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初期新高ドイツ語小辞典作成の試み
‑aで始まる見出し語一Ⅲ
工藤康弘

0，

はじめに

初期新高ドイツ語小辞典を作成するために、筆者はこれまで以下のよ

うな報告をしてきた。まず｢初期新高ドイツ語Tbxtkorpus作成の試み」『ド
イツ文学研究』 （日本独文学会東海支部）第31号(1999) 191‑204ページ
において、見出し語を集めるための資料（コルプス）を構築した。次に
｢初期新高ドイツ語・日本語小辞典作成における問題点一見出し語の表
記について−」 『西日本ドイツ文学』 （日本独文学会西日本支部）第12
号(2000) 1‑10ページにおいて、統一的な表記法が確立されていない初

期新高ドイツ語の語彙を見出し語にする場合、どのような表記を用いる
べきかを論じた。 ,,ProblemebeiderErstellungeinesFrUhneuhochdeutsch‑

japanischenGIossars‑ZurExzerptionderStichwOrter‑"『人文論叢』
(三重大学人文学部文化学科）第19号(2002)63‑70ページでは、どうい
う語を見出し語として採用するかという基準を打ち立てた。こうした一
連の予備的作業を経て、 「初期新高ドイツ語・日本語小辞典作成の試み
−ひな型の作成一」 『人文論叢』 （三重大学人文学部文化学科）第20

号(2003)97‑111ページにおいて、辞典の体裁をとったモデルを示した。
この時点で収集した語彙は約1800語であった。その後10年を経て、語彙
が6000語を超えた時点で収集作業を終え、辞書の形にまとめる作業に入
っている。本稿では、一連の研究の成果として試みにaで始まる語彙を
記述し、今後の全体記述へとつなげていきたい。
以下では辞書編蟇の形式に則り、記号一覧、凡例のあと語彙の説明に
入っていく。

1

本研究は平成21年度関西大学在外研究員制度に基づく成果である。
77

工藤康弘

l.記号一覧2
m．

男性名詞

f

女性名詞

sich3

3格の再帰代名詞

､．

中性名詞

pl.

複数形

vi.

自動詞

vgl.

参照

Vt.

他動詞

auch

…も

reH.

再帰動詞

usw等々

unp･

非人称動詞

血｡、

新高ドイツ語

adj.

形容詞

mhd.

中高ドイツ語

adv息

副詞

く由来・もとの形を示す

pron.代名詞

sich

4格の再帰代名詞

人3物4

人の3格と物の4格をと

prap.前置詞

る（｢物」は事柄を表すときにも

d.

接続詞

使う）

int.

間投詞

p･p･

過去分詞

p･a･
et.

分詞形容詞
物(3格または4格）

et.2またはeinesDinges物の2格
et､3

物の3格、

et.4

物の4格

jn.

人の4格

jm.

人の3格

js.

人の2格

2支（3支/4支）

2格（3格/4格）

支配（前置詞だけでなく、動詞や

形容詞にも適用する）

(比）比職的な意味、転義
(医）医学用語（その他「植物」 「鉱
物」「魚」等、適宜用いる）

2．凡例
･現代語にも存在する意味は載せる場合と載せない場合がある。ただし

初期新高ドイツ語のうち、現代語において古語、雅語、方言と表示さ
2

記号はaで始まる語彙だけでなく、辞書全体を想定して作成したものである。
これに続く凡例も同様。
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れる語はできるだけ記載の対象とする。
･例文は載せない。慣用句は載せる。

･品詞の区別および同音異義語はI、 Ⅱ…で行ない、語義の区別は①、
②…で行なう。

･表記法上の別形（異形）がある場合、見出し語の次にかっこ付きで示す。
･同じ名詞に2つの性がある場合、f/n.のように示す。

･名詞の性がわからない場合は「名詞（性不明)」とする。
・血d. (新高ドイツ語）は基本的に現代標準ドイツ語として辞書に記載
されているものを指す。

･対応する語形が現代語にある場合は意味や慣用句のあとに=nhd.…の

形で記す。語形が異なる語でも、関連づけるとわかりやすい場合は

vgl.nhd.…の形で記す。ただし＝とvgl.は必ずしも厳密には区別しな
い。なお、vgl.hebenのように血d.の表示がない場合は、小辞典の中
にある初期新高ドイツ語の語彙を指す。

･類義語と反意語を【

】で示す。類義語は初期新高ドイツ語に存在す

る語であり、その多くは他の箇所に見出し語として記載されている。
他方、現代語にもある場合は見出し語としては載せていない。たとえ

ばbaurischheitの類義語として厚obheitを挙げているが、現代語にも
あるので見出し語としては載せていない。
･強変化動詞のうち、特に難しいものには見出し語の次に（第I類動詞．
reiten型）のように記し、アプラウトのタイプと代表的な動詞を挙げる。
Vt.などの記号はこの後に書く。例:erwinden(第Ⅲ類動詞･binden型）

vi.①…
･古くは強変化動詞の過去形は単数と複数で形が異なっていたが、ここ
では「過去形」といった場合、単数過去形を指すことにする。
。たとえばduchteに対し、 「diinkenの過去形」のように簡単に書くこと

もあれば、 「直説法1 ． 3人称単数過去形」といった詳細な形で書く
こともある。

｡必要に応じて（完了の助動詞sein) と記す。例: erliegenvi. (完了の
助動詞sein)
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3. aで始まる語彙
ab

l.→aber.

n. prap. (=nhd.von)…から下へ、…から離れて; (=

nhd.uber)…に関して。

abbitten

vt./vi.@(人4の）釈放を求める。②懇願によって遠ざける、

免れる。③許しを請う。

abbrechen

vt.

(人3物4)取り上げる、取り去る。

vi. (物3)欲求な

どを抑える。

abbruchm.@(anet.)節制、禁欲。②損なうこと、損害。
abdanken

vi． （食事のあと）謝辞を述べる。

abdrohen

(別形abtreuen)vt.

abendessen

(人3物4)脅し取る。 【類義語abschrecken】

n. (宗教的に）最後の晩餐。

abendregenm.秋雨。vgl.morgenregen(春雨）
abenteuer

f/n.

奇妙なこと、不思議なこと；奇行。

abenteuerlich aq.①賢い。②勇敢な、大胆な。③奇妙な、風変わりな。
abenteurerm.①旅の職人、遍歴職人。②いたずら者、いかさま師、
山師。

aber

(別形ab) 1. adv.

①再び、 もう一度◎②さらに、加えて。

Ⅱ、

q.しかし。

abermal l.advb 再び、 もう一度、 さらに。Ⅱ． n．
義語aberzeichen,aberziel1
abermannm.

印、記号。

【類

いつも反対する人。

aberwitzm./f狂気、頭がおかしいこと。 indieaberwitzgehen気が狂
う。=nhd.Wahnwitz

aberwitzig adj.
aberzeichen n.

気が狂った、頭がおかしくなった。
印；目標。 【類義語abennal,aberziel】

aberziel

n.

①標的。②節度、けじめ。 【類義語abennal,aberzeichen】

abessen

vt.

食べ尽くす。

abfertigen vt.

(人4を）派遣する。 【類義語ausfbrtigen】

abgangm.①衰退、衰微。②死。③不足。

abgehen vi.①止む、消える。②滅びる。
abgescheidete f離縁された女性。vgl. scheiden
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abgetun→abmn

abgiinstig adj. 妬み深い、悪意のある。
abhindig adj. (machenやwerdenとともに用いられる）失われた、奪
われた、滅んだ。

abhalten

reH.

abhelfen

vi.

abhin

adv.

自制する、おとなしくしている、身を慎む。

(人3物2)手伝ってある人からある物を取り除く。
下の方へ。 =nhd.hinab

a町agen vt.

(人3物4)奪う。

abkommen

vi．

(2支）免れる、…から離れる。

ablassbriefm,

ablassen

免罪符。

vi.

弱まる、衰える。

Vt．

①やめる。②（宗教的に罪を）許

す。vgl.nhd.Ablass

ablausung f免罪、蹟宥。 【類義語absolutzlvgl.nhd.Ablass
ablehren

vt.

ableiben

ablesen

学び取る。 =nhd.ablernen.vgl. lehren

l. vi.

vt.

ablieden

死ぬ。 =nhd.ablebenn.n.

死。

摘み取る。

vt・

切断する; (話を）やめる。

abliigen vt.

(人3物4)だまし取る。

abmeien

刈り取る。 =nhd.abmahen

vt．

abnehmen vt．①屠殺する、屠畜する。

vgl.nhd. schlachten②気づく、

わかる。

abpliindern vt. (人3物4)奪う、略奪する。
abreden vt.①取り決める。②（人4の）考えを否定する、思いとど
まらせる。

abrer

reH.

言い逃れる。

n.食べ残し。

abrichten

vt.@(動物を）訓練する、調教する。②苦しめる、痛め

つける。

abrichtung

f指示。

absagen vi.
abschaben

(人3)絶交する、縁を切る；けんかを売る、宣戦布告する。
vi.

abschatzen vt.

立ち去る、逃げる。

(人3物4)奪う。

abscheidm.O(会う）約束。②決議、決定。③別れ；出発；退去。
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④死。

abschlagen

vt.値引きする。

abSchrecken vt.
abseinvi．

(人3物4)脅し取る。 【類義語abdrohen】

(2支)…から別れる、離れる。

absetzen

vt.①破壊する、だいなしにする。②挙げる。

absolutz

(別形absolution)

f免罪。 【類義語ablausungl vgl.nhd.

Ablass

absoMeren

(別形atzolvieren)vt.①自由にする、解放する。②罪を

赦す。

abspinnen

vi．

立ち去る、外出する。

absprechen vt.

(人3物4)説得して放棄させる、思いとどまらせる。

=nhd.ausreden

abStehen

vi.

(3支/2支/vonet.）…から離れる、…にそむく ；やめ

る、放棄する。

abstreichen vt. (人3物4)取り去る。 reH.
abstricken

離れる、去る。

vt.遮断する、閉ざす。

abstiimmeln

(別形absdimmen)

abteidingen

(別形abtadigen)

vt.

切断する。=nhd. verstiimmein

vt.①なだめる、やんわりと拒否する。

②（交渉によって）手に入れる。

abtgrund (tは意味なく付いたもの)m. 深淵、奈落。=nhd.Abgund
abtngen vt．①消す、なくす、根絶やしにする。②否定する。
abtun (別形abgetun) vt.①廃する、やめる。②殺す、滅ぼす；屠
殺するo reH.①服を脱ぐ。②(2支) ･･･をやめる。
abweg

I.adv．

abwesen

ついでに言うと｡

n. adj.去って。

n.不在。 =nhd.Abwesenheit

abwiinschen vt.消したい（減らしたい） と思う。=nhd.wegwiinschen
abziehen
abzucken

refl.服を脱ぐ。=nhd.ausziehen
vt．

取り去る。

abzugm.①立ち去ること、離脱。②損失、損害。
ach

acht

n.

苦しみ、痛み；嘆き。

f①注意、顧慮。 「注意する、顧慮する；気づく」を意味する表

現としてachthaben/geben/nehmenがあり、 et.2またはaufet.4を
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とる。分離動詞とも考えられるが、たとえばguteachthabenのよう
に形容詞を伴うことがある。さらに同じ意味でet. inachtnehmen、
sichinachtnehmenという表現もある。vgl.achthaben,achmehmen.

②身分；価値。③迫害；追放、法的保護の剥奪。④土地、畑地。
⑤（農民の）賦役。
achtbiren vt. …の名を高める、たたえる。

achten vt.

(dass…）…と思う。

vi．

(2支）①尊重する、重んじる。

②注意を払う、顧慮する。
achtet

(序数) 8番目の。 =nhd.acht

achthaben vi. (2支/auf…）顧みる、注意を払う、気を配る、…のこ

とを考える。 =nhd.achtgeben. vgl.achtO
achtnehmen vi./vt. (2支/4支）…を考慮する、…に注意を払う、注
意する。

ackerlinge f長さ（距離）の単位。
adamas

(別形adamat,adamant)

ade im.

m.

ダイヤモンド。

さようなら。 【類義語alde】

adelm.完壁、極み。

adelheid

f女性の放浪歌手／がみがみ言う女性／軽薄な女性／娼婦の

象徴。
ader=nhd.oder

aderlemn.血管。<Ader

adhortieren

adu'lieren

vt.励まして…させる、煽る、たきつける。

vi.

お世辞を言う、こびへつらう。

amm.猿（阿呆の象徴でpfaffeとの対でよく用いられる）
鼠髄n

l. vt.

からかう、ばかにする。Ⅱn．

愚行vgl.

narrenspiel

affenspiel n.①からかい。②馬鹿げたこと、悪ふざけ。③いんちき、
ぺてん。 【類義語tand,gaukel】
afnnziel

n.

詐欺、ごまかし。 【類義語beschiss】

a髄erkoserm.誹誇者、中傷者。

afiermontagm、 火曜日。
afterrede f誹誇、中傷。 【類義語afterspiel】
anerreue

f後悔、苦しみ、悲しみ。
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afterspiel

ahnden

n.

誹誇、中傷。 【類義語afferrede】

vt.①…をとがめる、…に報復する。②（人4を）苦しめる。

③…を不愉快に思う。 unp.不愉快に思う ；苦しい。
ahnen (別形anden)vt. 予感する。 unp. (人4または人3)

mich(mir)

ahnt私は予感する。

ahnherr

(別形anherr)祖父。vgl.anher

ahnmachtig→ohnmachtig
ahren一いeren

aintweder→eintweder

alb

fアルバ（僧が着る祭服）

albe

f高山；高原の牧草地。

alber

adj.

alchamei

素朴な、単純な。
f錬金術。

alchameierm.

alda

adv. (daの強め）そこに、ここに。

alde im.
algemach

an

錬金術師。＝血d・Alchemist.

さようなら。 【類義語ade】
adv.①次第に、ゆっくりと。②まもなく。

l. adv・ 強調に用いられる。たとえばall (und) garはganzund
garの意味。 Ⅱ. adj.①副詞と同じく強調に用いられる。たとえ
IXinallemganzenland②nberallesdasそれどころか。

anefanz (別形alefanz,alenfanz)
②（不当な）利益。③賄賂。

m.①いたずら、詐欺､ぺてん､策略。

anein Qj.従属接続詞として前文に対して制限を加えたり、対立的な内
容を表す。現代語のesseidenn,dass…やobwohlなどに相当。doch
を伴うことがある。 「ただし…ではあるが」 「もっとも…だが」さら
には認容的に「…ではあるが」といった意味になる。

anerdinge

(別形allerding,allerdings,allerdingen) adv@①まったく、す

べて。②あらゆる点で。③しかし；他方。
anerhrrest
allerhab

adv.

adv.

anermannignch

非常によく。

至る所で。 =nhd.allenthalben

pron. (形容詞的変化をする場合としない場合がある）
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誰もが、どの人も。
anes

adv.

いつも、常に。

anesament

(別形allesant,allensant,allesammen,alsamen) adv.

みんな、

すべて、みんないっしょに。＝曲｡､allesamt,allezusammen

anewen

(別形allweil)

I.adv.

いつも、ずっと。

Ⅱ. d.O･･･して

いる限り。vgl. nhd. solange.②…している間。v91.nhd.wahrend.
③（理由）…なので。 【類義語weil】
anhie

adv. (hieの強め）ここで。

anwegen
allzeit

(別形alweg)いつも。
(別形allezeit) adv.①いつも。②何度も、そのつど。

almosener (別形almusner)①施物配分係。②慈善家。
alraun (別形alrun) f/m. O(植物）マンドラゴラ。②魔法や予言の
能力を持つ女神の名。

als

l. Qj.…のように。 =nhd.wie. alswohl…als…
い…。Ⅱ． （別形also) adv&

･と同じくら

すなわち。Ⅲpron.=nhd.alles

alsbaldq.…するやいなや。=nhd. sobald. 【類義語bald】
also

adv.

alten

vi.

そのように。=nhd.so

年を取る；成長する。

alterseine

I.am.

まったくひとりの、単独の。

Ⅱ. adv.

…だけ、

もっぱらo

altvater

(別形altvatter)

m.

教父、聖人、老隠者；長老、院長；年老

いた父。

amie (別形amei) f①愛する人（女性)。②愛人、妾。
ammeister (別形amtmeister,amtsmeister) m. ①市長。②職人組合の
代表、組合長。

amt

n.

仕事。

an prap. @(時間または状態) ･･･まで。②→ohne
anbeginnm. 初め、最初。vonanbeginn最初から。
anbeten vt. (人4に）懇願する。
anbitten vt. (人4 /物4)①懇願する。②崇拝する。③祈る。

anbringen
anden

vt.

提案する。

一ヶahnen
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anderSeit

adv. (einseitと対）

anderweiden

anderweit

vt.

(別形anderweide)

andingen vt.

他方では。＝血｡､andererseits

繰り返す。

adv;

再度、再び。

(人3物4) (仕事、義務を）課す、負わせる、指示する。

anentziinden vt. 火をつける、燃え上がらせる; (比）煽る。
anfechten vt. 襲う、攻撃する；争う、戦争をする。

anfechtung f①誘惑。②告発;異議。③敵対､攻撃。④悩み､苦しみ。
anginge n. 最初。

ange adv.①苦痛を感じながら。angetun苦しめる。②激しく。
angeben

vt.

angehaben

angehen

密告する。
pp.−似anheben

vi.

始まる。

vt.@(ある人に）関わる。②(ある人の）関

心を引く。

angenommenlich (別形angenomlich) adj.
angeratung f攻撃、 しつこく迫ること。
angeschl伽舵n．

見せかけの、偽善的な。

衣服、服装、身なり。

angesicht

(別形angesichte) n. 顔。
angewinnen vt. (jm.et.)得る；奪う。nichts/keineschlachtangewinnen
戦いに勝てない。

anglaffen

vt.

(ある人を） じっと見つめる。

angreifen vt.①始める。②つかむ、 さわる【類義語antastenl ;つか
みかかる、捕らえる。③(災害、病気が）襲う。
angsten refl. ①心配する、不安になる。②苦労する、骨を折る。＝
nhd.angstigen

angstnch

adj.

anhalten

vt.

anhangm.

恐ろしい、危険な。
(dass…してくれるように）頼む；促す、勧める。

同伴（者)、伴侶。

anMngelkeit f従属、服属；心服。=nhd.Anhanglichkeit
anMngen vt. (jm.et.) (害などを）与える。

anheben
まる。

anheim

(過去分詞としてangehabenもある)
vi.

vt.

始める。 reH.

始まる。

(別形anheims)

adv．①家で、家へ。②故郷へ。
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anheimisch
anher adv.

l.advh 家で；家'、。 Ⅱ. aq.
こちらへ。bisanher今日まで。

なじみの。

anherr→ahnherr

anhin

advb①進んでいぐさまを表す。血d.hin,entlangなどに相当。

②さらに、続けて。

anich

(複数形anichenで）①祖先。②祖父母。

ankapfen

(別形ankaffen)

anke

(別形anken)

l.

ankommen

vt.
m.

じっと見つめる。
バター。

Ⅱ.

f/m.

うなじ、首筋。

vt.①襲う、襲撃する。②jn. schwerankommenある人に

とって難しく思われる。

ankuchen

vt.

(人4に）息を吹きかける。vgl.nhd.anhauchen

ankiinten

vt.火をつける、燃やす。

anlangen vt.@(法廷に）訴える。②(jn.umet.)請う、願う。
anlegen vt. O(努力、奉仕、金、権力等を）使う、投入する、役立て
る。②(et.mitjm.)申し合わせる。③(服､鎧などを）身につける、
着る。

anlich adj.似た、同じような。=nhd.ahnlich。 【類義語gleichftirmig】
anmegen l. (第V類動詞･bitten型) vi.q人3に）執勧にせがむ。
②(物3を）熱心に追い求める。 II. (別形anliigen) (第II類動詞．
biegen型) vt. (でたらめを言って）中傷する。
anliigen→anliegen

anmuten vt.@(人3物4/人4物4/人4物2)願う、期待する、 （不当
なことを）要求する。vgl.nhd.zumuten.②勧める、提案する、提
供する。

anmiitig

(別形anmutig)q人'が人3にとって）好感が持てる、感じ

のよい。 【反意語zuwider】②好ましい、好都合な。
annehmen I.refl.O(2支）気にかける、心配する。②(zu不定詞
と）あえて…する、あつかましくも…する。vgl.nhd・ sichanmaBen.
③…のふりをする。 Ⅱ. vt. (sich3) et.関わり合う。
anrennen

vt.

襲う、攻撃する。

anrichten

vt.0宴会を）催す。②(暴動､争いを）引き起こす。③(dass

文を伴って）…するようにやってみる。④教える。
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anrufen

vt.

@(人4に）頼む、懇願する。頼む内容がdass文で表わ

されることもある。②大声で呼びかける。

anriihren

vt.①触れる; (金に）手をつける(=使う）②…に関わる。

anschicken

vi.

anschlagm．
anschlagen

aufet.anschicken…の準備をする、…にとりかかる。

①計画、意図。②（船の）座礁。
vt．

anschmecken

見積もる。

vt. (<jm.>et.) (<…の匂いで＞…を）嗅ぎつける、

気づく。

anschnauen vt. (人4を）どなりつける。vgl.nhd.anschnauzen. 【類義語
anschnurren,schnulTen】
vt. (材料を）切る、裁断する。

anschneiden

anschnurren

vt. (人4を） どなりつける。

【類義語anschauen,

schnurren】

ansehen

l.vt.①顧盧する、注意を払う。②（人4にとって）…のよ

うに思われる。

Ⅱn．

姿、形、外観。

ansichtig a小①名望のある。vgl.nhd､ansehnlich.②姿が見える。③
et.2ansichtigwerden…が見える、…に気づく。
ansiegen vi. (3支）…に打ち勝つ。

anspI℃chen vt.@(人4に）親しく呼びかける。②(jn.umet.)請う、
求める。③(物4を自分のものだと／正当なものとして）要求する。
④(人4を）告訴する。
ansser→aser

anstehen

vi.

@(人3に）ふさわしい; (衣服などが人3にとって）…の

状態である、合う。②(現在分詞anstehendの形で） 目前に迫った、
きたるべき。

anstenen

vt.

anstolien

vt.

催す、開催する；する、行なう。

①…に火をつける、燃やす。②(指輪などを）はめる、

つける。

anstreifen

vt. (人3物4) (服などを）着せる。

antichrist

(別形endchrist)

m.

反キリスト ；悪魔; (ルター派から見た）

n.

顔。

教皇｡ =nhd.Antichrist

antmt

(別形antlitz,antliiz)
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antoniusfeuer

(別形samamoniusfbuer)

n.

麦角中毒。

antragenvt.運んでくる。
antreffen

vt.

…に関わる、あてはまる、該当する。was…antrifH･･ ･

に関して。vgl.nhd.betreffen

antrompeten

(別形antrumeten)vi.

ラッパを吹いて知らせる、触れ回

る。vgl・曲d.austrompeten

antun

vt.

@(衣服を）着る、身につける。②(jm.et. /jn.)ある人に

服を着せる。③(危害などを）加える、与える。

antworten vi.

(物3に）相応（対応、一致）する。

vt.

引き渡す、ゆ

だねる。

anwalt

m・

anweien

全権代表。derb6senanwaltで「悪魔」の意味。

vt.

anwenden

(風が人4に）吹きつける。 =nhd.anwehen

vt.攻撃する；侮辱する。

anwuchzen vt. (人4に）呼びかける。
anzahnen (別形anzannen) vi.歯を見せる、にやりと笑う、歯を見
せて挑発する。

anzapfen vt.

(人4を) (問い詰めて）侮辱する、怒らせる。

anzemen

（不規則動詞) (3支)

vi．

･･･にふさわしい。vgl.nhd.ziemen

anzugm･侵攻、進撃。
apoStelpferd
arm、

n.足。

鷲。

arbais

(別形arbeis,arweiBetc.)

arbeit

f①苦労。 【類義語mijhsam,iibelzeit】②仕事。

fエンドウマメ。 =nhd.Erbse

arbeitsamadj.勤勉な、 よく働く。
arbeitseng aq. 苦しみの多い、悩みの多い、みじめな。血｡.miihselig
と異なり、人間に用いられることが多い。

arg

l.adj.悪意のある、悪い。 zumargsten=zumSchaden.n.n.
悪、悪意。

irgerlich adj. (人'が人3にとって）不愉快な、いまいましい。
irgern vt. (宗教的に）つまずかせる、堕落させる。 reH、 つまず< ;
(sichiiberjm./et.3)怒る、不愉快に思う。vgl.argernis
irgernis

f/n.

(宗教的な）つまずき、堕落。vgl・池ern
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argwiinig

adj.疑わしい。

irmiglich

adj.

armm・

落ちぶれた；みすぼらしい。

腕。

einanderunterdenarmenfiihren互いに手を取って助け合

遥

フo

armut

f/m./n.貧しい人々、下層階級。

arrestieren
art

vt.

逮捕（拘留）する；差し押さえる。

f体質、性質。

artig

(別形ertig) adj.適した；性格のよい。

artikel

m.

artlich

adj.

(ある宗派の考え方を示したもの: )信仰個条、信条。
(人にも物にも用いられる）こぎれいな、すてきな(=

nhd. rtig) ;すぐれた、みごとな。

asche f①灰。石鹸の材料になる。②ungebra【皿eascheで｢棒｣｢若枝」
の意味。

aschengriidel
下女。

(別形eschengriidel)

n．

灰かぶり女、汚れ仕事をする

=nhd.Aschenbr6del

aser

(別形ansser)m.袋、頭陀袋。

aspe

fヤマナラシ（ポプラの一種) =nhd.Espe

Mig

−しessig

atzel

f (,g)カササギ。

atzelheit

atzeln

vgl.nhd・EIster

f軽率、軽薄。

vi.①おしゃべりをする。②軽率な振る舞いをする。

atzoMeren‑Pabsolvieren

audiens

f謁見。audiensgeben謁見を許す、会う。 ＝曲｡､Audienz

auest→august

auf prap.@aufdas…の形で目的文を導く 「…をするために」②…から。
nhd.ab,vonに相当。

aufblasen vi./Vt.進撃ラッパを吹< ; (jn.)進撃の合図を送る、進撃
させる、煽る。

aufbrechen

vi.①現れる; (星などが）輝き始める。②侵入する。③

思い上がる、いばる。

aufbringen
aufbiiren

vt.①高める、広める、促進する。②育てる。
vt.

上げる、高める。

reH.
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auhnthaltm.①避難所。②支え、援助。③生計、生活費。vgl.nhd.

Unterhalt. 【類義語aufenthalmng】
aufenthalten vt.①…に住むところを与える；泊める。②…に食べ物
を与える。

refl.

滞在する、住みつく。

aufenthaltung f生計､生活費。vgl.nhd､Ume巾alt. 【類義語au伽thalt】
auferstand

(別形auferstende)

f/m.

(宗教上の）復活。 =nhd.

Auferstehung. 【類義語aufbrs伽dnis】
auferstandnis f (宗教上の）復活。=nhd.Auferstehung. 【類義語
auferstand】
auhrziehen
auffahren

vt.
vi.

育てる、育て上げる。
上昇する、舞い上がる；上る。

auffangen (別形auffachen) vt. 理解する、解する、受け取る。et. in
argegegenjn.auffangenある人のある事を悪くとる。
aumihren

vt.@(建物を）建てる、築く。②(人を）移送する。

aufgangm. 東(AufgangderSonneに由来)

vgl・niedergang,mittag,

mitternacht

aufgehaben

aufhebenの過去分詞。vgl.heben

aufgehen vi. 生じる、起こる；増大する。

aufgienen vi.大口を開ける。 【類義語gienen】
aufhalten

vt.

とっておく、残しておく。

aufheben vt. (規則変化と不規則変化がある。vgl.heben)①持ち上
げる；拾い上げる。②(言葉を）発する、挙げる。③(人3の物4を）
非難する；仰仰しく言い立てる。 【類義語verweisen】

aufhin

advb①上へ。vgl・曲d.hinauf②前進して。

aufklemmen

vt.

無理に開く、こじ開ける。

aunagm.暴動、反乱。 【類義語uHauf】
aunilaufm.暴動、反乱。＝血d､Au丘uhLAufStand． 【類義語uflag】
auneinen reH. (gegen/widerjn.)逆らう。 =nhd.auHehnen
aunenzen

vi.

ためらう、薦膳する、 ぐずぐずする。

au伽pfen vt.持ち上げる。

refl. 立ち上がる、腰を浮かせる。 【類義

語lupfen,erliipfen】
aufmachen

reH.①起きあがる；起きる。②出発する。
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aufmutzen refi. (自分を）飾り立てる、磨き上げる。 Vt. ①飾り立
てる。②大げさに言う、誇張する。③みがく、手入れをする。 【類
義語mutzen,auspmzen】
auhehmen

vt.

理解する。

auheiben vt.①破壊する、滅ぼす、殺す。②浪費する、平らげる。
③(女と）寝る。

aufrichten vt.@(人4を）ある職（身分）に就ける。②遂行する、執
行する；開催する。
aumffeln

vt.

すき<、しで十分にすぐ。

aumicken vt.①高く持ち上げる。②昇進（出世）させる。③非難する。
④設置する。⑤(名詞的に) oheaufifiickenためらわず、ただちに。
auhuhr

f/m.①争い、殴り合い。②暴動。

auMihrig

(別形aufrijhrisch)

adj.

反乱を起こした、不穏な、扇動的な。

=nhd.auhiihrerisch

aufrupfen

vt.

(jm.et.)非難する。

aufriiStung f
au齢湘sigkeit
aufSatzig

(出発の）準備、旅支度。 【類義語riismng】
f意地悪、陰険。

‑"aufSetzig

au伽tzm.

①規定、規則。②意図。vgl.nhd.Vbrstz

autchielBen

vi.①成長する、上に伸びる。②生じる、姿を現わす。

vg1.nhd､hervorschieBen

aufSchlagen
auhehen

vi.

n.

音を出す、奏でるo

Vt.

延期する。

注意、顧慮。aufet.einaufSehenhaben…に注意を払う、

目を向ける。

aufgenen vt.
auhetzen vt.

(jm.et.)割り当てる、重荷などを負わせる。
命ずる、 （義務などを）課す。

aufSetzig

(別形auMtzig,aufSetzlich)①陰険な、腹黒い。②反抗的な、
敵意のある。vgl.aufSassigkeit,nhd.aufMssig

aufbinnen

(他動詞・自動詞の別は不明）熟盧する、熟考する。

aufStechen

vi.

(太陽が）昇る。 【類義語aufgehen】

auftragen

vt.

頭にかぶる。

aumanen

vi.

湧き出る、あふれ出る。
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aufWerfen
auhrert

vt.

(旗を） まっすぐ、に立てる、掲げる。

adv・

上方へ。=nhd.aufWarts

auhrimmeln

vi.急に上に伸びる、跳ね上がる。

aufWischen

(別形aufWiischen)

vi.

突然現れる；跳び起きる、 （烏が）

飛び立つ。

auheichen

vt.書き留める、記録する。=nhd.aufZeichnen

auhiehen

vt.

育てる。

aufZieren

vt.

(人を）飾り立てる、着飾る; (物を） きれいにする、新

しくする。

aufZipfen vt. 解消する、なくす。
aufZucken (別形aufZiicken) vt. (上へ） さらう、取り上げる。

aufZiigig aq.発疹（吹き出物）でいっぱいの。
aUIh伽den

vt.

aufZugm.

(…に）火をつける、点灯する。 =nhd.anzUnden

延期、猶予。

augbrage (別形augbraue,augbrane) f眉毛。=nhd.Augenbraue
augen (別形eugen,ougen) vt. 示す、見せる。 refl. 現れる。
augenspiegel

m・

augstmonat

(別形augstmanat,ougstmanat他多数)

めがね。

m.

8月。 =nhd.

August

auguSt (別形auest) m.①収穫（の時期） ②8月。
aus prap. (原因・理由を示して）…によって。=nhd・durch,von
ausatzeln

vt、

あざける、ばかにする。

ausbaden

vi.

最後まで風呂に入る、入り終える；たっぷり水に浸る（水

浴びをする)。

ausbieten

vt. (人3+ZU不定詞）挑発して…させる、挑む。

ausbrauen

vt．

いじめる。

ausbl℃chen

vt.

ausbringen

vt.①養う。②手に入れる；やりとげる。

zahnausbrechen歯を抜く。

ausbriihen

vt.

(卵・ひなを）かえす。 =nhd.ausbmten

ausbundm.

すぐれたもの、最高のもの。

auSdreSchen

(第Ⅳ類動詞･nehmen型)

vt.脱穀する。

が主語）財産を使い果たす。②（物が主語）消える。
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auserscheidenlich

adMはっきりと。

auserw汕len

選ぶ、選び出す。

ausfallen

vt.

vi.

出撃する。

ausfertigen vt.
ausgeben

vt.

(人4を）派遣する。 【類義語abfertigen】
表現する、表す；称する、呼ぶ；言う、話す。

ausgehen vi.①歩き回る。②(本が）世に出る、出版される。③修道
院を出る（宗教改革的な意味で旧来の禁欲的な修道院生活をやめる）
vt.

@(最後まで）やり通す。②…を探し回る。

ausgejesen

p.a.追放された、排斥された。

ausgesondert
ausgeten vt.

(別形ausgesundert) p・a・選り抜きの。
(草を）取る。 =nhd.auSjaten

ausher

中から外へ。vgl.nhd.heraus

adv.

aushersagen
aushetzen
auShin

vi.遠盧なく （はっきり）言う。
vt.

追い立てる、駆り立てる。

adv.外へ。

aushingehen

=nhd.hinaus

vi.①終わる、最後まで行き着く。②(本が）出版される。

③外へ出ている。

aushippen vt. ののしる、 しかる；あざける。
aushupfen vi. 芽を出す。 【類義語ausknopfen,auswachsen,prossen,
knopfen,schossen】

ausknopfen vi. 芽を出す；成長する。 【類義語aushupfen,auswachsen,
prossen,knopfen,schossen】
auSkOmmen

vi.終わる。

auslippen (別形auslappen) vt.飲み干す、 （グラスを）あける。
auslegen vt. 選ぶ、選び出す。
ausmachen vt. 完成きせる、仕上げる。 【類義語ausmessen】
ausInessen vt. 遂行する、仕上げる、完成させる。 【類義語ausmachen】

auSputzen vt. 飾り立てる。 【類義語auhutzen,mutzen】
ausrauschen

ausrechen

auSreden
ausreuten

vt.

あざける、噺笑する。

vt.計算してはじき出す、算出する。 =nhd.ausrechnen

vt. 発音する。 【類義語aussprechen】
(別形ausriiten)

vt.

引き抜く、根こそぎにする。 =nhd.
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ausroden

ausrichten

vt.@(熾悔を聞いて）…の罪を許す。②けなす、中傷する。

③終える、済ます、遂行する。

ausrichtig (別形ausrichtlich,ausrichtsam)
ausrichtung f もてなし、饗応。

adj.器用な、敏捷な。

ausriefen−伊ausrufen
ausriiten→ausreuten

ausrufen

(別形ausriefen)

vt.①大声で叫ぶ。②jm.denweinausrufen

ほめる、 （皮肉で）中傷する。

ausschenken

vt.

ausSchieben

vt、

(飲み物を）飲ませる、売る；全部飲ませる。

選ぶ、 （人4を）選んであるポストにつける。 【類義語

erwahlen】
ausschielBen vi.

(芽が）出る。aushupfen等を参照。

auSschlagen vt.①…をはたいてきれいにする。②追い出す、追い払う。
ausschlitzen

vi．

ausschwenken

（人3にとって）…の結果になる。
vt.

ausschwimmen
aulBen

advb

vi.

(服を）脱ぐ、脱ぎ捨てる。
窮地を脱する、脱出する。

fiir/voraul3enぼんやり前を見ている様子。＝曲｡､vor

sichhin

aulBer adj.外的な、外側の｡=nhd.aul3er
aulBerhalb (別形aul3erthalb)prap.①…の外で。②…を除いて。
iuIBern (別形auBen) vt.O(人4から物2を）奪う。 【類義語berauben,

emeignen,enterben】②(人4を）追い出す。 reH. (物2/VOn物3) ･･･
を断念する、…から遠ざかる。

ausspreiten vt. 広める、広げる; (水や種を） まく。 【類義語spreiten】
ausspruchm.裁定、判決。 【類義語erkennmis】
aussprungm.

とび出すこと。

aussteuern

(jn.)持参金をつけて嫁に出す、嫁入り支度を整えて

vt.

やる。

ausstreichen

vt.

(jn.)…に化粧をする、着飾らせる。

austragm. 決着、解決。et3einenaustraggeben…に決着をつける、
…を解決する。
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austun vt. O(jm・et.)貸し出す、賃貸しする。②(靴などを）脱く鹸o
reH.@(伽…)…と称する。②(2支)放棄する、手放す。③(2支）
思い切って行なう

（使う）

auswachsen vi. 芽を出す。 【類義語aushupfen,ausknopfen,prossen,
knopfen,schossen】
auswigen vt. ①…の重さを量る。②…を考量する、…について判断
●●

する。

auswallen vi・ わき起こる；わき出る。v9l.nhd.aufWallen
auswarten vt./vi. (人4/人2/人3の）世話をする。
auSwaSchen

vt.

auSweben

vi.

auswerfen

refl.

auswurfm.

洗い落とす; (比）財産をなくす。
織り上げる、織って完成させる。

(sichgegenjn.)…に立ち向かう、…と対決する。

衰弱；死。

auswiirilingm.役に立たないとして除外されたもの、役立たず、の
け者。

auswurzeln

vt.根絶する、根絶やしにする。vg1.nhd.entwurzeln

ausziehen

vt.
(子を）産む、 （鳥が雛を）かえす。②(jn.)略奪する。
【類義語plmdern,berauben】

auszotteln

vi.

垂れ下がる。

ausziicken

vt.

引き抜く。vgl.nhd.ziicken

awe

int．

ああ、おお。vgl.nhd.Oweh/auweh
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Versuch eines kleinen frühneuhochdeutschjapanischen Lexikons
- - Stichwörter mit „a" - Yasuhiro KUDO
Zur Erstellung eines kleinen frühneuhochdeutsch-japanischen Lexikons greife ich auf meinen frühneuhochdeutschen Textkorpus von 1999
zurück. Weiterhin habe ich bereits die Mannigfaltigkeit der Schreibung
der Stichwörter vereinheitlicht (2000) und die Kriterien für die Exzerption aufgestellt (2002). Auf dieser Grundlage habe ich im Jahre 2003
ein Modell für das Lexikon entworfen, in dem insgesamt ca. 1800
Stichwörter enthalten sind. Im Laufe der letzten zehn Jahre stieg die
Zahl weiterhin auf ca. 6000 Stichwörter an. Daher ist es nun an der
Zeit, diese Worterklärungen in Form eines Lexikons zusammenzustellen.
In dem vorliegenden Artikel erläutere ich zunächst das Abkürzungsverzeichnis und die Hinweisen zur Benutzung, um dann mit den Wörtern
zu exemplifizieren, die mit „a" beginnen.
Im Folgenden möchte ich nur einige wichtige Hinweise zur Benutzung des Lexikons vorstellen.
• Die Wörter, die sowohl im Frühneuhochdeutschen als auch in der
Gegenwartssprache existieren, werden unter Umständen nicht ins
Lexikon aufgenommen. Die frühneuhochdeutschen Wörter, die in der
Gegenwartssprache als „veraltet", ,,gehoben" oder „mundartlich"
bezeichnet werden, finden dagegen Aufnahme.
• Belege erfolgen keine, die Phraseologie wird berücksichtigt.
• Wortarten werden mit den Zeichen I, II usw., Bedeutungen mit den
Zeichen CD, @ usw. unterschieden.
• Eventuelle Varianten folgen nach dem Stichwort in Parenthesen
gesetzt, z.B. antlit (antlitz, antlüz)
• Synonyme und Antonyme sind mit dem Zeichen [ ] markiert.
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• Zu den schwierigen starken Verben werden Informationen über die
Ablautreihe und ein typisches Verb hinzugefügt, z.B. erwinden
(Ablautreihe III ·Typ: binden).
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