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研究成果の概要（和文）：アイヌ語の人称表示の方言差を観察し、方言間の距離が近いことでこれまで知られてきた沙
流方言と千歳方言の動詞の人称表示体系に、重要な差異のあることを確認し、この事実が示唆するアイヌ語の人称表示
の一般的な傾向および歴史的背景を考察した。アイヌ語の叙事詩のなかに現れる親族語彙について、沙流方言のテキス
トと静内方言のテキストのなかでの用法の違いを調査した。アイヌ語音声データベースのシステムを試験的に構築した
。アイヌ語音声データベースに入力するレコードの整備を進めた。アイヌ語のテキストをデータベース化する際に、動
詞内部をできる限り形態素ごとに区切り、そこにタグをつけていく作業を試み、その結果を評価した。

研究成果の概要（英文）：The differences among person marking system of several Ainu dialects have been
observed and a prominent difference between Saru and Chitose dialects, which have so far been regarded as
very similar dialects, was found. General tendency or historical implication of Ainu person marking
system was investigated upon this observation. Difference among kinship terms of Saru and Shizunai
dialects was researched using the epic texts of these dialects. The Ainu audio database was
experimentally constructed and records for the database have been accumulated. Tagging to the verbs in
Ainu text records for the database, focusing upon the grammatical and semantic role of each morpheme, was
attempted and evaluated.

研究分野： 言語学・アイヌ語アイヌ文学
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