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大谷大學�藏本《呂蘇譯語》について

池 田 巧

1．丁種本《西番譯語》の�成

故宮�物院�藏の《西番譯語》9 種は，淸の乾隆年閒に
纂された中國西南地區のチ

ベット系諸語の語彙�料である。先行硏究ではこの�料を〈川番譯語〉一至九と呼んで

いる。そのうちの一册 (川五) は，リュズ語〈呂蘇語〉を記錄したもので，《呂蘇譯語》

と稱すべき�料である。故宮�藏本の (川五) の他にも，日本の大谷大學には《泰寧屬沈

邉冷邉西番譯語》という標題のついた別の版本が�藏されており，その內容は基本�に

故宮本の (川五) と一致する。

故宮�物院の�藏する《西番譯語》すなわち〈川番譯語〉の各本が記錄する言語は，

西田・孫 (1990) および聶・孫 (2010) では，�のように推定されている。

松潘譯語 (川一) チベット語アムド方言 (農區話)

象�高山譯語 (川二) チベット語アムド方言 (農區話)

木�譯語 (川六) チベット語カム方言

打箭爐譯語 (川七) チベット語カム方言

木里譯語 (川九) チベット語カム方言

* 本論考の大谷大學�藏本の諸特�を紹介した部分は，2015 年 5� 22 日に大谷大學にて開

催された「大谷大學�物館�藏『華夷譯語』出版記念シンポジウム」における報吿に基づ

く．報吿時には�催の松川�敎�，司會の��光曉敎�，および參會された孫伯君敎�よ

り御敎示を賜った。ここに記して謝�を表したい。その後，報吿�料をもとに 面�に改

訂を加えて�違!し，2018 年 10� 20 日に中央民族大學民族學與社會學學院および中央社

會�義學院の�催する「漢藏羌�!$液%硏討會――曁第三屆多視角藏羌彜走'學(硏討

會」にて中國語で報吿した。その改訂稿をさらに日本語で整備し直したのが本論考であり，

日本學(振興會科學硏究�金硏究項目：基盤硏究 (S)「シナ=チベット諸語の歷%�展開

と言語類型地理論」の成果の一部分である。

436〔179〕



白馬譯語 (川四) 白馬語

多續譯語 (川八) アルス語中部方言 (ドス〈多續〉語)

栗蘇譯語 (川五) アルス語西部方言 (リュズ〈呂蘇〉語)

嘉絨譯語 (川三) ギャロン語

このほか，聶・孫 (2010) では，龍威祕書に收錄する《西番譯語》がこの〈川番譯語〉

9 種に.く，740 項目の語彙を「二十門」に分類して收錄しており，語の揭載順も同じで

あることから，(川十) として同系列の�料に加えている。

草地譯語 (川十) [龍威祕書本］チベット語アムド方言 (西番語 A［西田］)

大谷大學が�藏する《西番譯語》各本には，それぞれ題簽に標題が記されている。各

本の標題および記錄する言語は以下のとおり。

泰寧屬沈邉冷邉西番譯語 (川五) = 呂蘇譯語

泰寧屬木�各村寨西番譯語 (川六) = 木�譯語

泰寧屬0正司�管口外各西番譯語 (川七) = 打箭爐譯語

円昌屬木里瓜別各西番譯語 (川九) = 木里譯語

円昌屬沙罵梁山各猓玀譯語

2．《呂蘇譯語》の故宮本と大谷本

故宮本と大谷本の體裁上の1いは�のとおりである。まず大谷本について見ると，表

紙題簽上には「泰寧屬沈邉冷邉西番譯語」とあり，一册本で，表紙を開くと序言の2に

は《西番譯語》という標題が記載されている。寫本ではあるけれども，界線と漢語の語

彙項目を印刷した版本に，手書きでチベット�字と3譯漢字を記入したものである。チ

ベット�字・漢語の語彙項目・3譯漢字の閒は木版で印刷された界線で區切られている

のが特��である。

それに對して故宮本は，表紙題簽上に書かれた標題は「川番譯語」となっていて，二

卷本を合册して一本に綴っている。序言の2には《西番譯語》という標題が書かれてい

るのは大谷本と同じだが，〈聲色門〉の�後の一語 (364．粉紅) の後には白紙 1枚が綴じ

4んであって，［下卷の開頭にあたる］〈經部門〉の�初の語 (365．燃燈) の2にも，いま

一度《西番譯語》という標題が記してある。これは故宮�物院�藏の丁種本《西番譯語》

大谷大學�藏本《呂蘇譯語》について
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各本に共6の體裁である。故宮本は完 な寫本であり，チベット�字・漢語の語彙項目・

3譯漢字ともにすべて手書きで書寫されたもので，印刷ではない。また語彙項目と對譯

語を區切る界線は引かれていない。以下に揭げる書影を比�されたい1)。

丁種本《西番譯語》は，界線と漢語の語彙項目が木版印刷されたスタイルの版本を

「7査票」として，對象言語の發3を3譯漢字で記入したものと考えられている。した

がって大谷本のほうが原本に.く，故宮本は「7査票」に筆錄した稿本を底稿として，

それを淸書して宮廷に奉8したものと考えられる。故宮本の字跡を仔細に觀察してみる

と，墨の濃淡からチベット�字・漢語の語彙項目・3譯漢字は，いずれもそれぞれの項

目ごとに分けて淸書されたらしいことが見て取れる。このうち漢語の語彙項目と3譯漢

字は同じ人物の筆跡である。

故宮本はまず上下の二卷に分けて淸書したのち，それを合わせて一册に裝訂して製本

したものであろう。このことは，故宮に收藏されている一連の〈川番譯語〉のうち，《打

1 ) 故宮�物院での閱覽時には撮影も複寫も許可されなかったため，「天�門」の�初の頁のみ

原著を見ながら原寸大の模本を作成した。頁の枠線は印刷であった。大谷本は松川・三宅

［
］(2015) �載の寫眞をモノクロで複寫した。對照の=宜のため圖版は縮小して印面の

大きさを揃えてある。

東 方 學 報
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箭爐譯語》(川七) と《木�譯語》(川九) の上下卷が>って互いに入れ替わった狀態で製

本されていることからもわかる。なおこの製本の>りは西田・孫 (1990) で已に指摘され

ているにも關わらず，聶・孫［
］(2010) の校錄本では訂正されていないため，卷末に

データ集としてまとめられた「匯
」を利用する際には，@�が必Aである。

3．《呂蘇譯語》の收錄するチベット語

《呂蘇譯語》(川五) が收錄するチベット�字表記の語彙は，對象言語の語3の漢字3譯

とは一致しない。また漢語の語彙項目をB譯したチベット�語でもない。それでは《呂

蘇譯語》(川五) が收錄するチベット�字表記の語彙は，いったい何語を記錄したものな

のであろうか？

西番譯語の各本のチベット語語彙を精査してみた結果，《呂蘇譯語》(川五) の收錄する

チベット語語彙は，《草地譯語》(川十) (=西番語 A：西田) と一致することがD0した。

ここでは《呂蘇譯語》が《草地譯語》を直接引用したことを裏付ける特��な語例をふ

たつ舉げておこう。いずれも聶・孫 (2010) の校錄本からの引用である。

265 轎

英語釋義 sedan chair

松潘 tar khang E亢

象�高山 co ci red 轎子里

草地 do le 奪剌

木� lcang khri 影抬

打箭爐 lcam khri 江齒

木里 ʼkhyong khri 腳尺

白馬 gung rci reg 轎子勒

多續 mthaʼ kug 他古

栗蘇 do le 轎

嘉絨 kyaʼu rces 轎子

do leは一連の《西番譯語》の中でも《草地譯語》(龍威祕書本の西番語 A) だけに見られ

る獨特な語形である。このことから，《呂蘇譯語》のチベット�字表記の語彙は，呂蘇語

の實際の發3とは關係なく，《草地譯語》のチベット語を參照して抄錄したものであるこ

とが0らかである。

大谷大學�藏本《呂蘇譯語》について
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190 F友

英語釋義 friend

松潘 ʼjam po 雜G

象�高山 bu de na re 卜卜里

草地 mdzaʼ bo 母雜G མཛའ་བོ་

木� grang chos 當出

打箭爐 ʼjaʼ bo 雜窩

木里 nge shes 偶歇

白馬 sems ʼphrad reg 色Á勒

多續 nyi phog 蟻破

栗蘇 mjaʼ bo 卜家 མཇའ་བོ་

嘉絨 dar sno so E色苟搜

リュズ〈栗蘇 (=呂蘇)〉語のチベット�字表記は槪ね〈草地〉語と一致するとはいえ，

時に1いが見られることもある。例えば 190“F友”のチベット�字轉寫は同じではない

が，これはチベット�語に照らしても〈草地〉語の mdzaʼ boが正しい。リュズ〈栗蘇〉

語の綴りはチベット�字の dzaと jaの字型の類似により生じた>記である。右に書き添

えたチベット�字を參照されたい。

故宮本と大谷本を比�してみると，兩者のチベット�字の書體の風格と印象は大きく

衣なる。故宮本は竹ペンを用いており，大谷本は毛筆で書いている。@目すべきは大谷

本のチベット�字の綴りには少なからぬ>りが含まれているけれども，故宮本が大谷本

に含まれる>りをそのまま繼承していることは稀である。この事實から，我々は故宮本

(川五) の
輯JKに，�の 2種類の可能性を想定することができる。

A (大谷本［あるいは同系列の底本］は參照せずに) チベット語の部分は，直接《草地譯

語》から引用した。

B 大谷本［あるいは同系列の底本］を參照して，底稿に含まれる>りは訂正した。

殘念ながら現時點ではこのふたつの可能性を指摘できるだけで，實際にどのように


輯が行われたのか，論證は難しい。éかながらその手掛かりになると思われるのは，M

に，大谷本に>りはないにも關わらず，故宮本のほうに>りが含まれる語例である。

東 方 學 報
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チベット語 漢語語彙項目 �譯漢字

605． sdur 考校 思度兒 (川十) 西番語 A3譯

sdur 考校* (川五) 呂蘇語 (缼)

star［故宮本：母3記號 u を缺く］

606． char rgyen 應用 岔兒見 (川十) 西番語 A3譯

char rgyen 應用* (川五) 呂蘇語 (缼)

char rgyan［故宮本：母3記號 e を缺く］

628． pus mo btsug 跪 卜思O卜足 (川十) 西番語 A3譯

pus mo btsug 工必客格 (川五) 呂蘇語3譯

pus ma btsug［故宮本：母3記號 o を缺く］

＊印の語は，P切な對譯語が記営できなかった場合に，漢語の語彙項目をそのまま記

入して空欄を埋めたもので，リュズ語の3譯字あるいは漢語からの借用語ではない。

この 2 種の版本のチベット語の綴りに見える>りの1いを比�してD斷するに，故宮

本は大谷本のチベット語を直接參照して淸書したとは考えにくい。大谷本に見えるチ

ベット語の>りが故宮本にはほとんど繼承されていないからである。したがって故宮本

がチベット語部分を
輯して書寫するに當たり參照したのは大谷本ではなく，他の版本

であったに1いない。ここにいう「他の版本」は，おそらく《草地譯語》そのもので

あったと考えられるが，當時，大谷本と同系列の［引用したチベット語に>りのない］

別本が存在していた可能性も否定はできないだろう。

4．《呂蘇譯語》の漢語語彙項目

大谷本の漢語語彙項目の部分は，木版印刷されたものである。故宮本は漢語語彙項目

もすべて手書きであり，時に淸書擔當者の不@�による>りが含まれている。

チベット語 漢語語彙項目 �譯漢字

552． lhan cig tu 一� (>) * 得歪

一同 (正) 大谷本

[* 直2の語彙項目“551．一R”に影Sされたのであろう］

大谷大學�藏本《呂蘇譯語》について
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579． ʼjug 人 (>) * 格亦

入 (正) 大谷本

[*パリ王立協會本も>って“人”に作る］

5．《呂蘇譯語》の3譯漢字

故宮本と大谷本の3譯漢字を比べてみると，字形には多少の差衣が見られるものの，

ほとんど一致する。@�すべきは，3譯漢字の部分には，語彙項目そのままの漢語が記

入されている場合があり，それはU 200 項目にもVぶ。少なからぬ量である。この 200

語は，當時のリュズ語において，已に定着して恒常�にWわれていた漢語からの借用語

とは考えられない語彙がほとんどであり，これは恐らく7査中にリュズ語のP當な對譯

語が得られなかった項目については，空白にしておくことをXけて，漢語の語彙項目を

そのまま書き4んだのではないかと考えられる。

これとは別に，當時すでにリュズ語に定着してW用されていたと考えられる漢語から

の借用語は，
輯者が特に�を用いて漢語の語彙項目とは衣なる3譯漢字で表記してい

る。以下にその例を舉げておく。

チベット語 漢語語彙項目 �譯漢字 乃渠方言語例

204． nu ma � 奶奶 dʐe33nɯ53

261． cog tse 卓 棹 ???

275． khrab 甲 家 tɕɐ55

310． zho 酪 駱 tshɐ53

320． mdzod 糧 粮 bei35

324． sgyur 醋 酸醋 tɕə53

330． gong bskor ma 圓領 元林 ???

334． thul 被 被单 ???

335． ʼbol 褥 入 lu53

338． dar ling 綾 林 khu53�絹�

424． btsod 茜 千 ???

右に現代リュズ語乃渠方言での檢證の結果を示しておいた。現代リュズ語では，これ

らの借用語はほとんど繼承されておらず，もはやWわれなくなってしまった模樣である。

東 方 學 報
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6．お わ り に

以上，二種類の《呂蘇譯語》の版本を比�檢討して知り得た諸特�は，�のようにま

とめられる。

A．《呂蘇譯語》のチベット語語彙と3譯漢字とは，おそらく衣なる人の手によって分

擔して記営された。

B．チベット語語彙は《草地譯語》(=西番語 A) を引用してそのまま書入れたものであ

り，3譯漢字で記錄されたリュズ語とは無關係である。

C．《呂蘇譯語》の
者がリュズ語を訪問7査した際に，媒介言語としてW用した言語

は漢語であり，7査時にはチベット語を參照しておらず，それゆえチベット�字

でリュズ語を表記することもなかった。

それでは，なぜ「7査票」の民族�字の部分に，リュズ語とは無關係の他の《西番譯

語》からチベット語語彙を記入したのであろうか？ その�Aな原因は，以下の 2點で

あっただろうと推測される。

(1) リュズ語をチベット�字で表記する傳瓜 (或いはそうした試み) がなかった。

(2) リュズ語の發話協力者がチベット語を理解しなかった。

この推測の根據は，ある英國軍人による 20世紀初頭の雲南における社會狀況および民

族�!についての觀察記錄である。H. R. デーヴィスは，その著作《雲南》の中で，�の

ように営べている。Devies (1909：233) によると，1900 年に一行は腦堡 (現在の倮波：木

里藏族自治縣東端の\礱江液域にある小さな集落) に到着した時，たまたまリュズ語を話す西

番の民族と出會い，彼らの言語を記錄するとともに，この一帶の共6言語が漢語である

ことを觀察して指摘している。

To illustrate the varied population of this country I may mention that for five days

we had now slept among a different tribe each night ― Mu-nia Hsi-fan, Chinese,

Lo-pʼu Hsi-fan, Miao-tzŭ, and Lo-lo. Each of these peopleʼs language is unintelligible to

all the others. The Liungua franca of the country here is still Chinese, though further

west Tibetan was much more generally known.

大谷大學�藏本《呂蘇譯語》について
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デーヴィスは，彼らの話すことばをムニャ〈木\〉の言語だと>解したのであるが，

デーヴィスが探險したその一帶は，實はムニャ〈木\〉語，ナムイ〈8木依〉語，リュ

ズ〈呂蘇〉といった羌語荏諸語の分布域であった。このほか，_北京英國公W館の書記

であった E. C. Baberは，その旅行記の中で，276 項目の呂蘇語の語彙を記錄した。Baber

(1882：72) は，こ の 言 語 が 先 行 す る 西 洋 人 に よ る 7 査 記 錄 の 中 で Lé-su/

Lissow/Lee-saw/Lei-su と記された民族の言葉であり，チベットの南［實際には東南］

に`接する地域には，さまざまな少數民族が分布しており，Wわれている言語も衣なり，

リュズ語もそのうちのひとつであると考證している。Baberが當時，リュズ語を記錄し

たのは Tzŭ-ta-ti［紫打地］で，現在の石綿，漢源附.の地であった。

リュズ語の分布地に關して言えば，《呂蘇譯語》の序�にも，沈邉と冷邉というふたつ

の地名が見える。沈邉は現在の四川省瀘定縣冷磧區沈村にあたり，冷邉は現在の瀘定縣

冷磧鎭である。これらの地域は Baberがリュズ語を記錄した紫打地 (現漢源) からも�く

ないa離 (大渡河沿いに上液へU 80キロメートル) にある。この地名は當時リュズ語が話さ

れていた分布地を示す地點名なのであろうか？ ここで《呂蘇譯語》の序�を引用して

檢討してみたい。

四川泰寧協，円昌c，協標左營，\州府各�d內，除協標右營管d淸溪縣屬之大田，

卽黎州，松��管曲曲鳥猓玀f語無字不g外，�f協標左營管d之沈邉冷邉西番字

語相同。照依奉頒字書門類�第，譯繕如左。

聶・孫 (2010：43) は，この序�をもとに「淸代�栗蘇譯語分布區域屬四川\州府管d，

當今康定，淸溪，黑水縣境內。」と考證している。しかし序�では「協標左營，\州府各

�d內，［中略］�f協標左營管d之沈邉冷邉西番字語相同」と営べているにすぎない。

つまり當時の協標左營�dの沈邉と冷邉［でWわれていた］チベット�字と言語は，い

ずれも「泰寧協，円昌c，協標左營，\州府各�d內」の地域のものと同じだと言うの

である。序言で営べているのは，行政側が把握していた瓜治のVんでいた範圍の地名と

そこで6用していた［チベット］語�についての知見にJぎず，序言の記載は實際にそ

の土地でWわれていた言語や方言の分布とは必ずしも一致しない。

《呂蘇譯語》のチベット語が て《草地譯語》からの引用であるという事實に基づいて

考えるなら，序言の記載にあるように，管dの地で［共6語として］Wわれていたチ

ベット語 (西番字語) は，《草地譯語》のチベット語 (西番語 A：アムド方言) と.い方言だ

との豫斷のもとで，沈邉と冷邉で話されていた言語について7査をしたのであろう。上

営したデーヴィスの觀察記錄を參照すると，7査時にはおそらく漢語で質問をしたと考
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えられる。ところが3譯漢字で記錄されてきた現地語は，チベット�語とは關係のない

未知の言語であり，しかもチベット�字による發3の記錄もなかった。

この記錄の草稿を整理した
輯擔當者は，漢字3譯から對應するチベット語を復元す

ることができず，j方に暮れたに1いない。それゆえ
者は漢語の語彙項目に對應する

チベット語を書き4んで空欄を埋めざるを得なかった。それがすなわち7査票の藍本で

あったと推定される《草地譯語》のチベット語だったのだと考えると8得がいく。少な

くとも，序�に記載されている地名を，記錄された現地語の分布地點名だと短絡�に解

釋するのは早計であり危險であろう。

ところで，チベット�字は表3�字であるから，工夫すればこれを用いてチベット語

ではない言語の3を記錄することも可能である。實際，《多續譯語》や《白馬譯語》では，

チベット�字を綴って對象言語の語3を記錄している。ではなぜ《呂蘇譯語》では，こ

うしたチベット�字で現地語3を表記するという方法をk用しなかったのであろうか？

その原因としては2営した (1) と (2) に加えて，いまひとつ確實と考えられる可能性

がある。それは (3) 現地でリュズ語を7査したその現場に，チベット語に6じた人物が

誰もいなかった，という狀況である。

チベット語カム方言を記錄した他の丁種本《西番譯語》 (川六，川七，川九) を仔細に

硏究してみると，チベット語に綴字の>りが散見するのみならず，インタビュー7査時

の>解にl因するm褄の合わない答えをそのまま記錄したのではないかと見られる語例

も少なくない。そうした語例はn々にして3譯漢字のほうが發3を忠實に表記している

のに對して，チベット�字表記のほうは，とんでもない綴り字の>りを含んでいたり，

甚だしくはD讀困難な場合もあった。現場で直接發3を觀察して記錄したものとは到底

考えられない。

このことから，丁種本《西番譯語》の一部において，特にチベット語方言を記錄する

場合に，まず現地語3を漢字3譯で記錄して，それからチベット語に6じた人物 (おそら

くは6事) が，その語3に對應するチベット語を綴り，後から記入したのではないかとい

う
纂JKが見えてくるのである。今後その他の《西番譯語》(川六，川七，川九) につい

てさらに分析がoめば，丁種本《西番譯語》の
纂JKについても怨たな光を當てるこ

とができるに1いない。この問題については，改めて詳営する機會を俟ちたい。
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《呂蘇譯語》天�門 (44 語) 校錄

一 天�門 Part Ⅰ Astronomy


號 藏�轉寫 漢語 英語B譯 漢字3譯

No. Tibetan Chinese English Pronunciation

001. gnam 天 heaven 墨等刻

002. nyi ma 日 sun 尼�

003. zla ba � moon 8魄

004. rkar ma 星 star 墨治

005. sprin 雲 cloud 借

006. thog 雷 thunder 墨Á
thoga (大谷本：中閒>f3�點)

007. glog 電 lightning 麥列
glo ga (大谷本：中閒>f3�點)

008. bad 霜 frost 掣

009. kha ba   snow 衣
lab (大谷本：由字形相似�¡致之筆>．詞尾無3�點)

010. rmug pa 霧 fog 者色

011. zil pa 露 dew 折興
zil dpa (大谷本：中閒f衍字．以3�點>作 d字)

012. char pa 雨 rain 掛

013. ser pa 雹 hail 墨錐
ser ba (大谷本：由字形相似¡致�筆>)

014. rlung 風 wind 墨利

rlu nga (大谷本：中閒>f3�點)

015. ja tshon 虹蜺 rainbow 買格
dza tshon (大谷本：由字形相似�¡致之筆>)

016. du ba ¢ smoke 悶客

017. than pa byed 天早 dry weather 墨£
than pbyed (大谷本：中閒>f3�點)

018. zhod chad 水澇 torrents of rain Á得雜
zhor chad (大谷本：以3�尾 d 字>作 r字)

019. nyi ma shar 日出 the sun rises 尼�得谷

020. nyi ma nub 日落 the sun sets 尼�勒却
nyi ma nab (大谷本：缺元3符號 u)

021. zla ba shar �出 the moon comes out 8魄得谷

022. zla ba nub �落 the moon sets 8魄勒却
zla ba nab (大谷本：缺元3符號 u)
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《呂蘇譯語》天�門 (44 語) 校錄 (続き)

一 天�門 Part Ⅰ Astronomy


號 藏�轉寫 漢語 英語B譯 漢字3譯

No. Tibetan Chinese English Pronunciation

023. pa wa sang 金星 Venus 尼Á

024. phur bu 木星 Jupiter ¤Á

025. gza lhag 水星 Mercury 者Á
gza da lug (大谷本：由字形相似�¡致之筆>)

026. mig dmar 火星 Mars 麥Á

027. spyen pa 土星 Saturn 杼Á

028. bad ʼbab 霜影 frost falls 霜影**
bad ʼpa ba (大谷本：中閒>f3�點)

029. rlung langs 風l the wind blows 梅例得格

030. rlung chad 風£ the wind stops blowing 梅例�8

031. nam mkha 虛空 void 東巴
nam kha (大谷本：缺添2字m-)

032. chos dbyings 法界 legal worlds 咯卽積
chos dbyangs (大谷本：缺元3符號 i)

033. gnam dangs 天晴 the sky is cleared 墨屯

034. gnam ʼthib (故宮本缺-S字) 天陰 the sky is cloudy 墨昻
gnam ʼthiʼ s (大谷本：以 b字>作 ʼ 字)；gnam ʼthibs (西番語 A諸本)

035. sprin ʼthug 雲厚 the clouds are thick 接詠
sprin lthug (大谷本：由字形相似�¡致之筆>，以 ʼ- 字>作 l- 字)

036. sprin srab 雲¨ the clouds are thin 接必

037. bad dkar 白霜 white frost 得路者

038. bad nag po 黑霜 black frost 得卽者
bad nag pa (大谷本：缺元3符號 o)

039. char pa yod f雨 (there is) rain 掛吶格
char pa mod (大谷本：由字形相似�¡致之筆>，以 y- 字>作m- 字)

040. char pa med 無雨 (there is) no rain 掛�吶
char pmed (大谷本：p 字後缺3�點)

041. rlung dal 風慢 the wind is slow 麥例罵跨

042. rlung grang 風© the wind is cold 麥例登査
rlung gur (大谷本：由字形相�似¡致之筆>)

043. nyi ma phog 日照 the sun shines 尼�硜鋤
nyi ma yog (大谷本：由字形相似�¡致之筆>，以 ph- 字>作 y- 字)

044. nyi ma g-yogs 日+ the sun is cove 尼�刻車

** 記號表示由無相對應之呂蘇詞故填入之漢語詞條。




