日に行われる。

བཅུ་བའི་ལྔ་མཆོད། bcu ba’i lnga mchod
/ᵖtɕəwi ʳŋaᵐtɕʰol/
名 ツォンカパ供養の万灯会
解説 ツォンカパの命日である農暦 10 月 25 日、牧
畜民は小麦粉とツァンパで灯明台を大量に作って灯
明 ིང་མེ།を捧げる。

24.19 チャム・歌舞劇
འཆམ། ’cham /tɕʰam/
名 宗教舞踊チャム

རྣམ་ཐར། rnam thar /ʳnamtʰar/
名 (1)伝記 (2)仏教歌舞劇

24.20 誓い
མནའ། mna’ /ᵐna/
名 誓い; 約束

མནའ་ེལ།
ipf. མནའ་ེལ། mna’ skyel /ᵐna ᶳci/
pf. མནའ་བསྐྱལ། mna’ bskyal /ᵐna ᶲca/
動 誓いを立てる

མནའ་གཅོད།
ipf. མནའ་གཅོད། mna’ gcod /ᵐna ˣtɕol/
pf. མནའ་བཅད། mna’ bcad /ᵐna ᵖtɕal/
動 誓いを立てる

མནའ་ཟ།
ipf. མནའ་ཟ། mna’ za /ᵐna sa/
pf. མནའ་ཟོས། mna’ zos /ᵐna si/
動 誓いを破る, 約束を破る, 食言する

མནའ་ཚིག mna’ tshig /ᵐnatsʰəɡ/
名 誓いを立てる時の言葉
解説 ཨ་རྒྱའི་ཤ(父の肉にかけて)、ཨ་རྒྱའི་ཁྲག(父の血に
かけて)など誓いを立てる時に発する言葉を指す。

ོའི་ཤ khyo’i sha /cʰu xa/
名 [誓願文] あなたの肉にかけて
解説 誓いの言葉の一種。

ཨ་རྒྱའི་ཤ a rgya’i sha
/ʔaʳɟə xa/
名 [誓願文] 父の肉にかけて
解説 誓いの言葉の一種。

ཨ་རྒྱའི་ཁྲག a rgya’i khrag
/ʔaʳɟə caɡ/
名 [誓願文] 父の血にかけて
解説 誓いの言葉の一種。

24.21 瞑想・断食
ོམ། sgom /ʳɡom/
名 瞑想

ོམ་རྒྱག
ipf. ོམ་རྒྱག sgom rgyag /ʳɡom ʳɟaɡ/
pf. ོམ་བརྒྱབ། sgom brgyab /ʳɡom ʳɟab/
動 瞑想する

བུང་གནས། bsnyung gnas
/ᶲȵ̊oŋᵞni/
名 断食行の一種
解説 བུང་གནས།に同じ。

ུང་གནས། smyung gnas /ᶲȵ̊oŋᵞni/
名 断食行の一種
解説 བུང་གནས།に同じ。
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24.22 巡礼
གནས་ོར། gnas skor /ᵞniᶳkor/
名 聖地巡礼
解説 聖山など、主に自然の中の聖地を時計回り（も
しくは反時計回り）に周回する宗教行為。

མཇལ་ོར། mjal skor /ᵐdʑaᶳkor/
名 聖地巡礼
解説 主に僧院などの宗教施設を参拝する行為。

གངས་ོར། gangs skor /kaŋᶳkor/
名 聖山アムネマチン巡礼

མཚོ་ོར། mtsho skor /ᵐtsʰoᶳkor/
名 青海湖巡礼

གནས་ོར་བ། gnas skor ba
/ᵞniᶳkorwa/
名 聖地巡礼者

མཇལ་ོར་བ། mjal skor ba
/ᵐdʑaᶳkorwa/
名 聖地巡礼者

དབུས་བ། dbus ba /ᵞwobsʰa/
名 ラサ巡礼に行く人

དབུས་རོགས། dbus rogs /ᵞwiroɡ/
名 ラサ巡礼に一緒に行く人, ラサ巡礼に一緒に
行った人
解説 ラサ巡礼に行った仲間は一生かけて大事にする
間柄となる。困った時は必ず助け合う関係である。

24.23 占い
ིས། rtsis /ᶳtsi/
名 占い

དཀར་ིས། dkar rtsis /karᶳtsi/
名 インドからチベットに伝わった占い

ནག་ིས། nag rtsis /naɡᶳtsi/

名 中国からチベットに伝わった占い

སྤར་ཁ།2 spar kha /parkʰa/
名 八卦 (はっけ)
解説 中国語の「八卦」bāguà の音借用。

མོ།2 mo /mo/
名 占い

ཕྱག་མོ། phyag mo /ᶲɕaɡmo/
名 占い
解説 敬語表現。重要な行為を行うのに適した場所や
時期を高僧に依頼して占ってもらう。

སོག་མོ། sog mo /sʰoɡmo/
名 肩甲骨占い
解説 肉を食べ終えた後に肩甲骨の形を見て病気のあ
るなしなどを占う。

སོག་དཔྱད། sog dpyad /sʰoɡˣɕal/
名 (占いで)肩甲骨を調べること

ས་དཔྱད། sa dpyad /sʰaˣɕal/
名 地相

ས་དགྲ། sa dgra /sʰaᵞɖa/
名 (僧院などを建立する際に見る)地相
解説 文字通りには「土地の敵」。怒らせると悪いこ
とが起きると考えられている。

མོ་འདེབས།
ipf. མོ་འདེབས། mo ’debs /mo ⁿdeb/
pf. མོ་བཏབ། mo btab /mo ᵖtab/
動 占いをする, 占う

ཕྱག་མོ་གཟིགས།
ipf. ཕྱག་མོ་གཟིགས། phyag mo gzigs

/ᶲɕaɡmo ᵞzəɡ/
pf. ཕྱག་མོ་གཟིགས། phyag mo gzigs

/ᶲɕaɡmo ᵞzəɡ/
動 占いをする, 占う
解説 敬語表現。
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མོ་འདེབས་སུ་འཇུག
ipf. མོ་འདེབས་སུ་འཇུག mo ’debs su ’jug

/mo ⁿdeb kə ⁿdʑəɡ/
pf. མོ་འདེབས་སུ་གཞུག mo ’debs su gzhug

/mo ⁿdeb kə ᵝʑəɡ/
動 占いをしてもらう

མཚན་ཐུར། mtshan thur /ᵐtsʰantʰər/
名 御籤棒 (みくじぼう), 筮竹 (ぜいちく)
解説 吉凶を占うための御籤棒。御籤棒のたくさん入
った入れ物を頭上にかかげて一本取ったら、その番
号をもとに占いの本を参照して、出た内容を確認す
る。

མོ་དཔེ། mo dpe /moχe/
名 占いの本
解説 占いの結果が記されている本で、御籤棒で出た

数字と照合させて結果を確かめる。

24.24 その他の宗教的行為
མཇལ་ཁ། mjal kha /ᵐdʑakʰa/
名 (高僧への)謁見

མཇལ་ཁ་ཐོབ།
ipf. མཇལ་ཁ་ཐོབ། mjal kha thob

/ᵐdʑakʰa tʰob/
pf. མཇལ་ཁ་ཐོབ། mjal kha thob

/ᵐdʑakʰa tʰob/
動 謁見する

ུ་འུལ། rdzu ’phrul /ʳdzəᵐʈʰəl/
名 神変, 魔術

གོད་ཁ་ོག
ipf. གོད་ཁ་ོག god kha ldog

/kolkʰa ᵞdoɡ/
pf. གོད་ཁ་ོག god kha ldog

/kolkʰa ᵞdoɡ/
動 家畜を失った災いを良い方に転換する
解説 僧院に指示されたお経を上げるなどする。

དམ་ཉམས། dam nyams /tamȵam/
名 (僧侶や行者が)正法に従わないこと
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宗教的存在 378

第 25章
宗教的存在

この章では、仏教信仰や土着的な自然信仰に関わる宗教職能者、ならびに宗教的に聖化された家
畜や野生動物の呼称など、牧畜地域で普遍的に見出せる宗教的慣習に関わる語彙を紹介する。特に、
聖別された家畜の命を奪わないことを僧院や神仏に対して誓う宗教的実践である「放生」について
は、誓いを捧げる対象の違いなどによって呼び名が異なるため、個別に名称を挙げた。なお、放生の
手順については、24章「宗教的行為」を参照。
���

25.1 僧侶 . . . . . . . . . . . . . 378
25.2 在家行者 . . . . . . . . . . 379
25.3 神降ろし . . . . . . . . . . 379
25.4 儀礼を担う人々 . . . . . . . 379
25.5 捧げものの家畜 . . . . . . . 380

25.5.1 放生された家畜 . . . 380
25.5.2 護法尊に捧げられた

家畜 . . . . . . . . 381

25.5.3 護法尊ゴンポに捧げ
られた家畜 . . . . . 381

25.5.4 土地神に捧げられた
家畜 . . . . . . . . 381

25.5.5 僧院に寄進した家畜 . 382
25.6 聖なる鳥 . . . . . . . . . . 382

25.1 僧侶
གྲྭ་བ། grwa ba /ʈawa/
名 僧侶

བན་དེ། ban de /wante/
名 僧, 僧侶

ཨ་ཁུ། a khu /ʔakʰə/
名 (1)[親族名称] 父方のおじ (2)[呼称] おじさ
ん; 僧侶

བླ་མ། bla ma /ᵝlama/
名 ラマ, 高僧, 仏教の師

ུལ་ུ། sprul sku /ᶲʈəlᶳkə/
名 化身ラマ

ུ་ལོ། sku lo /ᶳkəlo/
名 化身ラマに対する呼称

解説 近親者のみが用いる呼称。

སྔས་མགོའི་བླ་མ། sngas mgo’i bla ma
/ŋ̊iⁿɡu ᵝlama/
名 葬式で枕経を頼むラマ
解説 死者やその家族が信頼を寄せているラマに頼む
ことが多い。文字通りには「枕元のラマ」。

དགེ་འདུན་བཞི་ེ། dge ’dun bzhi sde
/ʳɡeⁿdən ᵝʑəʳde/
名 僧伽 (そうぎゃ), サンガ
解説 葬送儀礼の際に読経を行う 4 人 1 組の僧侶を
指すこともある（4 の倍数でしかグループを作らな
い）。

དགེ་ཚུལ། dge tshul /ʳɡetsʰəl/
名 沙弥

དགེ་བོས། dge bskos /ʳɡeᶲki/
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名 (1)律僧 (2)宗教的な集まりにおいて戒律を
守る役割をする人
解説 僧院の規律を守る僧。

དགེ་གཡོག dge g.yog /ʳɡeᵞjoɡ/
名 律僧の部下
解説 律僧が多忙な時に手伝いとして参上する僧。

ཇོ་མོ། jo mo /tɕomo/
名 尼僧

བན་ུག ban phrug /wanʈʰəɡ/
名 少年僧

ིས་པ། rtsis pa /ᶳtsiwa/
名 占星術師
解説 引っ越しや結婚式、葬儀の日取り、失せ物や病
気などの対処法について占う。

གཉེར་བ། gnyer ba /ᵞȵerwa/
名 僧院の管財人

དཀོན་གཉེར། dkon gnyer /ᶳkonᵞȵer/
名 堂守 (どうもり)
解説 仏堂で仏像や経典、供物等の世話をする人。

25.2 在家行者
སྔགས་པ། sngags pa /ŋ̊aɡpa/
名 在家行者

地域の在家行者が一堂に会した法要

དཔོན།1 dpon /χon/
名 (1)首長, 族長, 村長 (2)在家行者

ིང་བཏགས། mying btags /ᵐȵaŋᵖtaɡ/
名 グル・ツェチュの法要での高位の在家行者

སྔགས་གྲལ། sngags gral /ŋ̊aɡca/
名 (1)在家行者の列 (2)在家行者に息を吹きか
けてもらう儀礼のために一般の人が並ぶ列

གཏེར་ོན། gter ston /ˣterᶳton/
名 埋蔵経典や埋蔵宝物の発掘者
解説 かつて秘匿された仏法の知識や経典、宝物など
を世に出す人。

གཏེར་རྒན། gter rgan /ˣterʳɡan/
名 埋蔵経典や埋蔵宝物の発掘者
解説 གཏེར་ོན།に同じ。

མོ་བ། mo ba /mowa/
名 占い師

25.3 神降ろし
ལྷ་བ། lha ba /lḁwa/
名 神降ろし, シャマン
解説 農業に従事している地域には多いが、牧畜民の
地域にはほとんどいない。

ལྷ་རྒན། lha rgan /lḁʳɡan/
名 年老いたシャマン

ལྷ་འབབ།
ipf. ལྷ་འབབ། lha ’bab /lḁ ⁿbab/
pf. ལྷ་བབ། lha bab /lḁ wab/
動 神が降りる

ལྷ་སྐད། lha skad /lḁᶳkal/
名 神託

ལྷ་ི། lha khri /lḁʈʰə/
名 神の座

25.4 儀礼を担う人々
ཚོགས་བདག tshogs bdag /tsʰoɡᵝdaɡ/
名 法要の主催者
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ལག་གཡོག་པ། lag g.yog pa
/laɡᵞjoɡpa/
名 助手
解説 祭主などの助手を務める人のこと。

དབུ་མཛད། dbu mdzad /ᵞwəᵐdzal/
名 読経の際の先導役

དཔེ་ོར། dpe skyor /χeᶳcor/
名 読経の先導者のために経典をめくる人

གཏོར་དཔོན། gtor dpon /ˣtorχon/
名 法要の際のトルマ作りの長

གཏོར་གཡོག gtor g.yog /ˣtorᵞjoɡ/
名 法要の際のトルマ作りの助手

གཏོར་འཕེན། gtor ’phen /ˣtorⁿpʰen/
名 (トルマの破棄儀礼で)トルマを運ぶ人

ཇ་དཔོན། ja dpon /tɕaχon/
名 法要の際の食事係の長

ཇ་ུག ja phrug /tɕaʈʰəɡ/
名 法要における食事係

མཆོད་དཔོན། mchod dpon /ᵐtɕʰolχon/
名 (法要における)供物係の長

མཆོད་གཡོག mchod g.yog /ᵐtɕʰolᵞjoɡ/
名 (法要における)供物係

མཆོད་ུག mchod phrug /ᵐtɕʰolʈʰəɡ/
名 (法要における)供物係

འདོན་པ་འདོན་མཁན། ’don pa ’don mkhan
/ⁿdonpa ⁿdonᵐkʰan/
名 読経する人, 読経の上手な人

ཨ་མཆོད། a mchod /ʔaᵐtɕʰol/
名 死者の供養を行う読経僧

གདུང་གྲལ། gdung gral /ᵞdoŋca/
名 法要の前列
解説 法要で在家行者や僧侶が着座する際の前 2列を
指す。この列の人々が器楽演奏を担当する。

ི་གྲལ། phyi gral /ᶲɕəca/
名 法要の後列
解説 読経の不得意な人が座る。

འཆམ་པ། ’cham pa /tɕʰampa/
名 宗教舞踊チャムの舞手

འཆམ་དཔོན། ’cham dpon /tɕʰamχon/
名 宗教舞踊チャムの師範

25.5 捧げものの家畜
25.5.1 放生された家畜
ཚེ་ཐར། tshe thar /tsʰetar/
名 放生 (ほうじょう) すること; 放生した家畜,
放生畜
解説 文字通りには「命を解き放つ」という意味。神
仏の加護を求めたり、ラマへの供養を目的として、所
有畜の中から優良な個体を選んで放生すること。当
該個体は売却や屠畜の対象から外され、老いて自然
死するまで群れの中で安楽に過ごすことができる。

ཚེ་རྒན། tshe rgan /tsʰeʳɡan/
名 年老いた雄の放生畜

ཚེ་རྒན་མ། tshe rgan ma
/tsʰeʳɡanma/
名 年老いた雌の放生畜
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ཚེ་ུ། tshe blu /tsʰeᵝlə/
名 放生畜; 放生木

ོག་ུ།2 srog blu /ʂoɡᵝlə/
名 (1)放生 (2)放生した生き物
解説 日本語の「放生」とほぼ同義。市場で殺されそ
うになっている家畜や鳥、魚を救うために、金銭を
払ってその生き物を買い取ること。または買い取っ
た生き物のこと。

ལྷ་གཡག lha g.yag /lḁᵞjaɡ/
名 護法尊や土地神に捧げるなどして放生したヤ
クの総称

25.5.2 護法尊に捧げられた家畜
ུང་།2 srung /ʂoŋ/
名 護法尊に捧げられた家畜
解説 ゴンポ མགོན་པོ།やパルデン・ラモ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ།
などの護法尊に捧げられる家畜。捧げられた家畜は
護法尊の加護を得ることによって他の家畜を守る力
があると考えられている。毛刈りをしないので大き
く見える。群れの中で最も優良で元気が良く、見た目
の良い個体を選定する。その家畜が傷ついたり、年老
いた場合には他の個体に変更することもある。役割
を終えた個体は屠ったり売ったりしても構わない。

ུང་གཡག srung g.yag /ʂoŋᵞjaɡ/
名 護法尊に捧げられた雄ヤク

ུང་འི། srung ’bri /ʂoŋⁿɖə/
名 護法尊に捧げられた雌ヤク

ུང་ལུག srung lug /ʂoŋləɡ/
名 護法尊に捧げられた羊

ུང་རྟ། srung rta /ʂoŋᶳta/
名 護法尊に捧げられた雄馬

ུང་ི། srung khyi /ʂoŋcʰə/
名 護法尊に捧げられた犬

25.5.3 護法尊ゴンポに捧げられた家畜
མགོན་གཡག mgon g.yag /ᵐɡonᵞjaɡ/
名 護法尊ゴンポに捧げられたヤク

མགོན་ལུག mgon lug /ᵐɡonləɡ/
名 護法尊ゴンポに捧げられた羊

མགོན་ར། mgon ra /ᵐɡonra/
名 護法尊ゴンポに捧げられた山羊

མགོན་རྟ། mgon rta /ᵐɡonᶳta/
名 護法尊ゴンポに捧げられた馬

མགོན་ི། mgon khyi /ᵐɡoncʰə/
名 護法尊ゴンポに捧げられた犬

25.5.4 土地神に捧げられた家畜
ཞོལ་ཕོ། zhol pho /ɕuwo/
名 土地神に捧げられた雄ヤク
解説 土地神の所有物として神聖視され、群れの中の
王として位置付けられる。体格や毛並みが良く、角
なども立派な美麗な個体が選ばれる。役利用するこ
ともあるが、その場合、靴袋など不浄なものは運ば
せず、テントや貯蔵庫などを運ばせる。

ཞོལ་མོ། zhol mo /ɕumo/
名 土地神に捧げられた雌ヤク

གནམ་ལུག gnam lug /ᵞnamləɡ/
名 土地神に捧げられた羊
解説 土地神に捧げる犠牲畜のこと。文字通りには
「天の羊」。群れの中で一番優良で角の形の良い羊を
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宗教的存在 382 25.6聖なる鳥

選び、神の宿る山に連れて行き、屠畜を行う。解体後
に頭や心臓、胸の一部、脛の一部、その他残りの各部
分から少量ずつ肉を切り取り、脂肪膜に詰めて焚き
上げる。この儀礼を赤い供物の炊き上げ དམར་བསང་།
と言う。その際、特定の山に宿る土地神の名前を呼
び、家畜の安全、無病息災、仇敵に勝つことなどを願
う。捧げた後は人がいただく。1990年代までは上述
のような慣習であったが、現在は、土地神の社には
連れて行くものの屠畜はせず、放生の一種に形を変
えて行われている。

དོན་ཕོ། don pho /tonpo/
名 土地神に捧げられた雄羊

25.5.5 僧院に寄進した家畜
བཞོ་མཛོ་མ། bzho mdzo ma
/ᵝʑoᵐdzoma/
名 寺に供えられた雌ヤクや雌ゾ

ཁ་བཞོ། kha bzho /kʰaᵝʑo/
名 寺に供えられたヤクやゾ

解説 文字通りには「乳搾りによる食事」。僧院では
檀家から提供されたヤクを飼養し、得られた乳製品
を僧侶の食事として提供する。

དགོན་ནོར། dgon nor /ʳɡonnor/
名 僧院に寄進したヤク

དགོན་གཡག dgon g.yag /ʳɡonᵞjaɡ/
名 僧院に寄進したヤク
解説 僧院に寄進しても、その家で飼い続けることが
あり、そのヤクもこの語で呼ぶ。

དགོན་ལུག dgon lug /ʳɡonləɡ/
名 僧院に寄進した羊

དགོན་རྟ། dgon rta /ʳɡonᶳta/
名 僧院に寄進した馬
解説 払い下げ対象としては縁起もよく、高い値がつ
く。

འབུལ་རྟ། ’bul rta /ⁿbuᶳta/
名 僧院に奉納した馬

25.6 聖なる鳥
ུང་། khyung /cʰoŋ/
名 金翅鳥 (きんしちょう), ガルダ
解説 想像上の鳥。

བླ་བྱ། bla bya /ᵝlaᶲɕa/
名 (個人についているという)守護鳥
解説 (鳥葬の際に)最初に遺体に触れる鳥。
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法具と呪物 383

第 26章
法具と呪物

チベット高原に仏教が広域的な拡がりを見せるのは 8世紀のことである。呪術的な土着信仰の基
層に、体系化された教理を具えた仏教が取り入れられることにより、複雑多様な象徴体系が発達し
た。この章では各種儀礼に用いられる道具や供物、および、呪詛や調伏といった効力を発揮する呪物
に関する語彙を紹介する。
���
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26.1 法具
ོ་ེ། rdo rje /ʳdoʳdʑe/
名 金剛杵 (こんごうしょ)

ཕུར་བུ། phur bu /hərwə/
名 金剛橛 (こんごうけつ)

ིལ་བུ། dril bu /ʈəlwə/
名 金剛鈴 (こんごうれい)

དུང་། dung /toŋ/
名 法螺貝

དུང་འབུད།
ipf. དུང་འབུད། dung ’bud /toŋ ⁿbəl/
pf. དུང་བུས། dung bus /toŋ wi/
動 法螺貝を吹く

རྐང་དུང་། rkang dung /ᶳkaŋtoŋ/
名 骨笛
解説 人間の大腿骨で作った笛。

ཙ་ཀ tsa ka /tsaka/
名 草の茎で作った法具 26



法具と呪物 384 26.2仏像・仏画

ཐེབ། theb /tʰeb/
名 銅盆

གཡང་སྒམ། g.yang sgam /ᵞjaŋʳɡam/
名 福運を呼び込む箱
解説 箱自体に福運があると言われる。

ལྷ་བཤོས། lha bshos /lḁᶲɕi/
名 神饌 (しんせん), 神の食べ物

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།
bkra shis rtags brgyad
/ᵖʈaxi ᶳtaɡʳɟal/
名 八吉祥

བུམ་པ། bum pa /wəmpa/
名 宝瓶

རིགས་ལྔ། rigs lnga /rəɡʳŋa/
名 五仏宝冠
解説 在家行者が儀礼の際に頭部につける。また、高
僧が亡くなった場合に遺体の頭部につける。

གཡང་ཐག g.yang thag /ᵞjaŋtʰaɡ/
名 福運の紐

གཡང་དར། g.yang dar /ᵞjaŋtar/
名 財産の神を呼ぶための布

ཚེ་མདའ། tshe mda’ /tsʰeᵐda/
名 長寿の矢

གཡང་མདའ། g.yang mda’ /ᵞjaŋᵐda/
名 (1)福運を持つ矢 (2)招運の儀式を行う際に
用いる矢形の棒 (3)土地神に捧げる武器
解説 矢形の棒に五色のカターをあしらったものを人
生儀礼や開眼供養などで用いる。また、土地神の社
ལབ་ཙེ། に奉納する矢をかたどった、木製の長い竿も
指す。

མདའ་དར། mda’ dar /ᵐdatar/
名 幸運の矢
解説 福運の矢 གཡང་མདའ། に五色の礼布カターと銅

鏡などを結びつけた呪物で、婚出する花嫁の幸せを
祈って中空で振り回す。

26.2 仏像・仏画
ུ། sku /ᶳkə/
名 仏像

ུ་འདྲ། sku ’dra /ᶳkəⁿɖa/
名 (1)仏像や神像の写真 (2)[敬]写真

ཚ་ཚ། tsha tsha /tsʰatsʰa/
名 塼仏 (せんぶつ), ツァツァ
解説 型に粘土を押し込めて作るレリーフ状の仏像。

ཚ་ཚ་རྒྱག
ipf. ཚ་ཚ་རྒྱག tsha tsha rgyag

/tsʰatsʰa ʳɟaɡ/
pf. ཚ་ཚ་བརྒྱག tsha tsha brgyag

/tsʰatsʰa ʳɟab/
動 塼仏を作る
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法具と呪物 385 26.3お守り・魔除け

ཚ་ོང་།2 tsha rkong /tsʰaᶳkoŋ/
名 塼仏を作るための型

ཚ་འབུམ། tsha ’bum /tsʰaⁿbəm/
名 十万個の塼仏

ོག་ཤིང་། srog shing /ʂoɡxaŋ/
名 心柱 (しんばしら), 心棒
解説 仏塔やラプツェの建立時に軸となる支柱。

ཐང་ག thang ga /tʰaŋka/
名 タンカ, 仏画, 宗教画
解説 仏や守護神、土地神などを描いた宗教画。

འཇིམ་ུ། ’jim sku /ⁿdʑəmᶳkə/
名 塑像の仏像

མཆོད་སྒམ། mchod sgam /ᵐtɕʰolʳɡam/
名 仏壇

གའུ། ga’u /kaʔə/
名 仏龕 (ぶつがん)
解説 中に仏像を安置した小さな箱状の仏壇。体に身
につけることが多い。

གཟུངས་གཞུག gzungs gzhug
/ᵞzoŋᵞʑəɡ/
名 仏塔や仏像の中に納める物

26.3 お守り・魔除け
ུང་འཁོར། srung ’khor /ʂoŋⁿkʰor/
名 お守り
解説 様々な種類がある。

སྤྱང་ུང་། spyang srung
/ᶲcaŋʂoŋ/
名 オオカミ除けのお守り

དངངས་ུང་། dngangs srung
/ʳŋaŋʂoŋ/
名 子供のお守り
解説 ビャクシンの木を彫ったもので子供に身につけ
させる。子供が魔物に魅入られて呼吸困難になった

り気絶した場合に気を落ち着かせるためのお守り。

ཐོག་ལྕགས། thog lcags /tʰoɡˣtɕaɡ/
名 雷除けのお守り
解説 地表に出てきた隕石の欠片を珍重する。魔除け
として子供に身に着けさせる。

རྣ་ཚུར། rna tshur /ʳnatsʰər/
名 仔畜の成長を願って耳につけるお守り紐; 放
生畜の耳につけるお守り紐
解説 健やかに育つことを祈り、ヤクの剛毛を 0–1歳
の仔ヤクの耳に結びつける。かつてはアナグマの皮
を結びつける習慣もあったという。

ོ་ུང་། sgo srung /ʳɡoʂoŋ/
名 扉のお守り, 魔除け
解説 タカの爪と頭を取ってテントの入口内側のロー
プにつけて魔除けにすることがある。

མཚོན་ུང་། mtshon srung
/tsʰonʂoŋ/
名 お守りの一種
解説 銃や矢などの武器 མཚོན་ཆ། から身を守るお守り
ུང་འཁོར། の一種。

གཡང་ར། g.yang ra /ᵞjaŋra/
名 (羊毛で作った)お守り
解説 良い運気を宿した羊毛をテントの内側にくくり
つけ、家畜の無病息災と繁栄を祈る習慣がある。

26.4 数珠
ེང་བ། phreng ba /ʈʰaŋa/
名 数珠 (じゅず)
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法具と呪物 386 26.5経典・マニ石・マニ車

ེང་ོག phreng rdog /ʈʰaŋʳdoɡ/
名 数珠玉

ུན་ཐག rgyun thag /ʳɟəntaɡ/
名 数珠や首飾りの紐; 鞍とその下の両翼の板を
くくる紐

བཅུ་ཚར། bcu tshar /ᵖtɕətsʰar/
名 首飾りにつける数珠の一種
解説 左右十玉の二連で、ターラー菩薩讃などを唱え
た回数を記録するためのもの。片方を 10の位、もう
片方を 100の位とする。

ཙན་དན། tsan dan /tsantan/
名 白檀 (びゃくだん)
解説 数珠など仏具の材料として用いられる。

ཤུག་ཏོག shug tog /ɕʰəɡtoɡ/
名 ビャクシンの実
解説 数珠玉にする。

ེང་བ་འདེད།
ipf. ེང་བ་འདེད། phreng ba ’ded

/ʈʰaŋa ⁿdel/
pf. ེང་བ་དེད། phreng ba ded

/ʈʰaŋa tel/
動 数珠を繰る

26.5 経典・マニ石・マニ車
བཀའ་འུར། bka’ ’gyur /ᵖkaⁿɟər/
名 大蔵経仏説部, カンギュル

བསྟན་འུར། bstan ’gyur /ᶲtanⁿɟər/
名 大蔵経論説部, テンギュル

བསང་ཡིག bsang yig /ᶲsaŋjəɡ/
名 焚き上げの際に唱える経典
解説 土地神について書かれた文書。

འདོན་པ། ’don pa /ⁿdonpa/
名 読経 (どきょう)する経典

གཏེར་མ། gter ma /ˣterma/
名 秘匿された仏法の知識; 秘匿された経典; 秘
匿された宝物

ོ་ོ།
ipf. ོ་ོ། rdo rko /ʳdo ᶳko/
pf. ོ་བོས། rdo brkos /ʳdo ᶲki/
動 石に経文を彫る

ོ་བོས། rdo brkos /ʳdoᶲki/
名 石刻
解説 石に真言や仏像などを刻むこと。

ོ་འབུམ། rdo ’bum /ʳdoⁿbəm/
名 マニ石を積んだ石塚

ེའུ་འབུམ། rde’u ’bum /ʳdiⁿbəm/
名 小石を積んだ石塚

མ་ཎི་འཁོར་ལོ། ma Ni ’khor lo
/manə ⁿkʰorlo/
名 マニ車
解説 寺の周りなどに設置されているものを指す。

མ་ཎི་ལག་ོར། ma Ni lag skor
/manə laɡᶳkor/
名 手に持って回すタイプのマニ車

26.6 トルマ
གཏོར་མ། gtor ma /ˣtorma/
名 トルマ
解説 ツァンパをこねて形作られた供物。また、厄祓
いの儀式のために作られる呪物。
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法具と呪物 387 26.7供物・供犠

ཚོགས་གཏོར། tshogs gtor /tsʰoɡˣtor/
名 特定の神仏を供養する法要のために作る
トルマ

ུད་གཏོར། glud gtor /ᵞləlˣtor/
名 人の形のトルマ

ཐུན་གཏོར། thun gtor /tʰənˣtor/
名 トルマの一種

བསང་གཏོར། bsang gtor /ᶲsaŋˣtor/
名 焚き上げ用のトルマ

ུ་གཏོར། klu gtor /ᵞləˣtor/
名 水神供養用のトルマ
解説 魚、カエル、龍はみな水に関わる神、すなわち
水神とみなす。そうした生き物を殺生したり、水を
汚すと水神が怒るので、なだめるためにお経を上げ、
焚き上げをし、トルマを捧げる。そのトルマのこと。

མར་རྒྱན། mar rgyan /marʳɟan/
名 (トルマにつける)バター飾り

འཆིང་དེའུ། ’ching de’u /tɕʰaŋᶳti/
名 (1)指だけを曲げた状態で細く握ること (2)
細く握った (施餓鬼用の)トルマ

འཆིང་བུ། ’ching bu /tɕʰaŋwə/
名 半握りで作ったトルマ
解説 འཆིང་དེའུ།の文語形。

འཆིང་བུ་བརྒྱ་བོ།
’ching bu brgya bsngo
/tɕʰaŋwə ʳɟaŋ̊o/
名 半握りのトルマを百個作って回向すること

འཆིང་བུ་བོ།
ipf. འཆིང་བུ་བོ། ’ching bu bsngo

/tɕʰaŋwə ŋ̊o/
pf. འཆིང་བུ་བོས། ’ching bu bsngos

/tɕʰaŋwə ᶲŋ̊i/
動 半握りのトルマを作って回向する

གཏོར་རྒྱག gtor rgyag /ˣtorʳɟaɡ/
名 トルマの破棄儀礼
解説 法要の過程で、役目を終えたトルマを戸外に破
棄すること。焼却することもある。

ེན། rten /ᶳten/
名 依り代 (よりしろ)

26.7 供物・供犠
26.7.1 一般的な供物
མཆོད་མེ། mchod me /ᵐtɕʰolme/
名 灯明 (とうみょう), 供養灯, バターランプ
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解説 灯明台はバターを注ぐ前にきれいに磨き上げ、
混じりけのない清潔なバターを並々と注ぐ。灯明台
が汚れていると来世に容姿が醜く生まれ、バターを
ケチると餓鬼に生まれ、汚いバターを使うと畜生に
生まれるという言い習わしがある。

ོང་བུ། rkong bu /ᶳkoŋe/
名 灯明台

མཆོད་མར། mchod mar /ᵐtɕʰolmar/
名 灯明用バター

ཁ་བཏགས། kha btags /kʰaᵖtaɡ/
名 礼布, カター
解説 敬意や誓約、謝意、友好の印として取り交わさ
れる礼布。神仏に奉納する時や、人の生死、出会いや
別れなどの節目に贈られる布。

དར་ཚོན། dar tshon /tarⁿtsʰon/
名 彩色された絹
解説 仏事や冠婚葬祭などめでたい席で装飾のために
用いられる。

ཆུ་མཆོད། chu mchod /tɕʰəᵐtɕʰol/
名 功徳水 (くどくすい), 供養水

ཆུ་མཆོད་བཤམ།
ipf. ཆུ་མཆོད་བཤམ། chu mchod bsham

/tɕʰəᵐtɕʰol ᶲɕam/
pf. ཆུ་མཆོད་བཤམས། chu mchod bshams

/tɕʰəᵐtɕʰol ᶲɕam/
動 功徳水を捧げる
解説 功徳水は 7 つの盃に入れて並べて捧げる。新
しい水を捧げる時は向かって左から右に並べていき、
新しいものに替える時は向かって右から水を空けて
いくしきたりがある。

མཆོད་ཆུ། mchod chu /ᵐtɕʰoltɕʰə/
名 (功徳水として)供えた水

མཆོད་ཆུ་བཤེགས།
ipf. མཆོད་ཆུ་བཤེགས། mchod chu bshegs

/ᵐtɕʰoltɕʰə ᶲɕaɡ/
pf. མཆོད་ཆུ་བཤེགས། mchod chu bshegs

/ᵐtɕʰoltɕʰə ᶲɕaɡ/
動 お供えの水を空ける

ོས། spos /ᶲsi/
名 お香

གསེར་ེམས། gser skyems /ˣserᶳcem/
名 御神酒 (おみき)

མཆོད་ཀ mchod ka /ᵐtɕʰolka/
名 (1) 捧げものとしての茶・水・酒 (2)(茶・水・
酒による) 清め
解説 清めは婚礼や宴席などのめでたい儀式の際に、
茶、水、酒で人や場を清めるために行われる。
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མཆོད་ཀ་འཕེན།
ipf. མཆོད་ཀ་འཕེན། mchod ka ’phen

/ᵐtɕʰolka ⁿpʰen/
pf. མཆོད་ཀ་འཕངས། mchod ka ’phangs

/ᵐtɕʰolka pʰaŋ/
動 (1) 茶・水・酒を捧げる (2)(茶・水・酒によ
る) 清めを行う

ཕུད།1 phud /həl/
名 初物, お初
解説 神仏に捧げる初物のこと。搾りたてのミルク、
作りたてのバター、淹れたてのお茶などを最初に神
仏に捧げる。

མཇལ་དར། mjal dar /ᵐdʑatar/
名 ラマなど高貴な人物に捧げる礼物
解説 もともと捧げものとしての礼布のカターを指す
語であるが、お金など、カター以外のものも指す。

མཆོད་ི། mchod khri /ᵐtɕʰolʈʰə/
名 供台

26.7.2 清めの水
ུས་ཆུ། khrus chu /ʈʰitɕʰə/
名 清めの水
解説 清めのお経を唱えながら人や家畜の病気の患部
に注ぎかける水。行者が吹きかける神水とは異なる。

ཆབ། chab /tɕʰab/
名 [敬語]清めの水
解説 ビャクシンを浸して含ませた水を撒く。

བུམ་ཆུ། bum chu /wəmtɕʰə/
名 宝瓶の聖水

26.7.3 焚き上げ用の供物
ཤེར་ིག sher rtsig /xerᶳtsəɡ/
名 焚き上げ用の供物
解説 煎り麦がまだ熱いうちにバターをまぶし、米、
ビャクシン、砂糖、小麦粉、蜂蜜、ヨーグルト、ミル
クを混ぜて作る。食べ物の中で一番良いものを取り
揃える。最後にビャクシンに水を浸してふりかける。

བསང་ི། bsang rtsi /ᶲsaŋᶳtsə/
名 焚き上げ用の供物

བསང་རྫས། bsang rdzas /ᶲsaŋʳdzi/
名 焚き上げ用の供物

བསང་ི། bsang khri /ᶲsaŋʈʰə/
名 焚き上げ用の壇
解説 土地神に捧げる焚き上げの壇はテントの背後に
設置される。朝晩、身を清めた男たちが経文を唱えな
がら壇を右回りに回る。壇には火が焚かれ、煎り穀物
を中心とした捧げ物、ビャクシンの枝、礼布カター
を焚き上げ、御神酒やバター入りのお茶を撒く。町
や農村などでは香炉台を設置していることが多い。

བསང་ཁུག bsang khug /ᶲsaŋkʰəɡ/
名 焚き上げ用の供物を入れる袋

普段はテント奥側の柱に括りつけておく

ོས་ཕོར། spos phor /ᶲsipʰor/
名 香炉 26
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26.7.4 施餓鬼用の供物
འགོང་ོ། ’gong lto /ⁿɡoŋᶳto/
名 魔物の食べ物

ུད། glud /ᵞləl/
名 施餓鬼 (せがき)用の供物
解説 人や家畜の厄災を代わりに引き受ける身代わり
として人や馬などの形状に作る依り代。

ཡས། yas /ji/
名 施餓鬼用の供物
解説 ུད།に同じ。

ཚ་ོང་།1 tsha rkong /tsʰaᶳkoŋ/
名 施餓鬼穴
解説 穴は固定家屋の外側の側面に設置される。

26.7.5 供犠
དམར་མཆོད། dmar mchod /ᵞmarᵐtɕʰol/
名 供犠 (くぎ)
解説 文字通りには「赤い供物」。生きている獣を犠
牲として捧げること。またその獣。

供犠の代わりである山羊のバター

དམར་བསང་། dmar bsang /ᵞmarsʰaŋ/
名 赤い供物の焚き上げ
解説 家畜を屠って土地神に捧げる儀礼。

གསུར།1 gsur /ˣsər/
名 赤い供物の焚き上げ
解説 家庭で行う場合などに肉を細かくして捧げる時
の表現。

གསུར།2
ipf. གསུར། gsur /ˣsər/
pf. གསུར། gsur /ˣsər/
動 赤い供物を捧げる

ར་གསུར། ra gsur /raˣsər/
名 赤い供物の焚き上げの一種
解説 土地神に生きた山羊の心臓を捧げて戦勝祈願な
どを行う。黒魔術。

26.7.6 埋蔵用の供物
གཏེར་རྒྱག

ipf. གཏེར་རྒྱག gter rgyag /ˣter ʳɟaɡ/
pf. གཏེར་བརྒྱབ། gter brgyab /ˣter ʳɟab/
動 供物を捧げる
解説 宝物など価値あるものを自然界における特定の
場所に捧げること。

གཏེར་རྫས། gter rdzas /ˣterʳdzi/
名 埋蔵する供物
解説 山林や湖中など自然界における特定の場所に埋
蔵する穀物や宝石。袋や箱に詰めて埋蔵する。

གཏེར་ཁུག gter khug /ˣterkʰəɡ/
名 布袋に詰めた埋蔵用の供物

གཏེར་སྒམ། gter sgam /ˣterʳɡam/
名 箱に詰めた埋蔵用の供物

བལ་གཏེར། bal gter /waˣter/
名 羊毛製の埋蔵供物
解説 物が豊富でなかった頃に作られていた埋蔵供
物。ツァンパ、チーズ、バター、麦粒を羊毛でくるん
だビャクシンの中に詰めて作る。六種の香薬をふり
かける場合もある。土の中に埋めたり、水の中に投
じて供物とする。

རི་གཏེར། ri gter /rəˣter/
名 山に埋蔵する供物

གཏེར་ུབ། gter sgrub /ˣterʳɖəb/
名 儀軌書の一種
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26.7.7 法要での供物
ཚོགས་རྫས། tshogs rdzas
/tsʰoɡʳdzi/
名 特定の神仏を供養する法要で用いる供物; そ
のお下がり
解説 肉や果物、パン、菓子などの食べ物。そのお下
がりもこの単語で表す。

ཚོགས་ཤ tshogs sha /tsʰoɡxa/
名 特定の神仏を供養する法要で捧げる供物の肉

26.7.8 供物のお下がり
དགྲ་ལྷའི་དཔའ་ཆང་།
dgra lha’i dpa’ chang
/ᵞɖabli̥ χatɕʰaŋ/
名 戦神に捧げた酒のお下がり
解説 戦神に捧げた後、その場でいただく。

དཔའ་རྩམ། dpa’ rtsam /χaᶳtsam/
名 土地神に捧げたツァンパのお下がり
解説 土地神に捧げた後、その場でいただく。

ཚེ་རིལ། tshe ril /tsʰerəl/
名 長寿祈願の後にお下がりでいただく丸薬状
のもの

26.8 初物・お初
ཕུད།1 phud /həl/
名 初物, お初
解説 神仏に捧げる初物のこと。搾りたてのミルク、
作りたてのバター、淹れたてのお茶などを最初に神
仏に捧げる。

ཟས་ཕུད། zas phud /sihəl/
名 捧げ物にするお初のお茶
解説 朝最初に沸かしたお茶のしずくをかまどの神に
捧げる。

ཇ་ཕུད། ja phud /tɕahəl/
名 捧げ物にするお初のお茶
解説 神仏に捧げる供物にする。

ミルク茶にバターを浮かせている

ཇ་ཕུད་བསུ།
ipf. ཇ་ཕུད་བསུ། ja phud bsu

/tɕahəl ᶲsə/
pf. ཇ་ཕུད་བསུས། ja phud bsus

/tɕahəl ᶲsi/
動 お初のお茶を注ぐ

ཇ་མཆོད། ja mchod /tɕaᵐtɕʰol/
名 (1) 土地神に供えるお茶; そのときに唱える
経文 (2)食事の前に唱える経文

མཚེར་ཇ། mtsher ja /ⁿtsʰertɕa/
名 宿営地の移動後に初めて沸かすお茶
解説 引っ越して来たらまずテントを張り、三つ石を
並べてかまどをしつらえ、火を起こし、ミルク茶を
沸かす。柄杓にお茶とバター少々を添え、テントの
入り口から外に向かって三回撒く。自分たちもお茶
を飲み、一服したらかまど作りに着手し、かまどが
できたら燃料糞を置く場所を作る。མཚེར་ཆུ།に同じ。

མཚེར་ཆུ། mtsher chu /ⁿtsʰertɕʰə/
名 宿営地の移動後に初めて沸かすお茶
解説 མཚེར་ཇ།に同じ。

འོ་ཕུད། ’o phud /ʔohəl/
名 捧げ物のお初ミルク
解説 搾りたてのミルクの初物は焚き上げに用いた
り、草原に撒いたりして信仰する神様に捧げる。

མར་ཕུད། mar phud /marhəl/
名 捧げ物のお初バター
解説 バターが出来上がったら、まず初物を信仰する
神様に捧げる。捧げるのは女性の仕事。
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かまどの神に捧げたバター

གསོལ་མར། gsol mar /ˣsumar/
名 捧げ物のお初バター
解説 バターが完成する際、土地神に捧げる初物を取
り分け、形作っておき、焚き上げの際に捧げる。

བསང་མར། bsang mar /ᶲsaŋmar/
名 焚き上げとして捧げるお初バター
解説 バターを作った際に初物を焚き上げ用に取り置
いておき、焚き上げの際に供える。

26.9 結び目
ཕྱག་མདུད། phyag mdud /ᶲɕaɡᵐdəl/
名 ラマなど宗教職能者が作る護身符の結び目

ཚེ་མདུད། tshe mdud /tsʰeᵐdəl/
名 ラマなど宗教職能者が作る護身符の結び目
解説 紐の結び目に息を吹きかけて魔除けの力を持た
せる。病気のもとを断つ力があるとされる。

བྱང་ཆུབ་སེམས་མདུད།
byang chub sems mdud
/ɕʰaŋtɕʰəb sʰemᵐdəl/
名 菩提心結び

26.10 祈祷旗
དར་ོག dar lcog /tarˣtɕoɡ/
名 祈祷旗

དར་ཆ། dar cha /tartɕʰa/
名 旗

དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་། dar tshon sna lnga
/tarⁿtsʰon n̥aʳŋa/
名 五色の旗

ོ་དར། sgo dar /ʳɡotar/
名 テントの入り口につけた祈祷旗

ཕུགས་དར། phugs dar /həɡtar/
名 テントの裏側の支柱につけた祈祷旗

དཔའ་དར། dpa’ dar /χatar/
名 英雄に捧げる祈祷旗

ུང་རྟ། rlung rta /ᵞloŋᶳta/
名 福運を祈る経文を記した紙片や旗, ルンタ;
運気26
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དར་ཤིང་། dar shing /tarxaŋ/
名 (1) 旗杆 (2) (ラプツェに立てる) 各家庭ご
との柱
解説 (2)は མདའ་ཤིང་། に同じ。

དར་ལུང་། dar lung /tarloŋ/
名 旗竿に結びつけられたロープ

26.11 曼荼羅
དིལ་འཁོར། dkyil ’khor /ᶳcəⁿkʰor/
名 曼荼羅 (まんだら)

མཎྜལ། maN+Dal /mantal/
名 曼荼羅供養の際に用いる立体曼荼羅

26.12 呪物
རྫས། rdzas /ʳdzi/
名 呪物

བླ་གཡུ། bla g.yu /ᵝlaᵞjə/

名 魂の玉
解説 個人の生命力と結びつけられた特定の宝玉。

བླ་ོ། bla rdo /ᵝlaʳdo/
名 魂石
解説 個人の生命力と結びつけられた特定の宝玉。

ལིང་སྒམ། ling sgam /laŋʳɡam/
名 魔鬼を閉じ込めるための三角箱
解説 在家行者が儀式を執り行う際に用いる、対象と
なる魔鬼を閉じ込める場所。

ཕྱག་མཚན། phyag mtshan
/ᶲɕaɡᵐtsʰan/
名 呪術の法器を構成する個別の物品
解説 馬頭観音のお経を唱える際に用意する。

རུས་སྦལ། rus sbal /ripal/
名 亀

རུས་སྦལ་སེ་རོ། rus sbal se ro
/ripal sʰero/
名 亀の絵
解説 水を汚すなど水神を怒らせる行為をした際に贖
罪のために土地神の社などに供える。

གཡེ་ོ། g.ye sgro /ᵞjeʳɖo/
名 鳥の羽根

རྨ་ བྱ། rma bya /ʳmaᶲɕa/
名 孔雀
解説 羽が儀式などで用いられる。

རབ་ུང་ོ་ེའི་གུར་ཁང་།
rab srung rdo rje’i gur khang
/rabsʰoŋ ʳdorʳdʑi kərkʰaŋ/
名 呪物ベルト
解説 在家行者が儀式を執り行う際に身につける。
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འུག་པའི་ོ། ’ug pa’i sgro
/ʔəɡpə ʳɟo/
名 フクロウの羽根
解説 呪物ベルトのパーツとして用いる。

ཕོ་རོག་ོ། pho rog sgro
/horoɡ ʳɟo/
名 ワタリガラスの羽根
解説 呪物ベルトのパーツとして用いる。

འུག་པའི་ེར་མོ། ’ug pa’i sder mo
/ʔəɡpə dermo/
名 フクロウの爪

ཕག་ོད་སྣ། phag rgod sna
/pʰaɡʳɡol n̥a/
名 猪の鼻
解説 呪物ベルトのパーツとして用いる。

ཐུན་རྭ། thun rwa /tʰənra/
名 角 (つの)で作ったマラカスのような楽器
解説 法要の際に用いる。

ཐུན་ཆ། thun cha /tʰəntɕʰa/
名 呪術用の法器

ある年の大祓で用いられた呪術用の法器

བཤུགས་ུ། bshugs glu /ɕʰəɡᵞlə/
名 ホイッスル
解説 在家行者が儀式の際に用いる。

ཡུངས་དཀར། yungs dkar /joŋkar/
名 シロガラシ
解説 魔を払う厄払いや清めのために使用する呪物。

སེར་ཆ། ser cha /sʰertɕʰa/
名 防雹の儀式の際に用いる投石紐
解説 全体として短いもので、紐部分はハンセン病に
かかった人の毛髪を用い、石置き部分は人間の皮を
用いたもの。回す際は通常の投石時とは異なり、頭
上ではなく体の横で回す。

མི་ཀོ། mi ko /ᵐȵəko/
名 人間の皮
解説 防雹儀式の投石紐 སེར་ཆ། の石置きとして用い
ることがある。

སྤྱང་མགོ། spyang mgo /ᶲcaŋɡo/
名 オオカミの頭
解説 呪い མནན་པ། の儀式の際にオオカミの頭の上部
ཡ་མགོ を用いる。オオカミの頭が手に入らなければ
犬の頭 ི་མགོ が用いられる。

ི་མགོ། khyi mgo /cʰəⁿɡo/
名 犬の頭
解説 呪い མནན་པ། の儀式の際にオオカミの頭 སྤྱང་མགོ
の代わりに用いることがある。
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第 27章
宗教的な場所と建造物

生活空間を取り囲む特定の山や湖には神霊が宿るとされており、目印として社や祠が造られる。ま
た、僧院や祠堂・廟などは年中儀礼やコミュニティ活動の中心となる場所であるが、これらの固定化
された建造物は、元々は季節移動を行う牧畜社会の特性に合わせて、テント式の簡易なものが主流
であった。この章では、そうした宗教的な場所と建造物に関する語彙を取り上げる。
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27.1 聖地
གནས། gnas /ᵞni/
名 (1)場所 (2)聖地 (3)墓場

གནས་རི། gnas ri /ᵞnirə/
名 聖山

དབུས། dbus /ᵞwi/
名 (1)聖地ラサ (2)中央チベットのウー地方

གནས་ས། gnas sa /ᵞnisʰa/
名 聖地の土

27.2 土地神の社
ལབ་ཙེ། lab tse /labtse/
名 土地神の社 (やしろ), ラプツェ
解説 土地神の宿り場として、氏族単位で山中に作成
される。ཚོ་མདའ།と呼ばれる竿を中軸に、氏族を構成
する各世帯の男子成員が持参した奉納物 གཡང་མདའ།
（矢をかたどった木製の長い竿）を束ね合わせる形で
作る。

ཕོ་བྲང་། pho brang /hoᵝraŋ/
名 (ラプツェの基台の下にある) 土地神の住む
宮殿とされるもの
解説 文字通りには「宮殿」。地中に数メートル四方の
穴を掘り、その中に諸種の清浄な宝物（経典や仏像、
埋蔵用呪物、お香や磚茶など）を詰め込んで荘厳 (し
ょうごん)する。

བཞུགས་ི། bzhugs khri /ᵝʑəɡʈʰə/
名 (1)法座 (2)ラプツェの基台

ཚོ་མདའ། tsho mda’ /tsʰoᵐda/
名 (ラプツェに建てる)氏族集団全体の柱
解説 文字通りには「氏族集団の矢」。この柱がラプ 27
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ツェの支柱となる。

ེ་མདའ། sde mda’ /ʳdeᵐda/
名 (ラプツェに建てる)村ごとの柱
解説 文字通りには「村の矢」。

གཡང་མདའ། g.yang mda’ /ᵞjaŋᵐda/
名 (1)福運を持つ矢 (2)招運の儀式を行う際に
用いる矢形の棒 (3)土地神に捧げる武器
解説 矢形の棒に五色のカターをあしらったものを人
生儀礼や開眼供養などで用いる。また、土地神の社
ལབ་ཙེ། に奉納する矢をかたどった、木製の長い竿も
指す。

མདའ་ཤིང་། mda’ shing /ᵐdaxaŋ/
名 (ラプツェに建てる)各家庭ごとの柱
解説 དར་ཤིང་།とも言う。

ུ་ ཐག rmu thag /ʳmətaɡ/
名 (ラプツェに建てた柱全体に巻きつける) 羊
毛で作った縄
解説 羊の原毛を紡いで作った綱を柱全体を束ねる
ようにぐるぐると巻きつける。この語の原義は古代
チベットに関する伝承において、王が天界と地上を
往来できるように頭頂から天上に伸びていたとされ
る「霊力の綱」である。ラプツェの祭儀で用いられる
縄に同じ名が与えられるのはこの伝承に因んでおり、
綱の先端を山の上方へ高く張ることで、天の神霊の
力を呼び込むことができると考えられている。

27.3 水神の宿る場所
ུ་ས། klu sa /ᵞləsʰa/
名 水神の宿るところ

ུ་ཆུ། klu chu /ᵞlətɕʰə/
名 水神の宿る泉

ུ་ོང་། klu sdong /ᵞləʳdoŋ/
名 水神の宿る木

ུ་ཁང་། klu khang /ᵞləkʰaŋ/
名 水神の社

27.4 魂の宿る場所
བླ་རི། bla ri /ᵝlarə/
名 魂の山
解説 個人もしくはコミュニティ全体の命運に結びつ
いた山。古来チベットでは、特定の自然物に個人や
共同体の生命力が預託されているという観念があり、
両者は一蓮托生の関係にあると考えられてきた。魂
の山の保全は個人や共同体の盛衰に関わる重大事項
であり、山中の草木や野生動物を無暗に傷つけるこ
とは厳に戒められてきた。

བླ་མཚོ། bla mtsho /ᵝlaᵐtsʰo/
名 魂の宿る湖

བླ་ོང་། bla sdong /ᵝlaʳdoŋ/
名 魂の宿る樹
解説 個人の生命力と結びつけられた特定の樹木。

བླ་ཤིང་། bla shing /ᵝlaxaŋ/
27
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名 (1)魂の宿る樹 (2)土地神の社の支柱

27.5 僧院
དགོན་པ། dgon pa /ʳɡonpa/
名 僧院, 寺, 寺院

སྒར། sgar /ʳɡar/
名 僧院

མ་དགོན། ma dgon /maʳɡon/
名 僧院の本山

དགོན་ལག dgon lag /ʳɡonlaɡ/
名 僧院の末寺

དབྱར་ཐོ། dbyar tho /ᵞjarto/
名 夏安居 (げあんご)中であることを示す印
解説 土で仏塔のような形を作り、上に小低木の枝を
挿して立入禁止の印とする。

27.6 在家者のための施設
མ་ཎི་ཁང་། ma Ni khang
/manikʰaŋ/
名 マニ堂

堂内には大きなマニ車が設えられている

སྔགས་ཁང་། sngags khang
/ŋ̊aɡkʰaŋ/
名 在家行者の集会堂

27.7 祠堂・廟
མཆོད་ེན། mchod rten /ᵐtɕʰolᶳten/
名 仏塔

ུ་གདུང་མཆོད་ེན།
sku gdung mchod rten
/ᶳkəᵞdoŋ ᵐtɕʰoᶳten/
名 高僧の遺体・遺骨・遺灰を収めた霊塔

འབུམ་ཁང་། ’bum khang /ⁿbəmkʰaŋ/
名 塼仏 (せんぶつ)を奉納する祠
解説 外壁は黄土で塗装される。

མཚམས་ཁང་། mtshams khang
/ⁿtsʰamkʰaŋ/
名 瞑想部屋, 瞑想小屋

མཚམས་ཐོ། mtshams tho /ⁿtsʰamto/
名 瞑想修行中であることの印
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ཚོགས་ེའུ། tshogs sbre’u
/tsʰoɡᵝri/
名 法要のためのテント

མཆོད་ཁང་། mchod khang
/ᵐtɕʰolkʰaŋ/
名 仏間; 仏壇を安置している場所

27.8 塚
དར་ཐོ། dar tho /tarto/
名 旗塚

ོ་བིགས། rdo brtsigs /ʳdoᶳtsəɡ/
名 経塚
解説 大蔵経のカンギュル・テンギュルの経文を石に
刻んで積みあげた石塚のこと。

ོ་འབུམ། rdo ’bum /ʳdoⁿbəm/
名 マニ石を積んだ石塚

ེའུ་འབུམ། rde’u ’bum /ʳdiⁿbəm/
名 小石を積んだ石塚
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第 28章
新しい政策・技術・道具

近年、チベットの牧畜民を取り巻く状況は大きく変化している。環境保全政策が大規模に実施さ
れ、牧畜民の都市への移住や定住化が推奨される一方で、商品経済の浸透も著しい。それによって、
生業や生活スタイルも急速に変化している。この章では、そういった近年の変化に関わる新しい語
彙を紹介する。
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28.1 新しい政策と活動
28.1.1 放牧地の私有化
ས་ཁྲལ། sa khral /sʰacʰa/
名 地税, 地租

ས་རིན། sa rin /sʰarən/
名 土地代

ས་བགོ།
ipf. ས་བགོ། sa bgo /sʰa ᵝɡo/
pf. ས་བགོས། sa bgos /sʰa ᵝɡi/
動 土地を分配する, 土地を分割する

ས་ཡིག sa yig /sʰajəɡ/
名 草原使用証
解説 国家の所有地を 50年の間牧畜民に貸与するこ
とを証明するもの。金銭で他人に貸すこともできる。

ས་དབང་། sa dbang /sʰaʁaŋ/
名 土地の権利

ེར་ས། sger sa /ʳɡersʰa/
名 私有地

ས་སྐལ། sa skal /sʰaᶳka/
名 土地の割り当て分
解説 1997年に各世帯の人数に従って割り当てられ
た土地。
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མི་སྐལ། mi skal /ᵐȵəᶳka/
名 人数による土地の割り当て
解説 1997年の土地分割の際に世帯の人数に従って
土地が割り当てられた。その割当人数のこと。

ལྕགས་ར། lcags ra /ˣtɕaɡra/
名 柵, 金網, フェンス
解説 土地の私有化に伴い、土地の境界に柵が張られ
るようになった。政府が資材を提供し、所有者が自
分で敷設する。

ལྕགས་ར་འཐེན།
ipf. ལྕགས་ར་འཐེན། lcags ra ’then

/ˣtɕaɡra ⁿtʰen/
pf. ལྕགས་ར་འཐེན། lcags ra ’then

/ˣtɕaɡra ⁿtʰen/
動 金網を張る

ལྕགས་ོང་། lcags sdong
/ˣtɕaɡʳdoŋ/
名 金網用の杭

ུགས་བདག khyugs bdag /cʰəɡᵝdaɡ/
名 草地管理人
解説 かつて 1940年代以前に氏族集団の共有地の管
理をしていた人。草地の状態を把握して引っ越しの
時期を決めたり、決まった時期までに引っ越しが済
んだかどうか確認をしたり、引っ越しをしなかった
世帯に罰を与えたりする。かつて一つの氏族集団に
9人、村全体で 80人ほどいた。人民公社の時代に草
地管理を担当した人も同じ呼称が適用された。

28.1.2 生態移民関連政策
གནས་ོར།1

ipf. གནས་ོར། gnas spor /ᵞni ᶲsor/
pf. གནས་ོར། gnas spor /ᵞni ᶲsor/
動 移住する

གནས་ོར།2 gnas spor /ᵞniᶲpor/
名 (生態移民プロジェクトによる)移住

町の外れに建設された移民村

འདུས་ོད། ’dus sdod /ⁿdiʳdol/
名 (定住化プロジェクトによる)定住

དབུལ་ོར། dbul skyor /ᵞwəlᶳcor/
名 貧民救済

མཉམ་ལས་ཁང་། mnyam las khang
/ȵamlikʰaŋ/
名 (1)人民公社 (2)合作社, 協同組合
解説 (1)は改革開放以前に実施された集団化政策に
よって構築された共同生産単位を、(2) は 2013 年
以降、貧困対策などを目的に新たに始められた集約
型協同組合を指す。

ལག་རྩལ་ཟབ་ོང་།
lag rtsal zab sbyong
/laɡᶳtsal sabʳdʑoŋ/
名 職業訓練
解説 定住した牧畜民のために政府が実施する生業転
換を目的とした職業訓練。

གསར་སྤེལ། gsar spel /ˣsarᶲpel/
名 開発
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ནུབ་ུད་གསར་སྤེལ་ཆེན་མོ།
nub rgyud gsar spel chen mo
/nəbʳɟəl ˣsarᶲpel tɕʰenmo/
名 西部大開発

ནུས་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་རྣམ་གྲངས།
nus shugs thon khungs rnam grangs
/nixəɡ tʰonkʰoŋ ʳnamʈaŋ/
名 国家の電化プロジェクト
解説 青海省政府が国家予算の手当のもとで行う牧畜
地域の電化プロジェクトで、「三江源生態保護和建設
二期工程」の中の一項目。

28.1.3 行政区分
ོང་།2 rdzong /ʳdzoŋ/
名 県

ོང་ཐོག rdzong thog /ʳdzoŋtʰoɡ/
名 県都

ཞང་། zhang /ɕaŋ/
名 (行政単位としての)郷

རུ་ཆེན། ru chen /rətɕʰen/
名 (行政区分としての)生産大隊

རུ་ཆུང་། ru chung /rətɕʰoŋ/
名 (行政区分としての)生産小隊

28.1.4 環境保護活動
ཁོར་ཡུག་ུང་ོབ།
khor yug srung skyob
/kʰorjəɡ sʰoŋᶳcob/
名 環境保護

གད་ིགས་གཙང་སེལ།
gad snyigs gtsang sel
/kalȵ̊əɡ ˣtsaŋsʰel/
名 (環境保護の一環としての)ゴミ清掃

ེ་འགོག bye ’gog /ᶲɕeⁿɡoɡ/

名 砂漠の緑化
解説 文字通りには「砂漠化阻止」。

རི་དྭགས་ུང་ོབ།
ri dwags srung skyob
/rətaɡ sʰoŋᶳcob/
名 野生動物保護

28.2 新しい技術
28.2.1 通信
ཁ་པར། kha par /kʰapar/
名 電話

ལག་འེར་ཁ་པར། lag ’khyer kha par
/laɡcʰer kʰapar/
名 携帯電話

ིས་འཁོར། rtsis ’khor /ᶳtsiⁿkʰor/
名 コンピュータ; パソコン
解説 文字通りには「計算機」の意。

དྲྭ། drwa /ʈa/
名 インターネット, ネット

དྲྭ་ུག
ipf. དྲྭ་ུག drwa rgyug /ʈa ʳɟəɡ/
pf. དྲྭ་ུགས drwa rgyugs /ʈa ʳɟəɡ/
動 インターネットがつながっている, インター
ネットが接続されている

དྲྭ་རྒྱ། drwa rgya /ʈaʳɟa/
名 インターネット, ネット

དྲྭ་ཐོག drwa thog /ʈatʰoɡ/
名 インターネット上, ネットに接続してい
る状態

དྲྭ་ལམ། drwa lam /ʈalam/
名 インターネット上, ネットに接続してい
る状態

ུད་མེད་དྲྭ་རྒྱ། skud med drwa rgya
/ᶳkəlmel ʈaʳɟa/
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名 無線 LAN, Wi-Fi
解説 文字通りには「無線インターネット」の意。

བརྡ་རྟགས། brda rtags /ᵝdaᶳtaɡ/
名 電波
解説 携帯電話などの通信に必要な電波。

ཕབ་ལེན། phab len /pʰablen/
名 ダウンロード
解説 文字通りには「下ろして取る」。

སྐད་འིན། skad ’phrin /ᶳkalⁿʈʰən/
名 (携帯電話を用いた) チャット; ボイスチ
ャット
解説 文字通りには「声の通信」。WeChat、中国語
で微信 (ウェイシン)のサービスを指す。

ཁུག་དམར། khug dmar /kʰəɡmar/
名 (SNS 上で送り合う) お年玉, ご祝儀, お
小遣い
解説 中国語の「红包」hóngbāo からの翻訳借用。

28.2.2 電気
ོག glog /ᵞloɡ/
名 (1)電気 (2)稲妻

ཉི་ོག nyi glog /ȵəᵞloɡ/
名 太陽光発電機, ソーラーパネル

ོག་ུད། glog skud /ᵞloɡᶳkəl/
名 電線; 電気コード; ケーブル

ོག་ོང་། glog sdong /ᵞloɡʳdoŋ/
名 電柱; 通信塔

28.3 新しい道具や施設
28.3.1 牧畜に関する道具や施設
འུལ་འཁོར། ’phrul ’khor
/ⁿʈʰəlⁿkʰor/
名 (1)機械の総称 (2)クリームセパレーター

འོ་ུག་འུལ་འཁོར།
’o byug ’phrul ’khor
/ʔoᶲɕəɡ ⁿʈʰəlⁿkʰor/
名 クリームセパレーター

ུགས་ཁང་། phyugs khang
/ᶲɕəɡkʰaŋ/
名 畜舎
解説 政府の政策によって作られた新しいもの。

རས་གུར། ras gur /rikər/
名 帆布製の白テント
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ཤ་ཁང་། sha khang /xakʰaŋ/
名 肉の貯蔵庫
解説 1990年代に草原で普及しつつあった固定家屋
において、冷蔵庫代わりに肉専用の貯蔵室が設けら
れた。現在はあまり見られなくなった。

28.3.2 乗り物
ལྕགས་རྟ། lcags rta /ˣtɕaɡᶳta/
名 自転車
解説 文字通りには「鉄の馬」。

འུལ་རྟ། ’phrul rta /ⁿʈʰəlᶳta/
名 バイク
解説 文字通りには「機械の馬」。

競馬場に集まった人々のバイク

རླངས་འཁོར། rlangs ’khor
/ᵞlaŋⁿkʰor/
名 車

28.3.3 様々な道具
སུ་ལེའོ། su le’o /sʰəlio/
名 プラスチック
解説 中国語でプラスチックを意味する「塑料」sùliào
の音借用。

བུ་ལ། bu la /wəla/
名 人工皮革

ས་བཀྲ། sa bkra /sʰaᵖʈa/
名 地図

28.3.4 施設
ོབ་གྲྭ། slob grwa /lo̥bʈa/
名 学校

ོབ་ཡོན། slob yon /lo̥bjon/
名 授業料, 学費

ོག་བརྙན། glog brnyan /ᵞloɡᵝȵan/
名 映画

ོག་བརྙན་ཁང་། glog brnyan khang
/ᵞloɡᵝȵankʰaŋ/
名 映画館

ཆུ་མཛོད། chu mdzod /tɕʰəᵐdzol/
名 ダム

ཆུ་ོག་ས་ཚིགས། chu glog sa tshigs
/tɕʰəᵞloɡ sʰatsʰəɡ/
名 水力発電所

28.4 旧社会
ི་ཚོགས་ིང་བ།
spyi tshogs rnying ba
/ᶲtɕətsʰoɡ ᵞȵoŋwa/
名 旧社会
解説 中華人民共和国成立以前の社会を指す。
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